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2016 年 5 月 19 日 
公益財団法人 日本適合性認定協会 

 
平成 27 年度事業報告 

 
（一）概論  

2015 年度は、政府の一連の日本経済再生政策が 3 年目に入り、久々に継続的に安定

した経済環境が期待されるとともに、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これに加えての明るい見通しと受け止められてスタートし

たが、年度半ばには欧州経済の頭打ち感、BRICs 経済の失速等が顕在化し、今後の景

気動向は不透明感を増している。 
一方、適合性評価制度を取り巻く我が国の環境としては、TPP 協定の合意、オリンピッ

ク開催決定に伴い、官公庁、海外展開企業の「国際標準」と「適合性評価」の重要性への

関心が高まり、農産物、食品の輸出入に係る制度利用の拡大が期待されると共に、保険

点数制度の改正により臨床検査室認定取得のインセンティブが大幅に拡大するなど、従

来に増して世の中の期待の高まるところとなっており、これは、これまでの本協会の制度

普及の取組みが芽吹いたものと言うこともできる。 
2015年度は、新規プログラムとしてGAP製品認証の認定は、アセットマネジメントシステ

ムの認定申請を開始している。 
制度運営の面では、2015 年度は ISO 9001/ISO 14001 の大改訂の年であり、この円

滑な移行、及び有効性審査の効用の適切な解説、理解を広めるための取り組みを重点

的に進めてきた。同時に認証機関の認定基準である ISO/IEC 17021-1 が改訂され移行

に取り組んでいる。また、認定機関の基準である ISO/IEC 17011、試験所・校正機関の

認定基準である ISO/IEC 17025 といった基幹規格の改訂作業にも協会として進んで参

加している。一方 IAF、ILAC の場で、本協会がイニシアティブをとって勧めてきたクロス

フロンティア制度の更なる拡充、我が国の実態にそぐわなくなってきた認証移転に係る規

準文書である MD2 の改定に精力的に取組んできた。特に IAF の参考文書である ID2
マーケットサーベイランス訪問については、制度の信頼性を向上させるべく本協会の認定

手順文書に積極的に取り込み 2015 年度から運用に入ったことも特筆すべきことと言え

る。 
事業体制の整備に関しては、認定プログラムの多様化、合審査ニーズの拡大、認定数

の増加傾向加速に対応して、執行理事の特命事項として業務効率化に注力し、試験所

認定でのテクニカルレビューア制拡充、事業収益費用情報の経理との連携円滑化に実

績を上げたほか、業務の更なる電子化に備えて IT システムインフラの更新を完了した。 
また、スタッフ育成を体系的に行なうことと、適材適所の配置を推進するために、「まっく

ろ大学」の手法を取り入れた新力量評価、教育訓練制度を立ち上げた。 
新制度の公益財団法人となって丸 6 年となった 2015 年度をもって、本協会では理事 5

名中、理事長、専務理事を含む 3 名の交代を迎えることとしている。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あたり、

事業継続性を確かなものとしていくことが肝要であり、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）各分野事業計画の実施状況（各論） 

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 9001/14001 の移行審査への対応など直面する課題への対応に優先に実施、

審査員の評価・管理、要員の力量評価と教育訓練など一部に遅れがあるものの本

質的な課題に一定の成果を得た。今後はこれの実運用面での実効を挙げること、検

討の遅れている、認定プロセスの改善、審査ガイダンスの文書化、認定審査報告書

の改定など他の重要な課題に逐次取り組んでいく必要がある。 
１）JAB 認定の質の一層の向上 
（1）規格改訂などに対応した認定審査の均質化 
マネジメントシステムについては、認証機関の活動を規定した国際標準 ISO/IEC 
17021-1 は 6 月に規格改訂が行なわれ、移行審査を推進中である。また、ISO 
9001、ISO 14001 は９月に大幅な改訂が行われ、移行審査が開始された。当該改

訂については、認証審査が均質・効果的に行われるよう認証機関等を対象とするセ

ミナーを規格改訂前の DIS、FDIS の段階で実施するとともに、認定審査員にも理

解徹底のための教育を実施した。今後、実際の認証審査で提起される規格適用上

の問題点を把握し、JAB から必要な情報発信を適宜行っていく必要がある。 
（2）要員の力量評価と教育訓練の徹底 
認定審査員の力量向上については、新規規格及び改定内容について審査員研修

会、連絡会での教育訓練を継続実施した。新規に見直した審査員管理業務手順に

基づき実施を開始した審査員評価については、検証審査については計画通り行な

われたが、認定審査員の評価項目の具体的な運用など全体として遅れている。審査

員へのフィードバックの実施、力量向上などに努める必要がある。 
認定審査員の確保については、セクター規格を中心に確保を図っているが、審査員

の高齢化などから更なる取組みが必要である、製品認証の認定審査員を含め継続

して安定した認定審査に努める必要がある。 
事務局要員については、長期休業者の復職などから緊急対策を見直し、当初計画

していた 1 名の総務部門とのローテーションを実施、現在技術 Gr で育成中である。

1 月より、PM 制とし各プログラムを推進する体制とした。また、外部研修機関との契

約に基づく OFF-JT 教育は定着し、各要員の教育に活用されている。 
業務量としては認定プログラムの増加、複雑化のため、負荷の高い状態が続いてい

るが、各職員の力量評価を踏まえた教育訓練計画の策定・推進と OJT、新規採用を

含む中期人材育成計画の策定・推進を今後も行っていく。 
（3）多様な二―ズに対応する認定プロセスの改善 
製品認証の認定プロセスの改善を実施。MS 認定審査の組織立会の通年実施は検

討が遅れており、加速が必要である  
（4）戦略的な国際活動 
昨年 PAC で承認された FSMS、ISMS の MLA が、IAF でも承認された。今後、要

員及び Global-GAP の MLA 拡大も進めていく。  
戦略的国際活動の展開と提案発信の推進については、PAC、IAF の総会に参加、
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その詳細報告を JAB Web にて公開している。また、MLA MC の Chair、TC の

Vice-Chairを務めている。さらに IAF,の各WG主査を務めるなど、わが国の適合性

評価が国際整合性の取れた仕組みとなるよう主導的な活動を展開している。これら

活動に、苦情対応や認定取消しなどを通じて認識された、IAF 基準文書や認定機

関連携に関する問題 IAF への提起や海外認定機関との対話を通し、国内の制度課

題の解決に結びつけていくため、中期的な視点にたった国際活動戦略が必要であ

り、事業企画部でこれの策定を進めている。 
 

２． 認定事業の充実及びその普及促進 
１）MS においては昨年度パイロット認定を実施していた ISO 55001 アセットマネジメ

ントシステムの初回認定を実施した。 
２）製品においては森林・林業及び森林生産物を認証する製品認証機関の認定で 3

つの森林認証機関を認定した。また、GAP 認証の認定を開始した。今後の森林、

農業での市場の拡大が望まれる。 
3）認証機関へのタイムリーな情報提供として JAB 活動報告会を実施し、IAF 総会内  

容の報告、関連する改定基準類の説明、移転に関する JAB の考え方等を、認証

機関に対して説明すると共に、Web にて公開した。 
４）行政・規制当局、産業界及び消費者への認証制度利用拡大の働きかけについて

は、事業企画部を中心に、「食品・医薬品」「医療・ヘルスケア」「エネルギー・
環境」の三つを重点領域に行政・産業界へ制度利用の働きかけを行なって来たが、

具体的な成果に繋がっていない。次年度以降更に推進していく。 
ＭＳシンポジウム・メディア利用等により認証組織への有用情報提供や共有の推進

については、昨年に引き続き第４回 JAB マネジメントシステムシンポジウムを開催し

た。テーマとしては、「2015 年改訂に対応するマネジメントシステム構築」と題し、

2015 年度に改訂の QMS,EMS の構築、運用、認証制度等における課題を中心に

検討を実施した。 
また、特に ISO 9001､ISO 14001 の改訂については 2015 年改訂を受けて、JAB
としては認証機関の集まりである JACB、要員認証機関の集まりの JATA と協力し

規格改正の意図するところなどの講習会を関係者に実施した。 
 

３）事務局業務の効率化 
(1) QSC の運用上の改善点、業務 Gr にて定期的な打合せを継続実施し、業務遂

行上の細かな改善、懸案事項の共有、抽出などを継続的に実施している。 
本質的な、業務効率化に繋がる、複数プログラムの認定審査手法の作成、事務

所審査と組織立会の分離、・新認定審査受・発注一貫方式の導入については

検討が遅れており、今後の課題である。 
 

(2) 要員のマルチタレント化 
長期休業者の復職などから緊急対策を見直し、当初計画していた 1 名の総務部門

とのローテーションを実施、現在技術 Gr で育成中である。また、外部研修機関との

契約に基づく OFF-JT 教育は定着し、各要員の教育に活用されている。 
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業務量としては認定プログラムの増加、複雑化のため、負荷の高い状態が続いて

いるが、各職員の力量評価を踏まえた教育訓練計画の策定・推進と OJT、新規採

用を含む中期人材育成計画の策定・推進が必要である。 
 

３．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  
   試験所等の認定数の近年の堅調な増加に加え、将来の更なる発展が見込まれるこ

とから、業務効率化のため事務局内の組織再編を行うと共に各種業務プロセスの見

直しを行った。特に、審査員数の大幅増加と力量の向上を目途に審査員の資格管

理システム及び教育訓練システムの強化を図るとともに、認定の意思決定における

効率化の施策を実施し、一定の成果をあげている。 
なお、臨床検査分野ではわが国の診療報酬制度において ISO 15189 認定の取得

が国際標準検査管理加算として認められたことから、来年度以降、認定申請の急速

な増加が予想される。このため、この分野での体制整備が喫緊の課題となっている。 
1) 試験所認定の質の一層の向上 
（1）試験所認定審査員、事務局員の力量向上 

認定審査員の採用、資格管理、教育システムの強化、職員の中期的人材計画の

見直しと教育の実施を推進してきた。審査員管理では、実施審査員管理手順及び

審査員教育訓練手順の大幅改訂を実施し、運用を開始した。特に、技術審査員に

対し審査技術研修を実施しマネジメントシステムの審査も実施できる主任審査員の

養成を行ってサーベイランスの一人実施を始めとする審査の合理化を図っている。

これまで 9 ヶ月の運用実績で細かな改善点が抽出されており、今後更に充実したも

のとしていく。 
（2）多様なニーズに対応する認定プロセスの改善 

テクニカルレビューアが判定する審査対象を拡大するとともに、認定委員会審議を

合理化し、初回及び審議を要する案件に絞ることで十分な審議を行うよう変更、試

験所および臨床検査室認定委員会で運用を開始した。  
（3）戦略的な国際活動 

ILAC では、試験の不確かさ、仕様適合性表明及び臨床検査室認定等に関する

各種 ILAC ガイドの改訂プロジェクトにおいて本協会職員が主査として議論をリード

している。このほか、越境認定のアンケートや、非常事態の際の認定の取扱などに

関するガイド開発においても、本協会職員が WG 主査を努め、成果を上げている。

APLAC では、技術委員会(TC)において不確かさ WG、臨床検査小委員会の主

査を本協会職員が務めるなど、わが国の適合性評価が国際整合性の取れた仕組

みとなるよう主導的な活動を展開している。 
2) 試験所認定事業の充実及びその普及推進 

(1) 戦略的新規参入事業の取り込み、既認定組織とのコミュニケーション向上に

よる分野拡大、新規顧客の開拓、効果的な広報、PR 手段確立、行政・規制当

局との対話、産業界及び消費者への認定制度利用拡大の働きかけに関して

は、事業企画部を中心に、「食品・医薬品」「医療・ヘルスケア」「エネルギー・

環境」の三つを重点領域に行政・産業界へ制度利用の働きかけを推進中。こ

れにより、食品分野で認定が堅調な伸びを示し、バイオ関係を含めた新たな
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認定ニーズに対応するために新たに生物科学分野を創設した。 
臨床検査分野では、日本臨床衛生検査技師会を通じた働きかけもあり、医療

法改正により臨床検査室認定が臨床研究中核病院への施設承認要件となり、

認定申請の大幅な増加に繋がっている。また、ISO 15189 認定が診療報酬に

おける加算項目に採用されたことで、今後認定申請の急速な増加が予想され

る。メディカルイメージング（MRI、CT 等）は、新たに認定制度を開発する過程

で国際会議での議論に参加し、国際整合性をもつシステムの開発を行うべく

調査を進めている。 
(2)普及に関しては国際認定推進の日の今年のテーマ「認定が支える医療・福祉

の現在（いま）と未来」に関する技術情報セミナーを、IA-Japan、VLAC と共

同して開催した。その他、臨床検査室認定の広報として、利用者の認知度向

上のためポスターを作製し、病院等での掲示を行っている。また、試験所制度

説明会の実施、各種展示会への出展及びセミナー講演を実施し普及活動を

推進している。 
 (3) 試験所等認定数の拡大 

試験所等の認定数は、2015 年度末で 437 件と前年度末実績から 26 件の増

加である。厚生労働省による医療行政に ISO 15189 認定が採用されたことによ

り臨床検査室認定が計画を上回っているが、ISO/IEC 17025 試験所認定は、

個別に試験所への認定取得の働きかけを進めているものの、認定の辞退もあっ

て認定数拡大が計画を下回っている。行政や産業による試験所認定制度の利

用拡大で認定の付加価値を更に向上させる取り組みが必要である。 
認定事業の充実とその普及推進については、概ね計画に沿った展開ができてお

り、これらの活動が成果に結び付けるためには、制度関係者と密接に連携するた

めの更なる工夫や新たな挑戦が必要である。 
     3) 事務局内業務体制の効率化 

(1) 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を推進している。

本年度は、特に業務プロセスの効率化のための一括請負発注方式の採用について

準備を進めてきた。このため、審査工数算定の合理化案を立案し、実施のための試

算を行っている。あわせて、LAB グループ内で業務改善の会議を毎月開催し、認定

プロセスの効率化を推進している。 
(2) LAB技術管理面では、従来のPMごとの分野担当制から、生命科学領域、工業

科学領域の 2 つの領域にグループ編成を行うことにより、PM が複数分野を相互に

補完することを通じて他分野の技術運営を学習でき、技術要員のマルチタレント化

を進めた。同時に、共通技術管理チームを設けて、技術文書作成、審査員教育など

の共通運営管理項目を一元化することで技術管理業務を効率化した。 
 
４．指定調査  

8 号事業（米国向け通信機の認証）の更新調査業務を実施した。 
  

５．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
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避けるべく技能試験運営を実施してきたが、ISO/IEC 17011の改正動向及び各国認

定機関が技能試験の提供を中止している傾向を踏まえ、第 33 回の理事会にて、
JAB 自ら実施してきた本事業を、2016年 9月を持って終了することとした。これ
に伴い、今後の試験所認定に必要な技能試験の取り扱いを以下のとおりとして
対処することとし、それぞれ検討を開始した。 
(1）本協会実施の技能試験のうちの一部については、同等の技能試験を外部機
関にて実施継承に向けた調整を実施中。 

(2) 外部の技能試験提供者による技能試験の利用を推奨する。 
利用可能な技能試験の情報について、本協会Webサイト上に掲載内容を順
次充実していく。 

(3) 技能試験が無い場合は、JAB RL230（技能試験の適用についての方針及び
手順）にしたがって、認定審査の際、対応規格における結果の品質の保証
への要求事項によって試験所の技術的能力を評価する。 

 
６．事業企画 

1）制度利用拡大に向けた企画・提案力の強化 
2013 年度の事業企画タスクフォース(TF)の成果を受け、2014 年度の重点取組み

分野として、食品・医薬品、医療・臨床検査、エネルギー・環境の三つの分野にプラ

イオリティを付けて調査を継続し、JAB 新規事業としての展開実現に向けて作業を

進めた。  
2) 調査研究 

＜完了案件＞ 
（1） アセットマネジメントシステムの調査 

国土交通省手動で下水処理場の運営業者向けの認証スキームについて、

2014 年度同省予算で認定試行事業の中でパイロット認定を実施した結果を 
踏まえ、2015 年 11 月に本認定を実施した。 

 
＜継続案件＞ 

(1) 食品関係の工程管理システム(HACCP)： 農林水産省が推し進める食品の

安全マネジメントシステム認証スキーム構築のために農林水産省と対話を

進め、GFSI 承認を視野に入れた認証制度の構築に貢献した。この認証制

度は 2016 年度に本格開始となる予定。 
(2) バイオチップ製品認証： 経済産業省がバイオチップコンソーシアムと進める

バイオチップの製品認証を始めとする複合型適合性評価スキームの開発

に参加。現在、バイオチップの性能規格に基づく製品認証を先行して進め

るべくスキームオーナーの設立準備が進められており、2016 年度には認定

付き認証スキームの構築に向けた具体策検討となる見込み。 
(3) 東京オリンピック関係の調査： 東京オリンピック・パラリンピックの招致
を受けて、オリンピック開催のためにイベントサステナビリティマネジメン

トシステム、非公式教育・学習サービスや複数の認証システムを視野に入

れた調査研究を開始した。ロンドンオリンピックでの運用実績を踏まえて、
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東京大会においても組織委員会が認証取得を公約しているため、オリンピ

ック組織委員会に早期段階から接触し、東京オリンピックの調達方針に
認定･認証プログラムの採用を反映させるべくインプットを実施している。 

(4) 風力発電製品サイト適合性認証： 風力発電システムの製品認証に関連   
し、風力発電システムの設置環境（サイト）に合致した製品の評価に関す
る基準が開発された。この基準に基づくサイト適合性評価スキームの
認定ニーズに対応するための調査研究を開始した。 

(5) 気候変動適応： エネルギー･環境分野では、「気候変動適応対応研究会」
として (一社)産業環境管理協会と連携し、国際標準化と適合性評価の
2方面から調査研究を実施した。6回の研究会を通して、5省庁からの
メンバを中心に、国の適応策の相互理解を中心とした議論を実施した。
次年度はこの場を活用し、国内での企業組織のあるべき方向性と適合
性評価に結びつける評価、検証の議論はできていない。次年度は運営
を見直した状態で課題の具体化に向けた議論を継続する。 

 
3)国際活動 

 (1) IAF, ILAC, PAC, APLAC および ISO 等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

会議でのポジションを発揮しているものの、国際戦略策定については遅延し

ている。今後の国際活動の展開には、国内適合性評価制度の運用実態を

踏まえて課題およびその対応策について、中期的な視点にたった国際活動

戦略が必要であり、事業企画部でこれの策定を進めている。 
 

７．広報・普及啓発活動 
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ことを目的と

して、行政(法規制当局、公共調達部門)・企業/産業界・消費者等の利害関係者と

の関係拡大を図ることとし、以下の取り組みを行った。 
１) 外部コミュニケーション 

(1)制度利用者への理解促進、利用拡大のための関係作りは、主に農水省関係

部局を中心に行ない、食料産業局、生産局農業環境対策課、並びに畜産部

畜産振興課、林野庁木材産業課、水産庁漁政部企画課等との関係作りに成

功、本協会が認定機関として農水省における制度利用の中で一定の地位を

確保する先鞭をつけることが出来た。また、それに付随して農水関連産業団

体である日本 GAP 協会、日本森林技術協会、大日本水産会、日本水産資源

保護協会、中央畜産会等の認定、認証関連業務に携わる方々に本協会の事

業、国際相互承認について説明をして行く中で、今後に繋がる関係構築が出

来た。また JETRO 知的財産・イノベーション部とのコンタクトを通して、今後、

JETRO 広報誌への記事連載の可能性も出てきた。 
特に 2015 年度は、2014 年度より模索していた東京オリンピック・パラリンピック

組織委員会とのコンタクトに成功、8 月には環境団体との共催で 2012 年ロンド

ン大会組織委員会のスタッフを招き講演会を行なった。これを契機に組織委
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員会持続可能性部との関係が深化、現在、協会として彼らの調達方針作成の

ための業務アドバイスをするまでに至っているが、広報のコンタクトがその足掛

かりとなっている。 
(2)消費者団体を通じた一般社会への広報活動としては、主婦連等の主要な消 

費者団体とイベント参加等を通して継続した関係作りを行なってきた。その中

で、 (公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会とは本協

会との協働作業という位置付けで、一般向けへの理解促進を目的に平易な表

現で認定･認証プログラムをＨＰ上で紹介することを進めており、2015 年下期

に第一弾として臨床検査室の認定について 4 回シリーズで掲載した。アクセス

状況も良好で、当該ＨＰ内の検索件数が 2016 年 3 月末時点で第 2 位となっ

た。 
2) ウェブサイト 

2015 年上期に FAQ の見直し、基本事項、JAB 活動内容/表現を修正、下期に

WEB 内の認証組織検索用 DB 管理システム改修を実施した。認証組織検索は

認定下の認証機関より提供されたデータに基づいているが、今回の改修はその

提供方法を改修した。改修に際しては事前に在京の認証機関を訪問し改修に

理解、協力を求めるとともに、計 6 回の事前説明会を実施した結果、トラブルもな

く成功裏に改修できた。上記以外に、下期には新規プログラム（複数）に対応し

た機能追加を実施した。 
3) 広報ツール 

1)項の活動実施のためのツールを作成した。(本協会、制度全体を説明した 
パンフレット・プレゼンテーション用スライド等) 

2)定常業務として、年次報告書を8月に発行配布、四半期毎に評議員向けに

[JABの活動]を報告した。 
 

８．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

性の醸成を図った。 
1) 迅速・適切な苦情対応 

2015年度も、試験所関連や海外からの苦情/問い合わせが前年に比して増加し

た。特に、臨床検査室の認定申請に関する問い合わせが下期から急増した。対

応効率化のために、WEB上に認定センターとの問合せ/回答専用のリンクを設

定し、業務の効率化、正確性向上を図った。 
近年、地方自治体等から本協会への適合組織データ提供依頼が定常化してお

り、これに対応するための専用プログラム、及び人員（委託）を用意して対応に努

めた。地方自治体からの依頼時には、制度利用を促進することで認証の維持、

拡大に結びつけるため依頼の背景、事由を確認し、必要に応じて広報活動へ

の反映、認定センターへ情報提供を行なっている。 
2)監理パネル運営 

2015年度は、社会的に問題となったﾃﾞｰﾀ改竄等の企業不祥事（免震装置、マ

ンション杭打ち）に対応した。また、2014年度内部監査で指摘された対応案件
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の長期化については、昨年から継続実施している審議用資料文書の見直し、当

日の審議ポイントを分かり易くまとめた一覧フォームの使用により、、効果的な審

議が行なえるようになったため、対応中の案件は2014年度末32件が、2015年

度末13件に減少、効果を上げた。 
 

９．業務改革、IT インフラ整備、 
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。 
2015 年度は、一括請負/発注方式の検討、非会合方式委員会の検討、Web を

介したデータの受領システムの検討、職場環境の改善を挙げて活動を継続して

きた。 
（1）一括請負/発注方式の検討 

LAB の”ありかた検討会”を通して、審査工数を認定範囲とサイト数から算定

する方式に目途をつけた。今後この算定方式による採算面での影響を確認し、

開発済みの手順を含め、一括請負の具体化を進めていく予定。 
        （２）認定委員会運営 

試験所認定での認定委員会運営の見直しとテクニカルレビューア制拡充を実

行に移すことができた。1 年運営した上で、非会合方式について再考する。 
        （３）Web を介したデータの受領システムの検討 

Web を介した申請および変更届のシステム要件骨子を纏めた。システム業者

に概要要件を提示。見積を含めたアイディア提示依頼をかけている。次年度

に具体化させていく。 
        (4)職場環境の改善 

職場アンケートを通して、打合せスペースの設置、情報共有化のためのデジ

タルサイネージ、会議運営、コミュニケーション改善、意識改善などのテーマ

について検討している。 
業務量の拡大を踏まえて、残課題の検討を急ぎ、次年度以降成果につなげる。 
2)  IT インフラ整備 

2013 年末ころより発生した IT インフラ老朽化問題に対処するため、IT インフラ

の更新を進め、2016 年 1 月より稼動を開始した。今後システム関係のバージョ

ンアップ、保守体制の強化を推進していく。 
 

10．事務局体制 
１) 経営方針遂行に即した組織体制 

認定プログラムの多様化に対応して、審査工数設定、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工と時間を充てること

ができるようにすることを目的として、2015 年 7 月に認定センター認定業務グル

ープを CB 認定業務グループと LAB 認定業務グループに分割し、CB、LAB そ

れぞれの技術担当者と緊密な連携の下に業務を遂行できる体制とした。 
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2016 年 1 月には、9001/14001 の規格移行、引き続いての 17011 の改訂によ

り効果的に対処していくことを目的として、広くマネジメントシステム関係業務を

取扱ってきた認定センターMS マネジャーを廃して、品質マネジメントシステムと

MS 共通事項業務に特化した QMS-MS 共通マネジャーを設定した。 
また、2016 年度の理事改選に向けては、2015 年 6 月の評議員会において、早

い時期に新理事体制方針を決定することができ、これに則った取り組みを経て

て順調に 2016 年 3 月の評議員会での新理事選任に至るところとなった。 
２) 職員教育制度の効果的運用 

各職制職位に相応しい力量・知識、個人の力量・知識レベルを、統一した評価

項目、評価基準で表現できるシステムを構築して、任命判断、教育計画、キャリ

ア形成方針の検討材料とするとともに、これに基づいて、個々の職員についてよ

り効果的な教育プログラムを展開することを目的として、職員の力量基準と教育

訓練手順の大幅改訂を行い、2015 年 12 月の人事調査とこれに伴う教育訓練

計画策定から運用開始した。 
様々な要素からなる力量・知識を「まっくろ大学」の手法を採用して 5 段階に位

置づけ、個々の業務の求める力量・知識のレベル、組合せと、個々人のそれとを

ビジュアルに対比できるようにしている。 
３) マイナンバー制度対応 

2014 年度末の早期から準備に着手したこともあり、前例のない取り組みというこ

とで手探りの場面も多々あったが、関係部門である認定業務グループ、総務部

の共同作業を通じて2015年末には運用体勢を整えるに至り、2016年度末に本

番となる、マイナンバーを関連付けた職員の年末調整資料、審査員、委員会委

員、個人業務委託先に係る支払調書の取り扱いに向けて、マイナンバー情報の

蓄積を進めている。 
マイナンバーで特に課題に挙げられるセキュリティの確保については、多数のケ

ースを評価した上で、本協会の事業規模に照らして最善と判断される策を講じ

ている。 
４) メンタルヘルス支援体制 

従業員 50 名以上の事業所に実施の求められることになったストレスチェックの

取扱いについては、単なる産業医による職場のメンタル環境分析に留まらず、

衛生管理委員会の設置と運営、健康診断管理の体系化等、広範に及ぶ取組み

になることから、2015 年度に置いて成案を得るに至らなかった。 
2016 年度に見込まれる事業規模拡大を見通して、これまでの検討成果を踏ま

えて取扱いの具体化を推進していく。 
５) 情報セキュリティの拡充 

2015 年度については、審査員が、審査に係る指摘事項文書を作成するに当た

り、他の機関についての文書をテンプレートとして使用したところ、他機関情報を

完全に消去しないまま今回の審査先機関にこれを提示してしまった件、類似の

事象として、審査員が審査文書を一つの報告書に纏めるに際して、机上にあっ

た他機関の審査文書を紛れ込ませてしまい、これを審査先に提示してしまった

件が報告された。 
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経産省に報告の上がっている情報漏洩ケースの 90%超が、犯罪等に絡むもの

ではなく、当事者の不注意に基づくものとの統計に鑑み、職員向け、審査員向

けの様々な機会を捕らえて、こうした実態への認識を喚起し、不注意事案の最

少化に努めてきた。 
2016 年度は、2015 年度の IT インフラ更新完了を受けて、オペレーションシス

テム、オフィスソフトなどのバージョンアップを進め、システムの堅牢化を促進す

る。 
以  上  

 
 
 

平成 27 年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

34 条第 3 項に規定する付属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当する事

象が存在しないので、付属明細書は作成しない。 
 


