
移行審査のご案内
SAでは、JIS Q 9001/14001: 2015の移行審査を昨
年 12 月より開始し、6月末時点で品質が 49 件、

環境が28 件の移行審査を完了しています。予定では
今後移行されるお客様が次第に増えてまいります。
まだ移行されていないお客様は、2018 年６月までに
移行審査をお受けいただくようご案内しております
が、準備状況を含め次の手順でご確認をお願いします。

移行手順の確認
●移行だけの特別審査もできますが、定期審査時に合わせ

て移行されることをお勧めしています。

●新規格での運用期間には定めはありませんが、新規格に

基づいた内部監査（変更された要求事項への対応を含む）

2016

7月

とマネジメントレビューは審査までに実施しておいてくだ

さい。

●マニュアルを改訂された場合は事前に送付してください。

●マニュアルを作成しないことにした組織様は、①～⑤に示

す「ＭＳ基本情報」を提出してください。

　①全体組織図、適用範囲
　②部署の役割分担
　③業務プロセスのフロー
　④文書化した情報のリスト
　⑤システムの方針

その他詳細につきましては、先にお届けした「新規格
移行への手引き」でご確認をお願いします。

審査基準の変更
年改訂の JIS Q 17021-1 に伴い、MSA の審査の
基準がいくつか変更になりました。主な 2 点を

ご説明いたします。

ⅰ) 暦年審査について
今年度から、サーベイランス審査は「暦年（審査年の
1～ 12 月）に 1 回実施する」（従来は年 1 回実施）と
いうルールに変更されました。ただし、初回認証後の
最初のサーベイランス審査は、認証日から 12 か月以
内となります。
これにより、サーベイランス審査は原則、暦年のどの
月でも実施可能となりますが、MSA では前後の間隔
を考慮して、予定した審査日から 3 か月以上の延期ま

たは前倒しをする場合は、「審査月変更申請書」のご
提出をお願いしています。また、6 か月以上の延期は
出来ませんので、ご注意ください。
現在、7～ 12 月に審査件数が集中しています。この制
度を利用して 1～ 6 月にサーベイランス審査をご予定
頂くと、スケジュール調整が比較的容易になります。
ご協力をお願い申し上げます。

ⅱ) シフト業務の審査について
事業活動にシフト制業務が含まれている場合、3 年間
に 1 回以上は、シフト業務を審査対象とします。その
際は業務の内容を考慮して審査時刻、審査方法を決定
することといたします。

労働安全衛生システム（OHSMS）の ISO 規格化に向
けて I LO（国際労働機関）や各国の代表者間で討議・
調整が進められています。
この規格は、昨年改正された ISO 9001 や ISO 14001
と同じ文書構成で作成されています。既に両規格を運
用されているお客様には、さほど違和感なくお使いい
ただけるのではないかと思います。
現在の開発段階は DIS（国際規格案）であり、承認さ
れると I S（国際規格）として発行されます。

承認が得られない場合は TS（技術仕様書）として発行
される場合があります。

ISO 45001規格の動向 新 規 格 動 向

M

昨

ISO 45001 開発プロセス
段階  時期
新規作業項目提案 2013 年 6 月 1日 合意
作業原案（WDの作成） 2014 年１月 発行
委員会原案（CDの作成） 2014 年 7 月 発行
第 2次委員会原案 2015 年 3 月 発行
国際規格案（DIS） 2016 年 2 月 発行
最終国際規格案（FDIS） 
発行（IS） 　　　　
最終国際規格案（FDIS） 
発行（IS） 　　　　

段階  時期
新規作業項目提案 2013 年 6 月 1日 合意
作業原案（WDの作成） 2014 年１月 発行
委員会原案（CDの作成） 2014 年 7 月 発行
第 2次委員会原案 2015 年 3 月 発行
国際規格案（DIS） 2016 年 2 月 発行

発行：（株）マネジメントシステム評価センター

早くても 2017 年 3月頃の見込み
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移行プロセス説明会のご案内
SAでは、移行審査に向けて、どのような取り
組みや準備が必要になるのかに焦点を合わせ

て、「移行プロセス説明会」を実施いたします。
説明会では、2015 年版規格への移行を効果的かつ
効率的に進めていただくためのポイントについて
解説いたします。これから移行準備や移行計画を
ご検討される際にお役立て頂けると考えておりま
す。移行をご検討中のお客様のご参加をお待ちし
ております。
お申し込みは、MSA のホームページより受付中で
す。

2016 年 3 月の判定委員会で JIS Q 

9001:2015, J IS Q 14001:2015を適用

した移行認証が認められ、MSA の

北海道内認証第１号となりました。

「規格改正に道内で先陣を切って対応

し、経営戦略のひとつとして積極的に活用

する」というトップの決断により、2015 年

春から文書類の改訂を始め、同時に社内へ

の周知を行ってきました。

代表取締役 山崎様も「今回の認証により、

マネジメントシステムを会社の事業計画と

合致させ、その遂行に活用する方針だ」と

述べられました。今後のご活躍が期待され

ます。

M

2015年版改正規格で道内認証第1号！
国昭建設株式会社様（北海道札幌市）

（認証範囲：建築物の設計及び施工並びに土木構造物の施工、緑化資材の販売　従業員数：38 名） 

◆期間：2016 年７月～ 2017 年２月
◆会場：東京、大阪、札幌、仙台、新潟、名古屋、広島、
高松、福岡

開催場所 日程
東京① 7/22 （金）
大阪① 7/29 （金）
東京② 9/1 （木）
大阪② 9/9 （金）
福岡① 9/23 （金）
広島 9/29 （木）
高松 9/30 （金）
札幌① 9/30 （金）
大阪③ 10/7 （金）
東京③ 10/11 （火）
名古屋 10/14 （金）
仙台 10/20 （木）仙台 10/20 （木）仙台 10/20 （木）
名古屋 10/14 （金）
東京③ 10/11 （火）
大阪③ 10/7 （金）
札幌① 9/30 （金）
高松 9/30 （金）
広島 9/29 （木）
福岡① 9/23 （金）
大阪② 9/9 （金）
東京② 9/1 （木）
大阪① 7/29 （金）
東京① 7/22 （金）
開催場所 日程 開催場所 日程

札幌② 10/21 （金）
新潟 10/28 （金）
東京④ 11/9 （水）
大阪④ 11/9 （水）
福岡② 11/18 （金）
東京⑤ 12/6 （火）
大阪⑤ 12/9 （金）
東京⑥ 1/19 （木）
大阪⑥ 1/20 （金）
大阪⑦ 2/17 （金）
東京⑦ 2/28 （火）東京⑦ 2/28 （火）
大阪⑦ 2/17 （金）大阪⑦ 2/17 （金）
大阪⑥ 1/20 （金）大阪⑥ 1/20 （金）
東京⑥ 1/19 （木）
大阪⑤ 12/9 （金）
東京⑤ 12/6 （火）
福岡② 11/18 （金）
大阪④ 11/9 （水）

開催場所 日程
札幌② 10/21 （金）
新潟 10/28 （金）
東京④ 11/9 （水）

※説明会では移行のプロセスを主眼として説明いたします（改正規
格の要求事項の解説ではありませんのでご注意ください）。なお、
規格要求の概要については、2016 年 1 月に送付しました「新規格
移行への手引き」をご参照ください。

満席
満席
満席

登録証を手にする代表取締役 山崎 雅博 様 （中央左）、管理責任者 赤間 重信 様 （中央右）、
安全・品質管理部 課長 高島 博 様 （左側）　 （右側はMSA札幌営業所長 佐川 正人）




