
　昨年は、当社が認証事業を開始して 周年を迎え
ました。 その間、お客様から多大なご厚意を賜り、現在、
民間の審査機関では顧客数日本一に成り、多くのお客
様にご縁を頂いております。 この機会をお借りして、全
てのお客様はもちろんのこと、ご支援・ご協力頂いてお
りますアライアンスの皆様や審査員の皆様、そして全
従業員並びにそのご家族に、改めて心より御礼申し上
げます。

　これからも、プロの審査機関として、さらに次の未来
に向けて大きく翔けるよう、インターテック・サーティフィケーション（通称MIC）の企業理念
である Vision and Mission を貫き通し、お客様の更なる成功・発展の為、継続的改善と
改革を促す触媒となって全従業員誠心誠意取り組んで参ります。

　 年後の東京オリンピックに挑む選手同様、常に冒険とチャレンジ精神を忘れず、ベン
チャーから老舗、ナノテクノロジーから重厚長大、多種多様なお客様の知財を溶解・結合し
て様々なオープンイノベーションを誘発できる集積基地として、また、マネジメントシステ
ムでお客様の事業に有形・無形のイノベーションを巻き起こすタービンとして存在し続け
たいと思います。

　そして、それが、更なる未来企業の価値創造、日本の産業の
発展、ひいては国益に繋がると信じ、その責任を引き受け、全
力を尽くす所存で居ります。　何卒、変わらぬお引き立てを賜り
ますようお願い申し上げます。

　最後に、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げま
すと共に、今後ともご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。



　現在、世界的に社会的責任（CSR）/倫理監査の需要が高まっており、日本国内でも自社の品質や環境マネジメントシステムの継

続的改善に加えて海外の生産委託先サプライヤーの管理およびグローバルにビジネスを展開されている企業様より二者監査につい

て多くのお問い合わせを頂いております。

Suppl ier  ManagemenSuppl ier  Management 部 部門 マネージャー　西村 博彦門 マネージャー　西村 博彦
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二者監査について

インターテックが提供する監査サービスについて
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参考） 二者監査とは

通常、CSR（Corporate Social Responsibility）監査または社会的

責任監査、倫理監査などと呼ばれている。

CSR (Corporate Social Responsibility)とは、一般的に、法令遵守、

消費者保護、環境保護、労働、人権尊重、地域貢献など純粋に

財務的な活動以外の分野において、企業が持続的な発展を目的

として行う自主的取組と解されている。CSRの「社会的」基準には、

欧米の宗教観や社会的価値観が含まれており、地域や国、歴史

や文化、宗教あるいは社会経済状況によって、その社会が求める

もの（価値観、倫理観、社会正義）は異なる。

・欧州での概念‐責任ある行動が持続可能なビジネスの成功に

つながるという認識を企業が持ち、社会や環境に関する問題意

識を、その事業活動やステイクホルダーとの関係の中に、自主的

に取り入れていくための概念。（欧州委員会ホワイトペーパー、

2002年7月）

・米国での概念‐CSRとは、社会が企業に対して抱く法的、倫理的、

商業的もしくはその他の期待に対して照準をあわせ、全ての鍵と

なる利害関係者の要求に対してバランス良く意志決定することを

意味する。（Business for Social Responsibility～米民間団体）

参考） ISOとは

国際標準化機構(ISO)では、対象が企業(corporate)に限らない

という見地から、社会的責任（social responsibility、略称：SR）の

呼称で国際規格 ISO 26000 を策定した（2010年11月発行）。ISO 

26000 は日本語に翻訳され、JIS Z 26000 「社会的責任に関する

手引」として制定されている（2012年3月制定）

　複数の国や大陸に広がるサプライチェーンへの依存と

並行したグローバル化の課題は、組織にとって重大な

リスク要因になっています。世界中で、組織がその地球

規模の事業に対する保証レベルをさらに高めるため、

サプライチェーンの二者監査を用いたオーダーメイドの

ソリューションに目を向けつつあります。インターテック

は、あらゆる組織に対して、その規模や業種や地理的な

場所に関係なく、サプライチェーンの二者監査サービス

を提供しています。グローバルサプライチェーンの複雑さ

が増すにつれて、組織は自身のブランドの評判を守り、

自身の製品やサービスに対する消費者の信頼を増すた

めに、そのサプライチェーンが安全で持続可能なもので

あることを知っておく必要に迫られています。

　監査には、ISOマネジメントシステム審査、供給者、アウト

ソース先、外注業者の品質マネジメントシステムの有効性

を評価する第二者品質監査がよく知られています。顧客が

品質の良い製品を求めるのは当然のことですが、製品を

製造するにあたり、環境に多大な負荷を与えたり、あるい

は、作業者が危険にさらされることがあります。このような

場合のリスクマネジメントとして環境、労働安全衛生マネジ

メントがあります。また、従業員の劣悪な作業環境におい

て製造されたものが安価で品質がよいとしても、倫理的に

問題があります。このような観点から対象となる組織が、従

業員に対する安全、労働条件、賃金、待遇、処遇などが、

法及び倫理規範を遵守しているかを評価するための倫理

監査、社会監査というものが実施されております。このような

監査を行うためインターテックは世界45カ国以上に監査員

を600名以上配置しており、監査サービスについては主に

1）プライベート規格監査、2）産業規格監査、3）顧客固有

プログラム監査の3種類を提供しております。

二 者 監 査
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◇プライベート規格監査サービスプライベート規格監査サービス　　　　～サプライチェーンのリスクとパフォーマンスを管理します～プライチェーンのリスクとパフォーマンスを管理します～

　インターテックは、費用効率の高いリスクベースの評価ツールと監査ソリューションのシリーズを開発しました。広く認め

られている業界基準とベストプラクティスへの適合を求めるバイヤーとサプライヤーにご利用いただけます。

【監査の種類】

• 社会面 - Workplace Conditions Assessment  (WCA) 
　　　　　　　労働環境評価

• 環境面 - Think Green Initiative  (TGI)
　　　　　　　環境負荷低減への配慮

  - Environmental Chemical Management (ECM)
　　　　　　　環境化学物質管理

• 品質面 - Supplier Qualification Program (SQP) 
　　　　　　　サプライヤー資格認定プログラム

　　　　　  - Mill Qualification Program (MQP) 
　　　　　　　工場資格認定プログラム

• セキュリティ - Global Security Verification (GSV）
　　　　　　　　　　グローバルセキュリティ検証

◇産業規格監査サービス◇産業規格監査サービス

　以下の産業プログラムは全て認定を受けています。

• BSCI – Business Social Compliance Initiative

• SEDEX/SMETA – Supplier Ethical Data Exchange

• ICS  – Initiative Clause Sociale

• EICC  – Electronic Industry Citizenship Coalition

　以下の認証プログラムも同様です。

• SA8000 – Social Accountability

• ICTI  – International Council of Toys Industry

• WRAP – Worldwide Responsible Apparel Program

• BRC  – British Retail Consortium, food, non food,           
packaging

・GMP Certification – ISO 22716 (Cosmetic & Pharma-
ceutical)

◇顧客固有の監査プログラム監査サービス◇顧客固有の監査プログラム監査サービス

　Fortune 500 * に選ばれている企業のうちの50社と一緒

に仕事をしています。200社以上の顧客と250の監査プログ

ラムを管理し、年間50から5,000の監査を実施しています。

　弊社のWebプラットフォーム、Eツールおよび報告書作

成の自動化などを通して標準的な審査プロセスに革新

的なアプローチを取り入れています。小売、アパレルお

よび繊維のブランドで主導的地位を占めており、化学、

医薬品、介護、食品、自動車…などの分野に広がって

います。インテグリティーが我々のビジネスの中心部で

あり、全世界で行われている弊社の活動全てにゼロ・トレ

ランス方針が適用されています。

*米国の経済誌「Fortune」が発表している企業番付

【問合先】
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Q8.　子会社でISO9001の取得を検討しています。規格改正を

考慮し、2015年版でシステムを構築しようと考えていますが、

2015年版に準拠したシステムで現行の2008年版の審査を受け

ることはできますか？

A8.　改正版の発行を控えた現在、システム構築で迷われる組織

の方も多いかと思いますが、発行前の段階では全て現行の2008

年版での受審になりますので、2015年版に準拠してシステムを構

築された場合でも、2008年版の要求事項を満たしていれば、

2008年版での認証審査を受審頂いても問題ありません。ただ

その場合、マニュアル等の文書の文言については、適用規格を

2008年版として記載して頂くなどの調整は必要になりますが、

2015年版で構築頂いていれば、その後の移行審査もスムーズに

進めて頂けると思います。

Q9.　今回の改定ではHLSが採用されると聞きましたが、どういった

ものでしょうか？

A9.　今回の改定のポイントのひとつに挙げられるのが「共通化」で

す。従来、ISO9001とISO14001など複数のマネジメントシステム規

格（MSS）を取得する組織が増えている一方で、規格の要求事項・

用語に統一性がなく、導入する組織にとって負担となっていること

が指摘されており、ISOでは共通化に向けた取り組みが進められて

いました。そこで策定されたのがMSSの根幹となるHLS（High Level 

Structure：上位構造）です。HLSとは、MSS間の整合を図るために

策定された枠組みで、すべてのMSSに適用できる共通の構造、テキ

スト、用語の定義を定めるものです。すでにISO39001（道路交通安

全：2012年発行）、ISO27001（情報セキュリティ：2013年発行）に

はHLSが採用されており、現在改定作業中のISO9001、ISO14001、

ISO45001（＝OHSAS）にも採用される予定ですので、発行後は複

合システム構築の負担減につながることが期待されます。

【参考】

現在予定されている改定スケジュールは以下の通りです。

－ISO14001

　・2015年3－4月頃　FDIS（最終国際規格案）発行予定

　・2015年7－8月頃　IS（国際規格）発行予定

－ISO9001

　・2015年7－8月頃　　FDIS（最終国際規格案）発行予定

　・2015年9－10月頃　IS（国際規格）発行予定

改正スケジュールを含め、最新情報については弊社ホームページ

をご参照ください。（ ISO9001/ ISO14001改正最新情報：

http://www.moodygroup.co.jp/mic_kaitei.htm）

　今号も前号に引き続き、現在、作業が進められているISO9001とISO14001の規格改正に関する内容について

ご紹介いたします。

世界のISO認証件数が発表 CEAR講演会開催 規格改正セミナー、好評終了

Intertek News Vol.47（January 2015）

　ISO（国際標準化機構）中央事務局は、昨年9月、

世界のISOマネジメントシステム規格（MSS）の認証

件数について集計・調査した“The ISO Survey of 

Certifications－2013”を公表しました。今回は2013

年末時点でのISO9001（品質）、ISO14001（環境）、

ISO50001（エネルギー）、ISO27001（情報セキュリ

ティ）、ISO22000（食品産業）、ISO/TS16949（自動

車産業）、ISO13485（医療産業）の認証件数について

集計されたものです。調査対象の7つのMSSの認証

総件数は前年度から4％増加し、特にISO27001、

ISO22000、ISO13485に安定した伸びが見られました。

　規格別では、ISO9001は187カ国で1,129,446件

（前年比3％増）の認証で、国別認証数では日本は

4位。ISO14001の認証件数は171カ国で301,647

件（前年比6％増）で、日本は3位でした。その他、

ISO27001の認証件数は105カ国で22,293件

（ 前 年 比 1 4 ％ 増 ） で 、 日 本 は 断 ト ツ の 第 1 位 。

ISO22000の認証件数は142カ国26,847件（前

年比15％増）、ISO13485の認証件数は95カ国

25,666件（前年比15％増）でした。また、ISO50001

は、4,826と件数は少ないものの前年比116％と

大幅な増加となっています。この調査の詳細につ

い て は I S O の ホ ー ム ペ ー ジ で ご 覧 頂 け ま す 。

（http://www.iso.org/iso/iso-survey）

 弊社審査員も審査員資格を登録し

ている一般社団法人産業環境管理

協会・環境マネジメントシステム審査

員評価登録センター（CEAR）主催の

講演会が、昨年10月に東京と大阪

で開催され、多数の審査員が参加し

ました。講演会は主にCEARに登録

している審査員を対象に年1回以上

開 催 さ れ て い る も の で 、 今 回 は

「ISO/IEC17021改正及び制定につ

い て 」 の 内 容 で 行 わ れ ま し た 。

ISO/IEC17021は認証機関に要求さ

れる規格で、適切な品質マネジメント

の確立と、第三者適合性評価制度に

おける立場を、実現するためのツー

ルです。

　同様の講演会は一般財団法人日

本規格協会マネジメントシステム審

査員評価登録センター（JRCA）や、

国際審査員登録機構（IRCA）など、

他の審査員資格登録機関でもほぼ

毎年開催されており、弊社の審査員

も参加し、情報の更新や資質の向上

に役立てています。

　現在2015年の発行に向けてISO9001と

ISO14001の改正作業が進められています。

これに伴い、昨年弊社では、7月の東京会

場を皮切りに北海道から九州まで各地で無

料説明会及び規格別セミナー（有料）を開

催し、総勢約1500名の方々にご参加頂き

ました。

　無料説明会では、規格構造と各規格のポ

イントを交えて改正版規格にどう向き合った

らいいのか、基本的な考え方についてご説

明 し 、 規 格 別 セ ミ ナ ー で は さ ら に 、

ISO9001、ISO14001それぞれについて、

改正を活かしたシステム構築を中心に演習

を交えながらより具体的に取り上げ理解を

深めて頂きました。

　今年度も規格改正関連のセミナーを各地

で企画しております。詳細が決まり次第、弊

社ホームページ等でご案内させて頂きます

のでご活用ください。

＊ISO9001/ISO14001の2015年版規

格 改 正 が 行 わ れ ま す 。 詳 細 は 弊 社 H P

(http://www.moodygroup.co.jp/mic_

index.htm) をご覧下さい。



連載よ み も のよ み も の

審 員 理の

　日揮プラントイノベーション株式会社様は、日揮グループ

のうちエンジニアリング事業に関連する2社が2013年に統

合して、両社の持つ技術内容を一層深め、日揮グループ

関係会社中最大のエンジニアリングサービス企業として発

足されました。

　2012年、ISO9001の審査機関をインターテックに変更さ

れ、適用人数は1000名を超えています。同社は基本理念

として、「日揮グループの一員としてエンジニアリング・ビジ

ネスを通じて、社会の繁栄並びに地球環境の保全に貢献

する企業です。常に品質及び競争力の向上、技術の改善

及び革新並びに人材の育成に全力で取り組み、顧客の信

頼と満足を獲得することを第一義とし、自立した高収益企

業として、永続的な発展を目指すと共に従業員の自己実

現及び達成感を満足させる職場環境を安定的に提供し続

ける」とされています。 

　国内EPC＆MビジネスのNo.1エンジニアリング企業として

存続・発展し続けるだけでなく、近年は、グローバル化を更

に推進すべく日揮本体や海外日揮グループ会社とも連携

して、海外EPC案件に積極的に取り組まれております。

　サイトツアーで一通りサイトを回ると、その組織の管理す

べき環境側面とその管理状況の概略が理解できます。そ

のような予備知識の下で、文書や記録などの書類での確

認に入ります。書類の確認では、環境側面の確認から始

めるのが良いと思います。「環境側面」という、ISO14001で

初めて出てくる用語を理解している人は少ないように感じ

ます。環境側面とは、簡単に言えば環境影響の原因系と

説明されていますが、発生源が明確でない例、どのような

影響の発生源かが不明な例、影響の緩和策が環境側面

になっている例など、気になる環境側面の特定がされてい

る場合があります。環境側面を記述するには、どのような

環境影響の発生源であるかを併記すると分かりやすくなる

と思います。環境側面については、先ずは特定することか

ら始まりますが、サイトツアーで確認した主要な環境側面

が挙がっていないこともあります。製造業では、製造プロセ

スについては良く検討されていますが、付帯設備や製品

以外の副生物（排出物、騒音、振動、ガス、廃液など）が

見落とされている場合もあります。また、全社で共通の設

備（浄化槽、廃棄物置場、駐車場など）も抜けている場合

があります。以上は、「組織が管理できる環境側面」につ

いてですが、「影響を及ぼすことができる環境側面」につ

いては次回に触れることにします。

　環境側面が管理策になっていて、それを「プラスの環境

側面」などとしている例も見かけます。有害な環境影響が

発生するから管理策がたてられたはずですが、その有害

な環境側面が挙がっていない例も見かけます。自分の所

から発生している有害な環境側面を管理することを「有

益」と捉えている例も見かけます。有害な影響を削減して

も、まだ有害であることには変わり無く、有益にはなり得な

いと私は考えています。現代の人間活動の殆どが環境に

対しては有害であり、その有害性を如何に管理して、地球

環境の汚染を抑え、資源を有効に使用することにより持続

可能な社会とする取り組みの一つが、環境管理システムと

捉えています。　

https:/ /www.jgcpi.com/
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様
 （ISO9001：2008 認証登録）

審査員 美濃 英雄 Hideo Mino

環境主任審査員 大村 敏夫 Toshio Omura

日揮プラントイノベーション
　　　　　　　  株式会社

中東でのプラント建設現場

 第1 第14回　回　（環境編）（環境編） 第14回　（環境編）

「環境側面（１）」

©JAXA©JAXA
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環境主任審査員　郷古 宣昭 Nobuaki Goko

45

45
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「社交ダンスと掛けてなんととく」

審査員からのエッセイをお楽しみください。

2015.1

審査員リレーエッセイ

連載｢環境とISO14001｣
「COP19と気候変動対策の動向」 環境主任審査員 郷古 宣昭 Nobuaki Goko

　前回は第5次IPCC（国連気候変動政府

間パネル）報告として温暖化の現状と見通

しについて概説しましたが、その原稿の提

出直後から記録的な大雨が頻発し、多くの

命が土石流に飲まれて消えました。温暖化

の影響をまざまざと見せつけられた思いで

す。今回はその続編として温暖化対応の

国際協調の現状を紹介します。

1.　1.　京都議定書以降の動き京都議定書以降の動き

　京都議定書については第１約束期間に引

き続き2013年から2020年までの8年間が第2

約束期間として設定されました。日本は米

中の不参加は不公平だとして2011年離脱し

ています。京都議定書は元々先進国だけ

が削減義務を負う協定ですが、米国、カナ

ダ、ロシア、ニュージーランドが既に離脱し

ているので、ほぼ欧州勢だけで引き継がれ

ています。一方、2020年からは途上国も参

加する新たな枠組みがスタートする予定で、

2015年に合意を目指しています。

2.　.　COP19の主要議題と成果COP19の主要議題と成果

　国連気候変動枠組条約第19回締約国会

議(COP19)は2013年11月にワルシャワで開

催され、以下のような成果が得られました。

(1) 2015年合意予定の新たな枠組み計画) 2015年合意予定の新たな枠組み計画

の推進の推進

　新たな枠組み計画は、各国が自主的に決

めた温室効果ガスの削減目標値を基に事

前に協議して作り上げるボトムアップ方式を

採用し、以下のような作業工程が確認され

ました。

・2014年12月 COP20で「2015年合意」に含
める要素の決定

・2015年3月 その準備のある国の国別目
標案提出

・2015年5月 ｢交渉下書き｣準備

・2015年5月～12月　目標値に関する国別
協議

・2015年12月 COP21で合意、条約締結

　この原稿を書いている2014年10月現在は、

既に各国が表明している目標値の「底上げ」

が要請されていて、各国が野心的な目標を

検討中です。EUでは2030年目標40％削減

が議論されており、米国ではオバマ大統領

がシェールガス革命を背景に国内の発電事

業者に30％削減を要請しているそうです。

(2) ) 再生再生可能エネルギーと省エネルギー可能エネルギーと省エネルギーに

関する専門家会合の関する専門家会合の決定決定

　温暖化の影響が深刻な小島嶼国連合の

提案によるもので、再生可能エネルギーや

省エネルギーの分野で具体的な対策の促

進策が話し合われる予定です。

(3) ) 資金及び「損失と被害」資金及び「損失と被害」

　途上国が温室効果ガスの削減に取り組む

資金として1000億ドルを先進国が拠出する

計画を確認しました。また、温暖化に「適

応」出来る範囲を超えて発生した損失と被

害に対して、国際的に対応する仕組みの検

討委員会が設置されました。被害国救済に

道を拓く第一歩を踏み出したことになります。

3.　日本の対応3.　日本の対応

　日本は鳩山政権時代に、2020年の温室

効果ガス排出量を1990年比25％削減する

ことを約束していましたが、今回これを撤回

して、新たな目標として2005年比3.8％削減

を提示しました。これは1990年比で3.1％増

に相当します。あまりに後退した目標に70

を超える国から抗議の声明が出ました。

　以上、薄氷を踏みながらも着実に前進し

ているように思います。COP20や第5次

IPCC統合報告が控えていますので次回も

続けてこのテーマを取り上げます。

　ISOの審査とときます。心はどちらも笑

顔で相手に向き合わないと綺麗な成果

が出せません。

　社交ダンスを始めて13年になります。最

初は自分のステップが気になり、視線は

水平でなく、もっぱら自分の足を見て踊っ

ていたようです。相手から注意をうけ胸にグサッときたのをいまだに覚えています。ラテンダン

ス（ルンバ等）では照れくさがらずに相手としっかりeyeコンタクトを取ることが綺麗なダンスを表現する要素の一つです。

　ISOの審査も同様にeyeコンタクトが重要です。できれば笑顔でできると良いと思います。受審者との間に時折生じ

る意見の食い違いを和らげ相互理解を深める効果も期待できます。笑顔が作れる源は省略しますので考えてみて

ください。
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神奈川県横浜市　    

 大東  隆
（おおひがし たかし）

専門分野：

経　　歴：

ISO14001－セラミックス

旭硝子株式会社 中央研究所、インターテック審査
員（現職）



▶ http:/ /www.q-rin.co.jp/

▶ http:/ /www.jrfreight.co.jp/

　当社は、昭和24年3月、大分県くじゅう地域一帯を中心と

した九州電力社有林（水源かん養林）の育成管理と自然環

境保全を目的に事業を開始し、以降、持続的で適切な森

林の育成を目指した森林管理を行ってまいりました。

　また昭和45年からは緑化工事にも事業を展開し、電力設

備の緑化、公共の都市公園整備・高速道路緑化等を主体

に、ビルの環境緑化対策、自然環境復元等、環境問題解

決に資する工事にも力を注いでいます。近年は官公庁の

公園や農園の指定管理者も手掛け、地域と一体となった

緑豊かな地域づくりに対し、高い評価をいただいています。

　平成13年にはISO9001の認証を取得し、品質マネジメン

トシステムの効果的運用と継続的改善による顧客満足を追

求してまいりました。認証取得から14年目を迎えた今では、

業務における「PDCA」サイクルも確実に定着し、効率的な

業務運用が可能な組織となりました。

　これからもお客さまの声を大切にし、「緑でネットワーク」の

スローガン

のもと、自然

を 守 り 、 緑

豊かな環境

づくりを通し

て、地域や

社会のお役

に立てるよう

更なる努力

を重ねてま

いります。

　日本貨物鉄道株式会社

（JR貨物）は、昭和62年4月

1日に国鉄の民営分割に

よって発足しました。旅客

会社とは異なり、全国の業

務を1社で行います。その

中でも関西支社は、北は富

山から西は下関、四国までの広大な範囲が業務エリアです。

　その中で平成25年3月16日に吹田貨物ターミナル駅が開

業しました。駅といっても人が乗り降りするのではなく、コン

テナを取り扱う貨物専用駅です。駅開業時にISO14001を取

得しました。鉄道貨物事業を通して地域との共存・共栄を目

指し、環境に配慮した事業の重要性と更なる環境負荷の低

減を積極的に行っていきたいという意向からです。貨物駅で

のISO14001の取得は、全国的にも大変珍しいと思います。

　ここ吹田貨物ターミナル駅では、環境に配慮した様々な取

組みを実施しています。例えば、コンテナを取り下すフォーク

リフトは低騒音型を採用、トラックとの荷役作業時の合図に

夜間はLEDライトを使用し、ハイブリッド入換用機関車を導入

しています。また、ホームから直接コンテナを貨車に積む

E&S方式（着発線荷役システム）を採用し、大幅なリードタイ

ム短縮とコスト削減につなげています。

　鉄道は輸送量

あた りのエネル

ギー消費量が少

なく、CO2の排出

量も営業用トラッ

クの約6分の1で、

環境への負荷が

少ない輸送機関

です。地元自治

体や住民との共

存共栄を継続し、

環境にやさしいJR

貨 物 の フ ラ ッ グ

シップ的な駅とし

て、今後もさらに

活動を拡げていき

たいと思っており

ます。

緑でネットワーク

人のために。社会のために。

九州林産株式会社  （ISO9001：2008認証登録） 総務グループ長　木道 浩隆

駅長　斉藤 隆司日本貨物鉄道株式会社 吹田貨物ターミナル駅  （ISO14001：2004認証登録）
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施工事例：電気ビル共創館

吹田貨物ターミナル駅全景

・敷地総面積27.2ヘクタール
・主要線路数26本

ハイブリッド入換用機関車
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内部監査員研修コース

http://www.moodygroup.co.jp/mic_index.htm

研修コースのご案内研修コースのご案内

審査員研修コース

●
●
●

マネジメントシステムの維持・改善のために必須の内部監査。

その知識とスキルを身に付けます。これから導入を予定されて

いる企業や、既に導入され更に効果的な運用を目指される組

織の皆様方にもお薦めです。

審査員への最初のステップです。合格すると、審査員補になる

資格が得られます。内部監査リーダーの方にもお薦めです。

内部監査員コース

9001／14001／18001／39001　　　　 （2日間）

ISO9001：IRCA認定 審査員研修コース　　　　　 （5日間）

ISO14001：IRCA認定 移行型審査員研修コース  　 （3日間）

OHSAS18001：IRCA認定 移行型審査員研修コース（3日間）

東京・大阪・富山・金沢・新潟・福井・他

品質／環境／労働安全衛生／道路交通安全マネジメント

システムの導入を予定／検討している

システムをより効果的に運用したい　　

効果的な内部監査を行いたい

東京

審査員の目で内部監査を行いたい

内部監査グループのリーダーに任命された　　

将来審査員を目指している 

年の干支は乙未（きのと・ひつじ）。「乙」は曲がりくねっている形から柔

軟性や和合を、「未」は草木が茂る意味から豊穣、繁栄を表すそうです。

　今年は、フィンランド生まれのキャラクター「ムーミン」が誕生してか

ら70周年にあたります。近年の北欧ブームに加え、昨年、原作者のトーベ・ヤ

ンソンの生誕100周年を迎え、世界中でさらに人気が高まっています。

　ムーミンの正式名称は「ムーミントロール」。これは名前ではなく種族を表し、

北欧伝説の妖精“トロール”に由来しています。ムーミンは、作者が子供時代に

弟とケンカをしたときに書いた落書きがルーツと言われており、その後美術の

勉強のため下宿していたおじさんの家で夜中のつまみ食いが見つかったときに、

「レンジ台の後ろにはムーミントロールという生き物がいて首筋に息を吹きかけ

るんだぞ」とふざけて脅かしたおじさんの話を気に入り、想像を膨らませていっ

たそうです。ちなみに『となりのトトロ』のモデルも妖精のトロールだそうです。

　ムーミンが誕生した当時は第二次世界大戦のさなかであり、作者の戦争の暗

い記憶と平和への願いが込められていると言われています。魅力あふれる

キャラクターたち、描かれている家族や友情、仲間、美しい自然など、その背景

を知ることでまた一段と理解が深まるのかもしれません。

　また、今年は100年以上に及ぶ戦国の世から250年以上もの泰平の世の礎を

築いた徳川家康の没後400年にもあたります。終戦70年を迎える節目の年でも

あり、徳川家康が祀られている日光東照宮の「楓樹（ふうのき）」と、被爆に耐え

た広島のアオギリ2世の交換植樹が計画されているそうです。楓樹は、8代将軍

吉宗が中国から取り寄せ江戸城と日光東照宮、寛永寺（徳川家菩提寺）の3ヵ

所に植えたもので、その後2本は枯れ、皇居吹上御所に唯一生存していた木の

種子を昭和天皇が日光東照宮に下賜され、育成されたものです。広島のアオ

ギリは爆心地から約1.3kmに植えられていたもので、原爆の熱線と爆風の中

奇跡的に助かった3本は翌年春に芽吹き、被爆と戦後の混乱で打ちひしがれた

人々に勇気を与えました。今は平和記念公園に移植され、残っている2本から

の種やそこから育った苗木は「被爆アオギリ二世」と名付けられ世界中に配布さ

れています。平和のシンボルとして植樹を通して平和への思いが交換されます。

　今年の十二支である「未＝羊」は、家族の安泰と平和の象徴とされています。

皆様方にとりまして健やかで穏やかな年になりますよう心よりお祈りしており

ます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。（ムーミン公式HP、日光東照宮

HP、広島市HP参照）

今今

ISO9001:2008 内部監査員
研修コースを受講して
品質内部監査員コース（2014年5月大阪会場）受講

近畿測地設計株式会社 技術部   塩見 育子

　弊社は、京都府北部で主に公共土木工事を前提

とした測量設計業務を行う会社です。私は技術者

として業務に関わる一方で、2000年に会社として

ISO9001を取得後、前任者から管理責任者を引き

継ぎました。ISOの仕組みづくりや考え方には興味

があり、特に困ったことは無かったのですが、今回

講習を受講することとしました。講習は講義を聞き

グループ討論をして発表するといった内容だったの

で、とても新鮮でした。また参加者の会社の規模や

職種も様々で、ISOが全く初めての方から少し知っ

ておられる方まで幅広く、管理責任者としても自社

の今後の内部監査のあり方、QMSの仕組みづくり

の参考になりました。最近は大雨等による災害が

発生することもあり、現在、当社も災害対応業務に

追われる日々を過ごしておりますが、この講習に参

加して得たことを自分自身また会社全体の仕組み

づくりに生かしていきたいと考えております。


