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改訂歴表 2021.2.5 4 

改 訂 歴 表 

版数 頁 
制定・改訂 

年月日 
改訂内容 承 認 作 成 

１ 全 2019.10.11 
ISO9001,14001統合マネジメントシス

テム構築にもとづき新規制定 
社長 常務 

2 3 2020.1.22 

1.2 適用する業務及び製品とサイトの範囲に

本社・第一工場と第二工場、各住所を追記 

 
社長 常務 

3 3 2021.1.5 

1.2 適用する業務及び製品とサイトの範囲に

サイトと住所を変更 

 
社長 常務 

3 5 2021.1.5 

4.3品質・環境マネジメントシステムの適用

範囲の決定に（４）環境の場所（サイト）とし

ては第二工場を削除し本社工場のみに変

更 

社長 常務 

3 12 2021.1.5 

5.3組織の役割、責任及び権限の組織表 

別表の全社の組織内容に第二工場を削除

し本社工場のみに変更 
社長 常務 

3 13 2021.1.5 

5.3 組織の役割、責任及び権限 2.責任と権

限の(1)社長⑧第二工場長を兼務しますを削

除 

社長 常務 

4 6 2021.2.5 4組織の状況の８．３設計・開発を除くを 

削除 
社長 常務 
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序文 2021.2.5 4 

 

  序文 

 

目的 

（１）この品質・環境マニュアルは、ＩＳＯ９００１：２０１５及びＪＩＳ Ｑ ９００１：２０１５、ＩＳＯ１４００１：２０１５及

びＪＩＳ Ｑ １４００１：２０１５（以下、ＩＳＯ９００１・１４００１と称す）の要求事項に従い、株式会社鶴

町製作所(以下、当社と称す)の品質・環境マネジメントシステムを定めます。 

（２）この品質・環境マニュアルに記載された品質・環境マネジメントシステムは、お客様の要求事項を

満たす製品の提供を確実にし、お客様満足を達成することを目的として定められています。品

質・環境マネジメントシステムの運用では、関連する法令順守並びにリスクを想定した予防的な

活動を含め、継続的な改善を行っていきます。 

 

  



 

3  

鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

１ 適用範囲 2021.2.5 4  

 

１ 適用範囲 

この品質・環境マニュアルの適用範囲について述べます。 

 

１．１ 適用する事業所 

（１）会社の名称 

株式会社鶴町製作所 

（２）代表者 

代表取締役 鶴町 修 

 

※（株）鶴町製作所の会社全体を適用範囲とする 

 

１．２ 適用する業務及び製品とサイトの範囲 

この品質・環境マニュアルは、精密板金加工・製缶加工・溶接組立の加工製品の製造・販売業務

に適用します。このマニュアルが適用される場所（サイト）は、本社工場とする。 

 

【本社工場】 住所 茨城県笠間市長兎路 1320-9 

 

１．３ 適用する項目 

鶴町製作所は、すべての要求事項を適用します。 
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２ 引用規格  ３ 用語及び定義 2021.2.5 4 

 

 

２ 引用・適用規格 

この品質・環境マニュアルは、当社における品質・環境マネジメントシステムを定めた文書として、

以下の規格の要求事項に基づいて作成されました。 

 

規格 

ＩＳＯ９００１、１４００１：２０１５ 品質・環境マネジメントシステム－要求事項 

ＪＩＳ Ｑ ９００１、１４００１：２０１５ 品質・環境マネジメントシステム－要求事項 

 

３  用語及び定義 

１．「品質・環境マニュアル」で使用する用語は、以下の規格に準拠します。 

ＩＳＯ９０００：２０１５ 品質マネジメントシステム－基本及び用語 

ＪＩＳ Ｑ ９０００：２０１５ 品質マネジメントシステム－基本及び用語 
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４ 組織の状況 2021.2.5 4 

４． 組織の状況 

品質・環境マネジメントを構築するにあたっては、４．１及びび４．２項の理解にもとづき適用範

囲を決定します。これらの情報については、ミーティングなどの場で検討、見直して適切なものとし

ていきます。 

 

４．１ 組織及びその状況の理解 

品質・環境マネジメントシステムを運用することが、当社事業の目的及び将来に向けての計画

達成に効果的となるよう確立します。そのために、毎年４月の経営会議において事業計画及び会

社内外の課題や強みや弱みを明らかにしていきます。 

    課題や強み弱みの検討では、当社が及ぼす品質と環境影響並びに外部からうける環境影響を

考慮します。これらの情報を継続的に収集し、見直しを行います。 

 

４．２ 利害関係者のニーズ及び期待の理解 

序文に掲げた品質・環境マネジメントシステムのねらいを実現できるよう、利害関係者に関係す

る要求、期待を以下の内容等で把握します。 

（１）お客様からの製品及び、製品提供や環境に関する要求事項、及び新規製品に関連する新

たな市場の情報（要求仕様書、クレーム情報等） 

（２）外注先や購買先（外部提供者）と当社の間で取り交わす合意事項 

（３）会社の従業員の品質・環境等の要望事項（年に二回の社内の懇親会） 

（４）関連する法令や規制の順守する事項 

（５）近隣など周囲へ及ぼす恐れのある、当社活動に伴う環境影響及び汚染の予防 

（６）その他関連する利害関係者の要望（行政等）これらの情報を継続的に収集し、見直しを行い

ます。 

 

４．３ 品質・環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 

     当社の品質・環境マネジメントシステムを適用する範囲については、以下の項目を検討の上、決

定します。 

（１）４．１及び４．２の内容の理解 

（２）当社の提供する製品 

（３）順守義務（廃掃法、騒音・振動規制法等） 

（４）環境の場所（サイト）としては本社工場 
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４ 組織の状況                 2021.2.5 4 

（５）当社と協同して活動できる関係会社（協力会社等） 

決定したＩＳＯの適用範囲については、 品質・環境マニュアル１．適用範囲に記載します。 

当社の品質・環境マネジメントシステムでは、規格のすべての項目を適用します。変更に伴

い、適用できない項目が発生する場合には、適用不可能な理由も含めて品質・環境マニュア

ルで明確に記載します。 

また、事業活動、製品並びに周囲の状況の変化に応じて適用範囲の見直しを図ります。 

         適用範囲を記載したホームページを作成し、関係者に提供できるようにします。   

 

４．４ 品質・環境マネジメントシステム及びそのプロセス 

当社は、ＩＳＯ９００１及び１４００１に基づく品質・環境マネジメントシステムを構築し、文書化し、

維持します。 

 

４．４．１ 品質・環境マネジメントシステムの全体 

品質・環境マネジメントシステムでは以下により、必要なプロセスを該当部門で実施し、継続的

な改善を図ります。 

（１）品質・環境マネジメントシステムを各工程や各業務（プロセス）による管理で構築します。その

ために必要な情報や原材料など（インプット）と成果物や製品・廃棄物等（アウトプット）を明確

にします。 

（２）これらのプロセス・業務の関係、つながりを「品質マネジメントシステムフロー図」「環境工程表」

などにより明確にします。 

（３）これらのプロセス・業務を運用管理する時の方法と判断基準を、品質・環境マニュアルやそ

の他の品質・環境文書などの中で定めます。（7.5.1 参照） 

（４）品質・環境マネジメントシステムの運用に必要となる人々や設備等の経営資源を備えて、利

用できるようにします。（７．支援 参照） 

（５）これらのプロセス・業務に対する責任、権限を定めます。（5．3 組織の役割，責任及び権限 

参照） 

（６）リスクと機会を想定して、適切な対応で取り組みます。（6．1 リスク及び機会への取組み 参

照） 

（７）組織の状況の変化や、監視、測定、分析及び評価などにより、計画が達成できるよう、品質・

環境マネジメントシステムの見直しを行います。（6．3 変更の計画）参照 

（８）監視、測定を通じて評価を行い、計画どおりの結果が得られたかどうかを判定します。また、

マネジメントレビューなどの機会を通して継続的改善を実施します。（9.3 マネジメントレビュ

ー 参照） 

 

４．４．２ 品質・環境マネジメントシステムの文書 

当社の品質・環境マネジメントシステムについては、以下の文書を作成します。 
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４ 組織の状況 2021.2.5 4 

 

（１） 各工程や業務（プロセス）の運用を支援するため、品質・環境マニュアル・品質・環境文書を 

策定し、見直しを行います。 

（２）これらのプロセスが計画通りに運用された結果を示す、記録を作成します。（7．5 文書化し

た情報 参照） 

 

次頁に当社の主要な業務プロセスの関連を示した「マネジメントシステムフロー図」を示します。 
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４ 組織の状況 2021.2.5 4 
 

マネジメントシステムフロー図 

  

教育・訓練、設備管理、作業環境整備、監視測定の資源 

コミュニケーション、文書管理 

 

作業指示書（製品仕様・工程表・検査基準） 

受注 

 

購買 

製造 

顧客満足度・クレーム対応 

是正処置・改善 

遵守評価・内部監査、製品・プロセスの監視及び測定 

マネジメントレビュー 

（経営者の見直し） 

発注 

 

 
 

段階 検査 製造 
生産 

管理 

社長 
 

顧客 

品質・環境目標 

検査 納品 

品質・環境 

方針計画 

 

出荷 

※継続的改善 

※ 

リ
ー
ダ
ー 

シ
ッ
プ
・
計
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

５ リーダーシップ                2021.2.5 4 

 

５ リーダーシップ 

５．１ リーダーシップ及びコミットメント 

５．１．１ リーダーシップの全体 

社長・常務はその責務として次の事項を確実にします。 

（１）品質・環境マネジメントシステムが効果的となるよう計画し、その内容をわかりやすく説明でき

るようにします。 

（２）品質・環境方針を定め、品質・環境方針に沿った品質・環境目標を確実に設定させます。そ

れらが、会社の状況や将来的な方向性と合致するようにします。（5．2 方針 参照） 

（３）品質・環境マネジメントシステムとその計画策定にあたっては、当社の業務内容や運営方法

と整合するようにします。（4．4 品質・環境マネジメントシステム及びそのプロセス 参照） 

（４）プロセスによる管理を取り入れ、確実な成果物（アウトプット）が得られるようにします。また、

計画の際にはリスクの想定と対応を盛り込みます。（6．1 リスク及び機会への取組み 参照） 

（５）人材、設備等の経営資源の確保と、その適切な配置及び運用に努めます。 

（６）効果的な品質・環境マネジメントシステム、及び品質・環境マネジメントシステムの要求事項

を満たすことが重要であることを、従業員に認識させます。（7．3 認識 参照） 

（７）品質・環境マネジメントシステムが方針に沿った計画通りの成果・実績を出すようにします。 

（８）品質・環境マネジメントシステムを効果的とするために、従業員に対して責任と権限を与えて、

品質・環境マネジメントに参加させ指導・支援を行います。（5．3 組織の役割，責任及び権

限 参照） 

（９）品質・環境マネジメントシステムの定期的な見直しを確実に実施し、継続的な改善を図りま

す（10．3 継続的改善 参照） 

（10）常務対して責任、権限を定めて、リーダーシップを遂行するとともに、品質・環境マネジメン

トシステムに関する支援、報告を通じてトップマネジメントの役割を果たします。 

 

５．１．２ 顧客重視 

社長・常務はお客様の現在及び将来のニーズを理解し、それらの要求事項を満たすことに努

めます。 

（１）顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を明らかにし、さらに内容を理解して、従

業員と共に業務に取り組み、要求事項を満たします。 

（２）製品及びサービスの適合と、お客様の満足を向上させるために、当社のリスクと機会を決め

てその内容に取り組みます。（6．1 リスク及び機会への取組み 参照） 

（３）お客様からの評価情報などを収集して、顧客重視が実践できているかを確認します。（9.1.2 

顧客満足 参照） 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

５ リーダーシップ                 2021.2.5 4 

 

５．２ 品質・環境方針 

５．２．１ 品質・環境方針の策定 

社長・常務は、以下の（１）～（４）の事項を確実にする品質・環境方針を定めます。 

（１）会社の目的、適用範囲の活動、規模及び環境影響や状況に対して適切であること、会社の

将来に向けての方向に関する内容を含む。 

（２）品質・環境目標の設定及び見直しのための枠組みを与える。 

（３）当社の活動に伴う汚染の予防やその他の約束を含む環境保護に対する姿勢を表明します。 

（４）お客様の要求事項及び法規制などの要求事項への適合を含む。 

（５）品質・環境マネジメントシステムの実績改善を含む、継続的な改善に対する約束を行う。 

状況の変化に応じて、品質・環境方針の見直しを行います。 

 

５．２．２ 品質・環境方針の伝達 

（１）品質・環境方針は文書化し、常務より社内に掲示して従業員へ周知徹底を図ります。 

（２）品質・環境マネジメントシステムが適用される従業員に対して、常務から品質・環境方針の

重要性の理解と実行をさせます。 

（３）利害関係者から求められた時に、品質・環境方針を提供できるよう、ホームページを作成し

ます。 

 

当社の品質・環境方針を次ページに示します。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

５ リーダーシップ 2021.2.5 4 

 

 

 

 

品質・環境方針 

 

 

 

 

 

     弊社は、精密板金加工・製缶加工及び溶接加工を通じて、 

お客様のニーズを超える製品サービスの向上と環境の保護を維持・継続します。 

    法律などを守りマネジメントシステムの継続的な改善を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 10月 11日 

株式会社 鶴町製作所 

代表取締役 鶴町 修 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

５ リーダーシップ 2021.2.5 4 

５．３ 組織の役割、責任及び権限 

社長は、当社の責任と権限を定め、確実な品質・環境マネジメントシステムの実行を可能とし

ます。 

（１）品質・環境マネジメントシステムが、規格の要求事項に適合するようにします。 

（２）各自のプロセス・業務から、確実な仕事の成果（アウトプット）が得られることを重視します。 

（３）品質・環境マネジメントシステムの成果及び改善について、上長を通して社長に報告するよ

うにします。 

（４）会社全体で、顧客重視を進めるようにします。 

（５）品質・環境マネジメントシステムの変更に伴い、責任権限を見直す場合は、他との矛盾点な

どがないように、全体的な整合性を確保して行います。 

（６）責任及び権限は総務部門より常務を通じて、従業員全員に周知させます。 

 

１． 組 織 

別表に全社の組織内容を示します。 

 

 

社長 

 

 

 

常務 

  

 

 

 

                本社工場                         業務課 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

５ リーダーシップ                2021.2.5 4 

 

２． 責任と権限 

各組織の品質・環境マネジメントシステムに関連して果たすべき職務、責任と権限は 

次の通りです。 

 

（１）社長 

① 品質・環境方針を作成し宣誓します。 

② 品質・環境方針を実現するための組織を制定し、責任者を任命します。 

③ 品質・環境マニュアルを承認します 

④ 各責任者に品質・環境目標に関する基本方針を示達し、実績を承認します。 

⑤ 顧客への営業活動を実施します。 

⑥ 年間教育訓練計画及び内部品質・環境監査計画を承認します。 

⑦ マネジメントレビューを実施します。 

    ⑧ 購買管理及び外注管理 

（２）常務 

①会社の経営企画に関する責任を持ちます。  

②社長を補佐し、各部門を統括します。 

③社長不在の場合は、会社を代表します。 

④事業計画・売上・利益の管理 

⑤リスクと機会に対する情報収集及び計画立案 

⑥業務課長を兼務し、以下の業務を行います 

⑦ 経理事務 

⑧ 総務事務 

⑨ 顧客・周辺住民等からの環境要求事項の明確化（ライフサイクルアセスメントを含む） 

 ⑩ 環境に関する管理（マニフェスト管理、廃棄物の分別管理を含む） 

  ⑪ 品質・環境基準に合致した生産管理 

  ⑫ 購買業務及び外注管理 

 

（３）工場長 

①設備管理 

②工程管理 

③製品の梱包・出荷 

④材料・製品の在庫管理 

⑤ 部品の加工及び組立管理 

⑥ 顧客及び外部提供者の所有物の管理 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

５ リーダーシップ                2021.2.5 4 

 

⑤ エネルギー削減、不良低減 

   ⑥ 製品の品質・環境管理業務 

⑦ 購買品及びお客様、外部提供者の所有物の受入れ検査 

⑧ 測定機器の校正管理  

⑨ クレーム対応及び不適合製品の処置・対策 

 

 

   （８）常務の共通事項 

     ①品質・環境マネジメントシステム推進の運用管理、監視・測定の実施 

     ②部門で作成する記録の管理    

 

３． ＩＳＯの統括 

社長及び常務は、品質・環境マネジメントシステムを確立し、維持・管理するための責任と権

限を持ちます。 

以下の責任、権限は社長及び常務としての責任、権限とは別に独立したものとします。 

３－１ 基本的な事項 

（１）品質・環境マネジメントシステムを確立・運用・維持します 

（２）品質・環境マネジメントシステムの実施状況と改善の必要性に関して報告させます。 

（３）お客様満足度の調査などにより、お客様満足を高めるための計画実行をします。 

ミーティングの活用などにより、従業員の品質・環境に関わる意識向上を図ります。 

 

３－２ 運用上の役割 

（１）品質・環境マネジメントシステムの運用のため、品質・環境マニュアルなど文書を整備します 

（２）各部門の品質・環境目標の承認を行うとともに定期的に各部門の品質・環境目標の進捗状況

を把握します。 

（３）内部監査の実施について社長への報告をさせます。 

（４）不適合、お客様苦情、是正処置について審議し、改善を指示するとともに処置の確認を行い

ます。 

（５）マネジメントレビューに必要な資料を準備します。 

（６）必要な場合には、常務に審査機関との接触・折衝をさせます。 

 

６．計画 

６．１ リスク及び機会への取り組み 

６．１．１ リスクと機会について 

１． 品質・環境マネジメントシステムに関わるリスクと機会 

品質・環境マネジメントシステムの運用において、4.1 及び 4.2 に影響する次のようなリスクと機

会を想定します。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5 4 

 

（１）計画した通りに実行できない（設備能力、人の力量、決めた手順などの不足や問題） 

（２）成果物（アウトプット）の不適合が発生 

（３）品質・環境マネジメントシステムの成果が、得られない。 

（４）状況の変化に応じた対応が適切でない。（１）環境側面の管理が不足して、汚染の発生につ

ながる（処理施設からの排水、など） 

（５）環境側面、遵守事項の認識や管理が不足して、順守義務から外れる（産廃収集運搬時の標

識誤り、など） 

（６）社内外の要因による緊急事態の発生（火災の発生、など） 

（７）運用面の不備により、利害関係者の要望、期待から外れる（工場現場における苦情発生、な

ど） 

（８）業績向上の可能性がある場合 

（９）業務のレベルアップが図られる可能性がある場合 

  （１０）その他、リスクと機会に関する内容や、関係するプロセス 

 

２．リスクと機会に対応する時のねらい 

リスクと機会の想定及びリスクと機会への対応では、以下を考慮します。 

（１）品質・環境マネジメントシステムの運用によって、計画した成果が確実となるようにする 

（２）望ましい成果が増加する改善を盛り込む 

（３）問題の発生を予防し、またはリスクが実際に発生した場合に、その影響が広がらないようにす

る。 

（４）製品やサービス及びプロセスを含む改善を行う 

（５）序文に掲げた環境マネジメントシステムのねらいを実現できるよう、利害関係者からの要求、

期待に応じるようにします。（4.2利害関係者のニーズ及び期待の理解 参照） 

（６）事業活動、製品並びに周囲の状況の変化に応じ適用範囲の全体を対象とします。（4.3 環境

マネジメントシステムの適用範囲の決定 参照） 

 

 

３．環境におけるリスクと機会に対応することの利点 

想定されるリスクと機会に対応することにより、以下の利点が期待されます。 

（１）環境マネジメントシステムの取り組みにより、計画通りの成果を達成できる。 

（２）周囲から受ける環境影響を含む、汚染や良くない影響の発生を予防できる。 

（３）環境実績の向上、環境マネジメントシステムの継続的改善を達成できる。 

 

４． 想定されるリスクと機会への対応 

この品質・環境マニュアルで定める以下の手順により、リスクの想定と対応を行い、検討、特定

した結果を文書化します。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5  4 

 

６．１．２ リスクと機会の想定と対応の方法 

製品、サービスの提供に関わるリスクと機会に対して、以下にて対応します。 

１．想定されるリスクと機会への対応 

      リスクと機会に対しては、品質・環境マネジメントシステムの中で、計画をたてて取り組んで

いきます。リスクと機会への対応は、日常的な業務を通じて行います。 

下記にその事例を示します。 

（１）新規のお客様や新規製品を提供するにあたっては、製品に関する要求事項と、当社の資源、

能力を検討することにより、想定されるリスクと機会への対応を図ります。また、お客様とのコミュ

ニケーションを図り、試作、評価などの段階を設けます。（8．1 運用の計画及び管理、 8.2.3 

製品及びサービスに関連する要求事項のレビューに関連） 

（２）お客様の要求の変更、または社内の資源や工程変更が発生する場合には関連する部門で

変更の内容確認、妥当性の評価のもとに実施します。（8．1 運用の計画及び管理、 8.2.4 製

品及びサービスに関する要求事項の変更、 8.5.6 変更の管理 に関連） 

（３）外部から提供を受ける製品、サービスについて製品の要求を満たす活動を行います。（8.4 

外部から提供されるプロセス，製品及びサービスの管理 参照） 

（４）品質・環境マネジメントシステムの変更が必要となる場合には、リスクと機会を検討して実施し

ます。（6．3 変更の計画 参照） 

（５）製品、サービスの提供及び効果的な品質・環境マネジメントシステムのために、製品の改善な

ども図り、品質・環境目標として設定します。 

（６）その他、プロセス・業務の中で想定したリスクと機会を捉えて、対応を図ります。 

 

２．リスクと機会の対応の監視、評価 

（１）１．（１）～（６）のリスクと機会への対応の適切性や有効性については、各部門がミーティングや

マネジメントレビューの中で計画します。（リスクと機会に対応する時のねらい、から外れてない

か） 

（２）リスクと機会の対応として品質・環境目標を設定した場合には、その達成度を毎月確認できる

計画とします。 

 

 ３．リスクと機会の取組 

   リスクと機会への取組内容は、製品やサービスへの影響に見合ったものとします。 

 

６．１．３ 環境側面 

適用範囲の環境側面と環境影響を洗い出し、環境への影響を評価します。それらの中から

特に環境への影響が著しい側面を特定する手順を以下に定めます。 

 

１. 環境側面評価の範囲 

(１) 常務は、当社のマネジメントシステムで適用できる活動及び製品、サービスのライフサイク

ルを考慮し管理できるもの全ての側面を取り上げます。 

（２） 評価範囲には物品の購買、業務委託など外部提供者の間接的な影響についても取り上 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5 4 

 

 

げます。 

（３） 活動の範囲にある工場現場、事務所における定常的な側面も取り上げます。 

（４） 事故など予測され、可能性のある緊急事態に関連する側面も取り上げます。 

（５） 順守義務に対応する環境側面も明らかにします。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5 4 

 

２．環境側面評価の手順  

 

１ 
常務は、毎年５月に定期的に環境側面の見直しを実施します。 

2 
本社工場で「環境工程表」により環境側面及び環境影響を調査しま

す。 

 ・活動については定常、緊急時を想定してそれぞれの側面を洗い出

します。 

 

3 
環境工程表には環境に影響あるインプット、アウトプット（環境側面）を

洗い出します。 

 ・インプットについては工程などに投入する材料、部品、使用するエ

ネルギーなどを考慮します。 

 ・アウトプットについては、工程などから外へ出るもの。排水、ガスな

ど大気への放出、廃棄物などを考慮します。 

 
以下の環境影響の関わりを検討します。 

・水系、大気などの汚染 

・廃棄物の発生 

・資源の消費、または再利用 

・エネルギーの消費 

・人に与える影響 

・地球環境（温暖化、オゾン層の破壊、等） 

 

4 
各部門での調査結果を常務が会社全体をまとめます。 

 ・定常状態については共通の環境側面を集計します。 

 ・緊急については、個別にとりあげます。 

 

5 

それらの側面をリスクと機会に関係する５項目について評価します。 

Ａ．順守義務に該当するか。（順守事項から外れることも評価） 

Ｂ．環境方針の関連項目か。（方針の目的に障害となることも評価） 

Ｃ．利害関係者から要求ある事項か。 

Ｄ．環境に有害性があり、量的にも有意か。 

Ｅ．緊急事態が考えられるか、過去に発生があったか 

 

 

 

 

 

 

評価計画 

環境工程表作

成（本社工

場） 

側面の洗い出

し 

側面の集計

（全体） 

環境側面評価

（全体） 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5 4 

 

 

6 上記の環境側面評価で５つのうち、該当項目が１つでもあれば著しい

環境側面に取り上げます。 

会社全体について環境影響の結果を決定します。 

 

 

 

7 
常務が会社全体としての環境側面の集計と環境側面評価を「環境側

面評価表」にまとめます。 

 

 

 

 

４． 環境側面の周知 

（１） 常務は、「環境側面評価表」を本社及び工場に配布します。 

（２）社長は、特定された著しい環境側面と、それに伴う活動についてコミュニケーションの場

で認識させます。 

 

５． 環境側面評価の見直し 

（１） 環境側面評価の範囲について変更、追加が発生した場合に環境側面の見直しを実施

します。 

この時は、該当部門、該当範囲に限定して環境側面評価を行ってよいものとします。 

（２） 現行の事業内容に変更があった場合や、新規の事業が計画された場合も見直しの対象

とします。 

（３） 常務は、これらの見直し評価結果を最新情報として記録し保管します。 

（４） 毎年４月に定期的に環境側面の見直しを行い、変更の必要性を確認します 

 

  ６．文書化した情報の維持 

    以下の３項目を文書化した情報として作成します。 

    ①環境側面及びそれに伴う環境影響（環境工程表） 

    ②著しい環境側面を決定するために用いた基準（環境マニュアル・環境評価表） 

    ③著しい環境側面（環境評価表） 

 ６．１．４ 環境における遵守義務 

適用範囲に関わる、順守義務（法的その他の受け入れる要求事項）を決定します。 

環境マネジメントシステムを確立し運用する場合には、順守義務を確実に考慮します。 

 

 

 

環境側面評価

のまとめ 

著しい環境側

面の決定 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5 4 

 

１． 法的及びその他の要求の範囲 

（１） 環境側面に関連する法律 及び関連政令 

（２） 地方自治体で定める条例 

（３） 利害関係者との取り決め 

（４） 国際条約、海外の規制 

 

２． 環境における情報の入手、収集 

常務は、環境側面に関連する法規制、条令、指針などに関する最新情報を国・地方自治

体、及び官報、市販図書、新聞、報道、インターネット、関係者等から、随時及び年１回（４月）

入手、閲覧し、当社に関連する変更点があるか否かを確認します。 

 

３． 順守義務の特定 

常務は、入手情報に対して当社の事業活動に伴う環境側面、及び製品に適用すべき事項

を特定し、これを「環境関連法令登録一覧評価表」を作成、または更新します。 

 

４．環境における遵守義務の周知 

（１）常務は、「環境関連法令登録一覧評価表」を各部門に配布します。 

（２）法的及びその他の要求に関連する資料を保管し、閲覧可能とします。 

更に、交付年月日、発行年月日等を明記し最新版であることを表示します。 

 

 

６．１．５ 環境における取り組みの計画策定 

当社において次の内容を計画します。 

（１）次のテーマに対する取り組み 

①著しい環境側面 

②順守義務 

③6.1.1で決定したリスクと機会 

（２）次の事項を実施する方法 

      ①（１）のテーマに対する環境マネジメントシステムへの取り組み又は他のマネジメントシステム

での取り組み 

      ②①の取組の有効性の評価 

 

（３）取り組み計画の検討 

これらの取り組みを計画するときは、以下の内容を考慮します。 

①技術的に実現できる、または技術が利用可能である 

②経済的な裏付けがある（コストダウンなどの効果も含む） 

 



 

21  

鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5 4 

 

③運用でき、また継続できる（改善度合いを判定できる） 

④事業上の必要性、利害関係者の要求度合い 

 

６．２ 品質・環境目標及びそれを達成するための計画策定 

６．２．１品質・環境目標の計画 

（１）品質・環境方針を実現するために、社長の指示により各部門や、関連する部門において品

質・環境目標を設定します。 

（２）品質・環境目標の計画と実施にあたっては、次の内容を含みます。 

① 品質・環境目標は品質・環境方針に沿ったものとします。 

②環境に関しては、著しい環境側面や遵守義務などを考慮した内容とします。 

③計画と実績の差異を測定して達成度を評価できるように、数値化または、達成度確認が

可能な目標とします。 

④ 顧客や法令などの要求事項を考えた内容とします。 

⑤ 製品やサービスの適合や顧客満足を高める内容とします。 

⑥ 想定されるリスクと機会の対応のために必要な事項も、考慮します。 

⑦目標については、「品質・環境目標計画・実績表」に表します。 

（３）．品質・環境目標の運用 

①計画した品質・環境目標は、全従業員に知らせます。更に、社内にミーティングや朝礼な

どを通じて各階層に周知徹底します。 

②品質・環境目標の進捗、実績は常務が 1ヶ月毎に、目標に対する進捗度合いを確認し社

長へ報告します。 

③品質・環境目標の計画と実績の確認のため「品質・環境目標計画・実績表」を作成します。 

④品質・環境目標の進捗や、状況の変化に応じて見直しを行います。 

 

６．２．２品質・環境目標の対応計画・実績表の内容 

品質・環境目標の項目は以下を含むこととします。 

① 実施するテーマや内容 

② 目標達成のための手段、方法 

③ 必要となる、または関連する人材や設備などの経営資源 

④ 責任者を明確にします 

⑤ 目標を達成する期限や終了時期 

⑥ 実績と計画を対比して、評価する基準や方法 

 

６．２．３実施計画書承認と配布 

（１） テーマ推進者は実施計画として「目標計画・実績表」を作成し、環境管理責任者の承認

を得ます。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

６ 計画                     2021.2.5 4 

 

（２） テーマ推進者は「目標計画・実績表」を担当部門へ配布し、計画の周知を図ります。 

 

環境目標を達成するために、日常業務の中で取り組みを検討し、実施します。 

 

６．３ 変更の計画 

品質・環境マネジメントシステムに関連する事項の変更（製品、事業所、担当部門の変更な

ど）を行う場合は、社長と関連部門とで検討します。 

品質・環境マネジメントシステムを見直し、変更する場合は以下を考慮して、計画的に実施し

ます。 

（１）品質・環境マネジメントシステムを変更する目的、及び変更に伴って起きることを確認します。 

（２）品質・環境マネジメントシステムを変更しても、必要なプロセスが矛盾をしないで整合してい

るようにします。 

（３）変更に伴う資源の必要性、変更点を確認します。 

（４）変更に伴い、責任、権限の見直しを行い、必要な割り当て及び割り当ての変更を行います。 

（５）決定した変更を品質・環境マニュアルなど、関連文書に反映し、改訂します。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

７． 支援 2021.2.5 4 

 

７． 支援 

７．１ 資源 

７．１．１ 資源の提供 

１．次の目的のために社長は経営資源を決定し、供給します。 

（１）品質・環境マネジメントシステムを効果的に運用し、継続的改善を行う 

（２）お客様の期待やニーズ（要望）を把握し、それに十分に応える 

 

２．経営資源の確保にあたっては、社内の経営資源の実施できる能力や限度を考慮します。

また必要な場合は、新たな投資や外部からの調達を行います。 

 

７．１．２ 人々 

品質・環境マネジメントシステムの運用のため、またプロセスの効果的な運用のために必要な

人々を配置します。 

 

会社内の担当者の配置は、社長及び常務が業務内容を検討し、必要な担当者を適切に割り当

てます。その為には、各担当者の教育、訓練、技能、経験、資格、知識などを考慮し、業務に適し

た担当者や責任者を決定します。 

 

７．１．３ インフラストラクチャ（設備や機械など） 

要求を満たす製品やサービスを提供するために、必要なインフラストラクチャ（設備や機械など）

を明らかにして、提供し維持します。 

 

当社における主なインフラストラクチャ（設備や機械など）と管理の内容を示します。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

７． 支援 2021.2.5 4 

 

種 類 名 称 管理部門 管理方法 

建 物 本社           

工場 

常務 メンテナンス 

修 繕 

ユーティリティ 変電設備 

コンプレッサー 

 

関東電気保安協

会 

エアテックあすか 

 

定期点検 

設 備 プレスブレーキ 

マシニング 

タップ 

ＮＣプログラミングソフトウ

エア 

溶接設備 

レーザー加工機 

バリ取り機 

窒素発生装置 

浄化槽 

 

社長 

 

 

 

 

始業前点検 

日常点検 

修理 

支援業務 

 

輸送、運搬車 

情報システム(社内 LAN、

インターネット、パソコン等) 

常務 

外部委託 

修繕 

 

７．１．４ プロセスの運用に関する環境 

当社は、製品の適合性を確保するため、及び安全や効率向上のため適切な環境を整えます。 

１． 社会的要因の環境を整える為に、必要に応じて食事会などを通じて非差別的、非対立的

で平穏な適切な環境を保ちます。 

２． １ 照度 

作業環境を適切に確保するため、各職場で作業に支障がない照度を確保する 

 

２．2 ５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）の管理 

（１）常務は、毎朝の整理/整頓や清掃や帰りの整理/整頓と清掃を実施します。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

７． 支援 2021.2.5 4 

 

２．2．人的な要因の維持 

（１）毎年 8月と 12月には安全衛生の教育を行います。 

 

    

７．１．５ 監視及び測定のための資源 

製品の適合性を保証するために必要な監視及び測定を行う資源と、管理方法について述べま

す。  

 

７．１．５．１ 監視及び測定の資源の選定 

１．監視及び測定の資源の選定 

（１）「作業指示書」等に基づき、測定項目に対する測定資源を選定します。 

（２）資源の名称・型式・製造番号・管理番号などにより識別し、これを「測定機器管理台帳」に記

載し維持します。 

  

７．１．５．２ 監視及び測定の資源の管理 

１．管理方法 

各測定資源管理担当者は必要な精度を確保するために、以下の管理を行います。 

 

（１）監視、測定の資源の校正 

① 標準器を使用して、各部門が保有する監視、測定の資源を定期的に校正します。 

② 必要な資源については、定期的に外部校正を行い、国家標準へのトレーサビリティを

有することの管理を行います。 

③ 国家標準が存在しない監視、測定の資源の場合は、点検または調整を行い精度の根

拠を「作業標準」で明らかにしておきます。 

（２）「測定機器管理台帳」等により、必要な校正・点検または調整を行います。 

（３）校正状態の識別 

監視、測定の資源類には測定機器管理担当者の発行する下記のいずれかの管理ラベル

を貼り、校正状況は「測定機器管理台帳」等を確認します。 

・ 識別番号   

（４）機器の精度維持及びダメージを防止するように、必要な測定機器は専用容器に入れ取り扱

い、保管・保護します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26  

鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

７． 支援 2021.2.5 4 

 

２．校正基準を外れた場合の処置 

（１）校正時に基準からの外れが判明した場合、当該機器の使用を中止します。 

（２）常務は当該機器が検査、測定した結果の妥当性を評価し記録を残します。 

（３）評価結果、製品に対する処置が必要かどうか常務が判断し、適切な活動を行います。 

（４）測定機器管理担当者は、校正記録及び校正外れに対する処置内容を「測定機器異常報

告書」に記録します。 

３．記録 

（１）「点検チェックシート類」及び「測定機器管理台帳」には、以下の内容を記載し、記録として

維持します。 

① 校正日・校正者／承認者、 

② 被校正機器名称と管理番号 

③ 点検頻度・点検方法 

⑤ 判定基準 

（２）外部検定機関、メーカーでの校正記録は、社内における校正記録と同等として取り扱いま

す。それにより国家標準へのトレーサビリティがあることを確認します。 

   

 

７．１．６ 組織の知識 

品質・環境マネジメントシステムの運用に必要な知識を明らかにして、要求事項を満たすことを

確実にします。 

（１）経験上知っていること、個別の製品や作業に必要な事項などを知識として扱います。知識

には知的財産、過去の失敗、及び成功事例などが含まれます。 

（２）知識を持っている人を、担当者に指名して適切な成果（アウトプット）を得られるようにします。 

（３）個々の知識を共有できるようコミュニケーションの中で伝えたり、文書化していきます。（作

業のポイント、 不適合の事例、 エラー・ミスの防止、など） 

（４）新規の製品やお客様などからの変化する要望に対応するため、今まで保有していない知

識を入手します。 

・展示会・設備販売業者などからの情報を収集する 

・お客様及び外部提供者とのコミュニケーションをとって、知識を吸収する 

 

７．２ 力量 

７．２．１ 力量、認識及び教育・訓練 

社長は品質・環境マネジメントシステムの成果や業務内容に関連する部門の担当者に対して、

以下の要領で力量を明確し、必要な教育訓練を行い力量と意識の向上を図ります。 

１．教育・訓練の必要性 

（１）各部門の担当者の業務遂行上必要な力量を「力量マップ」等で明らかにします。 

（２）力量を備えるために必要な教育・訓練計画及び意識向上計画を「力量マップ」に定めます。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  
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２．教育・訓練などの実施 

（１）「力量マップ」に基づき、必要な力量が達成できるよう、教育・訓練を実施します。外部セミ

ナーなどの受講には、社長の承認を必要とします。 

（２）または社内移動や外部委託の人材配置により、必要な担当者を配置します。 

 

３．実施結果の評価 

（１）実施した教育・訓練の有効性について、技能及び知識が確実に身に付いているかを実務

確認により評価します。 

（２）評価する時期は毎年度末に確認することを基本とします。 

（３）教育・訓練以外の社内移動や外部委託の人材配置の場合は、その技能、経験、資格、知

識などによる有効性を同様に確認します。 

（４）前年度の「力量マップ」と比較することにより、教育ニーズに対して適切に実施されているか

を年１回（４月）評価し、計画の見直しを行います。 

４．社内資格として、以下の要件を満たす人々を認定します。 

 

資格 資格の要件 業務 

内部監査員 品質・環境マニュアル９.２で規定 内部監査を実施できる 

フォークリフト

乗務員 
社外講習修了者 フォークリフトの操作ができ

る 

 

５．記録 

管理責任者は、教育・訓練、資格認定、技能、経験等の個人記録を「教育訓練実施報告書」

等に作成維持します。 

 

７．３ 認識 

各従業員、それぞれがどのように品質・環境目標の達成に貢献するか、そして各人の活動の

関連性や重要性について日常の業務推進を通じて、上長が貢献度や重要性を認識させます。 

 

①品質・環境方針の意味 

②自分に関係する品質・環境目標 

③自分の仕事の役割や位置づけや及び改善が成果に対する貢献 

④ 自分の仕事の品質・環境面や顧客要求に関係する重要性  

⑤ 品質・環境マニュアルや手順書及び遵守義務が守られない場合の、影響 

⑥各作業・業務が、実際に又は、潜在的にもつ環境側面が及ぼす環境への影響 
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７．４ コミュニケーション 

品質・環境マネジメントシステムの運用にあたって、関係する人々の間のコミュニケーションのやり方

を決めます。 

７．４．１ 一般 

（１）社内外のコミュニケーション 

 朝礼 ミーティング会議 メール・ライン連絡 顧客との会議 

内

容 

当日の伝達事項、

確認事項等 

当日の伝達事項 

工程進捗状況・確

認事項等 

クレーム及び問題

点 

当日の伝達事項 

工程進捗状況・確

認事項等 

クレーム及び問題

点 

生産計画、納入計

画、クレームなど 

時

期 

毎日一回 

毎週一回 

毎日一回 随時 不定期 

参

加

者 

 

従業員全員 

各部門リーダー 各部門リーダー 顧客、社内担当者 

主

催 
社長・工場長 社長・工場長 社長・工場長 顧客 

 

（２）順守義務に含まれる外部への、または外部からのコミュニケーションに対応します。（届出、

報告の提出など） 

（３）コミュニケーションでは情報の正確さ、必要な情報の漏れがないよう、品質・環境マネジメント

システムで作成する文書などを使用します。 

 （４）上のコミュニケーションの方法により、品質・環境マネジメントシステムに関する情報の共有、

情報交換を行います。 

（５）コミュニケーションを実施した記録や、情報共有、交換の資料などで必要なものについては

記録として残します。 

（６）本社工場においては、毎日一回と毎週一回の朝礼などの方法を用いてコミュニケーションを図り

ます。 

 

７．４．２ 内部コミュニケーション 

環境マネジメントシステムに関わる情報の伝達を下記により行います。 

（１）環境マネジメントシステムの変更や環境マネジメントシステムに関連する情報について各部

門や各職位の中でコミュニケーションを行います。 

（２）コミュニケーションを行うことで、従業員及び関係会社を含む人員に対して継続的改善に寄 
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与する事を確実にします。 

（３）各部門ではミーティングなどの場を利用して、品質及び環境関連の情報伝達を行います。 

 

７．４．３ 外部 コミュニケーション 

１． 外部からの環境情報への対応 

（１） 外部からの環境に関する問い合わせ、要望等の情報を入手した場合は、常務から「打合

せ記録簿」を発行し社長に報告し、社長から関連する部門への連絡、処理の検討を依頼し

ます。 

（２） 遵守義務の対応として必要な外部とのコミュニケーションについては常務が窓口となって

行います。（掲示、届出、報告、など） 

（３）常務は、著しい環境側面について外部への情報公開を行うかどうかを検討し、検討結果を

記録に残します。 

（４）情報を公開すると特定された項目については、その結果を経営会議で検討し社長の承認を

得て、ホームページやパンフレットで外部に公表します。 

 

７．５ 文書化した情報 

規格が要求する文書化した情報や、当社が行う品質・環境マネジメントシステムの効果的な運用、及

び製品の適合性の立証に必要な文書及び記録を管理するための手順を定めます。 

 

７．５．１ 文書の体系 

【１】当社の品質・環境マネジメントシステムで用いる文書を以下に示します。 

 

品質・環境方針、リスクと機会の対応計画・実績表 （品質・環境方針、目標を表明する文書） 

 

品質・環境マニュアル ：品質・環境マネジメントシステムを記述した文書 

指示書：作業指示書、環境に関する指示書など 

（製品実現と環境に必要な作業、業務について記述しています） 

仕様書：製造仕様書など 

標準：作業標準など  

帳票類：台帳類、計画・報告書類、記録一覧表に基づく  

（活動、製品の特性などを記録する書式を定めたもの） 

 

 外部文書：ＩＳＯ規格、業界規格、取引先からの図面、仕様書 

（品質・環境マネジメントシステム、製品実現のために会社が必要と決定し

た社外発行の文書） 

記録 ：実績や検査結果などを帳票類に記録したもの 
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【２】品質・環境マニュアル 

２-１ 一般 

（１）ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の要求事項にもとづいた当社のプロセスを品質・環境マニュ

アルの中に記述しています。 

 

２-２ 品質・環境マニュアルの見直しと改訂 

次のような場合に品質・環境マネジメントシステムの見直しを行い、必要ある場合は本品

質・環境マニュアルを改訂します。 

（１）ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１などの品質・環境マネジメントシステムに関する規格が変更され

た場合。 

（２）文書の見直し実施による改訂内容が、品質・環境マニュアルの改訂におよぶ場合。 

（３）内部品質・環境監査の結果またはその他の不適合による是正処置が、品質・環境マニュ

アルの改訂におよぶ場合。 

 

７．５．２ 作成及び更新 

品質・環境マネジメントシステムに必要な文書の作成と更新を以下に定めます。 

 

【３】 文書の作成、承認及び保管方法 

文書は下記の表に基づき、承認された後に発行します。 

種  類 作 成 承 認 保管責任者 

品質・環境マニュアル 常務 社長 常務 

品質・環境方針 社長 社長 常務 

品質・環境目標 常務 社長 常務 

指示書 社長 社長 常務 

標準 管理責任者 社長 常務 

帳票類 常務 社長 常務 

外部文書 － － 常務 

取引先からの図面、仕様書 － － 常務 

 

【４】 文書の修正と見直し 

（１）文書の修正は、発行部門が作成・承認を行います。また、作成・承認の根拠となる関係情報

を利用・入手できるようにします。 

（２）文書の改訂の方式は、全面改訂で行います。 
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（3）品質・環境文書は、毎年６月に社長が、保管責任者に文書の見直しを指示し、実際 

のシステムとの違いが発生するなど必要がある場合は、修正し改めて承認を行います。 

 

【５】 文書の識別 

作成する文書はパソコンを用いるなど、読みやすく作成します。 

また、文書を識別するために文書番号をつけます。 

 文書の種類 番号の例 備 考 

１ 品質・環境マニュアル Ｍ－０１  

２ 作業標準 

 

S-01 

 

 

 

       

 

【６】 文書の形態、形式と利用 

作成する文書は利用しやすい媒体、形式とします。 

（１）紙媒体を原本として、コピー配布する。 

（２）電子媒体としてパソコン上に保存して利用する。 

（３）ＬＡＮ上にデータ保存して、アクセスして利用する。 

 

７．５．３ 文書化した情報の管理 

 

【７】 発行と配布管理 

 

文書の適切な使用を確実にするため、発行部門は以下の管理を行います。 

（１）紙、またはメディアの文書については台帳を作成します。または、発行文書がわかる記録

に残します。 

（２）台帳には、文書名、文書番号、発行日、版数、配布先など必要な項目を記入します。 

（３）文書が改訂され最新版が発行されたとき、発行部門で旧版の回収・廃棄を行います。 

（４）文書は、保管場所、ファイル名を明確にして、速やかに取り出せるよう管理します。 

 

【８】 文書化した情報の管理  

①ＬＡＮ上のデータを文書情報とする場合は、セキュリティが保たれるように管理します。 

・アクセスの制限 

・データのバックアップ 

・ウィルス対策 

の設定を、常務が行って、適切な運用、利用を行います。 

②担当者以外の者が使用できないように、書庫などに鍵をかけて管理します。 

③文書化した内容は毎年定期的に見直し、内容に不備がないことを確認します。 
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【９】 外部文書の管理 

（１）品質・環境マネジメントシステムの計画及び運用のために会社が必要と決定した外部文

書については、常務が管理し関連する部門へ配布します。 

（２）取引先からの図面、仕様書など製品実現に必要な外部文書については常務が管理しま

す。 

（３）外部文書については、外部からの文書であることをファイルに明記して明確にし管理しま

す。 

（４）配布が必要な外部文書は「４ 発行と配布管理」に従います。 

 

【１０】 文書の版管理 

（１）通常は、文書の最新版を利用します。版の識別のため、版数、改定日などの情報をつけて

管理します。 

（２）旧版は常務が全て廃棄して、誤用を防ぎます。 

  

 

【１１】 ７ 廃止文書の取り扱い 

     廃止文書については、全て廃棄する為、保管しません。 

 

【１２】記録の管理 

１２－１ 記録の作成 

各部門で決められた帳票に読みやすく記入し、作成日、製品名など必要事項を入れて、検索し

やすいように記録を作成します。 

 

１２－２ 記録の管理方法 

（１）記録は全て常務に集め、記録名をファイルに明記して識別します。 

（２）定められた書庫に保管して、利用できるようにします。 

（３）容易に検索できるよう、作成順、発行別、取引別または製品別などに区分けして維持しま

す。 

（４）記録の保存は、記録の種類により年限を決めて管理します。 

（５）保管期限を超え、常務が不要と判断した記録は、年度末（４月）に処分します。 

 

１２-３ 記録の種類、主管部門および保管期限 

記録はＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の要求事項に対応するものを含め維持します。 

記録の種類、主管部門および保管期限を「品質・環境記録一覧表」に示します。 
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８． 運用 

８．１ 運用の計画及び管理 

１．要求事項を満たす製品を提供するため、及び６ 計画で決めた取組を実施するために必要なプ

ロセスを計画し、実施及び管理を行います。 

（１） プロセスで必要な文書化した情報を明らかにします。 

（２） プロセスが計画通り実行され、製品の要求事項を満たす証拠として必要な文書、記録を維持

します。 

（３） 文書、記録については当社の運用に適した様式とします。 

 

２．要求事項を満たす製品を提供するため、以下のプロセスにより管理を行います。 

（１）製品の要求に関しては、お客様の要求をもとに、常務が「作業指示書」を作成します。 

（２）常務が顧客からの製品の仕様書、図面などをもとに要求事項を明確にします。 

（３）作業指示書及び顧客からの注文書を添付して工場の現場に渡します。 

（４）社長は、製品を製造する工程、管理ポイントを決めて「作業指示書」を作成します。作業指示

書には、製造のプロセス、使用設備、監視、測定の資源を明示します。また、作業標準（製

造の基準などを記載）も作成します。 

（５）溶接ロボット治具表をもとにして必要となるジグの設定を行います。 

（６）常務は「作業指示書」を作成して、製品の適合性の確認方法を決めて、実証します。 

（７）製品の生産にあたっては、工場では作業指示書に製造記録を作成して生産プロセスが追跡

できる記録を残します。 

（８）要求を満たす製品を検査で確認して工場で「作業指示書」に検査結果の記録を作成します。 

 

３．お客様からの要求、または生産方法の見直しなどにより、上記の内容を変更する場合、及び計

画しない変更が発生した場合は関係部門で検討を行います。必要に応じて試作、評価などを行

い変更に伴う問題点が軽減されるように対応します。 

 

４．材料・部品の購入、外部への工程委託などを行う際には、製品要求を満たすよう、外部提供者

との間で、購入品と工程委託の管理方法を決めて実施します。（8.4 外部から提供されるプロセス，

製品及びサービスの管理 参照） 
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８．２ 製品の要求事項 

８．２．１ 顧客とのコミュニケーション 

営業担当者は、営業、受注及びクレーム処理などの活動により、お客様とのコミュニケーション

を図ります。 

（１）製品に関する情報伝達を、お客様への訪問やサンプル提供により行います。 

（２）引き合いや契約及び変更に関しては、営業担当者がお客様と電話・メール等で、見積書・注

文書を通じて確実に内容を確認して、効果的に実施します。 

（３）営業担当者は、お客様からの苦情、クレームを受けた場合には、その内容を確認して、対応し

ます。 

対応にあたっては、社内の関係部門の協力を得て、原因の究明、不適合の処置、お客様へ

の報告を行います。（10．2 不適合及び是正処置 参照） 

（４）生産にあたって、お客様からの支給品がある場合には、その取り扱いを確認し管理します。 

（５）納期や品質・環境面などに影響ある緊急の事態が発生した場合の、お客様への連絡、処置

方法なども打ち合わせて、事前に取り決めをします。 

 

８．２．２ 製品に関連する要求事項の決定 

営業担当者は、以下の製品に関する要求事項で該当するものを確認します。 

（１）製品に適用される法令、規制、規格など：安全規格、該当法律、業界規格(JIS 規格、など)、

RoHS指令などの環境規制 

（２）製品の提供にあたり、必要な事項の確認 

（３）当社が提供している製品情報、設備情報と合っていること：会社案内、設備機械、加工方法、

など 

 

８．２．３．１製品に関連する要求事項のレビュー 

１．要求事項の確認、検討 

（１）営業担当者は受注、契約する前に以下の要求事項の確認を行います。 

営業担当者単独または必要な場合は製造など関連部門も含めた受注の内容検討を行います。 

① お客様の要求事項：仕様書、図面、及び製品の引き渡し方法、引き渡し後の製品保証な

ども含みます。 

② 当社製品についての常識的な要求事項：基本性能、環境に配慮した製造方法 

③ 社内で定めた規定や基準 

④製品に適用される法令、規制、規格など：安全規格、該当法律、業界規格(JIS規格、など)、

RoHS指令などの環境規制 

（２）以前に営業担当者からお客様へ提示している見積もり、製品写真などと異なっている要求の場

合は、お客様との間で調整、確認を行っておきます。 

（３）生産のために必要な技術力、設備、負荷能力等について検討依頼し、その結果に基づいて受

注できることを確認します。 

また、納期など引渡し方法についても、お客様の要求に応じられることを確認します。 

（４）口頭による受注 

営業担当者は口頭で注文を受けた場合は、それを「メモ」等に文書化し、要求事項を確実に

確認します。 

必要に応じて、確認した内容をお客様へ送信しておきます。 
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 標題 改訂日  

 

８． 運用 2021.2.5 4 

 

 

８．２．３．２ 要求事項のレビューの文書化 

（１）営業担当者は上記の引合いの検討結果にもとづき、「見積もり書」を作成して、お客様へ回答

します。 

（２）また、お客さまからの「発注書」についても見積もり内容との照合確認を行い、担当者が押印

します。工場への指示として生産管理担当者が生産管理システムに入力し「作業指示書」を作

成します。 

（３）製品について、新たな要求がある場合にはお客様との間で確認をして、営業担当者が関連

文書（図面やメール等）に明記します。 

 

８．２．４ 製品及びサービスに関連する要求事項の変更 

営業担当者は受注後にお客様から注文内容の変更要求がある場合は、以下の手順にて処

理します。 

（１）変更内容を確認した後に、関係部門に変更の可否、問題点および解決法について検討依

頼します。その結果をまとめてお客様に回答を行い、必要に応じて調整の上変更内容を決定し

ます。 

（２）確定した変更内容は「スケジュール表」の連絡事項を社内の関連部門に伝達します。 

（３）関連部門では、変更内容に応じて、関係する文書類を修正、もしくは指示により、確実に変

更に対応します。 

（４）「仕様書」、「図面」などの文書の改訂がある場合には、旧版との差し替えを行います。 

（５）納品に関する変更については、営業担当がお客様との調整のうえ、「作業指示書」を修正し

ます。 

 

８．３ 製品及びサービスの設計・開発 

８．３ 製品及びサービスの設計・開発 

８．３．１ 設計・開発の対象 

お客様の要求にもとづいて確実な製品の提供を行うための、製品の設計・開発のプ

ロセスを定め、実施し維持を行います。 

 

８．３．２ 設計・開発の計画 

設計・開発のプロセスを管理するため、以下により計画します。 

（１）社長及び常務は、お客様の要求事項を検討し「設計計画・実績表」を作成しま

す 

（２）「設計計画・実績表」の各段階や管理を行う場合は、以下の項目を考慮します。 

① 作成にあたっては、内容、期間、複雑さ 

②  設計に必要な工程の明確化（審査を含む）とその日程計画 

③  設計のどの段階で検証、妥当性確認が必要かの計画 

④  設計及び検証活動の責任者とその権限の指定 

⑤ 設計・開発の為に必要な内部及び外部資源 

⑥ 設計・開発に必要な担当者、協力を得る関係部門、及び外部提供者との打 
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８.運用                     2021.2.5 4 

 

ち合わせ、連絡の方法 

⑦ 設計・開発で顧客及びユーザーの参加の必要性 

⑧ 設計の成果として購買、製造及び使用などに必要な情報  

⑨設計・開発の結果の製品が、顧客の使用に当たり期待される機能や安全性

を確保できる品質のレベルの維持 

（３）「設計計画・実績表」にもとづいて、お客様への提出文書、または外部提供者

への情報を作成します。（8.2.1 お客様とのコミュニケーション、 8.4.3 外部

提供者管理に対する情報 参照） 

（４）「設計計画・実績表」は設計の進展状況により、必要な場合は更新し、社長又

は常務が再承認します。 

（５）設計・開発の活動に伴う文書を作成して、「設計計画・実績表」などに記録を

残します。 

  

８．３．３ 設計・開発のインプット 

設計・開発の対象となる製品のアウトプットを確実にするためインプット（要求事項）

を明確にします。 

（１）設計・開発のインプットとして、設計責任者は、以下の確認、検討を行います。 

① 機能及び性能に関する要求事項 

② 以前の類似設計があればその利用、及び以前の失敗事例からの学習事項 

③ 法令、規制などの要求事項（安全規格、環境規制など） 

 

④ 国際規格、国内規格、業界規格などの適用される規格 

⑤  設計、開発に必須の事項 

⑥ 設計・開発の結果が製品、サービスで失敗しないための事項（過去の失敗

事例、手法の利用、など） 

 

（２）これらの入力情報は設計・開発の目的に対しての適切・妥当であることを社長

及び常務の参加を求めて審査し、確認します。 

（３）不完全、不明確又は矛盾する要求事項については解決します。 

（４）設計・開発のインプットを確認した結果を「図面等」にまとめて明確にします。

「図面等」は、設計・開発の管理の結果により、見直し修正を行います。 

 

８．３．４ 設計・開発の管理 

設計・開発の計画にもとづいて，設計・開発プロセスを管理・運用します。 
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８ 運用 改定日 2021.2.5  4 

 

 

また、設計活動の進展に応じて審査、検証、妥当性確認を行います。 

１．設計・開発の目標 

（１）設計・開発の期限、日程は「設計計画・実績表」により管理します。 

（２）設計・開発の最終アウトプットは「図面等」により、また各段階の目標は、設

計・開発の活動の中で設定します。 

２．設計・開発のレビュー（審査） 

（１）設計審査の目的 

 設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを確認します。 

（２）設計審査は以下のいずれかを計画に従い実施します。 

①設計審査会（ミーティング） 

社長が設計審査会（ミーティング）を主催します。設計審査会には、製造部

門からも参加させることができます。 

②文書による審査 

社長及び常務が設計からのアプトプット、または説明資料を発行し、書類回

覧にて常務や製造部門の審査、確認を得ます。 

３．設計・開発の検証 

（１）設計担当者が設計、試作、評価結果により計画に従い設計・開発を検証します。 

（２）設計・開発のアウトプットがインプットを満たすことを対比して確認します。 

４．設計・開発の妥当性確認 

（１）妥当性確認の目的 

① 設計・開発の結果がお客様の要求事項を満たせるかどうかを確認します。 

② 要求事項に沿った機能があるか、製品の用途に適した設計かどうかを確認しま

す。 

（２）妥当性確認は設計・開発の計画に従って、以下により行います。 

① 妥当性確認は量産開始の前に計画して行います。 

② 製造部門が、設計結果に基づいて試作品の製造を行います。 

③ 製造部門は試作品の評価試験を行います。 

④ お客様との間で取り決めた場合は、試作品を提供してお客様による試験、評

価の結果を確認します。 

③ 設計担当者は、製品本来の使用ができることの評価により設計・開発の妥当

性を確認します。 
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 標題 改訂日  

 

８ 運用 改定日 2021.2.5  4 

５．設計管理の記録と処置 

（１）設計・開発の審査、検証、妥当性確認の結果は「設計計画・実績表」に記録し

ます。 

（２）評価の結果で変更、修正が必要な点は、設計部門で対応して再度必要な評価に

より確認します。 

（３）対応、評価の結果は「設計計画・実績表」または設計で作成する書類に履歴な

どを添えて記録します。 

 

８．３．５ 設計・開発からのアウトプット 

（１）設計担当者は、定められた全ての入力項目の要求を満足することを目標に、設

計を行います。設計の結果（アウトプット）として「図面」などを作成します。 

（２）アウトプットについては以下の事項が満たされていることを設計責任者が確認

します。 

① 設計のインプットで規定された要求事項を満たす。 

② 購買、製造及びサービス提供についての指示、仕様を示す。 

③ 製品検査の方法及び合否判定基準、または別の資料（業界規格）で判定基

準を参照できる。 

④ 意図した目的及び安全性などの使用にあたっての事項、特性が記載される。 

 

８．３．６ 設計・開発の変更 

設計・開発の段階で変更を行う際は、要求事項の適合に対して悪い影響を発生させ

ないために、変更に関しては識別と見直し及び管理を実施します。その為に、以下の

事項に関する文書化した情報を保持します。 

（１）設計担当者は、設計変更の内容を明確にします。 

（２）設計担当者は、変更に対して審査、検証、妥当性確認で必要な事項を実施します。 

（３）設計部門長は、変更内容を確認し、問題がなければ変更を許可します。 

（４）変更に伴い、悪い影響が懸念される場合は、その対策を行い悪影響を防ぐ処置を

します。 

また、設計・開発以降の製造などの変更が設計・開発の変更に及ぶ場合も、上記の管理

により悪影響を防止します。 

 

８．４ 外部から提供される製品及びサービスの管理 

８．４．１ 外部から提供される製品、サービスの全体 

    外部から提供される工程や製品などが要求事項に合っていることを管理します。 

    また、以下の該当する場合に応じて、管理方法を定めます 
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 ８ 運用 改定日 2021.2.5  4 

 

１．外部から提供される製品、サービスには以下のものがあります。 

（１）製品に関連する購買品（材料、副資材、設備等）の購入 

（２）外注先への委託（加工、処理など） 

（３）最終製品が、お客様へ直接納入される場合 

 

２．外部から製品、サービスの提供を受ける場合には、その外部提供者に対して以下の管理を行

います。 

（１）常務が外部提供者に対して評価を行い、製品、サービスの要求を満たすことができると判断

した場合は、常務が選定します。 

（２）評価と選定、実績の監視や再評価を行うために「継続供給者チェックリスト兼供給者リスト」に

基準を設定します。また、選定先についても同時に記入します。 

（３）外部提供者のプロセスなど提供される製品に影響を与える変更や、製品の不適合が発生

した場合には、再評価を行います。 

（４）評価や必要な処置についての結果は「継続供給者チェックリスト兼供給者リスト」に記録を

残します。 

 

８．４．２ 管理の方式及び程度 

外部から提供を受ける製品、サービスが要求事項に合うように管理して、当社が顧客に製品

を提供する能力に悪影響が及ばないようにします。 

（１）当社の品質・環境マネジメントシステムの中で、外部提供者の製品を管理します。 

（２）提供される製品と、必要な場合は外部提供者の工程の管理についても要求をします。 

（３）管理を要求するにあっては、以下を考慮します。 

・お客様の要求事項、及び適用される法的要求事項を満たすこと 

・外部提供者による管理が、当社の要求及び製品の要求を満たすことに対して、効果的

であること 

（４）製品、サービスの提供を受け入れる時の検証方法として、納品書に検査の記録として、担

当者が押印又は署名を行い、外部提供者による製品の適合を明確にして、要求事項を

満たすようにします。 

 

８．４．３ 外部提供者管理に対する情報 

外部提供者に対して、発注を行う前に購買担当者又は上長は、その内容に問題がないこと

を確認します。 

 

外部提供者への発注にあたっては、以下の必要な情報を伝えます。 

（１）注文書に外部提供者のプロセス，製品及びサービスを記載し、必要な図面を添付、及び納入

の方法についても記載します。 

（２）次の事項についての承認が必要な場合は外部提供者との間で確認をとって、実施します。 

・製品及びサービスの事前確認と承認 

・管理方法や，工程及び設備の指定 

・外部提供者から受け取る場合の検査方法 

（３）担当する人に対する資格・経験などの指定 

（４）当社との窓口を取り決めて、確実なコミュニケーションをとります。 

発注、納入に関する情報の他、不適合が発生した場合の処置、是正の要求も行います。 
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８ 運用 改定日 2021.2.5  4 

 

（５）外部提供者へ出向いて２者監査や、工程の確認を行う際は、事前にその内容を連絡して、実

施します。 

（６）当社またはお客様が外部提供者の場所へ出向いて、受け入れを行う場合には、予めその方

法を伝えて実施します。 

 

８．５．１ 製造の管理 

ここでは、製品を的確に管理するために、該当するものについて以下の手順で実施します。各

手順の管理に必要となる、文書化した情報を利用できるようにします。 

製品の製造を管理するための、製造指示、製造工程および設備の管理、並びに出荷・お客様

への引渡し後については以下によります。 

 

１．製造への指示 

（１）製造する製品内容と成果は「作業指示書」により、必要なプロセスも「作業指示書」により確

認します。作業方法については「作業標準」を利用します。 

（２）製造の結果のアウトプットは「作業指示書」により、数量、納期などを守ります。 

 

２．工程管理 

（１）製造担当者または検査員は、「作業指示書」に指示された監視、測定の資源を使い、検

査・試験を行います。 

（２）製造担当者または検査員は、「作業指示書」に従って工程内検査を行います。 

（３）工程能力を継続的に維持するため、生産設備は専門業者が実施する「作業報告書」と「機

械設備台帳」で日常または定期的及び必要に応じて点検とメンテナンス（維持管理）を

行います。 

（４）製造の工程によって「力量マップ」などにより力量、社内資格など必要な人員を配置します。 

（５）繰り返し製造する製品の「作業指示書」に基づき製造を行い、指示内容を満たす製品をア

ウトプットとします。 

 

３．プロセスの妥当性確認 

プロセスの妥当性確認が必要な工程は、後工程における製品の検査及び試験では確認が難し

い工程、または、製品が使用されてからでしか不具合が顕在化しないような工程を指します。 

（１）プロセスの妥当性確認が必要な工程の管理 

各工場では、下記によりプロセスの妥当性確認が必要な工程の管理を行います。 

プロセスの妥当性確認が必要な工程 加工・組立工程 溶接工程 

プロセスの妥当性確認が必要な工程の

管理担当者 

力量マップ 資格認定者 

資格認定者より指導 

プロセスの妥当性確認が必要な工程に

係わる作業内容及び設備機器の条件

設定 

 

作業標準 

 

 

作業標準 

 

プロセスの妥当性確認が必要な工程の

管理に係わる手順・記録 

作業指示書 

 

作業指示書 
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８． 運用 2021.2.5 4 

 

（２）社長または工場長は、下記によりプロセスの妥当性を再確認します。 

再確認は力量マップの見直しなどで記録します。 

 確認時期 確認方法 

１ 定期的（年１回４月） 
・設備の再確認 

・作業手順の再確認 

・作業環境の再確認 

・作業者の適格性の再確認 

２ 使用される材料が変更になった場合 

３ 作業者が変更になった場合 

４ 抜き取り検査で欠陥が明らかになった場合 

５ 顧客クレームが発生した場合 

 

４．ポカミスなど、人に起因する不具合を防止します。 

・「溶接ロボット治具表」などを使い、ジグを用いて、作業の誤りが製品に影響しないようにしな

い。 

・作業にあたって、「作業指示書」などに作業のポイントなどを確認して製造を行います。 

 

５．検査、試験及び引き渡し 

（１）次工程への検査・引渡しは、該当する「作業指示書」に従い実施します。 

（２）製品の最終検査・試験を行い、合格した製品を出荷します。 

（３）引渡し後の活動は、8.5.5により行います。 

 

８．５．２ 識別及びトレーサビリティ 

ここでは、受入から出荷までの部品、工程中の半製品および最終製品の識別（区別）の方法お

よびトレーサビリティ（追跡）方法について述べます。 

 

１．識別（区別）の方法 

（１）生産管理担当者は製品の受注が確定したら、注文番号とお客様名で製品の識別を行い

「作業指示書」を起票します。製品及びプロセス（工程）についてお客様情報、営業担当

者など受注との確認を可能とします。 

（２）受入品、在庫品及び出荷時の製品は、当社の注文番号・製品名・数量を記載した「納品書」

及び「現品票」を製品に同梱する事によって区別します。 

 

２．製品の状態の識別（区別） 

（１）受け入れ検査の区別 

受入担当者は不良品を、「不合格」と表示して、購買先や外注先（外部提供者）へ返品

します。受入合格品は、資材置場にて管理します。 

（２）製造における検査の識別（区別） 

① 製造担当者は不良品・不合格品で手直し可能なものは、「不合格」と表示して合格品

と混入しない様にします。 

② 手直し不可能なものは、廃棄します。 

④  合格品は、「作業指示書」にて識別して次工程へ流します。 

 

３．追跡（トレーサビリティ）の記録 

部品・材料、仕掛品、製品の追跡（トレーサビリティ）確保のため「作業指示書」に記録します。

製造年月日、担当者等の追跡を可能とします。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

８． 運用 2021.2.5 4 

 

８．５．３ 顧客又は外部提供者の所有物 

ここでは、お客様又は外部提供者から所有物を受取り、納入する製品に組み込む部品または

製品として加工するための部品と材料、および預り型などそれらに関連した業務のために無償支

給されるものについて述べます。 

１．管理方法 

（１）受け入れ担当者は当社製品などと識別するため、所有物にお客様名又は外部提供者ある

いは品名の表示を行い区別します。 

（２）所有物の受入確認として ①所有物の品目、②所有物の数量、③外観の確認を行います。

また、製造担当者は製品に使用する前に外観の確認を行います。 

（３）入出庫については、管理担当者が顧客からなどの「納品書」で確認します。 

（４）損傷や劣化を防止するため定められた保管棚に保管します。 

 

２．不具合発生時の処置 

（１）受入時又は使用前に損傷、劣化、使用不可品、不良品が発生した場合は、常務がお客様

又は外部提供者へ報告します。処理方法は、お客様又は外部提供者と協議して決め

ます。 

（２）これらの内容は、顧客からの「納品書」に記録し維持します。 

 

３．知的所有権などの管理 

（１）機密文書については、鍵のかかるロッカーなどで管理、社外へ漏れないよう情報の機密管 

理を行います。 

（２）提供される情報に個人情報を含む場合には、個人情報を保護する管理を行います。 

 

８．５．４ 保存 

製品の識別、取扱い、保管、包装、保護についての管理手順を定め、品質・環境の維持確保を

目的とします。受入から工程中及び出荷に至る各段階での管理に適用します。 

１．識別 

製品の基本管理の識別及び受入品、加工組み立て、製品の識別は８．５．２に規定した通り

行います。ラミネート表記で識別を行っています。 

２．取扱い 

製造担当者は、以下の方法で取り扱いを実施します。 

 

（１） 材料はフォークリフトを使用し、損傷・劣化を防止します。 

（２） 仕掛品については、ラミネート表記で取り扱い方法を明確にしています。 

（３）最終製品は、手作業やフォークリフトにより行い、損傷を防ぎます。 
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 標題 改訂日  

 

８． 運用 2021.2.5 4 

 

３．包装・梱包 

製造担当者は、顧客指示に従い、梱包工程にて顧客支給のパレットや箱詰めを行います。 

４．保管 

管理担当者は、以下の方法で製品を保管します。 

（１）製品は識別して、損傷及び劣化を防止するため、倉庫及び工場内で保管棚等にて安全に

保管します。 

（２）入出庫管理は、製造担当者が「納品書」に基づいて管理を行います。 

（３）保管中の材料、部品および製品は、毎月一回の棚卸時に在庫品調査を行い、個数、包装

の劣化および品質・環境状態の確認を行い、「材料在庫表」に記録します。 

（４）異常が認められた場合は、８．６不適合なアウトプットの管理に従い処理します。 

５．保護 

（１）製造担当者は製品の保管に際しては、養生や梱包を行います。 

（２）出荷担当者は緩衝材（かんしょうざい）の使用などにより輸送の破損、荷崩れ防止の保護を

行います。 

 

８．５．５ 引渡し後の活動 

製品を納入した後の対応については、該当する要求事項に応じた活動を行います。 

（１）引渡し後の対応についてはお客様との取り決め、及び適用される法令及び規制要求事項

に基づき行います。 

（２）納入後の製品の不適合が発生した場合、または不適合発生の恐れがある場合には、クレ

ームとして対応します（8.7不適合なアウトプットの管理 参照） 

（３）お客様からの要望に対応した処置 

（４）クレームを含むお客様からの苦情や要望などは、常務が受付け適切に対応します。 

 

８．５．６ 変更の管理 

お客様からの要求、もしくは製造の改善のために製造方法を変更する場合は、引き続き要求事

項を確実に満たすため、変更内容の確認や管理を以下の手順により実施します。 

（１）変更（４Ｍ変更など：材料、設備、人、方法）に伴う製品への影響を社長又は工場長で検討

します。 

（２）検討の結果により、製造方法の変更を決定し、「作業指示書」に社長又は工場長の承認を 

得ます。 

（３）変更内容に関しての記録「作業指示書」を残して、変更した製品の履歴がわかるようにしま

す。（8.5.2 識別及びトレーサビリティ 参照） 
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 標題 改訂日  

 

８． 運用 2021.2.5 4 

 

８．６ 製品及びサービスのリリース 

ここでは、製品が要求事項に適合していることを検証するための、検査および試験の手順につ

いて述べます。受入れ、中間、最終検査及び出荷の段階で、製品の検査を行い、次工程へ引き渡

します。 

１．検査員 

製品検査・試験は「力量マップ」で検査について資格認定された検査員が行います。 

認定の手順は「６．２ の１．担当者の割当て」によります。 

 

２．受入検査 

（１）受入担当者は、当社で購入する購買品及び製品の受入検査を「自社注文書」と納品書と照

合して、①外観、②品名・サイズ、③数量の確認で行います。また外注先からの受入検査で

は「自社注文書」及び納品書に基づく検査を行います。 

（２）検査で合格した部品・製品を使用します。合格の場合は、納品書に受入担当者のデータ印

を押印または署名します。 

（３）お客様所有物又は外部提供者については規定に従い受け入れ確認し、管理します。

（8.5.3顧客又は外部提供者の所有物 参照） 

（４）製造の段階で発見した不適合品については、社長または工場長と検討の上、必要な識別

や処置を行います。 

 

３．中間検査及び試験 

（１）製造部門担当者は、工程中の検査試験を該当する「作業指示書」、に従って、必要な検査

試験を実施します。 

（２）合格品は、「作業指示書」に検査員のデータ印を押印するか又は署名して、次工程へ流し

ます。 

（３）不良品について可能な場合は修正し、再検査します。 

（４）その他の不良品は、８．７ 不適合なアウトプットの管理に従って、処理します。 

 

４．最終検査及び試験 

（１）生産工程における検査合格した製品は検査担当者が最終検査を行います。 

（２）最終検査は該当する「作業指示書」の検査基準に基づいて行い、全ての検査が終了・合格

していることを検証し、製品の検査基準への適合度合いを確認します。 

（３）最終検査が合格となった場合は、工場長又は社長が承認し、「作業指示書」の最終検査印

欄に押印を受けた後、出荷します。 
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 標題 改訂日  

 

８． 運用 2021.2.5 4 

 

 

５．出荷の特別処置 

製品の出荷は、すべての規定された検査及び試験が終了・合格するまで行いません。 

ただし、社長及び工場長の承認及び該当する場合はお客様の承認を得て出荷することが

できます。この場合、「作業指示書」に特別処置による出荷であることを明記します。 

 

８．７ 不適合な製品（アウトプット）の管理 

規定された要求事項に適合しない不良品が誤って使用と引き渡しされることを防止するために

不良品が発生した場合の識別や連絡、処置の決定および報告の手順を定めます。受入れ、中間、

最終検査及び、お客様への製品などの引き渡し後の段階で、不適合の性質や与える影響に従っ

て、適切に処理を行います。 

 

１．受入れ不良品の処置 

（１）受入れ担当者は、受入不良品は不合格として供給元へ返却します。 

（２）製造工程で発見された、購買品についても発生状況を確認して、返却します。 

（３）不良品の処置については、「納品書」に記録します。 

 

２．中間の不良品の処置 

製造担当者は、以下の手順により不良品を処置します。 

（１）不良品は、不適合品であることを明確に示す標識を付けます。 

（２）不良品は、適合品と区分するために特定の場所を定め、隔離します。 

（３）設備の不調など、不適合なプロセスについて、不適合発生の区分を特定します。 

（４）修正可能なものは、修正後、再検査にて良品であることを確認します。 

（５）修正できないものは、廃棄処分とします。 

（６）不良品の発生と処置については、「作業指示書」に記録します。 

 

３．最終検査の不良品の処置 

（１）社長または工場長が判断して、最終検査及び試験における不良品現品は廃棄します。 

（２）検査のサンプリングで、不良の発生率がロット判定の基準を超えた場合は、該当ロットにつ

いては全品検査を行います。 

（３）不良品とその内容を調査の上、必要な検品確認などにより、不良品を排除します。 

（４）最終検査での不良品と処置については「作業指示書」に記録します。 
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 標題 改訂日  

 

８． 運用 2021.2.5 4 

 

４．特別採用の処置 

（１）規定要求事項には満たないが実用上問題ない場合は、修正して又は修正しないでお客様

の承認を得て特別採用とします 

（２）社長又は工場長は、関係部門の特別採用の申請に基づき、特別採用の対象とするかどう

かを判定します。特別採用の対象とする場合は、関係部門と協議して「作業指示書」記載し、

社長又は常務を介してお客様に申請します。 

（３）社長または工場長は、お客様の承認を得た後、出荷を許可します。 

特別採用の内容は「作業指示書」に記録し、製品との対応を明確にしておきます。 

 

５．出荷後に判明した不良品の処置 

（１）お客様クレーム 

お客様への出荷後に判明した不良品については、お客様クレームとして扱い、「不適合処

置報告書」を発行して、処置を行います。 

（２）当社で判明した場合の処置 

出荷後に部品の不具合や製造工程の不備などが発覚し、出荷済みの製品が不良品とな

る恐れがある場合は、「不適合処置報告書」を発行して処置方法を検討し、対応します。 

（３）「作業指示書」など記録の追跡調査などにより、発生原因の影響範囲についても適切な処

置を行います。 

（４）社長又は常務はお客様から要求ある場合には、不良品の調査、対応及び再発防止策を決

定して、報告します。 

 

  ８．７．２ 不適合な製品（アウトプット）の文書化した情報 

不適合なアウトプットが発生した場合に行った処置について、以下の文書化した情報を保持しま

す。 

①  不適合の内容・・・作業指示書、不適合処置報告書 

②  不適合の処置・・・・作業指示書、不適合処置報告書 

③  特別採用・・・・・・作業指示書 

④  不適合処置の承認者・・・・・・社長又は工場長 
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 標題 改訂日  

 

８． 運用 2021.2.5 4 

 

８．８ 環境運用の計画及び管理 

環境マネジメントシステムの要求事項を満たすため、並びに、6.1（リスク及び機会の取り組

み）及び 6.2 で特定した取り組みを（品質目標、環境目標）実施するため、以下の項目を計画

し実行します。計画、運用のための文書化した情報を維持します。 

 

１． 著しい環境側面の維持管理 

  環境側面評価にて特定された関連部門にて運用管理を行います。 

（１） 著しい環境側面に関係する部門は該当する設備・作業について「著しい環境側面の管理

一覧」にて運用管理の方法を定めます。 

（２） 環境設備のメンテナンスや作業内容の詳細は、「作業標準」などに記載します。 

（３） 作業標準の中には運用基準を明記するか、別に業者の作業報告書や点検表等を作成し

て運用の基準を明らかにします。 

 

２． 遵守義務への対応運用 

（１） 法的要求に対応する各種申請、届出については常務が窓口となります。 

（２） 常務は、「環境関連法令登録一覧評価表」に基いて法令などの要求事項について、管理

します。 

（３） 監視、サンプリング、測定方法等については作業標準、点検表等を作成します。 

 

３．リスクと機会への取り組みについては計画を作成し、毎月の運用状況について監視を行い

ます。 

 

４． 運用管理の見直し、変更 

（１） 事業活動の変更や、環境側面の変化がある場合には、常務により、計画した変更の管理

と、予定しない変更に対応する見直しを行います。更に必要な場合は、変更による悪影響の

緩和を実施します。 

（２） 検討の結果に応じて、関連文書、手順を改訂し、再配布を行います。 

 

５． 外部提供者（購入先及び外注等）の管理 

外部委託するプロセス・業務について、その内容が及ぼす環境影響に応じて、必要な管理

及び指示、伝達を行います。 

（１） 著しい環境側面に関連する業務を請け負わせる常務は、その業務の環境側面、環境影

響、作業手順書等の内容を協力会社に伝達します。 
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（２）環境に関連する設備の新設、補修工事を管理する常務は、設備の新設、改造工事に際

し、環境管理に関する要求を文書などにより提示し、工事を請け負う委託先へ伝達します。 

（３）環境に影響をおよぼす資材、原材料の購入を管理する常務は物品を供給・搬入する協

力会社に対し、材料の安全データシート（ＭＳＤＳ）や環境管理に関する要求事項を伝達し

ます。 

（４） 運送を委託する会社に対しては、輸送、運搬上で環境への配慮を要請します。（省エネ、

リサイクル、再使用、削減など） 

 

６． 製品、サービスに関するライフサイクルの取り組み 

当社の提供する製品、サービスについてはそのライフサイクルで環境に関係する事項を踏ま

えて、取り組みます。 

（１）当社の常務の活動では、製品の可能な分別、リサイクルが可能となるよう行います。更に、

作業及び工程については作業標準などを作成して、環境に関係する事項、安全の確保など

を行います。 

（２）必要な場合は製品の調達に関してや環境上の要求内容をまとめます。 

（３）購入、外注など外部への委託については 4. 外部提供者（購入先及び外注等）の環境上

の要求事項を決めて管理を行います。 

（４） 製品の輸送、運搬の業務では、環境に配慮する要求を行うか、検討します。 

（５） 提供する製品について、お客様の使用中や不要となって処分する場合の潜在的な著し

い環境側面の情報を提供するか検討します。 

（６）上記（１）～（５）のライフサイクルへの取り組みは、関連する部門で実施出来る事項を検討

の上、計画し実行します。 

（７） ライフサイクルに関して検討、実施した内容を「製品アセスメント記録」などに作成します。 

 

８．９ 緊急事態への準備及び対応 

６．１リスクと機会の取り組みで検討して、想定する緊急事態への準備及び対応を行い、そ

れらに伴う有害な環境影響を予防し緩和します。 

１． 緊急事態における可能性の特定 

（１） 当社内外に著しい環境影響を及ぼす可能性のある事故、火災・地震・爆発等及び自然災

害から、緊急事態を想定します。 

（２） 常務は想定した緊急事態を、著しいと評価した環境側面を含めて「著しい環境側面の管理

一覧」に明記します。 

 

２． 手順の作成、準備 

（１） 該当部門では緊急事態へ備え、想定される対応手順書（環境上の事故及び緊急事態対

応手順書等）を作成します。 

（２） 手順には発生時の対応方法を記載し、合わせて準備についても記載します。 
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  ８． 運用 2021.2.5 4 

 

３． 緊急事態発生時の処置 

（１） 対応手順には、緊急事態発生時の処置方法を記載します。 

・緊急事態の把握と連絡方法 

・応急処置、準備物の使用 

・避難の方法、ルート（環境上の事故及び緊急事態対応手順書に追加） 

・緊急事態を解消する方法、依頼、など 

（２） 緊急事態が発生した箇所に対して処置を行い、緊急事態を解消します。 

（３） 発生原因の担当部門にて、原因を追究し、再発防止のための是正処置を決定します。ま

た、作成している対応手順の見直しも行います。 

（４） 担当常務は「異常報告書」を社長へ提出、内容の承認を得ます。 

 

４． 防災訓練・事故及び緊急事態のテスト 

（１）常務の主管のもとで、年 1 回（１０月）、防災訓練や実行可能な事故及び緊急事態の訓

練・テストを実施して、緊急事態の対応手順の有効性を確認します。 

（２） 訓練・テストを行った結果により、手順の見直しを実施し、必要な場合はマニュアルや手

順書の改訂を行います。 

（３）緊急事態の訓練・テスト及び対応手順の周知と教育訓練は、関係する利害関係者も 含めま

す。 

（４） 常務は「緊急事態テスト実施報告書」を社長へ提出、内容の承認を得ます。 
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９． パフォーマンス評価 

９．１ 監視、測定、分析及び評価 

９．１．１．１ 品質に関する監視、測定、分析及び評価の概要 

品質マネジメントシステムの計画及び成果を確認するために、監視、測定、分析評価を行い

ます。 

 

（１）監視、測定の内容 

データ 担当 実施時期 監視、測定の方法 

製品の適合の特性・傾向 常務 毎月 月別不良のデータの収集 

プロセスの計画の実施 社長 毎月 歩留まり、など 

お客様満足 常務 毎月 
受注状況の調査、売上調査、

クレーム件数 

マネジメントシステムの実績と有

効性 
社長 

監査、審査の実施

時、マネジメントレ

ビュー時 

内部監査及び外部審査の結

果、マネジメントレビュー 

各部門の業務の状況 

 
常務 毎月 ミーティング、朝礼 

リスクと機会への対応の監視 常務 毎月 リスクと機会の計画・実績表 

不適合及び是正処置の状況（改

善の必要性） 
常務 不適合の発生時 不適合処置報告書 

品質・環境目標の達成度（実績と

有効性） 
常務 毎月 品質・環境目標計画実績表 

外部提供者の評価及び 

受け入れ品の評価 
常務 

毎月及び新規及

び再評価時 

継続供給者チェックリスト兼供

給者リスト 

２０１９．１０．２２で終了 

（２）毎月監視、測定した情報については、分析、評価を毎月行います。 

その他の情報については、マネジメントレビューで分析、評価を行います。 

（３）品質・環境マネジメントシステムの成果や有効性については、マネジメントレビューで分析、

評価を行います。 

（４）上記の監視、測定、分析及び評価の結果については、監視・評価に記載さ れた方法で

記録を残します。 
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９．１．１．２ 環境に関する監視、測定、分析及び評価の概要 

環境の実績と環境マネジメントシステム運用に必要な監視、測定・分析及び評価を以下によ

り実施します。 

１．監視、測定及び分析評価の一覧表 

 対 象 

項 目 環境目標の進捗 
著しい環境側面の

適合性 
遵守義務の適合性 

環境マネジメント

システムの実績 

担 当 常務 常務 
常務 

内部監査員 
常務 

方 法 
環境目標計画・実

績表 
運用、管理の手順 

環境関連法規等の

遵守状況 
内部監査（9.2） 

監視、測定の時

期 
毎月 

毎月、または上記の

手順の時期 
年１回 

内部監査実施

通知書に基づく 

基準または指標 計画 チェックシート等 遵守義務の内容 
規格及び品質・

環境マニュアル 

文 書 

（記録） 

環境目標計画・実

績表 
チェックシート等 

環境関連法規等の

遵守状況記録 

内部監査報告

書 

分析、評価の方

法 

計画の達成度、内

容の分類、など 
実績の確認 適合性を判断 

適合性、改善の

機会を判断 

分析、評価の時

期 
年１回（マネジメントレビュー時） 

分析、評価の文

書 
マネジメントレビュー記録 

 

３． 測定機器の校正管理 

現在環境に関する監視・測定機器は使用していないので、適用は不可能。 

今後監視・測定機器を使用する場合は以下のルールで行います。 

（１） 環境の監視、測定に用いる測定機器をリストアップして、常務が一覧を作成します。 

（２） 常務は測定機器の校正、点検の計画を作成します。 

（３） 常務は、計画に従い校正または点検を行います。 

（４） 校正、点検の結果は「測定機器管理台帳」に記録します。 

（５） 記録には計測器の識別のために下記事項を明記します。 

・機器名 

・管理番号 

・校正、点検の基準器（番号） 

・実施年月日 

・担当者 
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（６） 校正、点検した測定機器には有効期限を明示しておきます。 

 

３． 環境マネジメントシステムの監視 

常務は内部監査計画書にもとづき環境実績及び環境マネジメントシステムの有効性を評価する

ために内部監査を行い、環境マネジメントシステムに対する監視を行います（9.2 内部監査 参

照） 

 

４． 監視、測定、分析及び評価のコミュニケーション 

（１） ７．４コミュニケーションで定めた方法により、会社内外のコミュニケーションを行い、環境実

績の状況の監視、報告及び評価を行います。 

（２） 遵守義務の要求に沿って、環境実績の情報については、行政に対する年間報告等を通じ

て外部とのコミュニケーション（必要な届出、報告、変更事項の提出、など）を行います。 

５．監視測定、分析及び評価の結果については、１．監視、測定及び分析評価の一覧表により記

録を残します。 

 

９．１．１．３ 遵守評価 

遵守義務の監視、測定及びそれに基づく処置については、以下の通りに行います。 

１. 遵守義務の監視、測定 

（１）当社の環境側面に関連する法的要求事項及びその他の受け入れた要求事項の遵守状況

については、「環境関連法令登録一覧評価表」で明確にされた内容が遵守されているか、

毎年１回（６月）各項目別に確認します。 

（２）遵守状況の結果については、「環境関連法令登録一覧評価表」に記載し、記録として保管しま

す。 

 

２． 自主基準が必要な施設の管理 

（１）遵守義務の対象となる環境関連施設については、運用及び監視に必要な力量及び知識を

もつ人を割り当てます。 

（２）施設担当者は、法で定められた方法、間隔で監視、測定を実施します。 監視、サンプリン

グ、測定方法等については法令などに基づき実施し、記録を残します。 

３．遵守義務の監視、測定の結果に応じた処置 

（１）監視、測定の結果が遵守義務に対して、満たさない、または恐れがあるような場合には、修

正、緩和などの処置を行います。 

（２）法などの定めに従い、必要な外部へのコミュニケーションを行います。 

（３）常務は、問題が発生した場合は、修正及び再発防止のための是正処置を図ります。 
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 ４．遵守状況の知識・理解 

     遵守状況に関する内部コミュニケーションとして、担当者に対する知識及び理解の教育を計画し、

実行します。 

 ５．記録 

   遵守評価の結果については記録を「環境関連法令登録一覧評価表」に作成します。 

 

９．１．２ 顧客満足 

お客様から製品、及び当社に対する満足度の情報を得て、品質・環境マネジメントシ 

ステムの改善に繋げます。 

１．調査方法 

（１）常務は、顧客満足度調査票を用いて、毎月受注状況や打合せなどを通じて、調査を行

います。 

（２）常務は毎年 5月に上記の情報から、改善の必要性を検討します。 

（３）常務はマネジメントレビュー会議のインプット情報として提供します。 

 

９．１．３ 分析及び評価 

監視、測定の情報を元に、分析、評価を行い改善につなげます。 

１．評価事項 

a) 製品の適合 

b) 顧客満足度 

c) 品質・環境マネジメントシステムの成果及び有効性 

d) 計画が効果的に実施されたかどうか。 

e) リスク及び機会への取組みの有効性 

f) 外部提供者の成果 

g) 品質・環境マネジメントシステムの改善の必要性 

 

※各データの分析、評価の時期については、 ９．１．１ により行います。 

 

３．報告 

（１）上記のデータ収集した結果はミーティングやマネジメントレビューで報告します。 

（２）分析には必要に応じてグラフ・表などの統計的手法を用います。 

（３）マネジメントレビューで社長に報告します。 
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９．２ 内部監査 

当社で規定する品質・環境マネジメントシステムを適切に運用するために、ＩＳＯ９００１及び１４０

０１を適用している各部門に対して年間計画に基づき、内部監査を実施します。 

１．監査の目的 

① 品質・環境マニュアル・手順書通りに実行しているか。 

② 品質・環境マネジメントシステムがＩＳＯ９００１・１４００１の要求事項に適合しているか。 

③ 効果的に実施されているか。 

 

２．内部監査の計画 

（１）常務は、以下の内容に応じて、年間の「内部監査実施通知書」を作成します。 

① 各業務の品質・環境面の重要度 

② 問題の発生度合い 

③ 前回までの監査結果 

④ 監査の頻度 

⑤  会社に影響する変化 

常務が必要と認めた場合は、年間の「内部監査実施通知書」とは別に随時内部監査を行い

ます。 

（２）内部監査ではＩＳＯ９００１及び１４００１の規格、品質・環境マニュアルを基準として用います。 

（３）「内部監査実施通知書」で監査の対象部門、範囲を明確にします。 

 

３．内部監査メンバー 

（１）監査を客観的、公平に行うために、内部監査チームのメンバー資格は次のいずれかの条件を

満たした者から社長が任命します。 

① 社外の内部監査員セミナーまたは主任審査員セミナーを修了した者 

② ＩＳＯコンサルタントが行う内部監査員養成講習会を修了した者 

③ 社内内部監査員の行う内部監査員養成講習会を修了した者 

（２）常務は、監査チームを１名または２名以上のメンバーで構成します。複数の場合はチームリー

ダーを選任します。また、いずれも被監査部門に直接責任を持たない者とします。 

 

４．内部監査の実施及び報告 

（１）内部監査チームは、「内部監査実施通知書」の計画に基づき、「内部監査チェックリスト」を

作成し監査します。 

（２）監査チームは、監査の結果を「内部監査チェックリスト」や「指摘事項通知書兼処置結果報

告書」に記録します。 

（３）監査チームは、内部監査の結果を社長へ報告します。 
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５．是正処置と確認 

（１）被監査部門の責任者は、検出された不適合に対して期限までに必要な修正及び是正処置を

全て行い、回答を監査チームに提出します。 

（２）常務は、監査チームを通じて指摘事項に対する是正処置の実施及び妥当性について確認し

ます。 

（３）内部監査の記録は、マネジメントレビューの必要情報として活用します。 

６．内部監査の文書と記録 

内部監査のために作成した文書と記録を維持します。 

 

９．３ マネジメントレビュー 

９．３．１ マネジメントレビューのねらい 

（１）社長は品質・環境マネジメントシステムが継続して適切に運用され、効果的となるようにマネジ

メントレビューを実施します。 

① 品質・環境マネジメントシステムは適切か。周囲の状況変化のために実態とずれていないか。 

② 品質・環境マネジメントシステムが、正しく機能して、予定通りの結果を出しているか。 

③ 将来に向けての会社の方向と合っているか。 

（２）年１回（４月）にマネジメントレビュー会議を開催します。品質・環境マネジメントシステムの見直

しを社長、及び常務が行い、社長が決定します。また、社長が必要と認めたときは随時行いま

す。 

（３）マネジメントレビュー会議では、改善の機会の評価及びマネジメントシステムの変更の必要性

を評価します。 

 

９．３．２ マネジメントレビューへのインプット 

常務は以下の情報を見直しのためのインプットとして提供します。 

（１） 以前のマネジメントレビューによるフォローアップの状況  

（２） 品質・環境マネジメントシステムに影響を与える内外の変化 

 遵守義務を含んだ利害関係者からの要求 

著しい環境側面 

（３） 分析及び評価の結果を含む報告 

① お客様満足調査結果、利害関係者からのフィードバック 

② 品質・環境目標の達成状況 

③ 製品の検査、社内不良の状況（製品の適合性状況） 

④ 各部門の業務（プロセス）の状況、及び成果 

⑤ 不適合及び是正処置の報告（改善の状況） 

⑥ 監視及び測定の結果 

⑦ 内部監査の結果 及び外部審査の結果 

⑧ 外部提供者の評価及び受け入れ品の評価 

⑨  傾向と環境実績の情報 
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（４） 教育・訓練や設備などインフラストラクチャ（設備や機械など）の適切性、作業環境等 

（５） リスクと機会への対応の状況 

（６） 改善のための提案、継続的改善の機会 

（７） 苦情を含む利害関係者からのコミュニケーション 

 

９．３．３ マネジメントレビューからのアウトプット 

１．アウトプット（見直し結果）項目 

品質・環境マネジメントシステムの見直しのアウトプットは、下記の項目に反映させます。 

 

（１）改善の取り組み 

・お客様要求事項に対する製品改善 

・プロセス及び業務の改善 

（２）品質・環境マネジメントシステムの変更が必要かどうか（品質・環境方針、品質・環境目標、品

質・環境マニュアル、手順書等） 

（３）資源の見直し（教育訓練、設備、作業環境、組織の見直し等） 

（４）マネジメントシステムが適切・妥当且つ効果的であるか 

（５）マネジメントシステム、他の継続的改善の必要性 

（６）経営資源を含むマネジメントシステムの変更の必要性 

（７）品質・環境目標が達成できなかった場合の、対応 

（８）他の事業プロセスへの環境マネジメントシステムに統合を改善する機会 

（９）品質・環境方針及び、戦略的事業の方向についての修正の必要性 

 

上記について文書化した情報として「マネジメントレビュー記録」を保持します。 

 

２．マネジメントレビューの決定とフォロー（実施の確認） 

（１）品質・環境マネジメントシステムの見直しの結果は、「マネジメントレビュー記録」を保持します。

また、社長及び常務に配布します。 

（２）マネジメントレビューの結果、社長はアウトプット項目及びその他改善が必要と判断した項目に

ついては、是正処置等を指示します。 

（３）常務は是正処置を実施し、社長へ報告します。 

（４）常務は是正処置の適切性を確認し、社長にフォロー（実施の確認）の報告をします。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

１０． 改善 2021.2.5 4 

 

１０． 改善 

１０．１ 一般 

お客様の満足を満たし更に向上させるためと品質・環境マネジメントシステムが成果をあげてい

くために、９パフォーマンス評価を通して、改善に取り組んでいきます。 

改善にあたっては、以下のことを考慮します。 

（１）お客様や法令・規制の要求を満たす製品、サービスの提供の改善 

現在に限らず将来のニーズや要望に向けた改善も図ります。 

（２）是正処置の有効性、想定しているリスクなどの問題発生の軽減や防止 

（３）品質・環境マネジメントシステムの実績と有効性についての改善 

   内部監査及びマネジメントレビュー等 

 

１０．２ 不適合及び是正処置 

当社における客先クレーム、内部監査、製品、工程、品質・環境マネジメントシステムについて

発生した不適合に対し適切な処置を行います。さらにその原因を除去して、再発を防止するため、

適切な是正処置を行います。 

１．品質における不適合と是正処置 

  以下の不適合が発生した場合は、社長より是正処置を指示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．環境における不適合と是正処置 

当社では、下記を不適合と定義して対応します。さらにその原因を除去して、再発を防止する

ため、社長から是正処置を指示します。 

（１）緊急事態の発生 

（２）環境法規制及びその他要求事項から外れた場合 

（３）行政機関よりの環境上の指摘・指導を受けた場合 

品質に関する是正処置の判断例 

不適合の報告 是正を開始する基準 

社内不良 

リピート品については、連続して不良が発

生した場合、単発品については内容を検討

して、是正処置の必要性を常務が判断す

る。 

お客様クレーム 
お客様からの対策の要求 

当社に責任のあるクレーム 

内部監査及び外部審査報告 不適合が発生した場合 

データ分析結果報告 常務が、品質・環境上必要と判断した場合 

外部提供者の不良 
連続して不良などが発生した場合。損失金

額が１０万円以上の場合。 
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鶴町製作所 品質・環境マニュアル 制定日 2019.10.11 改訂番号 

 標題 改訂日  

 

１０． 改善 2021.2.5 4 

 

（４）利害関係者からの苦情を受けた場合 

（５）運用基準から外れた場合 

（６）内部環境監査における不適合の指摘 

（７）その他不適合に該当する項目 

 

３． 不適合への対応と処置 

不適合の発生部門では、関係部門と検討の上、不適合の状態を解消します。 

（１）不適合の内容を確認します。 

（２）発生した不適合の範囲を調査、確認して可能な修正を行います。 

（３）不適合を解消するための処置をとります。 

（４）クレームへの対応では、各担当者よりお客様への報告も行います。 

 

４． 是正処置 

常務は、発生部門を含めた関係部門と検討して、再発防止のために是正処置の必要性を

決定します。 

（１）発生、処置した不適合の内容、経緯などを確認します。 

（２）不適合が発生した原因の究明を行います 

（３）同様な不適合がないか、その原因により、不適合が再発する可能性が及ぶ影響を評

価します 

（４）対策が必要と判断した場合は、是正処置の対象、実施内容を決定します 

（５）担当部門で、是正処置を実施します。 

 

５． 是正処置の評価 

（１）担当部門は、社長及び常務へ実施した是正処置の結果を報告します 

（２）社長及び常務は対策の実施状況、再発の有無などから是正処置で行った活動を評

価します。 

（３）想定、対応したリスクについて見直しを行います。（6．1 リスク及び機会 への取組み 

参照） 

（４）是正処置に伴って、品質・環境マネジメントシステムの変更について検討します。 

（５）品質・環境マネジメントシステムの変更を行います。（6．3 変更の計画･ 参照） 

      文書化した情報として「指摘事項通知書兼処置結果報告書」に記録を維持する 

１０．３ 継続的改善 

顧客満足の向上と品質・環境マネジメントシステムの適切性、妥当性、有効性を達成するため

に、以下の機会を通じて継続的改善の検討、実施を行います。 

（１）内外の課題及び利害関係者の状況、会社の方向（4 組織の状況 参照） 

（２）リスクの想定と対応データ分析（6．1 リスク及び機会への取組み 参照） 

（３）品質・環境目標（6．2 品質・環境目標及びそれを達成するための計画策定 参照） 

（４）パフォーマンスの監視、測定及び分析、評価、是正処置（9.1 監視，測定，分析及び

評価 参照） 

（５）内部監査（9.2 内部監査 参照）及び外部審査 

（６）マネジメントレビュー（9．3 マネジメントレビュー 参照） 

（７）是正処置（10．2 不適合及び是正処置 参照）  


