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NPO 法人 国際品質保証協会は、QA（品質保証）に関連する活動を通して日本の繁栄に奉仕・貢献することを目的として 1991 年に設
立された団体です。以来、今日まで ISO を含む諸種マネジメントシステムの効果的活用について、わが国の主要機関に対する総合
的な支援活動、内部の研修・教育、調査・研究、講習等の実施に加え、アメリカ品質学会（ASQ）の日本支部として ASQ の有資格者に
対する支援を行っています。また2018年らは、わが国の食品業界におけるHACCPの教育・支援を行っています。 
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即位後「期日奉告の儀」に臨まれる天皇陛下 

（写真は宮内庁提供） 
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IQAI／理事長  西原 美津子 
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元号が「平成」から「令和」に改まった。新元号の始

まりは、正月とは違った祝賀ムードの中、少し気

が引き締まるような思いが沸き上がってきたのは

私だけではないだろう。「令和」とは“beautiful 

harmony”（＝美しい調和）と翻訳され、新天皇の即位

式では、「令和には人々が美しい心を寄せ合う中で

文化が生まれ育ちますように」という願いが込め

られているとの式典での安倍総理の説明を聞き、

ナルホドと理解した。 

元号は有限の紀年法であり、日本を含むアジア東

部（朝鮮半島、ベトナムを含む）で使用されたもので

は、紀元前 140 年に文明国であった古代中国・前漢

で生まれたのが世界 初の「建元」に由来するらし

い。わが国は、それより 7-800 年ほど遅れて西暦 645

年に「大化」が始まっているが、「令和」は「大化」から

数えると 248 番目の元号になるとのこと。わが国では、

明治以降は「一世一元」の制度が定着していることか

ら、「特例法」を制定して平成天皇の生前退位を可能

にして御代替わりの「令和」を迎えることになった。とも

あれ、この元号制を採用している国は、日本を置いて

他にないとのこと。ローマ法王の地位に並ぶとされる

日本の天皇の御代替わりとなれば、各国のフラッシュ

ニュースで流される報道も中々興味深い。 
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さて、わが会では、昨年、一般財団法人食品安全
マネジメント協会に参入したことが契機となり、「令和」
元年に合わせたかのように、食品衛生の NPO 活動の
元年が始まろうとしている。長年、ASQ や ISO ほか、当
会には様々な監査に携わってきている経験豊富な会
員が在籍しており、一人でも多くの賛同者にご参加い
ただき、ともに監査組織の立ち上げに力を貸していた
だければ有難い。2020 年に開催される東京オリンピッ
クを控えたわが国のこれからの食品行政にも注視し
ながら、社会貢献事業として推進して参りたい。 
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食品衛生法等の一部改正に伴う 

HACCP と IQAI の活動 
 

理事／安岡 均 

ASQ CQA/CSSGB 
 
 

当会理事長の IQAI 通信及び事務局メールなどで

お知らせしておりますように、IQAI は昨年から新たな

取り組みとして、食品安全の活動が始まっている。そ

の背景にある食品衛生法等の改正、HACCP 導入に

おける海外並びに日本の状況、JFSM(食品安全マネ

ジメント協会)の食品安全への取組などとともに、改め

て当会の活動に触れてみたい。 
 

食品衛生法等の一部改正による HACCP 
 

2018 年 6 月 13 日、食品衛生法等の一部を改正す

る法律が公布された。改正の背景は、日本の食をとり

まく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確

保するために、広域的な食中毒事案への対策強化、

事業者による衛生管理の向上、国際整合的な食品用

器具等の衛生規制の整備・実態等に応じた営業許

可・届出制度、食品リコール情報の報告制度の創設

に措置を講じるなど（抜粋、省略あり）、主要 7 項目の

改正である。それらの要旨は、機関誌 2018.10号で西

原理事長より紹介された通りであり、その中の一つが

HACCP （ハッサプ：Hazard Analysis and Critical 

Control Point）に沿った衛生管理の制度化である。そ

の施行期日は公布日から起算して２年を越えない範

囲内において政令で定める日としている（一部例外あ

り）。このことは、2020 年に控える東京オリンピックの際

に多くの外国人が日本を訪れる前に施行したいという

意向が強く念頭にあっての公布であろう。 
 

海外の HACCP の導入状況及び日本の状況 
 

海外の HACCP の導入状況に目を転じると、EU は

一次生産者を除き HACCP を義務づけ、アメリカでも

水産食品、食肉及び食肉製品はすでに義務づけ、食

品安全近代化法（FSMA）により、すべての事業者に

HACCP の最も大事な部分であるハザード分析は義

務づける案が示されている。現在、HACCP を義務づ

けていない日本は、“内外無差別の原則”により、輸

出国の施設に対し HACCP の実施を要求できない。

極端なことをいうと、 HACCP による衛生管理をして

いる事業者の製品は、EU と米国に優先的に行って、

その次に日本向きになるか、あるいは HACCP を実施 

 

していない業者が製造した製品しか、日本に入ってこ

なくなる可能性がある。 
 

世界の食品輸出国の施設は、先進国及び途上国

であっても EU とアメリカの市場に参入するため、すで

に HACCP の実施は常識である。また、実例として、

EU の水産食品査察チームに、日本の水産加工施設

は EU レベルの食品安全確保ができていない（その

一つが HACCP が実施できていないことであるが、

HACCP 以外にも多くの不適合点があった）として、

EU 向けの輸出を止められて 20 年以上経過したので

ある。この事実をメディアが取り上げることもなく、食品

業界に限らず、当時どれほどの日本人が知っていた

だろうか？ 
 

さて、現下のわが国に目を向けると、安倍内閣は、

日本再興戦略のなかで、食品の輸出を促進しており、

日本でHACCPの普及が必須になってくるのは避けら

れない。HACCP は、食品安全のために顕著なハザ

ードを特定し、評価し、管理するシステムであり、これ

を事業者が導入することにより、日本の食の安全をグ

ローバルスタンダードに合わせることになる。（豊福肇

氏 「行政OBの大学教員から見た今後のHACCP対

応」より。省略、抜粋、表現変更等あり。） 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
一般財団法人食品安全マネジメント協会の方針 
 
昨年、IQAI が参入した一般財団法人食品安全マ

ネジメント協会（以下、JFSM）は、食品安全とその信頼

確保の取組を広く食品業界で推進していくために、食

品安全マネジメント規格の認証スキームの構築・運営、

標準化、並びに人材育成等を行う事業主体として２０

１６年１月に設立されている。その規格は中小規模の

企業から大企業まで幅広い食品関係事業者が取り組

むことができるように、段階的な仕組みを持つ食品安

全マネジメント規格(=JFS 規格)を用意している。規模

の大小を問わず、多くの食品事業者にＪＦＳ規格

（HACCP 含む）の認証を活用し、食品産業全体の食

品安全基盤の強化とその透明性の向上、そして管理 
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の合理化による流通の円滑化に貢献していくとしてい

る（JFSM HP からの抜粋）。 

 JFSM は、このような事業方針のもと、JFS 規格の認

証システムを生かして、認定機関、認証機関、監査会

社と連携して食品業界の国際化の道を邁進している

と言ってよいだろう。 
 

IQAI における取組の社会的意義 
 
これから先 2 年足らずで、HACCP 資格者を増やす

ことが、わが国の施政方針になると思われるが、JFSM

のHPでは、日本には、およそ 100万社の多種多様な

食品関係企業があるとされ（総務省 H26 統計より「食

品製造・小売・飲食店・スーパー・百貨店事業者数」

を合算）、かなりの需要があることは容易に想定でき

る。 

  さらに、統計データからわが国の食品業界全体を

見てみると、この 10 年で国内の全産業の生産額に占

める割合は 10％前後(就業者総数の割合 12%) を維

持していることから、全産業と比べて振れ幅が小さく、

食品産業は景気に左右され難い業界と言える。最近

の動向では、平成 9（1997）年にプラスに転じてから

は、ほぼプラスを堅持している。 
 
その様な食品業界で当会が得意とする国際化へ

の一助となるべくHACCP監査の組織になろうとするこ

とは、明らかに国の施政方針にも沿っている。その意

味では、過日の西原理事長の会員通信メールにあっ

た「わが会は創設以来、様々な面から ISO 審査を支

援してきた会であり、監査の世界で、NPO に求められ

ている“公共性”という面での社会貢献を無理なく果

たせる監査組織として、この機に新たな一歩を踏み出

したい」とした言は、当会の HACCP 活動の社会的意

義そのものを謳っていると言えるのではないか。 
 

一会員の立場から 
 

食品安全におけるわが会の新しい社会活動は、

ISO 審査経験がある方であれば、HACCP システムの

監査に自分のスキルを生かすことができます。食品安

全に必須の知識についても学ぶ必要はありますが、

食品安全は、我らの日常生活の延長線上にある身近

な問題であるため、新しい取り組みであっても、一から

学ぶというより、我らが持っている常識に理論付けし

ていくやり方で習得することが出来るはずです。従っ

て、新たなことを学ぶにもイメージし易いですから、監

査並びに食品安全ともに、難易度は高くないと感じら

れるのは好都合と言えます。 

IQAIでHACCPの監査員（JFSM公認）を複数人確

保できて、 中小規模の食品事業者の監査を行うこと 
（８ページへつづく） 

           

 
駅の風景 

 

IQAI 監事／一瀬 功 

研究会／大阪分科会 幹事 

 
 

私は倉敷市に在住している。出身地が関西であり

知人も多いので、JR 西日本で岡山と神戸、大阪の間

を年間幾度となく往来している。その度に新大阪駅、

新神戸駅を通ることが多いのだが、その時の駅の風

景をスケッチし、感じた由無しごとを書き綴ってみた。 

 
その１： 新大阪駅２０番線から「さくら」（新大阪～

西鹿児島）で岡山へ帰ることが多い。鹿児島から来た

列車が駅に着くと、待機していた背中に「SERVICE」

と書かれたユニフォームを着た清掃会社の方々が一

斉に車内に入って行く。車窓から、車内でてきぱきと

座席のカバーの取り替えや座席の方向転換、点検・

清掃している方々の様子が窺える。１５分くらいして、

大きなポリ袋を担いだ男の人が車外へ出てきて車内

清掃は終わる。間もなく扉が開いて、私たちは綺麗に

なった車内へ入って行く。プラットフォームからは見え

ないが、車両の下でも下水処理など同じように清掃・

点検が行われていることであろう。清掃会社にとって

日常のルーティン作業であろうが、短時間で確実に

任務を実行するためには、積み上げられた技術、ノウ

ハウが詰まっているものと感謝したい。                                               
 
その２:： 地下鉄新神戸駅からエスカレータで JR

新神戸駅構内に上がったところに、驚くべきレストラン

がある。このレストランはガラス窓に「全席喫煙席」と明

記してある。最初、全席禁煙の間違いではと目を疑っ

たが、店に入ってみると、私の隣の席のおじさんは吸

い殻で灰皿を一杯にしていた。３～４年前に気付いた

時からずっと今の全席喫煙で、神戸の玄関口のレスト

ランとして驚きだ。２０２０年東京オリンピックに向けて、

公共施設や飲食店の全面禁煙が叫ばれていて、そ

の成果が上がりつつあるように感じるときに、西欧人も

多い神戸で、全席喫煙をいつまで続けられるのか興

味深い。単にたばこ好きの客のためか、それとも何ら

かの考えに基づくのか、一度経営者の方に聞いてみ

たい気がしているが、未だ実現していない。 
 
その３： 新大阪駅構内の女子トイレはいつも長蛇

の列だ。一見して、土日などには恐らく２～３０人を超

えていよう。男子トイレは精々５分もあれば完了するが、

女子トイレはいったいどのくらい待たされるのか。いつ 
（5 ページへつづく） 
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Teal Organization 
 

会員／野林 文彦 

ASQ CQA/CQE/CQT/CSSBB 
 
 

昨年読まねばならないと思っていた“Reinventing 

Organization” Frederic Laluox 著を何とか読めまし

た。かなり衝撃的です。これまであって当然としてきた、

管理、しくみ、システムというものが一体何なのか？と

いうところまで追い込まれた感じがします。 
 

Teal 組織が生まれた経緯と歴史 
 

著者は、人類が石器時代から農耕、封建社会を経

て産業革命と、金融、テクノロジーを主とした現代に至

る流れの中で、以下の 4 段階を定義しています。①

Red 組織（絶対的な力をもつリーダーを元に群れを作

り、衝動的理由で動くギャング等）、➁Amber 組織（上

下の階層構造を持ち、上位命令を従う組織、現在で

は軍隊、官僚、宗教組織）、③Orange 組織(成果、カ

ネが目的で、達成の為の方法に全力の現在の金融

会社)、④Green 組織（組織をまず家族と考え、その

中で能力発揮に集中。Google 等 IT 起業に多い。 

 

どのステップもそれまでの形から革新的発展である

と考えられ、現在の Teal（青緑）組織はこれらの次の

段階と提示しており、これらの組織のパイオニアは、さ

らに進んで（生命体、生物）と呼んでいます。 

 

１）先駆的起業としてビュートゾルフ オランダ 

（在宅ケアサービス） 

2000 年代にデジタル化、効率化の為、在宅医療サ

ービスが非常に悪化したオランダにおいて、2006

年に 10 名で始めたのが 2013 年には構成従業員 1

万人を超え、現在では国の 2/3 の看護師がここに

所属している。徹底した独立自己裁量と責任を持

つ各グループの活動とそれを相互に助けるしなや

かなシステムで、サービスの劇的な向上と患者の

QOL の向上、また副産物として、医療費の大幅な

削減（2000 億円／年相当）をしている。 

 

２）FAVI フランス（自動車部品） 

規模は 500 名と大きくはないが、多くの関連企業が

中国移設のなかで、非の打ちどころのない高品質

と納期遵守 100%を 20 年以上続け、欧州自動車会

社の中でユニークなプレゼンスを保持している。 
 

３）AES 米国（電力・エネルギー会社） 

1982 年に設立されるも短期間に市場内に拡大し、

全世界で 12 の発電所を持ち、総従業員 4 万人の

大会社である。 
 

４） Holacracy One 米国 

Flat組織をベースにしたHolacracy手法を開発した

先導的な会社。Airbnb や Zappos（米国で強力なア

パレル通販）が採用している。 
 

Self-Management（自主経営） 
 

共通点として、徹底したフラット化、マネジャーなし、

予算、労務、安全、生産計画、保守、人事、教育訓練、

設備投資、購買、品質管理をそれぞれの Team が実

施する。現場の在宅ケアの方は自身がその地域での

人材リクルート活動（ビュートゾルフ）、石炭の荷揚げ

の職長さんが、現場手袋のまま、ＪＰモルガンと設備投

資用に米国債購入を電話交渉（AES）、といったことが

発生。階層や管理間接触がないことは、本質的に階

層相互の「会議」及びそれに伴う資料準備等、

Flowdown が不要になる。一方、面倒な課長報告がな

いから楽チンだという訳では全くなく、前線の従業員

が Team で全責任を負い、意思決定し解決することが

期待されているのが特徴である。 

  

 
これらの自主性を円滑に発揮させるために、各組

織では、「助言システム」が非常に発展。誰でも従業

員は、このシステムで助言を謙虚に求めることが出来、

大きな内容でも決定を下すことが出来るが、他の人の

意見も考慮しなければならない。「上司判断（俺には

権限がない）」のNegativeな側面が無いうえに、このシ

ステムで、謙虚さ、学び、判断力、さらには楽しささえ

も生むという。「個人の責任を大きくすればするほど、

改善余地が大きくなり、仕事も楽しい」（AES の創業者

Dennis Bakke の弁）。 
 
日々の改善にも興味深い症例。 FAVI では、改善

課題を現場のノートに記載、誰かが「オレやります！」  
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と記名、２・３名が個別の改善に従事。２ケ月放置の案

件があると、担当のおばちゃんが、「あれどうなってる

の？」とちょっと聞く程度。Project 会議や報告にあく

せくは全くなし。この間も助言システムは改善担当者

の助けになる。また Self-management の旗手でもある

Holacracy One では問題を“Tension”と呼び、見つけ

たら、関係の人に見つけた本人が直接話をすることが

期待される。「誰かが直してくれる」の姿勢は全く受け

入れられず、言われた側も一緒になって直すのが期

待される。組織構成員が全責任を持つという方針の

姿勢はここでも明確になっている。 
 

さらに、同社ではこれを Governance Meeting に掛

け、担当が改善の提案を協議。誰でも意見（賛成、反

対）を出し、統合し決定し運用することを「高速に」実

施。多量の案件が瞬く間に決定し実行される。悪けれ

ば即座に修正して実行。組織の軽さが故のこの超高

速改善サイクルが最大の特徴である。（これは継続改

善が得意の日本式 Lean であるとも言及しているが、

今これほど高速に回せるだろうか？） 
 

こうして出来た組織は、下図のように分散型ネ

ットワークと同じになる。どこも実質こうでし

ょ？はあるのだが、カギは重しとなっていた「ピ

ラミッド組織図」が存在しないということ。脳細

胞のシナプスの図に近いかもしれない。 
   
 
 
 
 
 

 

 

こう聞いてくると、「ISO 認証はどうやって対応する

のか」と不思議に感じる。著書の中でも、これらの先駆

組織には、外部から品質保証部門の承認がないと困

るという要請や、階層的承認がベースの業界標準へ

の対応の心配があるとのこと。一方、FAVI は取得済

みで、かなり工場を見てみたい。 

http://www.favi.com/en/about-favi/  

ISO50001（エネルギー）まで取得。 
 

本当にこんな責任移譲と Flat 化が可能なのか？と

思うが、先駆者達も同じ模様で、組織は階層があって

初めて動くという前提の思い込みに対し、繰り返し、

「そうではない。我々が主役。」を浸透させたとのこと。 

加えて著者は、 現在の組織の運営前提が、 「従業員

は怠けるもの、無能である、任せられない。」 つまり、 

 

「恐れ」を基礎としたものであると記述。また、 「会社

の全てを管理統制して、いつも正確な判断をするなど、

元々不可能で幻想なのだ。」と断じている。肥大化す

る本社は、状況を聞ける人間が周囲にいるだけで、と

りあえず安心の経営者心理の反映なのだろう。 
 
恐れは恐れを生み、信頼は信頼を生む。松下幸之

助氏が経営についての一言「社員が 100人だったら、

話を毎日したりして診ることが出来るが、500 名を越え

たらもう信頼するしかないですよ。」を思い出しますが、

現在は「コンプライアンス」「性悪説」等、ますます恐れ

をベースとした管理に陥っていると実感。組織の階層

構造しかり、ISO 等「間違いのない確実なしくみ」はど

うも、人間の本質には適していないのではとの著書の

提示は、他の例示も多く、かなり考えさせられます。 
 

Teal 組織の特徴として、他２つ「Wholeness 全

体性とそれを取り戻す努力」と「Evolutionary 
Purpose 存在意義に耳を傾ける」があり、これら

含めてはとても今号の誌面には収まりません。次

回にご紹介と検討結果を述べてみたいと存じます。

(了) 
 

 
*****  *****  *****  *****  ***** 

 
（3 ページのつづき） 
 

 
新大阪の駅構内 

 
も申し訳ない気持ちである。このトイレも古いものでは

なく、構内がリフレッシュされたときにレストランや売店

と共に再配置された。トイレを新設・更新するときには

当然、利用客数や男女比率を考量するだろうが、計

算違いがあったのではないかとさえ思う。このことは話

題にもならず、また女性の方々からのアピールも聞い

たことがない。女性の益々の活躍を期待するには、ま

ずは女性トイレからだと強く思う。 
 私の最寄りの駅は駅員２～３人の小さな駅で、駅員

の皆さんとは顔見知りで何かと親切にしてくれる。待

合場所は駅ナカギャラリ－、座席には特産のイグサの

畳表が敷いてあって、ほっとする風情を醸している。

駅に人が集まり、通過していくが、駅には人の営みが

あり、文化を形成していく役目があるように思う。(了) 
   

Morning Star 社のネットワーク図 

http://www.favi.com/en/about-favi/
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防災士の資格を取って思うこと 
 

 

会員／遠藤 博之 

 

会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。新元号が

『令和』と決まり、新しい世代が始まりました。また昭和

が遠くなった感がし、寂しい思いと期待が交差してお

ります。 
会には何も貢献しない会員が投稿するのは甚だ失

礼だと思いますが、依頼されると断り切れず、２回目の

投稿となりました。 
 
岡山へ帰郷してから４年が経ちました。毎月１回は

東京へ仕事で出かけておりますが、審査員の仕事も

楽ではない年齢に差し掛かりました。岡山へ帰省した

目的は母親の介護が第一ですが、帰るなり、「町内会

の役員になって下さい」と頼まれ、２つ返事で役員に

なり、止められずあと２年務めることになってしまいまし

た。 
その町内会の行事で、隣町の倉敷市真備町の水

害の教訓として「防災訓練」を連合町内会で実施しま

した。参加しましたが、あまりにも急場しのぎ感が否め

ず、共助・公助とは程遠い内容でした。 
 

     
 
日頃より ISO45001 の緊急事態の審査をしている

自分にとっては、あまりにも現実離れした訓練となって

おりました。岡山県は歴史的に地震・津波・台風の被

害は少なく、大雨による水害が一番のリスクとなってい

ます（私見）。岡山市は、過っては百閒川（旭川の放

水路）の決壊で床上までの浸水があった歴史はありま

すが、堤防や排水機場の整備が進み、その後 ８０年

間水害はありません。 
 
大規模な土砂災害、豪雨災害、地震災害が発生し

た地域へ審査で伺っても「緊急事態手順書」は改訂さ

れず反省会のみで終わっているケースが少なくありま

せん。 
 

町内も防災の認識が薄くニーズは無いだろうと考え

ていましたが、町内には高齢者お一人の家庭が数件

あります。その中には誰かの手を借りなければならな

い人もいます。皆様の意見を伺うと「しっかりした防災

知識と訓練が必要だ」、「形式的な自主防災組織より

自助・共助のネットワークが欲しい」等の強い意見が

有り、それでは率先垂範して役に立とうと思い始めま

した。 
 
しかし、企業の緊急事態対応と町内会の対応とは

大きく違いがあるので、防災の知識を深めようとインタ

ーネットで探してみました。インターネットは知識の宝

庫です。色んな情報を得ましたが、防災士という資格

があることも知りました。ならば受験しようと思い立ち、

早速に申し込みました。資格を得るためには 2日間の

講習と試験がありますが、既に 16 万人が資格を取得

しており、簡単に取れるだろうと思っておりました。申

込をしてしばらくすると、防災士教本、防災士試験対

策ブックなどが送られて来て、講習会までに履修して

確認レポートの提出が義務付けられていました。 
 
教本を読みレポートを埋め、練習問題も試してみま

したが、合格点の 70点がギリギリで、「年寄りには難し

いな」と思いました。講習会の参加費用は 2 日間で 6
万円と高額です。 簡単に諦めるわけには行かない。 
２０年前にＡＳＱ資格試験に辞書を引きながら英文で

の勉強をして以来、精魂入れて勉強しました。その結

果、満点に近い点数で合格できました。 
講習を通じて、品質マネジメントシステムの PDCA

サイクル及びリスクに基づく考え方、品質マネジメント

の原則にある「人々の積極的参加」、「客観的証拠に

基づく意思決定」が有効であることをこの講習を通じ

て再認識しました。 
 
昨今の話題に国土強靭化、環境保全、ダイバーシ

ティなどがありますが、加えて防災がクローズアップさ

れる日が近いとも思えました。 
審査で「法順守が出来ていない」「パフォーマンス

が上がっていない」「また事故を起こした」等とマネジメ

ントシステムの必要性を強調している毎日ですが、勉

強の成果を審査に、生活にも生かせそうです。 
 
災害による被害を軽減するためには、事前の「備

え」が重要であり、自ら必要な備えを率先して実行し

防災力を高め、防災の伝道師になろうかとも思ってい

ます。交通事故は多発地点で繰り返されるが、災害は

起こっていないところで発生します。学べば学ぶほど

奥は深いと感じますが、 チャレンジすることは記録が

充実します。会で取組もうとされている 「食の安全」 
8 ページへつづく 
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ISO9001: 2015 審査の現場から 
 

会員／門田 茂 

 
 
  前回、機関誌の第 21巻 2号(2017.10)で、ISO2015

審査にあたっての雑感を書きました。昨年 6月に移行

（2015 版）審査は終了。その後は、2015 年版での審

査は 2 回目を経験する審査となります。従って、2015

年版の意図に沿っての審査がじっくり出来る状況とな

りました。私の場合は、“組織の状況”、“利害関係者

のニーズ及び期待の理解”、“リスク及び機会への取

組み”、“ヒューマンエラーの低減”、“組織の知識”、 

“変更の管理“、”引渡し後の活動”などを主に確認し

ています。企業に在籍しての審査の為、審査回数は

多くはありませんが、昨年 6 月以降、11 社の審査を行

なった経験から、これらの項目について、審査現場で

の感想を綴ってみたいと思います。 
 

       

 
【組織の状況】： 社長に外部、内部の課題を中心に

確認することになりますが、リスクベースの考えが出来

ているかどうかの確認も同時に行っています。ある社

長の言ですが、次の様に明確に回答してくれました。

「社長は時間読みが出来ないといけない。5 年後、10

年後の会社のあるべき姿を読めないといけない。そこ

から、現在どうするかの課題が見えて来る。」また、そ

の社長は“会社は公器”であるとの理念をお持ちでし

た。この様な会社での社長の面談は楽ですが、1 時

間を取っての審査は、ある程度経営の事を事前勉強

しておかないと大変である事を実感しています。また、

外部の課題の大半は、私の担当する監査では人材

確保が話題になります。 

 
【利害関係者のニーズ及び期待の理解】： 従来から

の顧客重視への取組み、協力業者との友好関係構

築の関係から、この項目は、日本の企業ではさほど問

題となる事はないようで、協力業者に依存している企

業はそれなりの対応をしており、良好な状況です。 

 

【リスク及び機会への取組み】： 一部上場企業はCSR 

 

の関係上、“リスクマネジメント”の考え方を取り入れて

います。また、安全に関しては、平成 18年から国の指

導の下に“リスクアセスメント”を実行しています。しか

し、ＱＭＳでのリスクはこれからといったところですが、

大半が経営計画に明確にしているとして運営してい

ます。しかし、現場におけるリスクとなると、明確に解

答してくれる管理職の方は少なく、 この項目は時間を

かけて、企業を誘導していくと言ったところでしょうか。 
 
【ヒューマンエラーの低減】： 審査で必ず確認する“ク

レーム”の状況を組織と意見交換すると、原因がヒュー

マンエラーに起因するところに落ち着くことが多く、こ

の解決策については明確に答えられないまま、技術

の伝承との問題に絡めるところが多く、従来からの原

因追究が真の原因に到達していない状況の解決策

の模索となるようです。 
 
【組織の知識】： 新しい考え方ではないはずですが、

ISO9001 に取り込まれた新しい要素であるためか、組

織側でも理解しているところは非常に少ない状況で、

“ナレッジマネジメント”を明確にしている企業が 1 社

ありました。此処の所は、組織と意見交換するだけの

審査となって、現実的には気づかずに運営していま

すが、言われるとそうだと云う状況です。 
 
【引渡し後の活動】： 8.5.1 ｈ）で引渡し後の活動を要

求し、8.5.5 で改めて、引渡し後の活動を例示して要

求している項目です。従来からの要求事項がより厳格

になった程度であり、この箇所での問題は余りありま

せんでした。強いて言えば、“c）製品及びサービスの

性質、 用途及び意図した耐用期間”ですが、 製造業

で認識が薄いところが１社ありました。この所は明確に

しておく必要があるところです。 
 
【変更の管理】： 製造業では量産に入ってから、４Ｍ

で変更があれば確認するところですが、名古屋、近畿

地区では顧客要求で“変更点届出”を 厳しくやってい

ます。中には、「弊社においては人が変わっても製品

の品質には影響ない」と品質マニュアルに謳って、

“変更点届出”を拒否していた例もありました。 
 
【その他】： 

品質マニュアルの要求事項が無くなった。しかし、

品質マニュアルを無くした企業はありません。2015

年版の新規登録企業で、所属する審査機関内で 1

社あったとのこと。 

➁ 管理責任者の指名が無くなった。しかし、すべての

企業が“管理責任者”を指名していたとのこと。 

➂ 何処かのセミナーで、“社長に対する要求事項があ 
（８ページへつづく） 
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3 ページのつづき 

 

が可能になれば、“社会貢献型の好適なビジネスモデ

ル”となり、そのビジネスモデルが順調に運営できれば、

HACCP 監査員の会員には、社会貢献と併せて収入が

（実費＋僅かであっても）得られることになります。その

意味でも、会員の皆様方にはご協力、ご支援、ご賛同を

お願いしたいものです。（了） 

     

*****  *****  *****  *****  ***** 
 

6 ページのつづき 

 

も興味があります。防災士取得にチャレンジ精神で皆様

と共に頑張れたらと最近思っております。新しい「令和」

の時代の幕開けに「食品安全マネジメント」で、社会の

ため、会のため微力ながら参加できればと思いを馳せ

ております。（了） 

 

*****  *****  *****  *****  ***** 
 

7 ページのつづき 

 

ります。従って、社長に対する内部監査もありえます”

と言ったらしい。企業との交流会で企業から自信を持

って“弊社では社長も内部監査しています。”との発

言があり、“社長とのコミュニケーションが出来てよか

った”とのこと。しかし、それは、内部監査ではなく社

長との交流会でしょう。 

④ 2015年の改訂版により、登録企業数は約 2万 9千社 

（国内の日本企業のみ）と激減しているが、これがい

つか上昇に転じるのだろうか？（了） 

                       

          
 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 
 

【HACCP 内部研修の開催】 

♦ 2018年度内に予定されていた「第1回HACCP内部研 

 

 
 
 

修」は、年度を越えて以下の通り開催されました。 

・日時： 5月2日(木)—3日(金) 

・場所：目黒区 「大岡山東区センター」 第1会議室 

   ・講師：西原理事長（ASQ HACCP Auditor） 

※プログラムの詳細は会員メールでご案内の通りです。 

※当会は、食品安全の HACCP に関する対外活動も展

開しており、そちらは IQAIのウェブで紹介しております

ので、参考にしてください。 

http://www.iqai.org/j00/j07-03.html 

 

【年次総会の開催】 

♦ 10 連休明けに下記の通り、年次総会を開催します。 

・日時：2019 年 5 月 15 日～末日 

・場所：電子開催 (今年は物理的な集会はありません。) 

NPO 法による報告義務のある H.30 年度の都庁向けの

「活動計算書」、「事業報告書」を含め、議案を事務局よ

り通知します。関係資料は事前に配信し、開催通知の配

信 5 日後から、メーリングリストで質疑・決議を行います。 
 

                         (IQAI 事務局／安岡 均 

  

 

編集後記 
 

2020 年に東京オリンピックが開催されるが、オ

リンピックや万博等のイベントで無理矢理経済を

維持・成長をさせる方法に疑問を持たれる方も多

いと思う。やはり、国の取り組みとして、長期に渡

り競争力を向上させる仕組みを作ることが第一だ

と思うが、すぐに効果の見えない取り組みは、国

民の支持が得られ難いため、今の国民のレベル

がそのまま今の政治の姿だと感じる。 一方、オリ

ンピックのような大きなイベントがあるがゆえに、こ

の機会を利用し、本来やるべきことで手が付けら

れていなかったことを、一気に進められる場合も

ある。西原理事長の“巻頭に寄せて”に記載され

ている JFMS の取り組み（HACCP による衛生管

理の制度化等）は、まさに機会を最大限活かした

ものであると言える。（安岡） 

http://www.iqai.org/j00/j07-03.html
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