
サイト調査票記入要領 [環境]

※下記の番号は，サンプルに記載している番号を指します。

① 記入者 記入された方の氏名 （サイト調査票の内容で確認が必要な場合、ご連絡致します）

［審査対象サイト］

② 事業所名称 登録範囲内の事業所名称が記載通りで変更がない場合は、枠内の（□確定）にチェックを記入

変更がある場合は、「変更欄」に変更後の内容を記入

事業所住所 登録範囲内の事業所住所が記載通りで正しい場合は、枠内の（□確定）にチェックを記入

変更がある場合は、「変更欄」に変更後の内容を記入

［人数］

③ 常勤[フルタイム] 規程労働時間勤務者の人数　(役員・派遣社員・常駐外注を含む)

非常勤[短時間労働] 上段：平均労働時間　下段：短時間勤務者の人数

常勤換算（※1） 非常勤[短時間勤務]を下記計算により常勤換算した人数　（小数点以下切り上げ）

合計人数(a+b) 常勤+パート・非常勤（常勤換算）の人数

審査対象人数 常勤+パート・非常勤（常勤換算）の人数の合計

(※1)　1日の労働時間が規定時間に満たない場合、下記の計算をして下さい。

非常勤[短時間労働]の合計人数　×　(平均労働時間　÷　規定労働時間)　

［技術専門性］

④ 主な製品又は業務 事業所別に生産している製品又は業務について記入

―例― 

 （A）本社など 　

a. ○○事業の中央管理機能　　　　　　　　b. ○○販売の中央管理機能

（B）営業所など　

a. 自動車の販売,整備,修理　　　　　　　　 b. ○○機械の販売，サービス，メンテナンス

c. 自動車部品・用品・鉱油の販売、中古部品販売、車両整備、移動通信及び電話回線販売

（C）工場など　

a. シート、ドアトリム、成形天井、カーペット等の自動車用内装部品の製造

b. マフラー、バンパー、燃料タンク等の自動車部品、防音パッケージ等の環境保全機器の製造

ｃ. 磨棒鋼・冷間圧造用鋼線・構造用鋼管・ドアビーム用鋼管及びチューブ ステアリング コラム

　・チューブ プロペラシャフト等の自動車用部品の製造

d. 工作機械用クーラント濾過装置、金属製品用洗浄機等の設計、製造

e. 精密プレス金型の設計、製作及びオーディオ機器、光学機器、IT機器、自動車、装飾品、

　建築材料向け精密プレス部品の製造

f. 冷暖房機器、ラジエータ、ガソリン及びディーゼル用燃料噴射製品等の製造

g. 各種専用機械装置、治具等の設計、製作、メンテナンス及び測定サービス

h. 各種プリント基板及び光ファイバー応用光学機器の組立

i. メーター、ナビゲーション、メータ用ディスプレイ等の製造

j. 自動車及び自動車用変速機の製造

（D）輸送,倉庫

a. 輸出/入貨物の保管/入出庫及び梱包作業

b. 部品の集荷、梱包、納入を主とする貨物自動車運送業及び倉庫業

c. ガソリン、軽油など石油類の輸送

（E）その他

a. 鉄、非鉄金属スクラップ加工、卸売及び産業廃棄物の収集運搬、中間処理

b. 使用済み自動車の収集運搬、解体、中間処理及び中古自動車部品の再生・販売

c. 清掃作業、施設の維持･管理

d. 人材派遣、施設管理及び設計業務請負・管理

e. モータースポーツ・各種イベントの企画、運営、サービス

⑤ 交代勤務における たとえば、日勤はプレス、塗装工程は夜勤のみ行っている等、昼夜の業務に大きな差異

業務の差異 がある場合は枠内の（□有）にチェックし、業務の内容を記入

⑥ 主な工程 別紙の「技術専門分野一覧」より該当する、代表的な工程のJARI区分番号を記入

（記載通りで変更が無い場合、記入は不要です）

―例― 　　G-02（鋳造），G-12(組立），K-03(整備･修理）

※一覧に該当する工程（JARI区分）が無い場合は空欄のままでお願い致します。

⑦ 一時的サイト 登録範囲の所在地以外でのダクト工事,生産設備設置工事,建設工事など一定期間設置され、

目的達成後閉鎖されるサイト・現場の有無をチェック

⑧ 別紙 別紙の有無をチェック

以上



サイト調査票 ■環境　　□品質
①①①①

１．基礎情報 記入日　　　2015年　　　1月　　　1日

主な工程

２．審査対象サイト（全て記入してください。また、書ききれない場合別紙に記入してください） ⑧⑧⑧⑧

事業所名称 ☑確定 常勤[フルタイム]

（役員・派遣・常駐外注含）
　　　　自動車用エンジン部品製造事業の中央管理機能

a) 名

事業所住所 ☑確定 非常勤[短時間勤務]

交代勤務における業務の差異　　　　□有　　　■無

20 名

変更欄（事業所名称・住所・適用範囲の追加、削除） ※　常勤換算

b) 15 名

合計人数(a+b)

名

事業所名称 ☑確定 常勤[フルタイム]

（役員・派遣・常駐外注含） 　自動車用エンジン部品の開発，設計，製造

a) 名

住所 □確定 非常勤[短時間勤務]

交代勤務における業務の差異　⑤⑤⑤⑤　■有　　　□無

40 名
　夜間のみ塗装設備が稼動

変更欄（事業所名称・住所・適用範囲の追加、削除） ※　常勤換算

b) 20 名

合計人数(a+b)

名

事業所名称 ☑確定 常勤[フルタイム] 主な製品又は業務

（役員・派遣・常駐外注含） 自動車用エンジン部品の製造

a) 名

住所 ☑確定 非常勤[短時間勤務]

交代勤務における業務の差異　　　　□有　　　■無

50 名

変更欄（事業所名称・住所・適用範囲の追加、削除） ※　常勤換算 主な工程

b) 32 名

合計人数(a+b)

名

事業所名称 □確定 常勤[フルタイム] 主な製品又は業務

（役員・派遣・常駐外注含）

a) 名

住所 □確定 非常勤[短時間勤務]

交代勤務における業務の差異　　　　□有　　　□無

名

変更欄（事業所名称・住所・適用範囲の追加、削除） ※　常勤換算 主な工程

b) 名

合計人数(a+b)

名

記入者　　山田　太郎　　　　　　　　　　　　　　　　

登録者名

（受審組織名）

日本自動車株式会社

登録番号 審査対象人数

JAER　1000 1,417名

代表住所 〒105-0012　東京都港区芝大門　1-1-3

K-05，G-02，G-04，G-06，

G-07，G-08，G-11，G-12，

登録活動範囲

自動車用エンジン部品の開発，設計，製造

別紙　　□有　　■無

265

〒105-0012

東京都港区芝大門　1-1-30

主な工程

　（平均　　6　時間）

審査対象サイト 対象人数 技術専門性

主な製品又は業務

本社

250

主な製品又は業務　④④④④

つくば工場

800

〒305-0822

茨城県つくば市苅間2530

　（平均　　4　時間）

一時的

ｻｲﾄ

該当無し □有

■無

332

主な工程　⑥⑥⑥⑥ 一時的

ｻｲﾄ

K-05，G-02，G-04，G-06，G-08，

G-11，G-12，

つくば事業所
□有

■無
820

　（平均　　　　時間）

城里工場

300

〒311-4316

茨城県東茨城郡城里町大字小坂字高辺多1328-23

一時的

ｻｲﾄ

G-02，G-06，G-07，G-12 □有

　（平均　　5　時間）

■無

一時的

ｻｲﾄ

□有

□無

②②②②

③③③③

⑦⑦⑦⑦

③③③③

テキストボックス
外部に提供していない製品やサービスは，記載不可。例：部品等の保管，金型の保管，　　社内向けのサポート，社内教育　など
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（参考）環境　技術専門分野一覧

設計・施工（造園、屋上緑化、ビオトープ）・樹木等の維持管理 M-01

藻類等の養殖 M-02

染色（浸染、捺染、仕上げ、整理） B-01

裁断、縫製（オーバーロックミシン） B-02

織布、紡績（撚糸、整経、糊付け、機上げ、製織） B-03

皮製品製造業（なめし、染色、型押し、縫製） C-01

木製品加工 N-01

染料、顔料製造（反応、精製、粉砕） D-01

無機化学製品の製造（粉砕、焼成） D-02

有機化学・プラ素材・ゴム素材製造（反応、精製） D-03

バイオプラスチック製造（発酵、遺伝子組換え） D-04

塗料・インク製造（前練り、分散、調合・調色） D-05

石鹸類・洗浄剤・磨用剤製造（反応、けん化（石鹸）） D-06

接着剤製造（反応、溶解、混合） D-07

ゴム成形（混練、加硫、成形） E-01

樹脂成形（射出成形、圧縮、ハンドレイアップ、ウレタン発泡） E-02

ガラス及びガラス製品の製造（溶融、冷却、化学気相蒸着、切削、研磨） F-01

鉄鋼及び合金鉄の製造（高炉） G-01

鋳造（溶解、アルミダイキャスト、中子） G-02

含浸処理 G-03

鍛造・プレス・燒結（切断、曲げ、成形） G-04

溶接（SW、ロー付け、電気） G-05

機械加工（切削、研磨） G-06

熱処理（浸炭、高周波） G-07

メッキ G-08

専業メッキ（4ライン保有） G-09

前処理（溶剤洗浄、アルカリ洗浄、超音波、リン酸塩処理） G-10

塗装（吹付け、電着、焼付、蒸着） G-11

組立（部品、車体） G-12

動力/環境施設（ボイラー、コンプレッサー、排水処理、浄化槽、焼却炉） G-13

電気・電子部品製造（エッヂング、半田、印刷、巻線、絶縁、実装） G-14

半導体製造（気相成長、ウエファ製造） G-15

電池製造（注液、充填） G-16

艤装（成形、溶接、大工） H-01

金属廃棄物類再生 I-01

プラスチック類再生 I-02

廃油・廃液再生 I-03

土木（測量、基礎工事、電柱） J-01

建築（大工、左官） J-02

据付工事（アンカー、配線・配管） J-03

販売（自動車の販売、小売 他） K-01

事務所運営（人材派遣、ビルメンテ、倉庫、団体 他） K-02

整備・修理（車両の整備修理） K-03

運搬・輸送（場内車、トラック） K-04

設計・開発 K-05

教育（職業訓練） K-06

高圧ガス輸送（充填） K-07

消防法危険物輸送 K-08

廃棄物処理（収集運搬、粉砕、焼却） L-01

廃棄物処分（最終処分場） L-02

クリーニング業（洗濯） L-03

放送業（有線） L-04

29

31

33

34

35

36

37

38

卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、

個人所持品及び家財道具の修理業

輸送、倉庫、通信

情報技術

エンジニアリング、研究開発

その他専門的サービス

公共行政

教育

医療及び社会事業

39 その他社会的・個人的サービス

20 造船業

24 再生業

28 建設

14 ゴム製品、プラスチック製品

15 非金属鉱物製品

17

18

19

22

基礎金属、加工金属製品

機械、装置

電気的及び光学的装置

その他輸送装置

04 織物、繊維製品

05

06

皮革、皮革製品

木材、木製品

12 化学薬品、化学製品及び繊維

ＪＡＢ 関連業績分野 専門性技術領域（典型的工程） ＪＡＲＩ区分

01 農業、漁業




