
　今年で戦後70年となり、テレビでもよく特集番組が放映されています。私たちの住む日

本がこの70年間戦争をしていないことは、大変素晴らしいことであり、また幸せなことで

あります。

　私が担当させていただいている九州エリアの福岡市には、宇佐、石清水両宮とともに日

本三大八幡宮に数えられている筥崎宮があります。平安時代の中頃である延喜21年（西

暦921）、醍醐天皇が神勅により「敵国降伏」の宸筆を下賜され壮麗な御社殿を建立した

とされており、祈りの場として崇敬を集めています。この筥崎宮は、鎌倉中期、蒙古襲来（元

寇）のおり、神風が吹き未曾有の困難に打ち勝ったことから、勝運の神としても有名です。

古くは歴史に名だたる武将が、現在でも福岡ソフトバンクホークスやサッカーJ1のアビス

パ福岡が勝利祈願のため参詣しています。この筥崎宮の楼門には、「敵国降伏」の扁額が

掲げられており、元寇という国難に際し安寧を祈願する、強い国への想いがしのばれます。

　私たちインターテック・サーティフィケーション（通称MIC）は、おかげさまで昨年20周年

を迎えました。私たちは Vision and Mission を

全うし、お客様に変革と付加価値をもたらし継続

的改善を促す触媒として役立つことが、日本の

産業の発展、ひいては国益に繋がるとの想いで、

これまでの20年間も、そしてこれからも事業に

取り組んで参ります。

　最後になりますが、皆様の温かいご支援に感

謝しますとともに、益々のご発展をお祈り申し上

げます。
筥崎宮の楼門＊の扁額 「敵國降伏」

＊筥崎宮の楼門 ： 日本三大楼門の一つ。国指定重要文化財。「敵国降伏」の扁額が掲げられていることから  
                       「伏敵門」とも呼ばれている。

はこざきぐう

しんぴつ

へんがく



　ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム：2013年改正）に続き、今年はISO9001、ISO14001の改正が予定されています。今回、

その取り組みの一例をご紹介いたします。改正準備にお役立て頂ければ幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集部）
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2015年版はいつ、どう変わるのか
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　今年、ISO9001ISO9001（QMS,9月予定）とISO14001ISO14001（EMS,9月

予定）の2つの規格が、ISO規格の共通仕様を定めた附

属書SLに従って改正され、同じ構成になります（図表１）。

現在、QMS,EMSとも規格原案(DIS)が公表され最後の

詰めが行われています。改正版への認証移行期間は

規格発行日から3年間です。

　附属書SLは、分野の異なるISOマネジメントシステム規

格の構成をできるだけ共通化して受審組織の負担を減

らすと共に、規格の構成を実際の事業運営の流れにで規格の構成を実際の事業運営の流れにで

きるだけ近づけ、日常の事業運営プロセスの中にQMSきるだけ近づけ、日常の事業運営プロセスの中にQMS

やEMSの要求事項を埋め込むやEMSの要求事項を埋め込むことによって、「（組織のマ

ニュアルに書いてある）ISOマネジメントシステムの仕組

みが『受審用』に偏り、実際のビジネスプロセスとの関係

が薄れる」という、世界中で見られる好ましくない現象の

解決を意図して制定されました。枠で囲って強調してい枠で囲って強調してい

る条項4、5、6が新しく制定されたか/大きく変更された項る条項4、5、6が新しく制定されたか/大きく変更された項

目で、PDCAの“P”に力が入れられています“P”に力が入れられています。条項8、9、

10が“DCA”で、条項7は全体をサポートする支援プロセ

スについての規定です。条項条項9、1010では、目的・目標をでは、目的・目標を

達成しているか（パフォーマンス）の監視と改善が重視さ達成しているか（パフォーマンス）の監視と改善が重視さ

れていますれています。

改正規格への対応は、どう始めたらいいか

　次ページ図表2の7項目が改正規格を貫く「バックボーン」

なので、改正規格の意図を理解し活用するために前もって

の取組みをお勧めします。

品質主任審査員　松品質主任審査員　松田 浩田 浩男

20152015年版　　　　　　　 への取り組み方年版　　　　　　　 への取り組み方（一例）（一例）

－ 改正準備に向けて －

規 格 改 正

図表1　 附属書SL（共通仕様）と現在の9001, 14001との
構成の比較

  ４. 組織の状況

  ５. リーダーシップ

  ６. 計画

  ７.　支援

  ８.　運用

  ９.　パフォーマンス評価

１０.　改善

  ４. 環境マネジメントシステム
要求事項

４.1 一般要求事項

4.2 環境方針

4.3 計画

4.4 実施及び運用

4.5 点検

4.6 マネジメントレビュー

【ISO9001:2008】
１. 適用範囲

２. 引用規格

３. 用語及び定義

【附属書SL】
１. 適用範囲

２. 引用規格

３. 用語及び定義

【ISO14001:2004】
１. 適用範囲

２. 引用規格

３. 用語及び定義

  ４. 品質マネジメントシステム

  ５. 経営者の責任

  ６. 資源の運用管理

  ７. 製品実現

  ８. 測定、分析及び改善
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改正スケジュール、構造等の最新情報については弊社ホームページにてご確認ください。
    「ISO9001/ISO14001 改正最新情報」　http://www.moodygroup.co.jp/mic_kaitei.htm

また、お問い合わせは、弊社東京事務所 QMS（ISO9001）／EMS（ISO14001） 各認証部 （Tel：03-3669-7408） までお願いします。

【ISO9001・14001改正最新情報／問合先】

　図表2に書いてある順番に、改正規格の要求事項と、

組織のマネジメントシステムの現状とを比較し、不足して

いる部分を明らかにしていきます。規格の要求事項は

たくさんありますが、当面は上記7項目で十分でしょう。

逆に言うと、7項目への対応もできていないのに、残り

の細かい項目に手を出してもシステムとしてまとめよう

がありません。

　この作業は専任者一人でやるよりもチームで進める

（部門横断チーム：CFT=Cross Functional Team）

ことが推奨されます。改正版では第一にトップマネジメ第一にトップマネジメ

ントの役割が強調されていますから、１～3項についてントの役割が強調されていますから、１～3項について

は、経営者が自分の経営上の意思を明確にするというは、経営者が自分の経営上の意思を明確にするという

意識を持って参画することが理想意識を持って参画することが理想です。「後で話を聞く

から事務局でやっておいてくれ」という方式はあまりお

勧めできません。

（１） 規格と現状の差（ギャップ）分析の実行（１） 規格と現状の差（ギャップ）分析の実行

　上記のチーム活動の中で、項目ごとに担当者（経営

者も歓迎）を決めて基本対応方針案を作ります。素案

ができた段階で発表しチームで討議して練り上げ、実

行計画にレベルアップしていくとよいでしょう。実行計

画の初版が出来上がる頃には、改正規格の正式版が

発行されているでしょう。インターテックでも必要なタイ

ミングで必要な情報を発信しますので、改正項目に対

応するための次のステップにスムーズに進むことがで

きます。

　今回の規格改正は、ISO規格を組織にとって真に役に

立つものにする、又とないチャンスです。組織の総力を

挙げて取組みましょう！！

（２） 規格と現状の差（ギャップ）が分かったら、それをどう埋めていくかの基本方針を定め、実行する） 規格と現状の差（ギャップ）が分かったら、それをどう埋めていくかの基本方針を定め、実行する

松田 浩男　（まつだ ひろお）

インターテック品質主任審査員。

東京大学理学部卒業。新日本製鐵及び

関連会社にて、製品企画・開発、現場で

の実用化開発、品質管理、品質保証に

従事。東京都西東京市在住。

  図表2  改正版の７つの重要ポイント

１. トップが先頭に立って組織を引張りマネジメントシステムの有効性に責任を負う（5.1）

２. 組織が置かれている状況を理解し、戦略的方向を定め、外部課題・内部課題を決定する（4.1）

３. 利害関係者（顧客以外に、従業員、供給者、外注先、株主、社会など）のニーズと期待を理解する（4.2）

４. リスク及び機会への取り組み（6.1）
・外部・内部課題、利害関係者のニーズと期待を考慮して、組織のマネジメントシステムとして取組む
べきリスクと機会を決定し、それに対するアクションプランを作成する。

５. マネジメントシステム及びそのプロセス（4.4）
・「文書」ではなく、業務上実行している「プロセス」に基づいてシステムを構築する。

６. 組織の役割、責任及び権限（5.3）
・「管理責任者」の任命は、要求事項ではなくなった（有効に機能している場合は存続してよい）。

７. 文書化した情報/一般（7.5.1）
・「品質マニュアル及び６手順書の作成」は、要求事項ではなくなった（有効に機能している場合には
存続してよい）。
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Q10.　品質マニュアルと手順書の作成が要求事項でなくなると聞

きましたが、改正版ではマニュアルや手順書などの文書類は一切

必要ないのでしょうか？

A10.　品質マニュアルや「文書化された手順書」の要求は無くなり

ますが、もちろん、品質マニュアルや手順書を廃止する必要はあり

ません。現状品質マニュアルや手順書は、規格の要求を組織に展

開する大きなツールになっています。組織にとってこれらの存在が

便利であれば、規格改正でこれらを見直しされ、今後も使用される

組織は多いでしょう。これらが無くてもその他でISO9001の適合が

確認できる組織は、必ずしもこれらを作成されなくても構いません。

Q11.　管理責任者の項目がないとのことですが、管理責任者はい

なくても大丈夫なのでしょうか？

A11.　管理責任者の要求事項は無くなりますが、もちろん管理責

任者を廃止する必要はありません。

　現在の9001規格では管理責任者の要求事項に「QMSのプロセ

ス確立、実施、維持」「QMSのトップへの報告」「組織に顧客要求

事項の認識を高める」が記載、14001規格では管理責任者の任

命が定められています。2015年版は管理責任者の要求事項はな

くなりますが、責任と権限を割り当てることはこれまで同様に求めて

いますので、管理責任者という方がこれまで通りいらっしゃってもよ

いでしょうし、或いはこれらの役目を引き続き担当される方は、管

理責任者という役職の方でなくても良いでしょう。

Q12.　現在ISO9001、ISO14001とも国際規格原案（DIS）の段階で

すが、今後予定されているFDIS（国際最終規格案）、IS（国際規

格）で内容が変わらないのか心配しています。DISの内容に基づい

て準備を進めても大丈夫でしょうか？

A12.　DISからFDISへは大きな変更はないと言われています。現段

階では、今号の特集記事「2015年版規格改正への取り組み方

（一例）」を一読頂ければいいでしょう。移行審査はISが発行されて

3年以内に受ける必要があります。定期審査（維持審査、再認証

審査）の中で受けていただければよいので、移行のために臨時の

審査をお受けいただくには及びません。

※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。
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世界各国で業務を展開しています。この度、

グローバルビジネスラインのひとつで、主に繊

維製品や一般消費財の輸出前試験業務を

実施しているソフトライン部門が、一般財団法

人日本繊維製品品質技術センター（QTEC）

と業務提携を行うことになりました。QTEC（本

部：東京）は、繊維製品を中心とした総合試

験・検査機関で、国内だけでなく、海外にも試

験センターを置き業務を展開されています。

　日本のアパレルメーカーのASEANでの生産

量が増え、日本国内の販売において衣類や

生地のJIS（日本工業規格）に基づく検査が必

要なことから、インターテックとQTECは、ベト

ナム・ホーチミン試験所での業務提携を結ぶ

こととなりました。現在6月の業務開始に向け

て手続きを進めており、対応エリアがさらに広

がる予定です。今後も弊社グループでは、幅

広く事業を展開・活性化させ、お客様への更

な る サ ー

ビ ス 向 上

に貢献で

きるよう一

層努力を

してまいり

ます。

ASC認証サービス開始
　この度弊社で

は、MSC認証に

加え、ASC認証

サービスを開始

いたしました。MSC（Mar ine Stewardsh ip 

Counc i l：海洋管理協議会）認証は、持続

可能で環境に配慮した漁業を認証するも

ので、認証された漁業で獲られた水産物

には「海のエコラベル」として知られている

MSCエコラベルを付けることができます。

同様に天然の水産物ではなく、養殖による

水産物を認証するのがASC（Aquaculture 

Stewardship Council：水産養殖管理協議

会）認証で、養殖版海のエコラベルです。

　世界人口の増加に伴い養殖生産の割合は

急激に増加しており、今や世界の水産物のお

よそ半分を占めています。ASCのラベルに

よって消費者は責任ある養殖管理のもと育て

られた水産物を一目で認識し選択できます。

養殖水産物が海の環境と資源に与える影響

が大きくなりつつある現在、海のエコラベル

「MSC」と並ぶマークとして今後の広がりが期

待されます。ASC認証に関するお問い合わせ

は弊社東京事務所マーケティング部まで。
QTEC理事長 中島重雄氏（右）、弊社
Calvin Yam（グローバルソフトライン）

顧客番号10000番認証
　当誌43号でもお知らせしましたが、一昨年末、

弊社の顧客実績は10,000件を突破し、間もなく

11000件に到達します。顧客管理システム導入

時に設定した顧客番号の5桁の桁数は10000

件を想定したもので、その節目となる10000番

のお客様、トリニティ工業株式会社様が昨年末

にISO9001の認証取得をされました。

　1948年創業のトリニティ工業様（愛知県豊田

市）は、塗装技術を中心に、熱・水・空気を有効

に使った設備の総合エンジニアリング会社で、

その技術を使い、樹脂成形品に加飾を施した

自動車部品を生産されています。全社的に

ISO14001は既に導入されており、今回、豊田工

場・三好工場での自動車部品の製造部門を対

象にISO9001を取得されました。QMSの導入で

更なる業務展開と益々のご発展が期待されます。

　弊社でも、これを機会にまた気持ちを新たにし、

今後も皆様に信頼して頂ける審査機関を目指

して、スタッフ一同取り組んでまいります。

QTECと業務提携
　インターテックグループでは、システム認証業

務に加え、製品認証や各種試験・製品検査など



連載よ み も のよ み も の

審 員 理の

　JOCA（ジョカ）様は、Japan Overseas Cooperat ive 

Associat ion(公益社団法人青年海外協力協会)の略称で

す。開発途上国の人々のために自分の持つ技術や経験を

生かし活動されてきた青年海外協力隊の帰国隊員を中心

に組織されている、内閣府認定の公益社団法人で、今年

で設立32年を迎えられます。青年海外協力隊で培われた

精神とその経験を広く普及するため、OB・OG会をはじめと

する多くの団体とのネットワークを活用され、地域に根ざし

た国際交流・国際協力の先駆者としてはもちろんのこと、国

際社会における建設的な役割を果たせる、より有益な協力

活動を展開していくことを目的とされています。

　2014年、ISO9001，14001，27001を、東京都千代田区

一番町の本部、近畿、中国、中部の各支部で認証取得さ

れました。認証範囲は国際協力事業並びに国際交流・国

際理解の促進及び普及啓発事業、災害復興支援及び平

和構築事業、国内外の援助機関・国際協力団体等との連

携事業、多文化共生社会造り支援及び国際化を含む地域

活性化事業です。

　審査では、近年、公益的な活動から社会的責任が一層求

められ、経営管理強化、関連情報保護が命題でもあり、「人

と情報」が重要との観点から、3規格の認証同時取得を判断

されたと伺いました。品質、環境、情報セキュリティへの取組

みに真面目で積極的な対応を頂いたことが印象的でした。

　近年の宮城県岩沼市への活動が「地域コミュニティー復興

支援事業」に発展、評価され、厚生労働大臣より、感謝状が

授与されています。

　前回、「影響を及ぼすことができる環境側面」については

次回に触れると予告しました。「組織が管理できる環境側

面」は分かりやすいのですが、「影響を及ぼすことができる

環境側面」についてはやや難しいかもしれません。4.4.6 運

用管理の要求事項にある「供給者に適用可能な手順及び

要求事項を伝達する」ことも影響を及ぼすことの一つです。

自社のサイト内に入る供給者に対しては、組織のルール

に従うことは要求しているはずです。また、業務を外部委

託している場合、委託先での環境影響も考慮しなければ

なりません。現在改訂中の規格 ISO14001:2015 DIS（規格

のドラフト）にて、「外部委託したプロセスが管理されている

又は影響を及ぼされていることを確実にしなければならな

い。」という要求事項案が提示されています。

　次工程や製品が使用されて廃棄され、リサイクルされるま

でに生じる環境への影響も考慮することが必要になります。

製品の使用者に適正な取り扱い方法を啓蒙することによ

り、環境負荷の低減が徹底できる場合も有ります。廃棄さ

れた時の環境影響も考慮して、有害物を含まないこと、放

出されないようにすることも影響を及ぼすことと考えられま

す。エネルギー効率の高い製品を世の中に送り出せば、

多くの使用者側で省エネ効果が表れ、足し合わせれば

大きな効果となります。

　自社の管理範囲での環境への影響を管理するのは当然

ですが、上流側や下流側で発生する環境影響も認識し、

自社がどのように貢献できるか考えることが望まれています。

「影響を及ぼすことができる環境側面」を認識することで、

環境への取組みが自社内の「紙・ゴミ・電気」の管理から、

外部への働きかけを含めた取組みが見えてくることがあり

ます。

http:/ /www.joca.or.jp/
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様
 （ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO27001：2013 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

公益社団法人青年海外協力協会

 第1 第15回　回　（環境編）（環境編） 第15回　（環境編）

「環境側面（2）」
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環境主任審査員　郷古 宣昭 Nobuaki Goko
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「ISOとゴルフ」

審査員からのエッセイをお楽しみください。

2015.4

審査員リレーエッセイ

連載｢環境とISO14001｣
「COP20／気候変動国際協力」 環境主任審査員 郷古 宣昭 Nobuaki Goko

1.　1.　第5次第5次IPCCIPCC統合報告統合報告

　昨年はIPCC(国連気候変動政府間パネ

ル)第5次報告として3つの作業部会(科学的

根拠部会、影響・適応・脆弱性部会、緩和

策部会)から相次いで報告書が発表され、こ

のコラムでも取上げました。11月にはその

総仕上げの統合報告書が公表されました。

この内容は先に発表された第1～第3部会

の報告を踏襲し、温室効果ガス(GHG)の排

出をこのまま続けると世界的な影響が深刻

化するが、それを避けるために気温上昇

2℃未満に抑えることが重要であること、そ

のためには世界全体のGHG排出量を2050

年に半分、今世紀末にゼロにする道筋を示

したうえで、その技術としてバイオ燃料や二

酸化炭素の地中封じ込め、風力・太陽光利

用が有効であることを強調しています。

2.　.　環境省研究チームの気候変動予測環境省研究チームの気候変動予測

　昨年末に日本の大学や研究機関によるコ

ンピューターモデルによる日本付近の気候

変動予測が発表されました。これによると現

在のペースでGHGの濃度が上がり続けると、

今世紀半ばには熱中症で死亡する人は2倍

以上になり、デング熱の感染地域は日本全

土に広がり、洪水被害は20世紀末の3倍以

上に達し、砂浜の85％が消失するとして

GHGの抑制が必要であるという強いメッセー

ジを発信しました。

3.　.　COP2COP20 （ 第0 （ 第 20回気候変動枠組条約20回気候変動枠組条約締
約国会議）約国会議）

　COP20が2014年12月にぺルーのリマで開

催されました。相変わらず先進国と途上国の

対立が原因で成果の乏しい会議でしたが、米

国・中国が参加してまがりなりにも国別目標を

決定する要件が決定されました。これにより、

2020年からの気候変動対策国際協定の実行

に向けて第1歩を踏み出したことになります。

(1) 国別目標案について(1) 国別目標案について

・国別目標案の最終申告期限は2015年10

月1日とし、11月1日までに約束草案を総

計した効果が報告されます。また、早期申

告できる国は3月までに提出することが求

められました。

・目標値に関する付属情報として、基準年、

実施期間、対象ガス、算定法等の提供が

求められます。

・COP19で決めた5～10月に行う国別事前

協議は見送りとなりました。

(2)(2) 新枠組みスタートまでの取組みの底上げ新枠組みスタートまでの取組みの底上げ

　現在の削減目標の総和は気温上昇2℃

未満目標に必要な削減量の半分を満たす

程度と推定され、従って各国の2020年目

標を大幅に引き上げることが重要課題であ

ると認識されていますが、政治的に難しい

のが実情です。COP19では専門家会合が

並行して行われ、削減余地のある分野にお

ける様々な施策が議論されました。COP20

ではそれらの施策の実施を後押しする仕

組みを作ることが期待されていましたが、進

展はないまま今後も引続き議論を続けてい

くことが確認されました。

(3) (3) 国際枠組み全体の要素国際枠組み全体の要素

　2015年12月のCOP21(パリ)で締結する新

しい国際条約に含まれる要素について議論

されましたが合意に至りませんでした。しか

しながら、これは「交渉テキスト草案の要素」

として今回の決定文書の附属書として添付

されました。要素とは「緩和(排出削減)」「適

応」「技術開発と移転」「能力開発」「資金」

「損失と被害」です。

　次回は今回説明を省略した「要素」につい

てその論点を解説します。

　審査の世界に入ってから、5年以

上経過し、最近ようやく自分の審

査スタイルができてきたと感じてお

ります。この年になっても、こうして

仕事が続けられることに日々感謝

の気持ちを持ち、これからも決して

おごらず、少しでもお客様のお役にたてるよう研鑽に努めてまいる所存です。

　さて、私の趣味の一つにゴルフがあります。最近、うれしいことがありました。それは、ゴルフスイングのばらつきの原因

が分かり、標準化に一歩近づいたかなぁ、と思えたことです。体全体をシステムと考えて、上体の捻転、右腕の屈伸等

は一つの大きな動きとしてまとめて捉えることが必要です。また、グリーン上でボールをカップインさせるパターという大

事なクラブがありますが、それを使う時には、自分のスイングの基準を常にイメージすることが大切です。ISOの考え方

をゴルフスイングにも応用できるとはなんと素晴らしいことかと悦に入っています。
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東京都小金井市　    

 船木  総雄

専門分野：

経　　歴：

ISO9001－製造業全般、情報通信業

株式会社東芝（府中工場）、株式会社リコー（戸田
技術センター、他）、インターテック審査員（現職）

（ふなき　ふさお）



▶ http:/ /www.techno-outer.co.jp/

▶ http:/ / janyken.com/

　当社は、群馬県沼田市で創業し、以来35年にわたり板金

屋根工事・外壁工事を主とし、大型物件から個人住宅の施

工を行ってきました。会社としての品質を常日頃から向上

していきたいと考え、2003年1月にISO9001を取得いたしま

した。これにより、会社の品質向上へ社員一丸となって取り

組むことができ、いままで潜在的であった問題点が顕在化

し、それぞれに予防対策を立てる事ができるようになりまし

た。昨年末に4回目の更新審査を終え、10年以上にわたり

全員参加で運用に取り組んでいます。

　また、近年、建設業界でも優秀な技能を持つ職人が減少

していく傾向の中、社会に安心できる建物の供給、今後訪

れる少子化問題、建設業界に携わる人材の高齢化、建設

現場の作業員不足に対処するため、当社では国の許可を

得て職業訓練校を開設し、国内外の人材の研修･育成に力

を入れてきました。さらに、国土交通省（土地･建設産業局

長：霞が関本省）の視察を受け入れるなど、板金業界の技

術向上、人材育成、雇用問題の解決に協力をしております。

　今後は建設業界を盛り上げていくために、新しい技術や

工法を生み出し省力化や環境問題の解決も視野に入れる

ことはもちろん、板金職人を

育成するだけではなく多様な

職人を育成する場を提案し

て行きたいと思っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

　当社は岡山県北部において、1936年創業の総合建設業、

貨物運送業を営み、地域の皆さまに支えられ今日を迎えて

います。環境に配慮したエコロジー舗装・断熱効果抜群の

デコスドライ工法・地盤改良のハイスピード工法・マンホール

調整のパラボラ工法・ふるさと見張り番など、さまざまなサー

ビスを提供し、安心・安全な暮らしづくりのお手伝いをさせて

いただきたいと日々奮闘しています。

　当社は2012年にISO9001・14001を取得し2013年に中国地

方整備局のBCP認定（事業継続計画）を取得しました。社会

的信頼を得ながら品質・技術力の向上・地元貢献を目指して

いるところです。高齢化が進む建設業界ですが、当社は別

名をジャニ建と言い、若くてイケメンで、歌って踊れ仕事もで

きる社員ばかりです（笑）。私は3代の社長に仕え、歌って踊

れ躍らせ脅すお局です（勤続年数30年）。普通の事務員で

すが、社長の勧めで無謀にも勢いで、数年前に技術者の資

格取得に挑戦しました。学習しては忘れ、しては忘れの苦し

い毎日でしたが何とか土木施工1級、建築施工1級を取得す

ることができました。やればできる！と実感しました。事務員

が頑張るなら、男性陣も負けてなるものかと、昨年は7名が資

格取得に挑戦しました。本年は次の世代の事務員も挑戦す

ると燃えています。良い循環が弊社には起こっています。

　男社会と思われがちな建設業界ですが、決してそうではあ

りません。女性にも未来は開かれています。女性の皆さま、

ぜひ挑戦してみて

下 さ い 。 今 後 も

個々のレベルアッ

プをはかり、会社

を強くし、地元に

貢献していきたい

と思います。私自

身大好きな作東

土木運送㈱の発

展の為、みんなに

負けずに日々頑

張りたいと思って

います。

職人育成への取り組み

事務員でも土木・建築ダブル1級

株式会社テクノアウター  （ISO9001：2008認証登録） 設計部　諸田 伸輔

管理責任者　清水 町子作東土木運送株式会社  （ISO9001：2008、ISO14001：2004認証登録）
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海外研修生への訓練風景

職業訓練校（板金訓練センター）

創業当時の社屋　　　  　　　現在▲

▲

▲

▲
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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 

書といえば、「読書の秋」をイメージされる方が多いと思いますが、実

は春にも本にまつわる記念日があります。なかでも4月23日は、親し

い人に本を贈り合う「サン・ジョルディの日」をはじめ複数の記念日に

指定されています。

　スペイン・カタルーニャ州（州都：バルセロナ）では、4月23日に、サン・ジョル

ディを祭り、男性は女性にバラを、女性から男性に本を贈る習慣があります。

これはこの地に古くから伝わる龍退治の伝説に由来しています。サン・ジョル

ディは、カタルーニャ地方の守護聖人で、ドラゴンの生贄に差し出された王女

を救った伝説の騎士の名前です。サン・ジョルディの剣の一突きで倒されたド

ラゴンの血が流れ出た大地には美しい赤いバラの花が咲き、その中でも最も

美しいバラを永遠の愛のシンボルとして王女に贈ったと言われています。この

ことから、「サン・ジョルディの日」は「バラの日」とも呼ばれており、彼の命日に

あたるこの日に大切な人にバラを贈る習慣が生まれたそうです。

　では、なぜ本を贈るようになったのでしょうか。それは、4月23日が『ドン・キ

ホーテ』の作者でスペイン人文豪、セルバンテスの命日でもあり、シェイクスピ

アの伝説上の誕生日と命日にもあたることからだそうです。文学に非常に縁の

深い日であることから、カタルーニャ地方の本屋がバラと一緒に本を贈るキャン

ペーンを始めたのがきっかけと言われています。現在では、恋人同士お互いに

本を贈り合ったり、また、家族や友人同士でプレゼントし合ったりもするそうです。

　また、スペインからの提案に基づき、ユネスコがこの日を「世界本の日」に指

定し、現在では国連の国際デー「世界図書・著作権デー」にも指定されていま

す。さらに日本では、2001年に施行された『子どもの読書活動の推進に関す

る法律』により4月23日は「子ども読書の日」と定められ、子供の読書活動の

普及・啓発に向けて文部科学省により様々な取り組みがされています。

　ちなみに、日本で一番規模の大きな図書館は「国立国会図書館」です。蔵書

数約2500万冊と世界有数の規模を誇っています。そして、世界最大の図書館

と言われているのが、アメリカ・ワシントンD.C.にある「アメリカ議会図書館」で、

蔵書数1億5800万冊。1800年に建てられたこの図書館をモデルに、日本の国

立国会図書館が設立されたそうです。

　4月23日からは『こどもの読書週間』が始まります。この機会にこどもだけで

なく大人もいつもより多く本の世界を楽しむ時間を作ってみませんか。（日本・

カタルーニャ友好親善協会、国立国会図書館、文部科学省HP参照）

読読

ISO9001・ISO14001 内部監査員
研修コースを受講して
品質・環境内部監査員コース（2014年10月・11月大阪会場）受講

協成産業株式会社 総務部経理課   福島 知佐子

　当社は、今年50周年を迎える

産業用エアーフィルターの製造

会社です。今回、社外研修とし

て内部監査員研修コースに3名

参加させて頂きました。

　セミナーの内容は、講習とケーススタディーが交互

に組み込まれて、講師の方が具体的な事例を挙げ、

わかりやすく説明くださるので無機質な文章に困惑

する事もなく理解を深める事ができました。なんと

いっても、テーマを決めて監査員になりディスカッショ

ンする演習はたくさんの仲間とふれあう機会を持て、

共感しあうことができ、大きな自信に繋がりました。

　最初は緊張と慣れない用語に不安でしたが、時

間とともに気持ちもほぐれ充実した講習となりまし

た。今後は、社内に貢献できるように活用したいと

思います。講師の方、スタッフの皆様、本当にあり

がとうございました。


