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財団法人 日本自動車研究所

審査登録センター (」AR RB)

この度 当需査章録センターは 環境マネジメン トシステム′1:質マネジメン トシステム認議

関に対する新しい認定基準であるISO′ IEC17021ヽの移行を先 rし  20o3■ 6月 18日 イ」けで財団法人

日本迪合性認定協会に認定されました

ISO′ IEC17021´ のヽ移行を完 了したことに伴い 認証機関としての記定番けと IR認定ンンボル

・l変更になりましたのでお知らせいたします

新認定シンボルの電子データについては 当センターのホームページか:, w認定シンボル

等 データ送●lA頼書Jを グウンロー ドし 必要事項をビ記入の上 FAXてお中し込みください

登録組織のお客様には 無償で西d付いたします
この記だシンボルについては ,行の記tシ ンボルと同様に 当センターが定める「JR認定ン

ンボル使用規員山 を遵守 し 必ず当センターの認証マークと組み合わせてご使用くださいますよ

うお願いいたします

■行の認定シンボルの使用期限は2011年 0月 14日 までとし,約 3年の0行期間を設けさせていた

だきます 名ⅢⅢ 看板 会社案内年に ■行の認定シンボルをビ使用の場合は この期間に切帯
えてくださいまうようお願いいたします

/rお 新認定シンボルの登録証は6/25か ら発行いたします また お客様のビ要望があれば
,

新認定シンボルの登録証を有償で発イTいたしますので 渉外 業務部までお申し付けください

このお知ら■について不明な点がある場合は 渉外 業務部までおF.3合 せ下さい

”寺口”織̈



第 136= ″″ ′∂ 審査ニュース 2003年 7月 15日

初回登録 (環境 )

登録番号 豊 FF日 登録者名 登録範田

OA[R0765 2008 6 13 大妻工業株式会社
冷暖房設備及び付帯設備工事の設計 施工並びにメンテナ レ

ス

J☆[Ю76( 2008 62, ニムラ鋼機株式会社
l 熱処理治具 炉内部品の設.I

熱処理関連機械 装置の販売

製造
メンテナンス2

更新登録 (環境 )

登録番号 更新 日 登録者名 登録範囲

JA[R0108 2008 626 トヨタ車体株式会社X

吉原工場

自動車及びその他の輸送用機器製造 並びに自動車関連製品

以外の新規開発

Y7工場の拡大

り☆[RO109 2008 626 トヨタ紡織株式会社
豊橋地区

シー ト ドア ドリム 成影天丼 カーペット等の自動車用内

装部品の製燈

0☆[ROI10 2008 62( トヨタ自動車北海道株式会社
オー トマチック トランスミッション トラレスファー アル

ミホイール等の自動車部品の製造

U☆[R0066 2008 62 金星工業株式会社 自動車用 ブレス部融 び樹脂部品の製造

U☆[R0657 2∞
= j 17 新潟スバル自動車株式会ll 自動車 産業機械の販売及び整備 並びにll品  用品の販売

U☆[R0658 2①3 1 24 ヤマハ天草製造株式会社
ブレジヤーホー ト 和船 その他「R'製品の製造 並びに漁船

及びホンツーン(浮 き桟格0設 計及び製造

登録拡大 (環境 )

登録番号 発効日 登録者名 登録範囲

U'[RO,'6 2om 6 2o
マツダ株式会社
広島地区

‖0‖ エネルギーサー ビス株式会社の拡大

UA[RO`92 2008 6 27 株式会社ホンダ トレーディング 鈴底営業所 熊本営業所 極木営業所 狭山営業所の拡大

初回登録 (品質)

登録番号 登録 日 登録者名 登録範囲

」☆OR01'0 2008 68 ホーメックス棒式針lt
研修施設でのフロン ト受付 清掃 客室整備 保安管理 庫

園維持管理及びバス遺迎サー ビスの提供

U,OR01'1 2∞86 24 株式会社デンソー リマニ
自動車 腱楽礎械 建設機構及び産業用機械に使用されるデ

ンソー製スタータ オルタネータの修理再設計及び製造



第 100号 Л′′Pθ 審査ニュース 2003年 7月 15日

更新登録 (品質 )

豊緑番号 登録 8 登録者名 登録範囲

0船ROω3 2008 6 29 株式会社スズ■部品浜松
自動車用部品のアル ミダイカス ト鋳造 機械加工及び部品組

ユ

※■■1‖晟

“

● 人を含む

i難 情報の意1知 ま]1ド ー‖311・  ′ li t,,■
“

■・  ・ h」,|)を ご参(下 さい

理事長交●のお知 らせ

環境関連法規等の動き
` 

¨ ～E′t,2δ リ

II国■人 日本自動車研究PI「 上ζ5月 2=F■ 理事会を開rt「 [付 (■ ■11を ナ■ 1夫 ■ ,青木哲

(「団■人日本自動車工業合会長 本F長研工業株式●■ 代■●イ役
=■

, `交代いた [ま しためでお

知
=せ

いたし■す

2∞8年版 鴨 境 宿環型社会 白書Jが閣議決定 ,I‐境イ2008年6月 3日

'

OH=‖ ,羽誠
=l■

議 決定 さll l月 4■ ■ち■」の書 ■で■■される
「

とにな‐た

(|1水;定価 13000円 彙●省ホー J、 ページに掲載 予定)

【Ⅲ不 |"来 ′― ,1

(1)[,1■ ■社台の構築
`|す

転換
～

1■迎えたJ卜 ■■111の ,I■

低■素・■i簡栞 [|け て,む世界の渕航 績介及び地i温暖化ヽ策
'た

ヽ長を明ら1に している

(2,昨県卍社会,,構築に向 嬌 ■■を迎えた世不と載がLの ll担

2008年3Fに問議決定された [第 2次tl環型社会形成 ll進 正本i画 =治つた内容

北海道洞爺湖サミットに向けて地球温暖イヒ対策に取 り組む日本の方針「福田ビジョンJ発表

(2018■ 6月 9月  日本記廿クラブ)

も田市相|:日 本記者クラブ
「

おいて 低炭素t会  日本Jをあざtて  と題 |_た スピーチをイ,った

I内

^】■」kの 1=期  こ期日標 l t021,敲 ,
■)長卿 日標 .21;'■ までに■よからH～ ,ヽ%■ 減

`2,中

期」標 1202'■ まで ■■壮から11%肯J減 |セ クター■アプローテ 手法を言わた試算植)

●共体・彙 政策 ,
■)●新■

"の
調iと す●■進■術の■及

イ)革新技術

太陽電‖, ||‐術 ●●,t●,pio、 id● C● ,し ,● よSt。■●
=●

I COJ」 収 貯]) ・・ ‖「代■■技術■
■)叫i■術 (百 ■ |∫能 :・ ネルギー,

太陽光 風,J 水力 ′ヽイオマス 原子力などの
「

2 1● ミンン●レ電lll J lt■ ■5,%以
「 =する
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太陽光発電世界一(,座 を卒還する  (2020年滉●の 10●  20‖ L4,倍
)

ハ)駈●■術 (■エネ)

■熱電球を蛍光lT型電球 |● 換える 液品]ヽ  ヒー トボンプ技術の普及 省エネ仁宅 省エネビル等
(2)国 全体を低長卒イヒ̂動 か,イ 1組み

イ)りH‖ 量取J
2008年秋■ヽら 自主参ll型り1出量rF]市場

`,試 `ill l実

施  (実歿1月 始)

コ,税制改 11

わ

`Ⅲ

●,技本・●・ Ⅲ
"検

討 ,おい て 環●■のl�ユいををめ 低炭素化促進の観点,ち 純11全颯を枝断
IIに 屹直す

′ヽ)'と える化
t02りHlの 地えるイとこより 消費すが|1硫な選ltを行 うたヽ,,情報を提,ヽする

(3)地方の清躍

低炭素社会 ,おける晨業とホ業の重要■ (食糧て,エ ネルギー ,,地産地消]よこ近づける)

(4'IJ民 が■■

国民 人ひと,がその意義と工要性 や ,方 メリットと■■■理解 して,動する必要性

意識の転換 :ライフスタイルの交更「サマータイム11,J導入検計す||ク ールアーステイ |の設定等

地ポ温暖化対策を進めるれ 大企業の本社などが集中する●京都で オフィスビルなどJ●大規模事掏 j[
102のり11肯 I減を国内で初 .・●て義務付ける条例

I内 容】
2005,4月 か :,広に

「
.・Lけ地球温曖イと対策計画書11度 が条例で地●されている

従来lt活動の言T価 {5段階のランクイr)と 公表 `良事業所の■彰制度で,っ た

今回の改正は義務付けられたこと  ,1:～ 20%肯J減

'対象事業所規社 ,原油換勲 [00X[以「   約 1300事 業所
地球温暖化対策計画書1成 ,5ヵ 午

りHl床工確認書のF成 1毎年 中間3年度日 :1画終 r叶6年度日

法規情報

「工場立lLに関する準則の一部を改正した告示J公表   
“

務 ,労 農水 種r 国交省告ホ″1=,

工場が排出す‐鍛 境●荷物質 (SOx 10x等 )のりH‖量が低減 tて いる実態を踏まえ 業種●とに生産施設価

積■|が 見直された  (規制,T,,

公表 :2008年 5月 26日

I内 容】

(1)業種分類 15分類から8分類 (=・/夕1■),細
`)化自動中関連は三に第絆種 ,その他製造業に分類される

(2)敗地面頂 =対
する生産施設の面積割合

改上111101100 40%
改正後 ,65/100 65%

東京都環境確保条例の改正が都議会で可決 成立 は08■ 6月 2[口

'

米上こ施設 :

製造工程等を形成する機 lllま た|:装 置が設置さキじる建物 握 外に設置される |,の を含む)

一時的な遊休施設や 廃却機の置き場で ||つ ても 撤去されない場合は土ヒ施設 となる
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エネ′,■―消費■が人|」 i讚えている業務部11 家帷部|にお |る 対策
',強

|と を本本とtた ち,,

並行
「

1`う IT則 は今後 政

' 
省

'■
t■ られる

会,1,211ヽ年5月
=,H

i■ .211● |:4月  l月

【内容 1

(■ 事景青lt● のコ.ヽルギー管理規綱 ,9人

イ)一 定以 |●コネルギー性用量J堪業者 (牛定事業者)に す ● 事業者■●で ¨長つ計画●,策

定 庁翔ヨ古するこどが菱r・付けられた
い)ヽだ●実廿

`ま
■員

―クラスのコ|ネ ルギー管理ltil●等の選イ千が義務付■■.lた
′,これまで√,一t規●以上の,半

"ま
 従来述 ||:訳 として●

「

量を,t告する■,が あろ

(2)連 jllイ 聾 業イと+tttr諄業者の指定

フランチャイズ チェーン IFf)二月ヽる ●ネルギー,理型同の導入

加]古を台め t規●.以 卜のエネ′
'キ

ー使用量となる「 |は ,′,I掟事半
=と

捉えヽⅢする

|1住宅 量事物
',●

:・ ネlliの ||(イコ.ネ判断基準
`,適

F,
イ,■ 1種lj定建築,人 ●棋住宅 建築物の,■強化 (|1今規定設定)

●

'″
聾 ■定建筆物 :中|●■7■t せ姜物の新規寸ヽ′

`(扇
出 定莉報告 勘■●.ti亘

"‖

,

「エネルギーの使用の合理イヒに関する去律の一部を改正する法律]公布

「地,温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律J公布
「施行令の一部を改正する政令J公布

(●′1第 47■

'

(世言,67号 ,

(政 令,1=5号)

{糧■ 環見省令第2ケ )

(環責省今方|=)

「主務大臣の権限の姜任に関する命令J公布

「割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令」公布

(内 |.l11 ■務 広務 ■務 町■ ■■ 厚■ 晨

^ II産
 口支 黎● 坊衛●令第11,

「施行規則の一部を改正する省令J公布

公布  2●ド午1月 ■3‖

施行 1 2,09イ 14月  1 月

1′1● 1

日

「

生活で使 う製‖,す につい 〔 ■業十にni′景カスのり||ユが最 :,少なl,,のを製道 "「するこ

=を
求めたほ■ ‖.●力■ 7Jス 算定 |・ 古 公表制度に ,いて 省。.ネ 法

"改
正を連動 L 事業所草世か

ら事業■ⅢⅢ フランチャイズ車世によるり:出 量の算定 報告に変更したこ●さ土な変更

■)地 方公りt団体の実行計画のtt
(2),H JⅢ Ⅲ■に

',,策
i■

(3)湿
=効

ス IJス ′,やHI最報古■に関する改 |:

Ⅲ,C32のりHl■′,|[=に 2要な情報の提供

,F)却 lIIttl.化 防止活動十進員及r地球証帳化防上推

`セ
ンター|■ 関する曖上

(‐m卜 (1)‖ ■業
`よ

る算t+1当量の11●■社きの摯lII

け)lli■ 飛ザスのりHlaが ょり

'な
い」IIt活用製 |].■●,普及の■進
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受害者からひとこと き●|ん と整理され IS¨務局 li勿 論 lt進● 当者

と

'当
する。1ン ジニアも環覚マネジメントシステム

導入の咸巣に感動 したもので, この」キ|● 回 ,道を

してきたことに気r,き 最初 難解に見え |1遠 し

た大阪 卜Jタ グループ他社の取 り組みを参考にしな
がら 当社に合った県見マネジメン トシステムの構

築をm,|し ました 同時に 環● 世 特別ケ青の

重要性も見えてきたため T行 して数回
=ユ

,教育

を実施 し 綺単な筆記テス トにより理,度 を硼認 し

ました て 内部環曳監首員は 内部監査のり′ヽ一

サルで ま繁張と■惑いが感 じられたようですが 本

番で|ヽ きちんと監査を実施することができました

給 して 手F,で且つ回り道をしたことが 逆に従

業 晏との ´ ミ=ニ ケーシ ョンが とれ 事務IJの

ISOi4001つ 取泄み善勢に理解が得らll l 傷,Jを娼■

まないような,国 気にな, ■果として6カ 月強の

短期間で認証ll得 ,11来たように思つています

4 システム導入のメリット
「lS014001の 基本は ます6Sか ら|ど の審査員の

言葉が今も■から離れず 工●●内はされいな環境さ

保たれてお ります また 今員参加の取紅■ 一人

ひとりの費
=意

識と行動が 環
=パ

フラーマンスに

徐々に■われてきてお , これから本来業ltに どt71

よう|,黎 |ていくかが楽 しみでもあります

5 今後の活動

おかげさまで .I画迦 つ
=月

に認証●得すること

ができました IS01 4001認 証取■によ, 従業員の

意識改革が進んだことlt間 ,生いありません

IS014001の 認証取■はゴールではなく やっとス

ター トラインに立てたと ,0引 き締■る思い(あ
ります  I几争微●】と言 う言葉があるように

I当 た ,前のことを当た り前にや つ続ける】それが

今後の維持贅理に必要です またまだ改言す^き
は

は 多々あると思いますが 今後|'PI Gヽ で回 してい

たサイクルを〕PDで回 し 常にチ=ッ ク1ヽ ち|● よる

サイクルで維持 改善 継絞をしてまい 0ます そ
の実型

`重
要な位置をしⅢる内部県境監査を強化す

るわ 人阪 卜」タグループ間でのクロス監査を実施

し 監五員の力量アップに繋 |ていきたいと[い ま

す それ以外に 1,社内での内部環境監査の回数を増

や し 従業員に11に 環境に対する意識が浸透する様

に取II■んでtい 0ま す 最後
`な

0ま したが ,同
当社列 0ヽ14001証 証取得にあた り =指導 ご協力

を●きました皆様にこの場をお I.・ りして お|し とすま

謝を中し上 ずまラ|

S01400同証取得に向けて

大阪 トヨタ物流株式会社

ISO事務局 大村信尊
1 会社紹介

当社 It 1968年 に設立され 本,1,1■ 10周 年を

迎′
=す

 大阪府Jヒ¬に●置する寝量川市に所在

し 1,9ド■ 10月 に′工 した工場は 最新鋭の設備

と 中両2351台 を保管できる自動管理倉● (ラ ン

クシステム)を 有 し 人ll・ 卜」タロ動 中(株 )を 十

要顧イとして

'草
整ti は■ IJ送 及びヽ装Ⅲ

"
製作 カーケ

「
施Tの事業を行っている従業員,7

名の会社〔す 経営理念として 【お客様ととも
,】 【社曇[■ もに1【社会ととも|」 の3つを掲
ず CSRをとすし■1業 を民開しています

2 導入の背景
地球環境問題 牡 ■地球温暖

`ヒ

が |」界的な●I・

で問題になつている中で ':社が トコタグループ

の一員 として 環境負荷の低減に微ブ,なから貢献

することが使命であると認識 していよ十 ■■が

新車の整

`‖

 ●帯 香]送のラックシステムを運営

して すでに11イ
「 が経過 しましたが 当 |■の上場

は 建武時点で景●I全に渕応する設備を慨ね備

え て お りま した そ の よ うな 中 に あ つて

IS014001を 認証取件することによ ,県責保全及び

人

“

の育成と企封 t質 (,]1化 に繋 |たいとの思い

か ら 環境マネジメン トシステムの導入を決断 し

■した

0 認証取得の経緯
2001年 1月

'IS O取
待チームを立ち

「
| :SOと

li何であるかも
「

分にI● からI.い状態で =ず ISO

14001か IS0001かそれ とも同時取得か等を 資料

を実 め Irが ら検 討 しま した 結果 は  ます

ISO14001を 単独 取 得J 「コ ンサル タ ン トな
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