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　　　　　　　　　　　　はじめにはじめに

　建設業を営む者（建設業者）がISOマネジメント認証

（QMS、EMS及びOHSMS）を取得する主な目的の一つ

が「公共工事入札での加点」にあることは、皆さんご存

知のことと思います。今回は、建設業法上の許可を取

得し、公共工事へ入札参加申請をする場合のプロセス

を確認しながら主な加点項目とISOマネジメント認証と

の関係について考えてみたいと思います。

　　　　　　　　　　　　建設業法上の手続き、建設業法上の手続き、

　　　　　そのプロセスでの加点とISOの関係　　　　　そのプロセスでの加点とISOの関係

⑴　建設業法上の許可

　建設業の許可は、都道府県知事許可（以下「知事許

可」）と国土交通大臣許可（以下「大臣許可」）に区分さ

れています。「知事許可」は、同一都道府県内に営業

所がある場合、「大臣許可」は、都道府県をまたがって

営業所がある場合です。建設業法上の許可を取る場合、

「一般建設業」と「特定建設業」の区分があり、元請けと

して受注した場合、下請に出せる金額の違いです。

⑵　経営状況分析（いわゆる「経営分析」）

　建設業法上の許可を得た上で公共工事の入札に参

加を希望する場合には、まず「決算変更届」を提出後、

建設業者が「経営状況分析結果通知書」を取得します。

同通知書は基本的に決算報告書の情報を基に算出さ

れますが、特に設備・施設に関する減価償却の状況に

つ い て は 別 途 資 料 を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。

ISO9001/14001/45001では、「5.1 リーダーシップ及び

コミットメント」「7.1 資源」に該当します。

⑶　経営事項審査（いわゆる「経審」）

　その後、a)建設業者は国土交通大臣または都道府県

知事へ、「経営規模等評価申請」を行い、「経営規模等

評価結果通知書」が交付されます。また、b)建設業者

が審査行政庁へ「総合評価値の請求」を行い、「総合

評定値通知書」が交付されます。a)とb)は同時進行で

審査され、審査行政庁から交付される「通知書」も一体

化されています。

　経審では、様々な指標が用いられますが、その内のW

点（その他の審査項目(社会性等)評点）を取り上げます。

主な加点項目として、①雇用、働き方改革関連（建設業

退職金共済制度(建退共：けんたいきょう)、法定外労働災

害補償制度）、②地域への協力体制（防災協定の締結）、

③資格者（公認会計士、建設業経理士1級・2級）、若年

技術者等、④研究開発の状況、建設機械の保有状況が

あります。ISO9001/14001/45001では、①が「4.2 利害関

係者のニーズ及び期待の理解」「5.1  リーダーシップ及び

コミットメント」「6.1 リスク及び機会への取組み」、②が「5.1 

リーダーシップ及びコミットメント」「6.1 リスク及び機会への

取組み」「E8.2 緊急事態への準備及び対応」、③が「7.1 

資源」「7.2 力量」、④が「7.1 資源」に該当します。

※条項番号はISO9001・14001・45001共通、Eは

ISO14001のみ該当

⑷ 入札参加資格申請

　建設業者は公共工事の受注を希望する各官庁、地方公

共団体に対して入札参加申請を行います。発注機関は、

　建設業において公共工事を自治体などから請け負う際に受ける必要

がある経営事項審査。組織規模や財務内容など経営に関する事項を

点数化して審査されるもので、その加点対象としてISO規格の認証があり

ます。今回は、その手続きについて、加点対象のISO規格との関連を絡め

てご紹介いたします。ご参考にしていただければ幸いです。   　（編集部）

－PICK UP  －

行政書士 ほしくま事務所

星隈 英明

～経営事項審査の手続き～～経営事項審査の手続き～～経営事項審査の手続き～～経営事項審査の手続き～
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⑶経審の総合評価点を客観点とし、これに独自の基準

（主観点）を加えた総合点数で格付け（入札ランク）を行

い、そのランクにより受注できる工事金額が決定してい

ます。

　主な加点項目として（各発注者により異なります）、⑤雇

用、働き方改革関連（障害者雇用、建設業労働災害防止

協会への加入、就業規則への育児休業制度制定、次世代

育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定、

法務省保護観察所への協力雇用主登録)、⑥地域社会

への協力・責任（地域貢献活動、インターンシップ・出前

講座、ジョブチャレンジ(職場体験)、第三者賠償責任保険

への加入）、⑦資格・講習（CPDS、労安法に基づく運転

業務資格保有者、防災士等の資格者、不当要求防止責

任者講習受講）、⑧建設機械の保有状況があります。

ISO9001/14001/45001では、⑤・⑥が「4.2 利害関係者

のニーズ及び期待の理解」「5.1  リーダーシップ及びコミッ

トメント」「6.1 リスク及び機会への取組み」、⑦が「7.1 資

源」「7.2 力量」、⑧が「7.1 資源」に該当します。

　今回は、建設業者が公共工事へ入札参加する場合の

プロセスを確認しながら主な加点項目とISO認証との関

係について検討してみました。

当社は和歌

山県田辺市が

本社の建設業

です。約20年

前にISO9001

を取得、数年

間の継続後、

当時は運用が

負担になったことで一旦返上しましたが、6年前、経営

審査時のメリットもあって、ISO9001を再取得しました。

運用の成果もあり、国土交通省実施の工事成績評定に

て、工事成績優秀企業を今年度も継続しています。

 近年、若手社員が少なく、ベテラン社員が頑張っている

中、3年前、高卒新人を複数名迎えました。入社後、彼

らは努力と経験を重ね、数億円規模の国交省発注工事

の現場代理人を担当するまで成長しました。現場代理

人とは、経営者の代理として、工事現場全体の運営や

施工管理などを行う責任者です。彼らは、分からない事

が未だ多い中で発注者（国交省）や、下請け業者と打ち

合わせを行い、奮闘しながらも現場を無事故・無災害で

竣工しました。どちらの工事も上司を含めて会社からの

全面的なバックアップが必須でしたが、発注者（国交

省）から工事成績80点以上の高評価点を頂きました。21

歳の現場代理人たちの成長が目に見えて分かる一方、

彼ら自身も工事を通じてやり甲斐や達成感を感じ、次に

つなげてもらえ

ればと思ってい

ます。今後も地

域社会の発展

に貢献できるよ

う邁進してまい

ります。

星隈 英明星隈 英明（ほしくま ひであき）

ソフト開発会社、化学会社勤務を経て2013
年行政書士として独立、建設業許可等を主な
業務として活動。その後、2018年ISO9001
及びISO14001審査業務を開始。愛媛県西
条市在住。

株式会社堀組
「21歳、国交省現場代理人2名」

（ISO9001：2015ISO9001：2015認証取得）認証取得）

砂防工事現場

道路維持工事現場

取締役営業部長  谷口文章
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Questionuestion

輸出促進法（うち、HACCP支
援法みなし規定）の確認作業
業務を開始
　インターテック・サーティフィケーションは、

農林水産物及び食品の輸出に関する法律

（輸出促進法）に関わる、輸出事業計画の

確認作業を行う第三者機関リストに登録さ

れました。

　これは輸出促進法に基づき、輸出事業計

画に、食品等の流通合理化、製造過程の管

理の高度化に関する内容を含めて、農林水

産大臣の認定を受けた場合は、株式会社日

本政策金融公庫による融資、債務保証等の

支援措置の対象となるもので、その申請する

輸出事業計画における品質管理の高度化

について確認する業務となります。

 詳 し く は 農 林 水 産 省 の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/

export/gfp/yusyutsu_keikaku.html）を

ご参照ください。

また、ご興味がございましたら、弊社東京事

務所（マーケティング：03-3669-7435）ま

で、お気軽にお問合せください。

新セミナーのご案内：
ISO/IEC27017規格概要説明・
導入コース（オンライン）
　弊社では、ISO/IEC27001（情報セキュリ

ティ）内部監査員養成コースを開催しており

ますが、今年度より、ISO/IEC27017：2015

規格概要説明・導入コースもオンラインにて

開始いたしました。本セミナーでは、クラウド

サービスのための情報セキュリティ管理策に

ついて解説します。ISO27001認証組織の

管理者、クラウド担当者、情報システム部門

の方に 適のコースです。2月の開催時はご

好評をいただき、次回は5月14日の開催を

予定しております。ご興味がございましたら、

弊社ホームぺージをご参照いただくか、弊社

東京事務所研修部（03-3669-7435）まで

お気軽にお問い合わせください。

審査員会議
　弊社では、ISO9001・14001など規格別、審

査員資格別に年間複数回、審査員会議を実

施しており、1月開催のISO9001・14001合同

審査員会議は、オンライン形式で行われました。

　1月会議の主テーマは「リモート審査」でした。

リモート審査では、基本的に、電話・メール・画

像確認（Zoom、Teams等）を通して行います。

規格ごとに事前に入手しておきたいお客様の

資料（例：品質－製品およびサービスにおける

重要なプロセス関連）があり、審査前に依頼い

たします。また、合わせて審査前には、接続テ

スト、画面共有の操作をすることで、当日のス

ムーズな審査に繋がります。特に、複数の審

査員が対応する場合、人数分の通信回線が

必要になります。また、逆光など光線状態や

マスクなどで、表情が伝わりにくいことがあり、コ

ミュニケーションに注意し、臨機応変に対応す

るよう努めています。こういった会議などを通し、

お客様に付加価値を感じていただける審査が

できるよう、日々取り組んでおります。

コロナの影響で、昨年はリモート審査を受けました。今年もリモートで受審するか迷っているのですが、その場合は、どのよ

うな手続きになりますでしょうか？　昨年提出したアンケート用紙を再度送ればいいのでしょうか？

インターテック・サーティフィケーションでは、経済

活動の継続と社会的責任の観点から、審査事業

を継続してまいりましたが、緊急事態宣言解除後も

引き続き、皆様の安全への配慮に努めます。

　そのような観点から、引き続きマネジメントシステム審査に

つきましてはリモート（遠隔）審査も実施しております。ご希望

の場合は以下までご連絡いただきますよう、お願いいたしま

す。なおアンケート用紙につきましては、前回のリモート審査

で問題なく実施でき、使用するソフトウェアや接続環境の変

更が無ければ、再提出は必要ありません。右欄記載の認証

部アドレス宛に、「例：株式会社○○は2021年〇月〇日審

査は、リモート審査希望。前回実施時において問題なく、リ

モートソフトウェア、接続環境に変更ありません」などと、組織

名、審査日を明記した上で、お知らせ願います。

　また、通常の審査を受けられる場合も、引き続き、三密の

回避、換気、咳エチケット、マスクの着用等、「新しい生活様

式」をご参考いただき、ご対応くださいますよう、よろしくお願

いいたします。お客様におかれましても、新型コロナウイルス

感染症拡大以降、長きにわたり感染防止措置を取られてこ

られたと思いますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたし

ます。弊社審査員がお客様先を訪問する際にも、これまで

通り、弊社の感染予防チェックを継続いたします。

　弊社審査員が訪問する前、もしくは訪問中、万が一、貴組

織にてウイルス感染を疑う症状が現れた場合は、お手数で

すが、以下までご連絡をいただきますようお願いいたします。

　なお、リモート審査への切り替えなど、可能な限り、審査日程

の延期は避けていただきますようよろしくお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、以下までお問い合わせください。

【連絡先】

 東京事務所　各規格認証部

TEL   ：03-3669-7408

Eメール：cert-scheme.japan@intertek.com

お客様からいただきましたご質問についてご紹介いたします。

オンラインセミナー風景
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〔取材者〕 審査員  美濃 英雄
Hideo Mino

様株式会社平和堂
（ＩＳＯ14001：2015認証登録）

　株式会社平和堂様は、滋賀県彦根市で1957年に創業され、

滋賀県を中心に総合スーパーを展開されています。1963年

ジュニアデパート平和堂開店時には、県内初のエスカレー

ターが設置されました。1990年には東証1部に上場されてい

ます。2002年ISO14001を認証取得され、昨年、審査機関を

インターテックに変更されました。移転審査では、関西、東海、

北陸地方の155サイト（店舗＋本部）からサンプリング、対象

人数22,688人、審査員6人で9日間、再認証審査が行われま

した。

　審査では、以下のような、多くのことが確認されました。

まず、食品売り場では「地場野菜コーナー」の設置はもちろん

ですが、生産した野菜を地元の農家が直接店舗へ持ち込む

「地元農家直納野菜コーナー」が設置されていました。野菜

の他にも衣類や酒類など多くの商品を地元から仕入れて地域

のお客様に販売する、地産地消に取組まれています。店舗の

駐車場では、古紙やペットボトルをリサイクルする回収ステー

ションを設置され、回収量に応じてポイントが貯まり、貯まった

ポイントで平和堂商品券と交換できるシステムが好評とのこと

でした。

　各店では、小学校3～6年生の児童を招き、店長が先生役と

なって環境学習を行う「平和堂エコピースクラブ」を展開されて

いますが、現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

出前授業の形式に切り替えて、小学校で行う「子ども環境学習」

として店舗の業務内容や環境への取組みを講義されています。

　その他、有料レジ袋の収益金を活用して地域の幼稚園や小

学校に植樹を

行って緑化活動

を広げる「平和

の緑づくり」や、

出店地域の5か

所の協定地にボ

ランティアで集

まった社員が下

草刈りや間伐、

獣害対策などを

行う「平和の森づ

くり活動」も他の企

業にはない取組

みとして注目され

ています。

　尚、社員全員に

対する環境教育と

しては、「ｅラーニ

ング」システムを活用したり、セルフチェック方式の「エコチャレ

ンジシート」や、環境DVDビデオ教育など、さまざまなツールを

活用して、環境への意識付けを実施されていました。

　その他、多くの環境マネジメントの進捗状況が、同社ホー

ムページのCSR報告書にも掲載されています。同報告書の

トップページは、「平和堂グループの価値創造」として、「リス

ク及び機会」、「平和堂の強み」など、ISO14001：2015年版

に準拠した構成になっています。同報告書では、「地域共

創」の取組みが紹介されており、多くの関係者から賛同を得

られています。

平和堂本部社屋 HATOC（滋賀県彦根市）

イメージキャラクター
「はとっぴー」

https:/ /www.heiwado.jp/

平和の森づくり活動風景子ども環境学習：講義風景

最大店舗「ビバシティ平和堂」（滋賀県彦根市）

株式会社平和堂
株式会社エール
株式会社丸善

156店舗
2店舗
7店舗
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2021.4大分県別府市   

衛本  芳紀
  （えもと   よしのり）

7070

7070

専門分野：
経　　歴：

ISO9001・ISO14001－電子、電気、機械、物流、建設
経済学部卒業後、海陸の総合物流会社を経て電子
機器メーカーの設立に従事。2007年1月よりイン
ターテック審査員。

「聞かれたこと以外は答えないように！？」

審査員からのエッセイをお楽しみください。

私が勤務していた会社の電子機器で大量の

不具合が発生、米国アトランタで悪夢のクレー

ム処理をしました。それがきっかけで世界に通

用する品質保証体制はISOしかないという認識

になり、当時発行されたばかりのISO9001:1994

「品質システム―設計・開発、製造、据付にお

ける品質保証のためのモデル」に取り組むこと

になりました。当時の同僚で現インターテック審査員の古庄氏とコンサルの指導なしでシステム構築を始めま

した。当時の参考本に「経営者は審査員が来られたら玄関に出迎えなさい。審査では聞かれたこと以外は答えないように！」と、今思え

ば何とも奇妙な指南がありました。審査員様は偉い方だと思い込ませるこのフレーズを今でも覚えています。その後自分が審査員にな

り、審査を意味する“audit”の単語の意味は「聴く」ことだと基本姿勢を学びました。時は流れISOも「マネジメントシステム」に変わりました。

このシステムは経営者に役立っているでしょうか。私の行う審査は改善の糸口になるでしょうか。そう考えながら審査に臨んでいます。

　2020年11月に予定していた気候変動枠組条

約締約国会議(COP26)は､ウイルス感染拡大の

影響で1年後に延期されました。この会議では

2020年から始まっているパリ協定の実施に当り、

各参加国の温室効果ガス(GHG)の排出目標の

引き上げとその計画の討議を予定していました

ので､会議の延期による全体取組みの遅れが

懸念されていました｡

■■ 「グリーンリカバリー」の提案「グリーンリカバリー」の提案

2020年4月､国連のグテーレス事務総長から

「危機に対して異常に脆弱なウイルス感染前の危機に対して異常に脆弱なウイルス感染前の

社会に戻ることはできない｡より良い世界を構築社会に戻ることはできない｡より良い世界を構築

する必要があるする必要がある」とのメッセージが発せられまし

た｡これは経済停滞からの回復を気候変動への

取組みと共に進めて､ウイルス感染や気候変動

に対して強靭な社会に構造改善することを意味

します。これを｢グリーンリカバリーグリーンリカバリー｣と称し､パリ

協定の引き上げ目標も含めるようになりました。

⑴ ⑴ EUのグリーンリカバリーEUのグリーンリカバリー

ウイルス感染前に作成した｢欧州グリーンディー

ル｣をベースに欧州復興計画が2020年4月に

策定されました。

・2030年のGHGの排出を55%削減、2050年

排出ゼロを目指す

・復興基金7500億€(95兆円)を投じ､37%を気候

変動対策へ充当

・「国境炭素調整措置国境炭素調整措置」を導入し､資金源として

活用する

これは輸入品の製造過程で排出されるCO2量

に対応する課税で､脱炭素社会形成の手段と

なると言われています。

⑵ ⑵ 米国のグリーンリカバリー米国のグリーンリカバリー

　バイデン大統領の就任日に､トランプが離脱

したパリ協定への復帰を決定しました｡復興政

策は選挙公約の中に明示されています｡

・2035年迄に発電所からのGHGの排出をゼロ､

2050年全分野でゼロを目指す

・復興予算4年間で2兆$(210兆円)を投じ､電気

自動車用の充電施設50万か所､住宅の改修

工事200万戸等を実施

・環境正義環境正義の実施

環境正義とは、人種・出身国・貧富に関わらず、

公正な環境で暮らせることで、環境汚染地域に

追いやられる社会的弱者の救済･支援を実施

することを意味します。

⑶ ⑶ 中国のグリーンリカバリー中国のグリーンリカバリー

　これ迄の途上国主張を転換して環境先進国

としての立場を鮮明にしています｡

・2030年迄にCO2排出を増加から減少に転じ､

2060年排出ゼロを目指す

石炭炊き小型ボイラーの廃止による健康と青

空回復運動を含む

・9.2兆元(150兆円)を投じて電気自動車の普

及と充電施設の拡充等を実施

⑷ ⑷ 韓国のグリーンリカバリー韓国のグリーンリカバリー

　｢韓国版ニューディール｣をベースに以下の計

画を発表しています｡

・2030年にGHG排出37%削減､2050年実質ゼロ

を目指す

・160兆ウォン(14兆円)を投じ､都市林造成･再エ

ネ基盤整備等

■ 日本の対応日本の対応

2020年10月に行われた菅首相の所信表明で、

2050年GHG排出ゼロを宣言しました｡遅まきな

がら日本政府がパリ協定実現に一歩踏み出し

ました。2030年目標や2050年迄の詳細計画は

これからです｡また、復興計画はウイルス感染

で明らかになったデジタル社会の遅れや医療･

看護部門の脆弱さは再構築が必要であり、グ

リーンリカバリーの実行には､科学･社会･経済

の変革が必要です。

　次回は新型コロナ以後の社会の改善の担い

手について述べる予定です。

環境主任審査員 郷古 宣昭 Nobuaki Goko

連載「環境とISO14001」

審査員リレーエッセイ

「新型コロナウイルス危機」（その3：グリーンリカバリー）
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厳選素材で「食卓笑顔」
上進漬物工業株式会社  （ISO9001：2015認証登録）

代表取締役　小川 克彦

　 当 社 は

新潟県上

越市にて

昭和54年

設 立 し た

漬物製造

メ ー カ ー で 、 平 成 2 0 年 に 妙 高 市 に あ る 大 鹿 工 場 で

ISO9001を認証取得しました。近隣は野沢温泉、妙高高

原など、冬は雪深く、自然豊かな地域です。

　当社では、メイン商品の野沢菜を、作付から栽培・収穫ま

で契約先のJAと、実際に栽培している農家と一緒に、高品

質な栽培に取り組んでおります。また、野沢菜の品質・鮮度

にもこだわり、朝早くから一束一束を手作業で収穫し、その

日のうちに工場へと輸送します。工場に到着した野沢菜の

状態を見て最適な塩分濃度でその日のうちに漬込みをしま

す。新鮮な野沢菜を新鮮なうちに漬込むことにより品質のよ

い野沢菜漬が出来上がります。ホームページでは、ご飯、

冷奴、そば（うどん）、餃子、納豆、まぐろの刺身、長芋など

と、野沢菜こんぶを使った料理レシピなども掲載しています。

　ISO審査では、「社内事故ヒヤリハット改善報告書」などの

取組みが、高評価されまし

た。企業理念の「食卓笑

顔」を大切に

す る こ と が 、

上進ブランド

です。

https://www.joushintsukemono.com/

機械加工一筋、創業104年
中川鉄工株式会社  （ISO9001：2015認証登録）

代表取締役　中川 裕之

　大阪市城東区でステンレス、難削系の素材の精密旋盤

加工を手掛けて今年104年目を迎える中川鉄工です。

2008年にISO9001を取得しました。

　まごころを込めた職人の手によるものづくりで、高品質か

つ付加価値の高い商品を提供し、大阪から「ものづくり立

国 NIPPON」を支えたいと思っています。その中で弊社で

長年培ってきた金属を薄く削る薄肉旋盤加工技術を用い

て、酒器「shitatari」を製作、一昨年大阪製ブランドの認定

もいただきました。（https://www.shitatari.jp）

　大阪のものづくりを支えた職人の技術はまだ、当社の様

な企業には十分に残っています。当社ではこの技術を継

承しながら、職人の能力を引き継ぐ技術者をちゃんと育て

ていかなければなりません。とはいえ最近は、人間同士の

関係が希薄で、心が折れやすい若者が増えています。高

品質の商品を提供するスキルを身につけてもらうためにも、

そうした経験ができる環境を整えてあげたいと思っていま

す。「あいさつ」や「脱いだ靴を揃える」といった、当社が創

業から守り続けてきた

日本の古き良き伝統も

伝えていきたい。“もの

づくりはひとづくり”。そ

れも、心を磨くことにつ

ながるはずです。

大鹿工場（新潟県妙高市）

昭和初期当時　　　　 本社（大阪市）

「野沢菜こんぶ」 野沢菜の栽培畑

https://www.nakagawa-iw.com
https://www.thin-walled-lathe.com/（ソリューションサイト）

自社製品 酒器「shitatari」

ひろし
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ISO14001を活用したSDGs（持続可能な開発目標）セミナーを受講して
ISO14001を活用したSDGs（持続可能な開発目標）セミナー（2020年12月 オンライン）受講

本は世界有数の長寿国ですが、日本企業も長寿といわれています。

2020年日経BPコンサルティングのビジネス情報サイト「周年事業ラ

ボ」が発表した世界の長寿企業ランキングでは、創業年数100年以

上と200年以上の企業数の国別調査結果でいずれも日本が世界1位でした。

東京商工リサーチによる今年2月の調査結果では、昨年業歴100年を超える

企業は全国で3万6,490社で、これに今年創業100年を迎える3,696社が加

わり、2021年の業歴100年超の企業は4万186社になる見通しだそうです。

　また、1000年超の企業は世界に11社あり、その内の8社が日本企業、さら

に世界最古の企業も日本企業だそうです。578年創業、社寺建築を手がけ

る大阪の建設会社、金剛組の名前を聞かれた方も多いかと思います。飛鳥

時代に聖徳太子の命を受けて日本最初の宮寺となる四天王寺を建立したの

が始まりで、そのときに朝鮮半島の百済から招かれた宮大工のひとりが創

業者です。2006年には経営危機に陥りますが、同じ大阪の建設会社、髙松

建設が手を差し伸べます。金剛組の国宝級の宮大工の匠技に感動した当

時の髙松建設の会長が「伝統あるものは一度壊れたら二度と戻せない。大

阪の宝である金剛組を潰すのは大阪の建設業者の恥や。」とまさに義理と

人情の支援を受け、現在まで1400年以上も事業を継承されています。

　ところで、老舗企業は、創業何年からそう呼ばれるのでしょうか？明確な

基準はないようですが、企業調査関連の組織や団体などでは基準を設けて

いるところも多く、例えば、帝国データバンクでは創業100年以上を「長寿企

業」と呼び、東京商工リサーチでは創業30年以上を「老舗」と定義しています。

ちなみに、帝国データバンクも1900年創業の老舗企業です。

　老舗の語源は、「為似す（しにす）・仕似せる（しにせる）」に由来し、「似せて

する」「真似る」などから、家業を絶やさず守り継ぐ意味となり、長年商売をし

て信用を得る意味で用いられるようになったそうです。老舗は「ろうほ」とも読

み、「老」は経験があるさま、「舗」は店の意味があるため、長い経験を積ん

だ店のことを指す当て字として使われるようになったといわれています。

今号の『お客様からのお便り』では、今年で創業104年となる中川鉄工様

をご紹介しております。既刊号でのこれまでのご紹介を含め、他にも老舗企

業のお客様は多くいらっしゃいますので、今後も機会を見つけてご紹介させ

ていただきたく思っております。コロナ禍の中、まだ厳しい状況が続いていま

すが、1日でも早い収束と皆様の安全を心より願っております。（参照・出典：

WHO世界保健統計2020、日経BPコンサルティング「周年事業ラボ」、㈱東

京商工リサーチ、㈱帝国データバンク、㈱金剛組、髙松建設㈱各HP）

日日

　当社は、産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分までの

一貫処理に加え、廃棄物を適正に処理するための分析やコンサル

事業を行っています。2020年度よりSDGsの取組みを本格始動

し、部署毎に具体的な達成基準と年度毎の実行策を定め、取組

みを進めています。

　今回はSDGsへの理解を深めるために受講しました。オンライン

受講の環境は快適で、資料を事前にいただいたことで予習もでき、

音声やチャットで講師とコミュニケーションを取ることで、都度疑

問点を解消することができました。又、セミナーを通じて今後の取

組みにつながる示唆に富んだアドバイスを得ることができました。

今後はセミナーで学んだことを活かしてSDGsの取組みの推進に

努めていきます。

株式会社京都環境保全公社
環境技術部 環境管理室 中村 千恵子

開催日程・開催地等、研修に関する詳細は弊社ホームページにて
ご確認ください。（https://ba.intertek-jpn.com/study/）

審査員養成コース審査員養成コース

審査員養成コースは、審査員を目指される方だけで
なく、最近では企業様から、品質管理体制の改善や、
内部監査員のさらなるスキルアップを目指してご参加
いただくことが増えております。業務改善や力量向上
を目指している皆様のご参加をお待ちしております。

ISO9001（5日間）/ISO14001（3日間）/ISO45001（3日間）

ISO9001・・・
ISO14001・・・
ISO45001・・・

10/8（金）～12（火）

6/26（土）～28（月）、12/18（土）～20（月）

5/29（土）～31（月）、12/25（土）～27（月）

※ISO14001/45001の3日間コースは受講要件がございます。
　詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

東京（弊社東京事務所）

東京（弊社東京事務所）開催地開催地

日　程日　程

開催地開催地

日　程日　程

＊弊社ホームページよりお申込みいただけます。FaxまたはEmailでのお申込みの場合は、ホームページより申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご送付ください。

SDGsセミナー／オンラインSDGsセミナー／オンライン

JGAP審査員研修JGAP審査員研修（青果物・穀物）（青果物・穀物）

6/15（火）～17（木）、12/7（火）～9（木）

日　程日　程 5/11（火）、9/29（水）、12/22（水）

～お客様から“選ばれる”企業になるために！～

SDGs各目標に起因するリスクと機会、ISO14001を活

用した対応について解説します。

https://ba.intertek-jpn.com/
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