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我が社のＩＳＯ(その20)我が社のＩＳＯ(その20)

『デザインと技術の融合で
環境建築を目指す』

3我社の環境マネージメントシステムは
回目の再認証審査を終えたばかりです。
認証を取得した当時（ 年）と比べて2000

地球温暖化問題を中心に環境に対する社会
的環境は大きく変わってきており、環境目
標も社会の動向や環境技術の進展に合わせ
て変更したところです。

＊
私たちは建築や都市を設計し、社会に送

り出していますが、建築は設計から建設、
運用を経て取り壊されるまでの長いライフ
サイクルにおいて、環境に大きな負荷をか
けることになります。

そしてその環境性能は企画・基本設計の
段階でほとんど決まってしまうと言っても
過言ではありません。

私たちは限られた予算の中で、日本の優
れた環境要素技術を如何にデザインと融合
させて建築に取り込むか、そしてデザイン
・コスト・環境のバランスをどう取って、
調和のとれた美しい街並みや都市を形成し
ていくかが大きな課題となっています。

＊＊
ゼロエミッションの建物で無い限り、床

面積が増えれば環境負荷も増加します。
これまで環境マネージメントシステムを

、 、通じて 自然エネルギーを最大限に活用し
Ｒを徹底して環境負荷を大幅に減らす環3

境建築を提案してきました。
今年の 月に開かれた洞爺湖サミットの7

国際メディアセンター（基本計画・設計監
修）や 月に公共建築賞・国土交通大臣11

株式会社 山下設計

環境建築研究室
室長

中島 正人

表彰を受けた石川県庁舎などはその一例で
す。 世紀環境立国戦略（ 年 月閣議21 H19 6
決定）で示された「低炭素社会 「循環」、
型社会 「環境共生社会」の構築に私た」、
ちの取り組みが大いに貢献できればと考え
ています。

石川県庁舎建物外観
● ●

山下設計の概要
昭和 3年 山下寿郎建築事務所創立
昭和23年 株式会社 山下寿郎設計事務所

に改組改称現在に至る
●主な事業内容

調査・診断(アスベストの調査・対策等)
コンサルティング(建築計画等)、
建築設計、工事監理、都市開発(都市計
画等)、リニューアル設計など
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JIS Q ９００１の改正による■
■対応について

JIS Q 9001:2008につきましては2008年
12月20日付けにて発行されました。
これに伴い、2008年12月2日付け(BCJ-QMS-
08-002)｢発行に伴う認証の移行について｣
にてご案内させて頂きましたとおり、2008
年12月20日より24ヶ月間の間に、2008年版
に基づく審査を受審頂き、認証判定会議で
の審議を経て、2008年版適用の認証登録証
を授与されることが必要ですのでご注意下
さい。

また、既に2008年版に基づく審査の実施
時期につきましては、ご提出頂いていると

、 、ころでありますが 2008年版つきましては
要求事項の追加や変更はありませんが、要
求事項や規格解釈がより明確になったこと
により、規格の解釈がこれまでと違ってい
た点があるかないかについて、今一度ご確
認頂きたくよろしくお願い致します。

なお、JIS Q 9001:2008は、(財)日本規
格協会にて販売しております。

ISO/IEC１７０２１移行認定■
（環境）に伴う認定シンボル等の

■表示方法について

JABによるISO/IEC17021への移行認定(環
境)の承認により、JAB認定ｼﾝﾎﾞﾙ及びｼｽﾃﾑ
審査部認定番号が(RE021からCM055に)変更
になりました。最近、JAB認定ｼﾝﾎﾞﾙや BCJ
認証ﾏｰｸの誤った表示が審査において多く
確認されておりますので、改めて表示方法
についてご案内いたします。

なお、品質のISO/IEC17021への移行につ
きましては、前号(Vol.21)にてご案内して
おりますので、本号と併せてご覧下さい。

★個々のﾏｰｸの表示方法★
図１【ＪＡＢ認定シンボル】

図２【ＢＣＪ認証マーク】

BCJ-EMS-●●●●

★JAB認定ｼﾝﾎﾞﾙ及びBCJ認証ﾏｰｸを使用する
際の注意点★
JAB認定ｼﾝﾎﾞﾙの下に必ず環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃ●

ﾑを示すEMSとｼｽﾃﾑ審査部認定番号CM055を
明記してください(図１をご参照ください)
BCJ認証ﾏｰｸの ISO1401の下に必ず貴社の●

認証番号(BCJ-EMS-●●●●)を明記してく
ださい。(図２をご参照ください)
認証番号BCJ-EMS-●●●●の変更はあり●

ません。
JAB認定 ｼﾝﾎ ﾞ ﾙは単独では使用出来ませ●

ん。必ずBCJ認証ﾏｰｸと一緒に使用して下さ
い。
貴社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにJAB認定ｼﾝﾎﾞﾙを掲載す●

る場合は、必ず同一画面内にJAB認定ｼﾝﾎﾞﾙ
とBCJ認証ﾏｰｸを表示してください。
JAB認定ｼﾝﾎﾞﾙ及びBCJ認証ﾏｰｸのｻｲｽﾞを縮●

小する際には、縦横の比率が変わらないよ
うに注意して下さい。

★新しいJAB認定ｼﾝﾎﾞﾙへの変更について★
JAB認定ｼﾝﾎﾞﾙ、BCJ認証ﾏｰｸ等を名刺、ﾊﾟ●

ﾝﾌﾚｯﾄ、封筒、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に使用している
場合は、2010年10月末日までに新しいJAB
認定ｼﾝﾎﾞﾙ等に変更してください。

なお、2010年10月末日までは従来のJAB
認定ｼﾝﾎﾞﾙ等を使用する事が出来ます。

★詳細は「QMS認証の手引き(EMR42)」でご
確認下さい★

★新しいJAB認定ｼﾝﾎﾞﾙ、ｼｽﾃﾑ審査部認定番
号及び組織の認証番号により説明をしてお
ります。従来の認定ｼﾝﾎﾞﾙ等との違いは下
記の通りです★

新 従来
MS表示無JAB認定ｼﾝﾎﾞﾙ MS表示有

EMS EMS Accre
ditation

CM055 RE021ｼｽﾃﾑ審査部
認定番号

BCJ-EMS- BCJ-EMS-組織認証番号
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今後開催される認証判定会議の日■
■程は下記の通りです

品質、環境とも同日開催です。

平成２１年
１月２８日（水）１３：００～
２月１８日（水）１３：００～
３月２５日（水）１３：００～

(財)日本建築センター(東京都千代田区)に
て開催致します。

再認証を迎える■
組織の皆様へ

審査時期によっては、審査が混み合う事
が予想されますので、余裕をもって再認証
申請書（品質）又は再認証申請書（環境）
をご提出されますようお願いいたします。
（再認証申請書の他に「申請者調査表」の
提出が必要になります ）。
申請書及び調査表は（財）日本建築センタ
ーホームページ（http://www.bcj.or.jp）
よりダウンロードして戴くか 「ＱＭＳ認、
証の手引き(QMR42)」又は「ＥＭＳ認証の
手引き(EMR42 」の関連様式をご利用下さ）
い。

なお、ご不明の点等がございましたら下記
までお問い合わせ下さい。

システム審査部

03-5816-7522TEL

03-5816-7544FAX

〒101-8986
東京都千代田区外神田6-1-8

編集後記

今年もあとわずかとなりました。皆様は
忙しい毎日をお過ごしのことと思います。

インフルエンザ流行の兆しがあります
が、体調管理に気を付けて、来る年末年始
をお迎えいただきたいと心より願っており
ます。

来年も引き続き審査員、システム審査部
職員ともに皆様のお役に立てるよう努力し
ていく所存です。

ＩＳＯだよりに対するご意見をお寄せ下
さい。

「ＩＳＯだより」のバックナンバーは、
(財)日本建築センターホームページ
(http:∥www.bcj.or.jp)の「ＩＳＯ審査」
でご覧戴けます。
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（２００８年１０月～１２月）品質マネジメントシステム新規認証組織紹介

認証された品質マネジメントシステム認証番号 被認証組織名・事業所名 主な所在地

(BCJ-QMS)

0876 東洋シヤッター株式会社九州工場 鹿児島県姶良郡蒲 シヤッター、鋼製建具の製造

生町西浦784-2

（２００８年１０月～１２月）環境マネジメントシステム新規認証組織紹介

認証された環境マネジメントシステム認証番号 認証組織名・事業所名 主な所在地

(BCJ-EMS)

0155 株式会社 藤木工務店 本社:大阪府大阪 建築物の設計、工事監理及び施工

市中央区備後町1-

7-10

0156 株式会社 総合物流システム 環 神奈川県横浜市金 産業廃棄物の収集運搬及び中間処理並びに再生原料

境事業部 横浜事業所 沢区幸浦2-2-5 の製造

0157 株式会社 総合物流システム 環 東京都江東区東雲 産業廃棄物の収集運搬及び中間処理並びに一般廃棄

境事業部 東雲事業所（船橋セン 2-10-31 物の収集運搬

ターを除く）

0158 株式会社 渡邊組 本社:愛知県一宮 土木工事、ガス管埋設工事

市萩原町富田方字

上畑33


