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2016 年 3 月 31 日 
公益財団法人 日本適合性認定協会 

 

平成 28 年度事業計画 

（一）概論 
2015 年度は、2012 年の現政権発足以来の経済再生の歩みを更に力強いものとする年

としてスタートしたが、年度後半に顕在化してきた中国経済の停滞、中東情勢の悪化とそれ

に伴う欧州経済の弱含み等から、2016 年度に向けて国際経済の先行きは不透明なものと

なり、我が国経済の今後も予断を許さないものとなっている。 
一方、適合性評価制度の観点からは、東京オリンピックの開催決定に端を発したイベント

サステナビリティ管理規格、及び輸出の促進も見据えた食品、農産物安全規格への注目、

COP21 合意に基づく環境、エネルギー関連規格の再評価、臨床研究中核病院への臨床

検査室認定の推奨と、更に発展して診療報酬点数への国際標準検査室加算の決定等、

制度普及の追い風が確かなものになってきており、本協会としてこれらを着実に事業展開

に結び付けていくことが求められている。 
2015 年度の適合性評価制度の 大の事案は、 も普及したマネジメントシステムである

ISO9001/ISO14001 の 2015 年版への移行であり、この機会を更なる制度の普及に結び

つけるか、組織の制度離れのきっかけとしてしまうかが鍵であるが、これは 2016 年度にお

いても重要な取り組みとなる。一方認証の信頼性の確保の面では昨年 9 月に信頼性に欠

ける行為から 1 認証機関に対し認定の取り消しを行なった。制度の信頼性の確保から厳格

な認定審査も必要な時期に来ている。普及の面では、多くのマネジメントシステムが開発さ

れているが、東京オリンピックに絡むものも含めて、様々な面で生活品質を高め、安全性を

向上させるツールとして認定認証制度が有効であることを、引き続き官公庁、企業に訴えて

いくこととしている。 
一方、試験所認定の分野においてはこれまでも堅調な伸びを示してきたが、臨床検査室

認定が従来とはレベルを異にする普及展開を見せることが想定され、これに対応できる認

定体制を、先手を打って構築する必要がある。 
制度普及の基盤となるのが、認定の品質、及び信頼性であり、規格移行に対応した認証

機関への新規格解説、認証ガイドライン提示には、海外認定機関との共通認識も踏まえた

更に肌理細かな情報を織り込むとともに、認定審査の現場や消費者からの苦情対応等で

得られた情報を系統立てて審査手法にフィードバックしてより有効性の高い認定審査に繋

げていく。また、新規プログラムの積極的展開、試験所認定の普及加速に円滑に対応でき

る業務体制整備も急務であり、認定プロセスの抜本的見直し、審査見積もり、受発注手順

の合理化とこれを反映した業務システムの構築を急ぐとともに、中期計画の見直しを含め、

事業規模に応じた要員体制の適正化を図ることとしている。 
マネジメントシステム規格の移行を見据え、適合性評価制度の有効活用事例の蒐集、公

開を狙いとして立ち上げた JAB Award も 2016 年度で第 3 回を迎える。今回は、まさに組

織の移行取り組みと、その効果が具体的に体現されるタイミングにあたり、規格利用者への

ポジティブなアピールとなることへの期待が大きい。 
2016 年度は、景気見通しについては不安感を含むものである一方、本協会としては成す

べき課題の多い年であり、事業運営には従来に増して慎重な舵取りが必要となると言わなく

てはならない。制度関係者各位には、より一層のご指導、ご鞭撻をお願いしてまいりたい。 
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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 の改定による、移行審査を通し、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（国主導型のHACCP（or食品安全マネジメントシステム）、 
     アセットマネジメントシステム、労働安全マネジメントシステム、道路交通安全 
     マネジメントシステム、ＧＡＰ及び電気安全他の製品認証）の開発推進と 
     認定拡大 
(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 
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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  
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) 認定審査員の拡充と力量評価、教育・訓練、資格管理の充実 
(2) 認定数の増加、認定の多様化に対応するための事務局員力量の拡充及び

外部専門家利用を含めた有機的認定運営体制の構築と実施 
(3) 多様な認定需要に対応するための審査の合理化、意思決定の迅速化を含む

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 484 件(2016 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、診

療報酬改定対応等中期計画の見直しを含む） 
(3)  認定普及促進のための認定料金の低減に向けた取り組みの推進 
(4) ILAC, APLAC の国際相互承認を通じた海外認定機関との認定連携の強化 

     ３） 事務局内業務体制の効率化 
(1) 次期業務支援システム開発を見据えた事務局内業務プロセスの見直し及び合

理化の推進 
(2) 事務局員の技術分野、業務範囲の拡大に対応するマルチタレント化の推進と

有機的人員配置 
(3) 審査の受発注合理化のための一括請負・発注方式の早期構築及び実施 
 

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

新調査業務の確実な実施。 
 

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の提供を終了する。これに伴う外部の実施機関への技能試験実施

移管も含めた代替策実施方法を、2016 年度中に確立させる 
  1） 事業終了に向けた代替試験などの残件の確実な終了（EMC 及び化学）。 
  2） 事業終了に伴う関連手順書の改訂。 

 
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)または食品安全マネジメントシステム  
(2) バイオチップ製品認証 
(3) 大型風力発電 



 

4 

＜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、非公式学習などを含む） 
(4) 法科学検査室認定 
 

2)国際活動 
 (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の展開。 
 
６．広報・普及啓発活動 

2016年度経営方針「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」に従った目標「広報・普及活動の強化と認定取得促進」の達成に向け、行政・産業

界・消費者等の利害関係者との間でより一層のコミュニケーションを図ることで、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) ウェブサイト／ＳＮＳの効果的運用 
2016 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、

適合組織件数にかかる地方公共団体を中心とするデータ提供依頼の多様化と増

加に対応するため、データ入出力処理機能の改造、運営管理の改善を計る。 
またウェブサイトを補完する情報発信手段として PR 制作会社のメディア向けネット

配信等のネットメディア、電子書籍等の活用を図る。 
上記に加え、2017 年度実施予定のウェブサイトリニューアル、並びに SNS 公式

サイトオープンに向けた検討準備を開始する。 
 

2) 外部コミュニケーション(社会への説明責任) 
東京オリンピック開催に向けてその運営におけるテーマである｢持続可能性｣と共

に食品、環境分野での国際規格、認証へのメディアの関心が高まっている。今後、

開催が近づくにつれて、その関心は高まっていくことが予想される。この機会を利

用し、本年度は「オリンピック」「持続可能性」をキーワードにメディアへの情報発信

を行い、認定･認証制度、本協会に関する記事掲載回数を増やしていく中で、社

会の様々な面で品質、安全性を向上させるツールとして認定認証制度が有効で

あることを訴えていく。それと共に従来からの取り組みでもある、一般社会が関心

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、導入効果等を官公庁、関連する

産業団体、地域の企業団体、消費者等へ訴求して行く。 
2014 年度にスタートした JABAward についても、2 回の開催実績を総括し、認証

の維持･拡大に繋がったかという観点から、認定試験所への表彰対象の拡大を含

めた実施の継続を検討する。 
 

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
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性の向上を図る。 
1) 迅速・適切な苦情対応 

認定審査へのフィードバック、及び認証機関、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ことを目的に、案件のＤＢ化に着手する。 
 

2) 苦情等の情報公開 
昨年度に引き続き、組織不祥事対応に関係する機関、団体の公開状況等を基に

制度の信頼性を担保、向上を計る観点から本協会の見解を公開する。また、過去

の問い合わせ、苦情内容を分析、ウェブサイトFAQの苦情関連項目を見直すこと

で、件数、対応時間の軽減を図る。 
 

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。 
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、苦情対応関連の文書体系を整理する。これに基づき、内部には監理パネル

の役割、苦情対応について説明を実施、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。 
 

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、2015 年度引き続き活動を実施してきたが、現在途上である。個々の課題は各

部門の推進が必要であるが、スタートして 3 年目となる 2016 年度活動は活動方針

を見直し、部門横断の課題ＴＦなどの活動で推進していく。 
 
（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）の具現化のフォロー推進。 
（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。 
（3）業務システム、Ｗｅｂなどの基盤システムの検討を開始する。 
 

2)  IT インフラ整備 
IT 統括グループを中心に、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を実施したが、2016 年

度は長期に亘り、障害のリスクを低減するための計画的な設備更新、保守サービ

スに重点を置くと共に、業務システムの改善、Web 改修など JAB の業務の基盤と

なるをシステム改善を実施するため体制強化及び施策を検討・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 



 

6 

2016 年度に想定される新規プログラム導入、臨床検査室認定数拡大等に臨機に

対応して質の高いサービスを提供できるよう努めていく。特に臨床検査室認定に

関しては、現状認定数の 100 件弱から数倍の件数に急増することが見込まれ、適

合性評価制度への社会の期待に的確に応えるべく、職員、審査員の質・量の拡

充、及び審査運営の効率化に迅速に取組むこととしている。 
 

２) 新力量・知識評価システムの効果的運用 
職制職位の求める力量・知識水準と、職員個々の力量・知識状況を、共通の尺度

でビジュアル(「まっくろ大学」システム)に表示し、①個々の職制職位の求める力

量・知識の差異認識、②職員個々の各職制職位への適性評価、③職員個々の教

育訓練及びキャリアパス計画に資することを狙いとした、新しい力量・知識評価シ

ステムを立上げ、2015 年 12 月から運用を開始した。2016 年度はこの運用を通し

てより効果的な教育・訓練を展開するとともに、当該職員との相互理解に基づく適

材適所の要員配置を行なっていく。 
 

３) マイナンバー制度対応 
計画どおりマイナンバー収集体制を構築し、2015 年 12 月から運用を開始した。

2016 年末の職員向け源泉徴収票、業務委託者向け支払調書発行に向け、確実

なナンバー情報蒐集と、遺漏のない情報管理に努めていく。 
 

４) メンタルヘルス支援体制 
2015 年 12 月から従業員 50 名以上の事業所に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、2016 年度には産業医の

サポートの下に簡易版のストレスチェックを実施することとしている。 
今後の事業展開の如何では、本協会の従業員規模が 50 名を超えることも想定さ

れ、その際の円滑な取組み体制移行も視野に、職員の衛生管理体制の拡充を進

めていく。 
 

以  上 


