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ISO9001/14001:2015 移行対応本格化！優良最新事例から学ぶ

第9 回 ISO マネジメントシステム活用事例大会
2 月 14 日・15 日の 2 日間 三田 NN ホール（東京・港区）にて
一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2017 年 2 月 14 日（火）
・15 日（水）の 2 日間、企業の経営
者、品質担当者、環境担当者などを対象に、「第 9 回 ISO マネジメントシステム活用事例大会」を三田 NN ホール（東
京都港区）で開催します。
2015 年に、ISO9001（品質マネジメントシステム）、ISO14001（環境マネジメントシステム）が改訂されました。ISO
マネジメントシステムと経営との連動がより求められるようになり、トップマネジメントの関与強化、リスク対応などが
盛り込まれました。
本大会では、日本能率協会審査登録センター（JMAQA）だけでなく、国内の各審査機関の協力・協賛を得て、
ISO9001/14001:2015 移行対応の最新動向や、企業による ISO マネジメントシステム活用の優良事例を紹介します。
＜プログラム詳細は次ページ＞
聴講はホームページ http://school.jma.or.jp/isoms または電話 03-3434-1242 にて申込みを受け付けています。
称：第 9 回 ISO マネジメントシステム活用事例大会
時：2017 年2 月14 日（火）
・15 日（水）の2 日間 10:00～17:00
場：三田 NN ホール （東京都港区芝４－１－２３）
象：ISO 認証取得・構築中の組織の
・経営者・管理責任者、ISO 事務局の責任者・担当者
・品質管理・品質保証部、環境管理部 等の管理者・担当者
・ISO マネジメントシステム審査員
参 加 料：1 セッションにつき、日本能率協会会員 14,000 円／会員外 16,000 円（税抜）

【概要】 名
日
会
対

※複数セッションのお申込みで割引あり。詳しくは事務局までお問い合せください

申

込：日本能率協会ホームページ http://school.jma.or.jp/isoms/ または電話 03-3434-1242
2 月 14 日（火）
［1 日目］

2 月 15 日（水）
［2 日目］

10:00
～
13:00

【セッション Ａ】

【セッション Ｃ】

ISO14001:2015 年版への移行対応事例と

統合・複数のマネジメントシステム規格を活用する

審査機関からみた移行対応状況・対応のポイント

考え方とその対応

14:00
～
17:00

【セッション Ｂ】

【セッション Ｄ】

ISO9001:2015 年版への移行対応事例と
パフォーマンスを向上させる
審査機関からみた移行対応状況・対応のポイント
効果的なマネジメントシステム運用と内部監査
【本件の内容に関するお問い合せ先】 一般社団法人日本能率協会 ISO 研修事業部（担当：笠嶋、清宮）
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 14 階
TEL：03-3434-1242
※催しの取材を希望される場合は、必ず事前に広報室（TEL：03-3434-8620 担当：斎藤）までご連絡ください。なお、
講演者の都合によりお断りすることがございますのであらかじめご了承ください。
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■「第 9 回 ISO マネジメントシステム活用事例大会」プログラム
（敬称略）
2 月 14 日（火）
［1 日目］

2 月 15 日（水）
［2 日目］

セッション Ａ

セッション Ｃ

ISO14001:2015 年版への移行対応事例と
審査機関からみた移行対応状況・対応のポイント

統合・複数のマネジメントシステム規格を活用する
考え方とその対応
【企業事例講演】

【企業事例講演＋パネルディスカッション】

10:00
～
13:00

１．企業事例
日東電工株式会社 亀山事業所 環境安全部 係長
岩脇 敦

１．企業事例-1
NTT ソフトウェア株式会社
戦略ﾋﾞｼﾞﾈｽ特区 ｲﾝﾄﾗﾌﾟﾚﾅｰ 田中 僚史

２．審査機関からの発表・パネルディスカッション
発表機関：
①株式会社日本環境認証機構
取締役 審査本部長 水上 浩
②一般財団法人日本品質保証機構
マネジメントシステム部門 審査事業センター
環境審査部次長 山田 衛
③一般社団法人日本能率協会 審査登録センター
システム審査部長 鈴木 浩二
＜コーディネータ＞
株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長 立上 和男

２．企業事例-2
日立自動車交通株式会社
バス事業部 部長代理 西窪 裕光

セッション Ｂ

セッション Ｄ

＜コーディネータ＞
一般財団法人日本品質保証機構
マネジメントシステム部門 審査事業センター
品質審査部次長 大久保 友順

パフォーマンスを向上させる
効果的なマネジメントシステム運用と内部監査

ISO9001:2015 年版への移行対応事例と
審査機関からみた移行対応状況・対応のポイント

【企業事例講演】

14:00
～
17:00

【企業事例講演＋パネルディスカッション】

１．企業事例-1
サンハウス食品株式会社
品質保証部 部長 浅井 将之

１．企業事例
協立技研株式会社
ISO 事務局（営業部） 藤裏 まち子

２．企業事例-2
株式会社ダンレイ 品質保証部長 茅ノ間 喜宣

２．審査機関からの発表・パネルディスカッション
発表機関：
①一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
ISO 審査センター 主任審査員 上田 茂
②株式会社マネジメントシステム評価センター
審査統括部長 黒田 良弥
③一般社団法人日本能率協会 審査登録センター
システム審査部長 鈴木 浩二

＜コーディネータ＞
一般財団法人日本ガス機器検査協会 QA センター

審査部 審査技術グループグループマネージャー
幸口 淳司

＜コーディネータ＞
一般社団法人日本能率協会 審査登録センター
システム審査部長 鈴木 浩二

※テーマ、講演者、講演内容は変更される場合がございます。また、発表内容について、配付不可の資料はテキスト(当日
配付)に含まれない場合がございます。予めご了承ください。
以上
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