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2015年 4月 1日 
公益財団法人 日本適合性認定協会 

 

平成 27年度事業計画 

（一）概論 
2014 年度は、まる 2 年が経過した政府による一連の日本経済再生政策が、分野毎に足
並みの不揃いのところはあるものの着実に効果を現してきており、円安の影響も大であるが、

多くの企業において空前の利益を計上する見通しとなっている。 
今後、中期的な展望に立っても、5 年後に予定されている東京オリンピック開催に向けて
のインフラ整備、公共サービス拡充の事業取り組みが期待され、2015 年度は久しぶりに継
続的に安定した経済環境が見込まれる。 
適合性評価制度を取り巻く環境としては、ここ数年来の官公庁、海外展開企業の「国際標

準」の重要性への関心の高まりの下、国の TPP、FTAの推進に係る、国際的な農産物、食
品の輸出入の活発化、及びオリンピックを控えて注目を集める食に係る認証等が社会的に

大きな関心を集めている。一方、2015年度の ISO 9001/ISO 14001の大幅改訂、認証機
関の認定基準である ISO/IEC 17021-1 が改定される。また、試験所・校正機関の認定基
準である ISO/IEC 17025、認定機関の基準である ISO/IEC 17011等の適合性評価規格
の改定検討も始まり、2015 年度は社会の期待にいかに応え、制度の普及に繋げられるか
という点において本協会の真価が問われる年と言える。 
本協会では、官公庁、企業に対し、認定認証制度の有効性を訴え、効果的な認定プログ

ラムを提案する取り組みを続けてきており、これを一層強化するために 2014年 4月に事業
企画部を新設し、道路交通安全マネジメントシステムの認定制度の立上げ、アセットマネジ

メントシステムの認定付認証パイロットプロジェクトへの参加(2015年度から本認定に移行予
定)など新規業務立上げに成果をあげたが、2015 年度は同部の活動を通じて更なる成果
を追求していく。 
主要規格の改訂に関しては、社会及び未認証組織に対して制度の有効性へ関心を集め

る大きなチャンスであると同時に、既認証組織の十分な理解を得られなければ認証数の減

少をもたらすリスクであり、このチャレンジには本協会の中核部門である認定センターが全

力を挙げて取り組むこととしている。 
一層の事業展開の取り組みの一方、認定プログラムの多様化、及び関連プログラムの複

合審査ニーズの拡大から、認定審査業務は旧来に増して作業量が増大しており、今後、更

なる事業拡大に向けて効率的な業務の仕組みの構築が急務であり、これに対応したスタッ

フの育成も併せて、今期就任の理事から新たに設けた執行理事の特命事項として、高い優

先度をもって取り組んでいく。 
また、業務効率化を支える業務システム等のブラッシュアップ、及びそれらシステムの安

定した稼動を支える IT インフラの整備も、2014年 7月に新設した IT統括グループをもっ
て着実、迅速に実施していく。 
本協会は一昨年に創立 20周年を迎えたが、その後、時を経ずして日本の経済局面の転
換点、主要適合性評価規格の大幅改訂といった事業環境の大きな変化の時期に立ち入っ

た。変化する環境の中で積極的な事業展開を図っていくことは当然ながら、協会自身として

新しい10年間における事業継続性を確かなものとしていくことも肝要であり、関係者各位の
ご指導、ご鞭撻を賜ってまいりたい。 
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（二）経営方針と目標  
方針： 
  「認定の価値を追求し、第三者適合性評価制度の利用を拡大する」 
目標１： JAB認定の質の一層の向上 
• 規格改訂等に対応した認定審査の均質化 
• 要員の力量評価と教育訓練の徹底 
• 多様なニーズに対応する認定プロセスの改善 
• 戦略的国際活動の推進（課題提起・提案と国際合意の情報発信） 
目標２： 認定事業の充実及びその普及推進 
• 制度利用拡大に向けた企画・提案 
• 広報・普及活動の強化（含む認定取得促進） 
• 新規認定プログラムの開発  
目標３： 事務局業務の効率化     
• 業務改革の推進とそのシステム化 
• 要員のマルチタレント化 
• 効果的で遵守しやすい業務手順の再構築 
 

（三）各認定分野における事業計画  
１．マネジメントシステム認証機関、要員認証機関、製品認証機関並びに温室効果ガス妥

当性確認・検証機関の認定 
ISO 9001、ISO 14001 の大幅な改定、認証機関の活動を規定した国際標準
ISO/IEC 17021の改定を通し、認定・認証制度の理解促進、信頼性確保を推進する。
あわせて、新規分野への取り組みを通し、制度利用の拡大を図る。また、認定機関と

しての仕組みの再構築、認定審査員、事務局員の力量向上により、JAB 認定の質の
向上を図る。 
１) JAB認定の質の一層の向上 
(1) ISO 9001、ISO 14001、ISO/IEC 17021等の規格改定を受けた確実な認定審  
査の実施 

(2) 認定審査員の力量評価の実施と教育・訓練内容の見直しと確実な実施 
(3) 複数プログラムの認定審査手法、事務所審査と組織立会の分離、認定審査受・発
注一貫方式の導入等検討による多様なニーズに対応する認定プロセスの改善 

2) 認定事業の充実及びその普及促進 
(1) 新規プログラム（アセットマネジメントシステム、農業分野への製品認証の拡大）の   
受託整備を推進 

(2) 行政・規制当局、産業界への認証制度利用拡大の働きかけ 
(3) ＭＳシンポジウム、メディア利用等による認証組織・利害関係者への有用情報の提  
供と共有化の推進 

(4) 認定普及促進のための認定料金の低減に向けた見直し推進 
3) 事務局業務の効率化 

       (1) 業務改革を通した認定機関としての体制、機能に応じた業務プロセスの改善推進 
       (2) 事務局員の技術分野、業務範囲の拡大によるマルチタレント化の推進 
 

 
２．試験所・校正機関、検査機関、臨床検査室、標準物質生産者、技能試験提供者認定  
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国内外の状況を反映した試験所認定の利用価値の追求と認定の質向上、制度利用者と

のコミュニケーションの強化を通じて、試験所認定制度の利用拡大を図る。 
１） JAB認定の質の一層の向上 

(1) 認定審査員の力量評価の実施と教育・訓練内容の見直しと確実な実施 
(2) 事務局員、各種委員の力量の再評価と教育・訓練の実施 
(3) 複合分野、新規分野に対応する認定プロセスの改善 

２） 認定事業の充実及びその普及推進 
(1)  中期計画の試験所認定数 445件(2015年度末)に向けた、施策検討、実施。 
(2)  規制活用による認定数の拡大（臨床研究中核病院の計画的な認定対応等）
(3)  認定普及促進のための認定料金の低減に向けた見直し推進 

     ３） 事務局内業務体制の効率化 
(1) 効率的な認定委員会の運営方式の検討推進 
(2) 業務改革を通した認定機関としての体制、業務プロセスの改善推進 
(3) 事務局員の技術分野、業務範囲の拡大によるマルチタレント化の推進 
 

３．指定調査  
MRA法に基づく１号事業（欧州向け通信機）および 8号事業（米国向け通信機）の更
新調査業務を実施する。 

 
４．技能試験 
認定機関が実施する技能試験の提供が、技能試験提供者認定事業との利害抵触を

避けるべく技能試験運営を実施していく。今後 3年を目処に技能試験の提供を外部の実
施機関に移管する方向で検討を開始する。 
  1） 主な技能試験を他の事業者に移管できないか調整検討を開始する。 
  2） 併せて手順書等の再整備を実施する。 

 
５．事業企画 
新規事業展開主導を主要ミッションとした事業企画部が新規事業の調査･研究の統括責

任を負い、政府当局、スキームオーナー、利害関係者と協議し、新規適合性評価システ

ムの構築に関する調査･研究を進めることにより、新規分野への展開を促進すると共に、

認定プログラム立上げの更なる円滑化を図る。 
1)調査研究 
＜継続案件＞ 

(1) 食品関係工程管理システム(HACCP)  
(2) バイオチップ製品認証 
(3) スマートシティ認証 
(4) 法科学検査室認定 

＜新規案件＞ 
(1) 気候変動関連適合性評価システム 
(2) メディカルイメージング（X線検査、CT、MRI等）認定プログラム 
(3) 東京オリンピック関連 適合性評価事業（イベント持続可能性マネジメントシス
テム、ハラル認証などを含む） 

 
2)国際活動 
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 (1) IAF, ILAC, PAC, APLACなどの国際機関を通じた情報の積極的発信、海
外認定機関との協業によるプレゼンス向上を目指すための国際戦略を策定す

る。 
 
６．広報・普及啓発活動 

行政・産業界・消費者等の利害関係者とのコミュニケーション強化を通じて、JAB認定
の価値追求、認定・認証制度の理解促進と利用の拡大を図る広報・普及啓発活動を

展開する。 
１) 広報委員会 

2014年度から事業企画部が新設され、本協会の戦略的活動の推進主体となるべ
く活動を開始、従来、広報委員会において検討してきた活動の戦略部分を担うこ

とになった。これにより、広報戦略を構築するという所期の目的は達せられたため、

活動を終了する。 
 

2) ウェブサイト 
2015 年度は、新規にスタートする認定プログラム対応をはじめ、ウェブサイトの更
なる充実を諮るための改修（コンテンツの見直し、ナビゲーションの改善）、また、

増加する適合組織件数にかかる依頼、データ入力処理の効率化を図るためﾃﾞｰﾀ

ﾍﾞｰｽの改造と共に運営管理の改善を計る。 
 

3) 外部コミュニケーション(社会への説明責任) 
認定･認証制度を一般社会へ浸透させるため、特に関心の高い領域(食品・環境･
医療等)で発生した問題、事象等を題材に取り上げ、本協会のスタンス、本制度の
仕組み、果たす役割、導入効果等を説明していく。 
また、JIPDEC、JACB、認証機関および行政、各企業団体と連携して、情報公
開の方策を検討、実施していく。 
情報発信の取り組みとしては、プレスリリース、制度説明会、講演開港し引き受け、

展示会出展などの場面で、より効果的な手法の検討、導入を進めていく。 
 

７．苦情等への対応 
苦情、問い合わせの対応を通して認定機関である本協会及び本制度に対する信頼

性の向上を図る。 
1) 迅速・適切な苦情対応 
認証機関の他、申立て者等の利害関係者に対して適時に適切な報告を行うため、

対応状況の管理、フォローの手法を見直す。 
 

2) 苦情等の情報公開 
組織不祥事対応について、関係する機関、団体の公開状況等を基に公開内容を

検討、制度の信頼性を担保、向上を計る観点から本協会の見解、対応を公開す

る。また、情報公開のツールとしてウェブサイトFAQの見直しと更なる活用を図る。 
 

3) 苦情対応体制の強化および監理パネル運営の改善 
利害関係者への情報提供をよりスムーズに行うため、認定センターとの連携、コミ

ュニケーションの改善、強化を講じていく。 
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また、「監理パネル」の役割をについて、内外により明確に説明、理解を促進する

ため、内部には監理パネルの役割、苦情対応について定期的な説明を実施、外

部には苦情、異議処理のプロセスを加えた内容で説明を行なっていく。 
 

4) 非認定先機関に関わる苦情情報への対応 
2015年度は、当該適合性評価機関を認定している海外認定機関に対する情報
提供に加えて、相互承認協定に基づく調査依頼をも積極的に実施し、結果を苦

情関係先へフィードバックする事でJAB認定の価値向上を図る。 
 

８．業務改革、IT インフラ整備、業務負荷対応 
1) 業務改革 
認定制度に係る多くの課題を抱え、認定プログラムの新たなニーズが増加する中

で、限られたリソースで JAB採算を維持・確保していくための業務効率化を目的と
して 2014年度より業務改革プロジェクトを設置してこれを推進してきた。 
一括請負/発注方式の検討、業務-経理間の会計処理システム構築、機関-審査員
間の資料等授受簡素化の検討、Web を介したデータの受領システムの検討を挙
げているが、2015年度も引き続きこの活動を加速させていく。 
 
（1）継続課題（一括請負/発注方式、Web を介したデータの受領システムの検討
等）の具現化をすすめる。 

（2）業務改革を効果的に進める上での意識改革、風土改革に取り組む。 
 

2)  IT インフラ整備 
IT統括グループを中心に、IT基盤強化に取り組んでいる。2015年度は、障害時
の再起動所要時間の短縮、高度のデータ保護機能を備えた新しい基盤システム

の更新案件を安全・確実に実行していくとともに、保守サービス体制強化のための

施策を検討・実行していく。 
 

９. 組織運営  
１) 経営方針遂行に即した組織体制 
制度利用拡大の促進に向けて 2014年 4月に事業企画部を新設、業務効率化、
広報活動展開をシステム面からサポートする機能として同 7月に IT統括グループ
を新設するなど経営方針の実現に向けた体制整備を進めているが、2015 年度は、
認定プログラムの多様化に対応して、審査工数の設定、審査管理をより効率的、

経済的なものとし、一方で審査品質の向上に、より多くの人と時間の割くことのでき

るよう認定センター体制の刷新に取り組む。 
また、2016 年度には理事の改選が控えており、2015 年度は事業体制整備の進
展を踏まえ、早い時期に次期役員体制の構想を固めていく。 
 

２) 職員教育制度の効果的運用 
新職員教育制度は職員のキャリア形成の側面で効果を上げてきているが、その反

面、現職の業務に求められる知見、力量の拡充の取組みが比較的に必ずしも十

分なものとなっていないとの認識があり、2015 年度は、各業務に求められる教育
についての習熟度を可視化することで、職員個人、個人に肌理の細かい教育が
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計画できる仕組作りに取り組む。 
 

３) マイナンバー制度対応 
2016 年 1 月から運用の開始されるマイナンバー制度に対応し、認定先機関、関
係委員、取引先及び職員、審査員について円滑な取扱いの移行が行えるよう、前

広に十分な対策を講じる。 
 

４) メンタルヘルス支援体制 
2015年 12月から従業員 50名以上の事業所でストレスチェックの実施が義務化
されるなど、メンタルヘルス支援の強化が求められる中、2013年から設けている産
業医の活用を通じて、本協会の特性、規模に見合った最適の支援体制の構築を

図っていく。 
 

以  上 


