
　 当社は昨年、顧客実績が10,000件

の大台を超えました。これもひとえに

お客様のご支援の賜物と心より御礼

申し上げます。また、今日我々が在る

のは、お客様をはじめ、審査員の皆様

など多くの関係者の方々に支えて頂

いたお蔭であると、ここに改めて心より

感謝申し上げます。
　

　 さて、当社は、今年度中を目指し、

社名変更する予定でおります。新しい

社名に社風も一新し、新たな気持ちで

価値観創造のデザイン会社を創るつ

もりで、審査は元より、検査、試験、分

析、認証など一気通貫でご提供でき

るユニークな会社に生まれ変わり、目

標の最終章である、名実ともに業界

No.1を馬が飛び跳ねるが如く志願無

倦で取り組んで参ります。

　 過去の常識を創造的に破壊し、新

しい価値観を創るデザイナーとして、

我々はお客様に最高のメリットと投資

効果のある質の高いサービスを提供し

続けるプロフェッショナルに徹する所

存です。そのためには、新たな高い位

置の自己実現・自己完成を目指さな

ければならないと考えます。

肉眼（にくげん）は他の非が見える 

仏眼（ぶつげん）は自己の非に目覚

める

　　　　　　　　　　　　　　   （川瀬和敬）

　

　 現場で行動する最前線の審査員、

また表で、舞台裏で働く従業員こそが

当社のブランドです。

　 これからも、おごり高ぶることなく、皆

様とのご縁を大切に、より一層の企業

努力をして参ります。

　 Vision and Mission を憲法として

業界の模範と成り、お客様の更なる成

功・発展の為、強力な触媒と成って全

力で尽くす所存でおります。　

　 皆々様のご健康とご多幸をお祈り

申し上げますと共に、本年も何卒ご指

導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げ

ます。

「午＝馬」　　坂井 喜好　書
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特 集

　　　　審査する側のマネジメントシステム審査する側のマネジメントシステム

　ISOの審査機関も、ISO9001の認証を受けているのだ

ろうか、審査機関の品質システムを参考にしたいと思わ

れている人がいるかもしれません。

　審査機関に要求される規格は、ISO/IEC17021:2011

（以下、17021と表記）であり、ISO9001の認証を受けて

いる審査機関は存在しません。また、審査機関を審査

するのは、日本適合性認定協会（JAB）などの認定機

関であり、認証では無く、認定と呼んでいます。

　　　　17021とは17021とは

　17021の大項目の構成は、次のようになっています。

①適用範囲、②引用規格、③用語及び定義、④原則、

⑤一般要求事項、⑥組織運営機構に関する要求事項、

⑦資源に関する要求事項、⑧情報に関する要求事項、

⑨プロセス要求事項、⑩認証機関に関するマネジメント

システム要求事項。

　 こ の ⑩ 認 証 機 関 に 関 す る マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム

要求事項には、ISO9001の、「4.1 一般要求事項」、

「5.1 経営者のコミットメント」 、「5.3 品質方針」、「5.4  

計画」、「5.5.2　管理責任者」、「4.2 文書化に関する要求

事項」 、「5.6 マネジメントレビュー」 、「8.2.2 内部監

査」、「8.5.2 是正処置」および「8.5.3 予防処置」に相当

する要求事項が含まれます。

　　　　ISO9001との対比ISO9001との対比

認証機関の公平性・資源認証機関の公平性・資源

　「5. 経営者の責任」に相当する要求事項として、審査機

関に対して、公平性、力量、責任、透明性、機密保持、

苦情への適切な対応などが求められます。特に「認証

機関の公平性」が強く規定されています。この規定によ

り、審査機関は直接コンサルティングを提供することは

できず、他のコンサルティング機関と特別な関係（利害

関係）を持つことも禁じられています。

　「6.2 人的資源」に相当する要求事項として、審査機関

のスタッフから審査員に至るまで、必要な力量を備えて

いることが規定されています。

認証機関のサービス認証機関のサービス

　「7．製品実現」に相当する項目も規定されています。

審査機関の製品とは、審査を行い認証登録するサービ

ス業と考えられます。先ずは、「7.1 製品実現の計画」と

して、申請の受け付けから認証の付与に至る全体のプ

ロセスの流れの仕組みを作ることが規定されています。

「7.2 顧客関連のプロセス」としては、依頼者（審査を受

ける組織）からの認証登録についての条件を確認しま

す。「7.3  設計・開発」としては、個々の依頼者の審査

の設計（審査工数、適切な専門性を有する審査員に

よる審査チーム編成など）を行います。「7.4 購買」に

ついては、認証登録というサービスの品質に影響する

ような購買品は無いと考えられます。審査をアウトソー

スすることは殆ど無く、全ての審査員は審査機関の管

理下にあります。「7.5 製造及びサービスの提供」に相

当するのが、審査を設定し、審査し、審査結果を判定

して認証するプロセスになります。これらのプロセスに

ついても詳細な規定が定められて管理されています。

「7.6 監視機器及び測定機器の管理」については、認証

登録の品質を測定できる機器などはあり得ないことで、

該当しないと考えて良いと思います。

　審査機関に対する規格、ISO17021（適合性評価-マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項）は、第三者認証の信頼性の

確保と向上を高めるために制定されたもので、認定を受けている認証機関が遵守しなければならないものです。お客様にとってはあまり馴染みのない

規格にはなりますが、ISO9001と対比させながら、審査する側がどのようなシステムで業務を行っているのかについてご紹介します。　 　（編集部）

MIC品質・環境主任審査員 　　　大村 敏夫

審 査 機 関審 査 機 関 品 質 シ ス テ ム質 シ ス テ ムの
「審査する側のマネジメントシステムはどうなっているのか？」
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筆者紹介

　しかし、機器で計れない代わりに、「8.2 監視及び測

定」として、要員の力量の基準と評価、審査の結論の

判 断 基 準 な ど は 明 確 に 定 め ら れ て い ま す 。 特 に

「8.2.1 顧客満足」に関しては、審査毎にお願いしてい

るアンケートを集約してモニターしています。苦情・

クレームについても、受け付けて対応する仕組みも

規定されています。

　以上、17021の要求事項はISO9001の要求事項を

殆ど網羅していると考えられます。

　表にISO9001と17021の要求事項の概略の対照表を

示します。

　　　　基盤となる品質システム基盤となる品質システム

　認証機関の業務も、顧客からの引き合いを受けて

顧客要求事項をレビューし、認証のための審査活動

を設計、計画した上で審査を行い、審査の結果を判

定して認証を決定するというサービスを17021に適

合したマネジメントシステムの下で提供しています。

クレームがあれば、受付けて対応します。そのような

プロセスを実施するための基盤としての組織や資源も

確保しています。このように、認証機関も認証を受ける

組織と同じようなマネジメント

システムで動いています。

大村 敏夫 （おおむら としお）

MIC品質・環境主任審査員、労働安全衛生審査員。

住友金属鉱山㈱を経てMICへ。化学、素材、研究開発専門。

ISO9001 と ISO/IEC17021 の要求事項対照表

ISO9001:2008　要求事項

4 品質マネジメントシステム

 4.1 一般要求事項

 4.2 文書化に関する要求事項

5 経営者の責任

 5.1 経営者のコミットメント

 5.2 顧客重視

 5.3 品質方針

 5.4 計画

 5.5 責任、権限及びコミュニケーション

 5.6 マネジメントレビュー

7 製品実現

 7.1 製品実現の計画

 7.2 顧客関連のプロセス

 7.3 設計・開発

 7.4 購買

 7.5 製造及びサービスの提供

 7.6 監視機器及び測定機器の管理

8 測定、分析及び改善

 8.1 一般

 8.2 監視及び測定

 8.3 不適合製品の管理

 8.4 データの分析

 8.5 改善

6 資源の運用管理

 6.1 資源の提供

 6.2 人的資源

 6.3 インフラストラクチャー

 6.4 作業環境

ISO/IEC17021:2011　要求事項

  5 一般要求事項

  6 組織運営機構に関する要求事項

  7 資源に関する要求事項

  9 プロセス要求事項

  8 情報に関する要求事項

非該当

  9 プロセス要求事項

10 認証機関に関するマネジメントシステム要求
事項

10 認証機関に関するマネジメントシステム要求
事項

10 認証機関に関するマネジメントシステム要求
事項
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Q

世界の ISO 認証件数が発表世界の ISO 認証件数が発表世界の ISO 認証件数が発表世界の ISO 認証件数が発表世界の ISO 認証件数が発表世界の ISO 認証件数が発表

　認証機関に対する要求事項を定めた規格、17021：2011（適合

性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対

する要求事項）の序文では、次のように記されています。

『マネジメントシステムの認証は，認証を受けた組織のマネジメン

トシステムが次に示すとおりであることの，独立性を備えた実証

を提供する。 

a)　規定要求事項に適合している。

b)　明示した方針及び目標を一貫して達成できる。

c)　有効に実施されている。』

 認証取得時や取得してまもなくの組織では、上述の「a)規定要

求事項に適合している」ことに重点を置く審査となることが多く

ありますが、認証年数を重ねてくると、「b)明示した方針及び

目標を一貫して達成できる。c)有効に実施されている」にシフト

してくるようになってきます。前者のa)に重点を置いた審査を

「適合性審査」、後者のb)、c)に重点を置く審査を、「有効性

審査」と呼ぶことがあります。

　ISO（国際標準化機構）中央事務局は、昨年10月、世界のISO

マネジメントシステム認証取得件数について集計・調査した“The 

ISO Survey of Certifications－2012”を公表しました。この調査は

1993年から実施され、20回目となる今回は2012年末時点での

ISO9001（品質）、ISO14001（環境）、ISO50001（エネルギー）、

I SO27001（情報セキュリティ）、 I SO22000（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規格全体に順調な

伸びが見られ、特にISO22000、ISO50001の伸びは目覚ましく

今後益々期待されます。

　規格別では、ISO9001の認証件数は184カ国で1,101,272件

（前年比2％増）で、国別では日本は5位。ISO14001は167カ国で

285,844件（前年比9％増）、日本は2位の27,774件でした。

その他、ISO27001は103カ国で19,577件（前年比13％増）で

日本は断トツの1位。ISO22000の認証件数は142カ国23,231件

（前年比20％増）、ISO13485の認証件数は97カ国22,237件

（前年比12％増）でした。また、今回2年目となるISO50001は

1,981件（前年比332％増）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ISOのホームページでご覧頂けます。

（http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/

iso-survey.htm?certificate=ISO%209001&countrycode=AF）

アグアグロ・イロ・イノベーション 2013ノベーション 2013 に出展に出展アグロ・イノベーション 2013 に出展アグロ・イノベーション 2013 に出展アグロ・イノベーション 2013 に出展アグロ・イノベーション 2013 に出展

　2013年10月23～25日、MICは東京ビッグサイトで開催された

アグロ・イノベーションに出展、約15,000人の方がご来場されました。

　展示会では農業経営者・団体、官公庁・地方自治体、小売、商

社・卸、食品メーカー等関係者を中心に、農業機械や施設・設

備、資材、物流サービス、情報システム等を紹介しております。

MICは7年前からJGAP/GLOBALGAPの審査・認証機関として参

加しており、GAP取得のメリット、必要性を紹介しております。JGAP

大賞受賞の3顧客様にも、実際に取得した声を伺いご紹介しました。

　日本を取り巻く農業環境が大きく変化する中、食品安全などの面

から適切な農場管理基準、生産現場から食卓までを一貫して繋ぐ

システムの構築が求められて

います。展示会は、最新技術・

情報や、ビジネスパートナーを

探すいい機会であり、多くの顧

客に会うことが出来るだけでは

なく、商品を介してコミュニ

ケーションをとることで新たな

ニーズを発見できる場です。

JGAP/GLOBALGAPにご興味がございましたら、お気軽に東京

本社営業部までお問い合わせください。

ISO39001 認証マーケット拡大へISO39001 認証マーケット拡大へISO39001 認証マーケット拡大へISO39001 認証マーケット拡大へISO39001 認証マーケット拡大へISO39001 認証マーケット拡大へ

　2012年10月に道路交通事故による死傷者を減らすことを目的

とした国際規格、ISO39001：2012道路交通安全マネジメント

システム（Road Traff ic Safety Management System）が

発行され、MICでは昨春より認証サービスを開始しております。

2013年8月に石田運送株式会社様（本社：埼玉県春日部市、

代表取締役社長 石田幸良氏）がMICでの認証第一号となり、続い

て貨物・旅客運送業をはじめ様々な業種のお客様から多数の

審査申込み、お問い合わせが増えてきております。

　マーケット拡大に合わせ、今年MICでは規格解釈コース、内部

監査員コースを各エリアで開

催する予定ですので、ご興味

がございましたらお気軽にお

問合せください。その他規格

の重要ポイントや、御見積、

審査・認証までの流れ等、ご

相 談 は 、 東 京 本 社 R T S M S

認証部 本田までよろしくお願

い致します。

先日の審査で審査員が「適合性審査」や「有効性審査」といったことを話していました。どのようなものなのでしょうか。

石田運送 代表取締役 石田氏（左）
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審査の査の
現場か現場か

ら
　株式会社ブリヂストン様は、1931年3月、福岡県久留

米市でタイヤメーカーとして創設され、現在日本を含む

25ヶ国、従業員約14万人からなるグローバル企業とし

て世界規模で事業を展開されています。

　同社の事業はタイヤ事業と多角化事業で構成されて

います。タイヤ事業では、乗用車用、トラック・バス用、

建設・鉱山車両用、産業車両用、航空機用、二輪自

動車用など様々な種類のタイヤを生産・販売され、

また、多角化事業では、地震の際に揺れから建物を

守る免震ゴム、分子技術を応用したウレタンや樹脂

製品、モノの流れに活躍するコンベヤベルト、身近に

ある自転車、ゴルフ・テニスなどのスポーツ用品を

生産・販売されています。

　タイヤ事業、多角化事業を合わせて、世界25ヶ国に

178ヶ所の工場があり、世界中のお客様が、必要な時

に必要なものを供給できる体制づくりを意識されて

おり、この他、世界5カ国に6ヶ所の技術センターと世界

8カ国10ヶ所のプルービンググラウンドと呼ばれる実車

試験場を有し、開発面においてもグローバルなネット

ワークを展開されています。

　今回ご紹介する同社下関工場と北九州工場は、

建設・鉱山車両用タイヤを製造、全世界に供給されて

います。建設・鉱山車両用タイヤは過酷な環境での

使用に耐える高い品質が求められる商品であり、その

開発・生産の難易度は非常に高いため、製造できる

メーカーは世界でも限られています。下関工場、北九

州工場では、市場をリードできる高品質な商品を供給

することで、世界各地のお客様のニーズに応えるよう

日々、努力されています。

　両工場の安全活動は、ブリヂストンの安全宣言で

ある「安全はすべてに優先する」をもとに活動を展開

され、下関工場では2007年から、北九州工場では

2011年から労働安全衛生マネジメントシステムを導

入、両工場ともOHSAS18001の認証を取得されてい

ます。

　両工場のマネジメントシステムは、徹底したリスク

アセスメントによるリスク低減を基本とされており、設備・

作業・化学物質・疾病・メンタルヘルスなど、幅広い

リスク管理が行われています。内部監査では規格要求

事項への適合に限らず、実施計画、方針の具体化と

実行、法規制の順守、部署の責任と権限の実行、監視

測定における不適合の是正／予防処置、前回監査の

フォロー等、実施状況の確認も監査対象とされ、監査

方法も「書類・記録のありなし」ではなく、「計画通りの

結果か」に焦点を当て、有効性に踏み込んだ監査が

行われており、社内意識の高さが伺えました。

　今後は、グローバルでの当マネジメントシステムの

導入と運用によって、更なる安全性向上に向けた、

同社の益々のご発展を祈念いたします。

お客様紹介お客様紹介

超大型建設・鉱山車両用タイヤ 世界最大級のタイヤ（外径 4 m ）

MIC審査員　 美濃 英雄　Hideo Mino

http: / /www.br idgestone.co. jp/ht tp: / /www.br idgestone.co. jp/

OHSAS18001：2007 認証登録株式会社式会社ブリヂストンブリヂストン 様株式会社ブリヂストン 様株式会社ブリヂストン 様株式会社ブリヂストン 様株式会社ブリヂストン 様

操業開始：

敷地面積：

生産品目：

下関工場下関工場

1970年6月
（国内タイヤ工場として
5番目に操業開始）

264,000㎡

建設・鉱山車両用
超大型・大型タイヤ
の生産

操業開始：

敷地面積：

生産品目：

2009年6月
（国内タイヤ工場として
10番目に操業開始）

227,000㎡

建設・鉱山車両用
大型・超大型ラジア
ルタイヤの生産

北九州工場北九州工場

工場データ工場データ
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MIC環境主任審査員　 郷古 宣昭　　Nobuaki Goko

MICMICリレーエッセイリレーエッセイ 41

連載 「環境と連載 「環境と　ISO14001ISO14001」 」 41

 第 第4141回　「回　「 農産物の残留農薬農産物の残留農薬 」 」 第 第4141回　「回　「 農産物の残留農薬農産物の残留農薬 」 」

From  静岡県駿東郡長泉町
　　　    大木 哲彦
                  （おおき  てつひこ）

審査員からのエッセイをお楽しみください。

専門分野

経歴

PROFILE

「 長泉町だより」

　3.11震災やCSR特集で中断していた「化学物質

の環境」シリーズを再開します。今回は「農産物の

残留農薬」について考えてみます。

1．農薬の残存基準はどのように決めるか農薬の残存基準はどのように決めるか

　動物を用いた急性毒性試験や慢性毒性試験、

発ガン性試験、催奇形性試験等で毒性が認め

られなかった投与量を「無毒性量(NOAEL)」とし、

[mg/kg体重/日]で表わします。この毒性量から

人間が生涯に亘って毎日摂取しても健康に及

ぼさない「1日摂取許容量(ADI)」を以下のように

決めます。

　 1日摂取許容量(ADI)
　　　　　　 　  ＝無毒性量(NOAEL)×

　※ 　　 は実験動物と人間との差と個人差を  

加味した安全係数です。

　私たちは様々な野菜や穀物、果物を食べていま

すが、その食べ方はその国の食文化に左右され

るので、それらを加味して残留基準が定められま

す。日本は「食の安全」の立場から厳しい基準を

設定していますが、米国などは農産物事業コスト

を考慮してかなり緩い規制となっています。国際

規格（コーデックス規格）も制定されていますが、

各国はそれぞれの食文化の違いを勘案して国際

規格より厳しい独自の基準を採用することを認め

ています。そして、各国が自国の基準に基づいて

「検疫」し、基準を超える農産物の流入を水際で阻

止することが可能です。しかしながら、米国はこの

基準の違いが貿易の障壁になっていると

主張しています。TPP交渉の中では国際

規格に統一することを要求するでしょう。

2．ポストハーベスト農薬ポストハーベスト農薬

　農作物を収穫した後に、防カビ、防虫、

消毒、発芽抑制のために使用する薬剤で

す。農作物を輸出用にバルクで保管・輸

送する際には欠かせません。一世代前の

有毒な有機リン化合物が使用されていて、

収穫後の農作物に直接噴霧、或いは浸漬

により意図的な農薬付着がなされています。

　ポストハーベスト農作物は日本では禁

止されており、海外からの流入も検疫システムで

阻止していました。ところが、1993年に米国から

輸入したレモンに日本では禁止されていた農薬

が発見されました。これを機に、米国の圧力に押

されてポストハーベストを「食品添加剤」として

容認することとなり、ポストハーベスト農作物の

禁止は事実上反古になりました。それでも、米国

は「添加剤扱い」には表示義務を伴うことで強い

不満をもっています。TPP交渉の中ではポスト

ハーベストの正式容認を求めてくるでしょう。

3．食品添加物、遺伝子組換え食品3．食品添加物、遺伝子組換え食品

　日本で認めている食品添加物は約800種あり、

米国は既存添加剤をほぼ全種認めているので約

3000種あります。米国は、米国が認定している添

加剤全てを容認するよう求めてくるかもしれません。

　
遺伝子組換え食品については、日本は安全性

審査を終了した品目は安全であるという立場を

とっていますが、消費者の関心が高いために、

含有/不含有表示を認めています。米国はこの

表示制度が公正な競争の妨げになっていると

して、撤廃を要求しています。

　以上、残留農薬問題から食の安全にも触れ

ましたが、これは10数年来の問題であり、特に

ここ数年は米国を中心に農産物輸出国からの

圧力が強まっており、日本が必死に抵抗している

状況です。本稿では、日本のTPP参加により一挙

に崩壊する可能性があることを述べました。TPP

参加の功罪を議論する意図はありません。

　次回は化学物質の管理として、「予防原則」を

取り上げます。

　ここクレマチスの丘（＠長泉町）

は、標高約350mのところで、愛鷹山

の麓にあり、そのすぐ北側に富士山

があり、近くにあるテニスコートか

ら富士の勇姿を見ることができます。

実は、私はここにあった古家をリ

フォームし、約60年間住んでいた東

京は杉並の和泉町より、引っ越して

きたのが昨年7月です。

　先日散歩がてら近くにある、井上靖

文学館、ベルナール・ビュフェ美術館

にいってみたら、深い森の中にある吊

り橋の下を、富士の清流が流れ静かで

素晴らしいところでした。三島市の地

図に、我が家を中心に半径4kmの円を

描いてみましたら、なんと9つのゴル

フクラブがあることが分かりました。

私は、もっぱらテニスでゴルフは遊び

でしかしませんが、ゴルフ好きの人に

とって、ここは天国かも知れません。

水がやわらかくておいしいこと、森に

囲まれた環境がすばらしいことなど田

舎暮らしを求めてきた私ども夫婦に

とってまずまずのところです。皆様も

お近くにお越しの際は是非ご連絡くだ

さい。それまでに近くの名所旧跡、当

地のグルメなどを調べておきます。

ISO9001・ISO14001 - 金属・機械・建設

千代田化工建設株式会社、株式会社エンバイ
ロメンタルエンジニアリング、MIC審査員（現職）

静岡県静岡県

駿東郡駿東郡

農作物の残留農薬基準　日米比較

　　　　  農 薬　
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～お客様紹介～

　今号は、いつもの『お客様からのお便り』とは趣向を変え、MICがお客様を訪問させて頂き、導入のきっかけや現在の状況、今後の展望など、伺っ
た内容と合わせてご紹介させて頂きます。今回訪問させて頂いたのは、MIC認証第1号、秋木製鋼株式会社様です。恵まれた自然環境と地域と
の共生の中で「信頼される製品づくり」を実践されているお客様です。

将来を見据えてのISO導入から18年 将来を見据えてのISO導入から18年 

モノづくりからヒトづくり、そして思想・技術の伝承へモノづくりからヒトづくり、そして思想・技術の伝承へ

S P E C I A L

      常にチャレンジ精神で国内外へ発信常にチャレンジ精神で国内外へ発信

　秋木製鋼株式会社様は、秋田県能代市に本社を構える鋳造

製造及び機械器具製造会社です。昭和42年設立（創業昭和

10年）、主要顧客は国内の大手重工メーカー、エンジニアリン

グ会社で、国内をはじめ、北米・アジア各国へ向けポンプ、

タービンなどの大型回転機器のケーシング、バルブのボディ、

ボンネットなどの鋳造とその機械加工をされています。ISOは

1996年にISO9002:1994の認証を弊社より取得されました。

　今回MIC認証第一号のお客様として、また認証から18年目を

迎え、弊社より永年認証継続の感謝状を進呈させていただくと

ともに、取得当時の苦労話や永年継続の秘訣、将来の展望を

お伺いしてまいりました。

     品質管理体制強化に品質管理体制強化にISOISOを導入を導入

　当時の品質管理部長兼管理責任者として取得までの構築を

一任された、永坂直美氏（現品質・技術顧問）は、「当時は

秋田県内でも、また鋳造業界でもISO取得されている企業が

少ない中、今後特殊鋼を扱っていく上でISOの必要性を強く

感じていましたし、周囲の勧めもあり先駆けて取得することを

決めました。」と取得の経緯をお話しされました。

　また、「取得を決めてからは、通常業務の終了後に規格の

勉強会を開いたり、当時はまだ文書のほとんどが英文だったり

などでとても苦労しました。ただ私たちはISOの看板が欲し

かったわけではなく将来に向けた品質保証の仕組みを確立し

たいとの思いでISOを取り入れたので頑張ることができました。

そして初回審査はリーダー審査員が技術士の米国人でしたが、

システムの全体像をいかに捉え、重要管理項目は何かを特定

し、どのような改善点があるか、という考え方に重点を置かれて

いたので、想像していた書類の不整合などを見る審査イメージ

と大きく違いました。」と当時を振り返っておられました。

　

      新たなスタートとして新たなスタートとして

　取得後18年が経ち、当時と違う点、今後の取り組みに対して

は、「当社のシステムの成熟度が上がったこともあるが、最近の

審査は突っ込みが弱くなっている感がある。またマニュアルに

は会社にとっての正解が記述してあるが、取引に合った利益

を生むことにつながるマニュアルになっているか、また時代に

沿ったものになっているかなどの視点から見てもらいたい。」や

「当時の取得に携わった多くのメンバーが退職したので、もう

一度スタートラインに立ち見直しをする時期に来ている。若い

担当者に自分たちでお仕着せではなく新たに作り直す気概を

持ってもらい、マニュアルありきから脱してもらいたい。世代交

代が進み、モノ作りの伝承はできているが、ヒト作りの伝承を

途絶えないようにし、思想・技術の伝承をしっかりしていかなけ

ればならない。」と強い思いを伝えていただきました。またMIC

に対しては、「中小企業は情報量が少ないので、限りなく付加

価値性の高い審査をして欲しい。また説明会開催や最新情報

の提示もして欲しい。」等の要望をいただきました。

　今後もISOを継続し受審していただくために、MICも更にお

客様のお役に立ち、継続的改善を促す触媒として永遠のビジ

ネスパートナーとなれるよう努力してまいります。
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秋木製鋼株式会社

お 客 様お 客 様
訪問記訪問記

◇会社名　　　 秋木製鋼株式会社 （アキモクセイコウ）

◇本社所在地 秋田県能代市中川原26番地
◇設立　　 1935年（昭和10年）創業、1967年（昭和42年）1月設立
◇主要業務 産業用に使われる鋳造製品の製造、機械加工、組立
◇ISO取得状況 1996年 ISO9002：1994取得 （2001年 ISO9001へ更新）
   2008年 ISO14001：2004取得

工場内

工場外観▲

▲ 電気炉▲

h t t p : / / w w w. a k i m o k u . c o . j p /h t t p : / / w w w. a k i m o k u . c o . j p /

右から） MIC 東北地区担当マネージャー 小野寺洋、 同代表取締役 
坂井喜好、 秋木製鋼㈱ 代表取締役社長 相原文人氏、 同営業部次長 
山谷隆氏、 同品質・技術顧問 永坂直美氏、 同品質管理部門リーダー 
成田剛氏、 MIC 営業部長 中島和彦、 同マーケティング部 阿部厚輔



研修コースのご案内研修コースのご案内研修コ ー スのご案内
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ムーディー･インターナショナル・サーティフィケーション株式会社ムーディー･インターナショナル・サーティフィケーション株式会社
http://www.moodygroup.co.jp/mic_index.htm
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　今年の干支は甲午（きのえうま・こうご）。「甲」は種子などの外殻や外皮を意味することから生命の芽生えの象徴といわれ、「午」は逆らうの意味から行

動力、転換を象徴するといわれています。五行説では、甲は「木」を、午は「火」にあたり、木は火を生むことから互いに相順応する関係にあり、万事順調にこと

が進むことを表すそうです。また午がもつ「火」の性は、すべてを燃やす躍動を意味し、まさに来月開幕するロシア・ソチでの冬季オリンピックを象徴しているようです。

　今回22回目を迎える冬季オリンピックの始まりはフランス・シャモニー大会からで、よく知られているギリシャ・アテネでの第1回夏季オリンピックから28年後の1924年のことです。

近代オリンピックのもととなった古代ギリシャのオリンピアの祭典には勿論冬季の競技はありませんでしたが、1908年の第4回イギリス・ロンドン大会でフィギュアスケート、

1920年の第7回ベルギー・アントワープ大会では更にアイスホッケーが競技に加わり、冬季競技への関心が高まりました。冬の競技を独立して開催すべきかどうかの議論

が起こり、試験的に開催したのがシャモニー大会でした。大成功を収めたこの大会は、翌年に第1回冬季オリンピックとして追認され、冬季オリンピックの歴史が始まりました。

　当初、冬季五輪は、夏季五輪と同じ年に開催されていましたが、1994年のノルウェー・リレハンメル大会より、夏季との中間年に開催することになり、それ以降夏季と冬季が

2年おきに交互に開催されるようになりました。ちなみに、冬季五輪で初めて聖火リレーが導入されたのは1952年のノルウェー・オスロ大会からです。今回の聖火リレーでは、

ロシア国内を飛行機、自動車、列車の他、トナカイの引くそりでも運ばれ、北極点から世界最深のバイカル湖の湖底、宇宙までを巡り、冬季五輪史上最長となる6万5000キロ

以上に及ぶとのこと。今年は東京オリンピック開催から50年にあたり、昨年には2020年の東京オリンピックも決定。関心がますます高まる中での開催になりそうです。

　今年の十二支の「午＝馬」を使った競技は、古代オリンピックからすでに行われていたそうです。旺盛な生命力を象徴する馬は、健康・長寿を運んでくるとされています。

皆様方にとりまして健やかで力強さ溢れる躍動の年となりますよう心よりお祈りいたします。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。（参照：IOC、JOC、ソチ2014 HP）

～受講生からのお便り受講生からのお便り～

　弊社は名古屋に本社を構える配管材の専門商社で、ISO9001：2008を認証取得しております。今回は、他営業所

からも含め会社から4名で参加しました。

　私は入社6年目で、今年の初め内部監査員に指名され、まず講習を受けるよう指示されました。日々の業務の中

では、ISOに関して深くかかわっている感覚も無く、受講に対してはとても不安でしたが、講師の方を含め、周りの方

が親切にフォローしていただけ無事に受講を終えることが出来ました。

　内部監査の流れ、必要書類等監査する側の勉強をさせていただき、とても多くのことを学ぶことが出来ました。また

監査する側だけでなく、監査を受ける側の姿勢も大事だと思いました。今後、監査する側でも受ける側でも今回の研

修で学んだことを生かしていきます。

品質内部監査員コース（2013年5月大阪会場）受講

株式会社大一商会 営業部　寺本 智美

ISO9001:2008 内部監査員研修コースを受講して

内部監査員コース 9001/14001/18001/27001/39001 (2日間）

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。

東京・大阪・富山・金沢・新潟・福井・他

●品質/環境/労働安全衛生/情報セキュリティ/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 

【開催地】

【対象者】

内部監査員研修コース内部監査員研修コース

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）

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。

審査員研修コース審査員研修コース

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 

【開催地】

【対象者】


