
サイト調査票記入要領 [品質]

※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）

［基礎情報］

② アウトソースしている工程 登録活動範囲の製品に係るアウトソースがあれば、その工程を記入。無い場合は「無し」と記入

―例― 　　プレス、プラスチック成形、塗装、鍍金、メッキ、熱処理、組立

［審査対象サイト］

③ 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］

④ 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］

⑤ 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

⑥ 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

⑦ 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― 29.71（家庭用電気製品の製造業），　34.30（自動車の部品、付属品及びエンジンの製造業）

※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。

⑧ 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

⑨ 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

アウトソースしている工程

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） ⑨⑨⑨⑨

事業所名称上段：平均労働時間☑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]
主な製品又は業務　　　　　⑤⑤⑤⑤

（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⑥⑥⑥⑥　　　　　■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

（派遣・常駐外注含）

名

住所 □確定 非常勤[短時間勤務]

交代勤務の差異　　　　　　　　□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

一時的

ｻｲﾄ

□有

□無

　（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

22.21成形　　25.502プレス □有

　（平均　　5　時間）

332
■無

一時的

ｻｲﾄ

22.21成形　　25.502プレス　　25.611塗装
つくば事業所

□有

■無

主な工程　⑦⑦⑦⑦

820

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
265

〒105-0012

東京都港区芝大門　1-1-30

主な工程

　（平均　　6　時間）

別紙　　□有　　■無

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

代表住所 〒105-0012　東京都港区芝大門　1-1-3

登録活動範囲 自動車用エンジン部品の開発，設計，製造

22.21　　25.502　　25.611

プレス

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

JAQR　1000 1,417名

③③③③

④④④④

⑧⑧⑧⑧

②②②②

④④④④

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



3/5（参考）品質技術専門分野一覧

専門性技術領域（典型的工程） ＪＡＲＩ区分

織物繊維の準備業、紡績業 13.10

織物仕上げ業 13.30

織物仕立て製品製造業（衣類を除く） 13.92

その他のじゅうたん（絨毯）及び敷物製造業 13.93

不織布又は不織布製品（衣類を除く）の製造業 13.95

建築用材料及び建具製造業 16.23

印刷業、印刷関連のサービス業 18.1

その他の印刷業 18.12

製版び製媒体サービス業 18.13

製本及び関連サービス業 18.14

記録媒体複製業 18.20

基礎化学製品、肥料及び窒素化合物、プラスチック及び合成ゴム素材の製造業 20.1

染料及び顔料の製造業 20.12

その他の基礎無機化学製品の製造業 20.13

その他の基礎有機化学製品の製造業 20.14

プラスチック素材の製造業 20.16

合成ゴム素材の製造業 20.17

ペイント､ワニス及びこれらに類する塗料、印刷用インク及びマスティクの製造業 20.3

ペイント、ワニス及びこれらに類する塗料の製造 20.301

石鹸、洗剤、クリーニング・つや（艶）出し剤の製造業 20.41

石鹸、洗剤の製造業 20.411

接着剤の製造業 20.52

他の分類に属さないその他の化学品の製造業 20.59

人造繊維製造業 20.60

ゴムのタイヤ及びチューブの製造業と再生業 22.11

その他のゴム製品の製造業 22.19

プラスチック製品の製造業 22.2

プラスティック板、シート、管及び成形品の製造業 22.21

プラスティック製包装材料の製造業 22.22

建築用プラスティック製品の製造業 22.23

その他のプラスティック製品の製造業 22.29

板ガラス製造業 23.11

板ガラスの成形・加工業 23.12

ガラス容器製造業 23.13

ガラス繊維製造業 23.14

その他のガラス製品の製造及び加工業（技術用ガラス器具を含む） 23.19

家庭用及び装飾用セラミック製品の製造業 23.41

セラミック製衛生設備の製造業 23.42

セラミック製絶縁物及び絶縁部品の製造業 23.43

その他技術用セラミック製品の製造業 23.44

他の分類に属さないその他のセラミック製品の製造業 23.49

研磨製品製造業 23.91

他の分類に属さないその他の非金属鉱物製品の製造業 23.99

鉄鋼及び合金鉄の製造業 24.10

鋼管、鋼パイプ、中空の形状及び関連鋼部品の製造業 24.20

鋼バーの冷間引抜き加工業 24.31

ストリップコイルの冷間圧延加工業 24.32

冷間成形業 24.33

冷間伸線加工業 24.34

アルミニウムの製造業 24.42

その他の非鉄金属の製造業 24.45

鉄の鋳造業 24.51

鋼の鋳造業 24.52

軽金属の鋳造業 24.53

その他の非鉄金属の鋳造業 24.54

金属構造物及び構造用部品の製造業 25.11

金属製タンク、貯槽及び容器の製造業 25.2

セントラルヒーティング放熱器及びボイラの製造業 25.21

金属の鍛造、プレス、打抜き及び圧延成形業；粉末冶金業 25.50

金属の鍛造業 25.501

金属のプレス、打抜き及び圧延成形業 25.502

ＪＡＢ 関連業績分野

01

04

09

06

12

14

15

17

18

19

22

24

28

31

33

34

35

36

37

39

52

農業、漁業

織物、繊維製品

印刷業

木材、木製品

化学薬品、化学製品及び繊維

ゴム製品、プラスチック製品

非金属鉱物製品

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

再生業

建設

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

その他社会的・個人的サービス

その他



4/5（参考）品質技術専門分野一覧

専門性技術領域（典型的工程） ＪＡＲＩ区分ＪＡＢ 関連業績分野

粉末冶金業 25.503

金属の塗装業 25.611

金属のめっき業 25.612

金属の熱処理業 25.613

機械加工業 25.62

錠及びちょうつがい（蝶番）製造業 25.72

手道具製造業工具の製造 25.73

鋼製ドラム缶及び類似容器の製造業 25.91

軽金属製包装容器の製造業 25.92

ワイヤ製品、チェーン及びバネの製造業 25.93

締結具（ファスナー）及びねじ機械製品の製造業 25.94

他の分類に属さないその他の金属加工製品の製造業 25.99

電子部品の製造業 26.11

部品が装着された電子基盤の製造業 26.12

コンピュータ及び周辺機器の製造業 26.20

家電製品の製造 26.40

計測、検査、ナビゲートのための電子機器及び器具の製造業 26.51

時計類の製造業 26.52

光学機具及び写真機材の製造業 26.70

モーター、発電機及び変圧器の製造業 27.11

配電機器及び制御機器の製造業 27.12

電池及び蓄電池の製造業 27.20

光ファイバーケーブルの製造業 27.31

その他の電気／電子配線及びケーブルの製造業 27.32

照明器具の製造業 27.40

電気製品以外の家庭製品の製造業非電気的な屋内器具の製造 27.52

その他の電気装置の製造業 27.90

航空機、自動車及びサイクルエンジンを除く、エンジン及びタービンの製造業 28.11

流体動力機器の製造業 28.12

その他のポンプとコンプレッサーの製造業 28.13

その他の栓及び弁類の製造業 28.14

軸受（ベアリング）、歯車（ギヤ）、歯車装置及び伝達装置の製造業 28.15

オーブン、炉及びその燃焼器の製造業 28.21

昇降及び運搬装置の製造業 28.22

動力付手工具の製造業 28.24

事業用冷房及び換気装置の製造業 28.25

他の分類に属さないその他の汎用機械の製造業 28.29

農業用及び林業機械の製造業 28.30

金属形成機械の製造業 28.41

その他の工作機械の製造業 28.49

その他の特殊用途機械製造業 28.9

冶金用機械の製造業 28.91

鉱業用、採石業用及び建築用機械の製造業 28.92

繊維、衣服及び皮革製造用の機械の製造業 28.94

他の分類に属さないその他の特殊用途の機械の製造業 28.99

自動車の製造業 29.10

自動車の車体製造業；被牽引車両の製造業 29.20

自動車用電気装置の製造業 29.31

その他の自動車用部品及び付属品の製造業 29.32

レジャー及びスポーツ用舟艇の製造業 30.12

鉄道用機関車と車両の製造 30.20

オートバイの製造業 30.91

自転車及び車椅子等身体障害者用車両の製造業 30.92

他の分類に属さないその他の輸送装置設備の製造業 30.99

廃棄物の回収 38.1

有害でない廃棄物の処理及び処分業 38.21

有害廃棄物の処理及び処分業 38.22

素材の再生業 38.3

分類された素材の再生業 38.32

道路と高速道路の建設工事業 42.11

水利プロジェクトの建設工事業 42.91

解体業及び土地造成業 43.1

電気、配管及び据付工事 43.2

配管工事、熱及び空調の据付工事業 43.22

その他の据付工事業 43.29

建物の仕上げ業 43.3

自動車及び軽自動車の販売業 45.11

その他の自動車販売業 45.19

自動車のメンテナンス及び修理業 45.20

自動車部品及び付属品の卸売業 45.31

自動車部品及び付属品の小売業 45.32

オードバイの販売、整備及び修理、及びその他の部品及び付属品の販売業 45.40

燃料、鉱石、金属及び工業化学製品の販売代理業 46.12

機械・産業設備、船舶及び航空機の販売代理業 46.14

01

04

09

06

12

14

15

17

18

19

22

24

28

31

33

34

35

36

37

39

52

農業、漁業

織物、繊維製品

印刷業

木材、木製品

化学薬品、化学製品及び繊維

ゴム製品、プラスチック製品

非金属鉱物製品

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

再生業

建設

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

その他社会的・個人的サービス

その他



5/5（参考）品質技術専門分野一覧

専門性技術領域（典型的工程） ＪＡＲＩ区分ＪＡＢ 関連業績分野

特定製品又はある範囲の製品を専門とする他の分類に属さない販売代理業 46.18

磁器、ガラス器及び清掃用品の卸売業 46.44

その他の家財道具の卸売業 46.49

コンピュータ、コンピュータ周辺機器及びソフトウエアの卸売業 46.51

電子及び電気通信機器及び部品の卸売業 46.52

農業機械、機器及び器材の卸売業 46.61

工作機械の卸売業 46.62

繊維産業用機械、ミシン及び編物機械の卸売業 46.64

その他の事務用機器及び器具の卸売業 46.66

固形、液体及び気体燃料、並びに関連製品の卸売業 46.71

金属及び金属鉱石の卸売業 46.72

木材、建築材料及び衛生装置の卸売業 46.73

金物、水道用器具、暖房器具及びその補給品の卸売業 46.74

化学製品の卸売業 46.75

その他中間製品の卸売業 46.76

廃棄物及びスクラップの卸売業 46.77

自動車用燃料を販売する専門店小売業 47.30

金物、塗料及びガラスを販売する専門店小売業 47.52

家庭用電気器具を販売する専門店小売業 47.54

家具、照明器具及びその他の家庭用品を販売する専門店小売業 47.59

その他の新品を販売する専門的小売業 47.78

店舗のおいて中古品を販売している小売業 47.79

通信販売又はインターネットによる小売業 47.91

道路を利用した貨物輸送 49.41

倉庫及び保管業 52.10

陸上運送に付随するサービス活動 52.21

水上運送に付随するサービス活動 52.22

航空運送に付随するなサービス活動 52.23

貨物の取り扱い業 52.24

その他の運送支援活動 52.29

出版業 58

コンピュータープログラミング業務 62.01

コンピューターコンサルタント業務 62.02

コンピュータ設備管理業務 62.03

その他の情報技術及びコンピューターサービス業務 62.09

データ処理、ホスティング、及び関連した業務 63.11

他の分類に属さない情報サービス業務 63.99

ビジネス及びその他の経営コンサルタント業務 70.22

建築エンジニアリング業務及び関連する技術コンサルタント業務 71.12

工学上の試験及び分析業務 71.20

その他の自然科学及び工学に関連する研究及び実験開発 72.19

雇用紹介業 78.10

一時的雇用紹介業 78.20

その他の人材供給業 78.30

個人警備保障業 80.10

警備システムサービス業 80.20

建物の清掃業 81.21

その他の建物及び産業用清掃業 81.22

その他の清掃業 81.29

造園サービス業 81.30

梱包業 82.92

他の分類に属さないその他のビジネスサポートサービス業 82.99

普通中等教育 85.31

他の分類に属さないその他の教育 85.59

高等教育ではない教育（中等教育後） 85.41

他の分類に属さないその他の会員制度組織の活動 94.99

織物及び毛皮製品の洗濯及びドライクリーニング 96.01

01

04

09

06

12

14

15

17

18

19

22

24

28

31

33

34

35

36

37

39

52

農業、漁業

織物、繊維製品

印刷業

木材、木製品

化学薬品、化学製品及び繊維

ゴム製品、プラスチック製品

非金属鉱物製品

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

再生業

建設

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

その他社会的・個人的サービス

その他


