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MS01 

 

マネジメントシステム認証実施規程 

 
1．目的 
1.1 この規程は、一般財団法人建材試験センターISO 審査本部（以下、「JTCCM MS」とい

う。）が、次のマネジメントシステム適用規格（有効な 新版）に基づく認証登録（以下、

「認証」という）を実施するにあたって必要な事項（認証の手順、及び、認証の申請・登録組

織と JTCCM MS の双方の権利と義務についての規定）を定め、認証の公正かつ円滑な運営を

図ることを目的とする。 
・ ISO9001（JIS Q 9001）に基づいて実施する品質マネジメントシステム 

（以下、「QMS」という。） 
 

・ ISO14001（JIS Q 14001）に基づいて実施する環境マネジメントシステム 
（以下、「EMS」という。） 
 

・ ISO39001 に基づいて実施する道路交通安全マネジメントシステム 
（以下、「RTSMS」という。） 
 

・ ISO50001（JIS Q 50001）に基づいて実施するエネルギーマネジメントシステム（以

下「EnMS」という。） 
 

・ ISO55001 に基づいて実施するアセットマネジメントシステム 
（以下、「AMS」という。） 
 

・ OHSAS18001 に基づいて実施する労働安全衛生マネジメントシステム 
（以下「OHSMS」という。） 

備考 1.1 認証の申請者を「申請組織」、認証された組織を「登録組織」といい、両者を

総称して「組織」という。 
 
1.2 審査の種類は、初回審査（第 1 段階（事前）審査、第 2 段階（実地）審査）、サーベイラ

ンス審査、再認証審査、拡大審査、フォローアップ審査（重大な不適合のフォロー、重要なシ

ステム変更に対するフォロー、苦情若しくはその他の情報の分析結果に基づくフォロー）及び

これらの組合せ（拡大審査とサーベイランス審査、拡大審査と再認証審査）とする。 

審査の方法は、単独審査、複合審査、統合審査、共同審査により現地で行う。 

JTCCM MS は、審査の種類、方法によって詳細な手順を別途、定める。 

備考 1.2 
複合審査：2 つ以上のマネジメントシステム規格の要求事項に関して同時に審査を実施

すること 
統合審査：2 つ以上のマネジメントシステム規格の要求事項を単一のマネジメントシス

テムに統合して適用し、二つ以上の規格に関して同時に審査を実施すること 
共同審査：他の認証機関と共同で審査を実施すること。 

 

1.3 この規程には、申請組織及び登録組織の権利と義務、及び JTCCM MS の権利と義務につ

いての規定を含む。 
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1.4 JTCCM MS は、申請組織のマネジメントシステムを十分に審査すること、及び審査に基

づいて、適合性を示す十分な証拠がある場合、認証すると決定すること、又は適合性を示す十

分な証拠がない場合、認証しないと決定することに責任をもつ。 
認証のための要求事項への適合に責任を持つのは、JTCCM MS ではなく、組織である。こ

のことは、組織が、JTCCM MS の認証のための要求事項（以下、｢JTCCM マネジメントシ

ステム認証基準（略称：認証基準）｣という。）に引き続き適合していることを、JTCCM MS
が実施する規定の審査及びサーベイランス活動に際し、JTCCM MS の求めに応じて、自ら実

証する責任をもつことを意味する。 
マネジメントシステム認証業務の遂行の責任者は、JTCCM MS の本部長とする。 

備考 1.4 サーベイランス活動とは、サーベイランス審査及び他のサーベイランス活動をい

う。他のサーベイランス活動は、次の事項を含む。 
・ 認証に関する、JTCCM MS から登録組織への照会。 
・ 登録組織の活動に関する登録組織自身の表明（例えば、販売促進資料、ウェ

ブサイト）があればそのレビュー。 
・ 登録組織に対する、文書及び記録の（書面又は電子媒体による）提供の要請 
・ 登録組織のパフォーマンスを監視する他の手段。 

 
2．認証の対象 
2.1 主として建設関連産業の組織のマネジメントシステムを認証の対象とし、個々の製品又は

サービス／活動の良否は認証の対象ではない。 
備考 2.1 組織とは、製品又はサービスあるいは活動に対して、マネジメントの機能を確実

にするための責任、権限及び相互関係が整然と配置されている要員及び施設をい

い、例えば、製造業者、流通業者、輸入業者、組立業者、建設業者、サービス提

供者などを指す。 
 
2.2 JTCCM MS の認証の対象となる業種は、次の通りとする。 

・ 建設業（ゼネコン、サブコン、工務店等、造園工事業、内外装維持業等） 
・ 建設に関わる設計・コンサルタント業（建築設計、建設コンサルタント等） 
・ 工業化住宅製造業及び関連販売業（メーカー、ディーラー等） 
・ 建設部材・材料製造業（建築用内外装部材、土木用部材、住宅用部材等） 
・ その他 

 
2.3 JTCCM MS の認証の対象となる組織には、社会的な妥当性を持たないと社会一般から看

做される組織を含めない。具体的には、つぎのような組織及び団体が、JTCCM MS の認証の

適用に該当しない。 
1） 暴力や威力などに訴えるなどして組織の目的を達成しようとする、及び／又は、社会秩序

並びに社会的公正及び社会的利益に反する私的な目的を達しようとする団体や組織 
2） 前号の団体や組織の資金源を獲得することを目的として、設立及び又は運営管理されてい

るとみなせる団体や組織 
 

3．認証と認証基準 
3.1 認証は、申請組織のマネジメントシステムを、該当のマネジメントシステム規格を含む

JTCCM MS の認証基準に照らし合わせて審査し、登録証を交付するとともに登録リストに記

載し JTCCM の機関誌等に掲載する。 
また、JTCCM MS にて認証した組織の認証範囲が、公益財団法人日本適合性認定協会（以

下、「JAB」という。）から JTCCM MS が認定された範囲に該当する場合には、JAB の

ウェブサイトで“適合組織”として、JAB により公開される扱いを受けることができる。こ
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れを希望する場合は、その旨を JTCCM MS に申告して手続きをする。 
認証組織が JAB により公開される扱いを受ける場合は、JAB MS200 マネジメントシステム認

証機関の認定の手順注 1)の「7.4.2 組織審査立会」及び「附属書 D－組織審査立会にかかわる要請」

と「11.13 現地審査以外のサーベイランス活動」及び「附属書 E－マーケットサーベイランス訪問

の手順」の対象となる。 

注 3.1：JAB のウェブサイトを参照。 

 

3.2 認証の有効期限は、登録日から 3 年以内（原則 3 年間）とする。 
 

3.3 再認証することにより認証を更新することができる。再認証後の有効期限は更新日から

3 年以内（原則 3 年間）とする。 
 
3.4 JTCCM MS の認証基準の 新版は、JTCCM MS のウェブサイトから提供を受けること

ができる。組織は、当該認証基準の適用に際しては、有効な 新版の認証基準を確認する。組

織は、JTCCM MS が管理するウェブサイトから認証基準が入手できないときは、その旨を

JTCCM MS に書面(ファックス等を含む)で申告することで、その提供を受けることができる。 
JTCCM のマネジメントシステム認証基準は次からなる。 

・ JTCCM に認証を依頼したマネジメントシステムに係る適用規格（1.1 参照）注) 
・ MS01 マネジメントシステム認証 実施規程 

・ MS01D マネジメントシステム認証 登録証の移転手順 

・ MS04 マネジメントシステム認証 ロゴマーク使用規程 

注 3.4：マネジメントシステムに係る適用規格は、提供しない。組織が適宜入手する。 

 
4．認証申請 
4.1  申請については、申請書（様式 MS01-1）１部を JTCCM MS に提出する。 
 JTCCM MS は、申請にあたり必要な追加資料を求めることがある。 

再認証の申請については、審査の実施希望時期について（様式 MS01－9.4）を返信し、それ

をもって再認証の申請とする。 
統合審査を希望する組織は、統合審査申請書（様式 MS01-1.4）を提出する。JTCCM は、

統合レベル等を確認し、統合審査の実施が可能かどうかの判断を行う。 
なお、組織は、申請書に記載された担当者を変更した場合は様式 MS01-2 を、申請内容に変

更が生じた場合は様式 MS01-3 を、申請又は認証を取り下げる場合は様式 MS01-4 を速やかに

JTCCM MS に提出しなければならない。 
備考 4.1 担当者の変更については、様式 MS01-2 を提出する。 

 
4.2  申請書は、日本語で記入する。 
 
4.3 場所が特定された組織のマネジメントシステムを対象とする。 
 
4.4 QMS は「供給する製品又はサービス」を EMS、RTSMS、AMS 及び OHSMS は「活動、

製品及びサービス」、EnMS は、「活動」についてのマネジメントシステムを対象とする。 
備考 4.4 申請書に記載された認証範囲の内容については、必要の都度、申請組織と合意の

上、変更する場合がある。 
 
4.5 申請書を受領した場合には、JTCCM MS は次の 1)から 3)の処置をする。 

1） 申請書及び申請書を補足するために添付された書面に基づき、申請を受理できるかど
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うかをレビューする。 
レビューは、次の要件に照らして行う。 
① 申請書及び申請書の添付書類が要求事項を満たしていること。 
② 希望する申請範囲について、認証を実施する適用可能な審査プログラムを保持し、

その該当プログラムを実施し得るに必要十分な力量のある審査要員を確保できる

こと。 
③ 希望する申請範囲、申請組織の詳細（当該組織の名称及び物理的な所在地の住所、

プロセス及び運用、人的及び専門的資源、機能、関係、並びに該当する法的義務

が該当）、審査の完了に要する工数及び審査活動に影響するその他すべての点が

考慮されていること。複数サイトの申請では、複数サイト工数算定表、企業別審

査プログラムの作成により確認する。 
④ 他の認証機関から、登録証の移転を希望し、認証の申請書を提出した組織につい

ては、「登録証の移転手順」に基づき、所定の移転レビューを行い、申請組織とそ

のマネジメントシステムが、移転手順で規定された要件を満たしていることを確

認する。 
⑤ 故意の虚偽説明によって認証を取り消された組織からの申請については、本規程 

22．による。 
申請書を受理する場合には、JTCCM MS は、申請組織に申請受理書（様式 MS01-5）

を発行する。また、申請を却下する場合にはその理由を付けて通知する。 
なお、申請の却下は次の場合に行う。 
・ 2.2 で明記した JTCCM MS の認証範囲以外の業務について申請があった場合。 
・ 2.3 及び 22.2 に該当する組織。 
・ 認証を実施する能力が JTCCM MS にない場合。 

・ 申請組織が、申請料金、基本料金又は再認証登録料不払いの場合。 

・ 申請組織より申請取り下げの申し出があった場合。 

備考 4.5 認証の申請窓口は、審査部、関西支所及び福岡支所とする。この際、郵送も認め

る。 

 

2） JTCCM MS は、認証の実施について実施する能力を確認し、必要な場合には、その情

報を申請組織に提供する。 

 

3） JTCCM MS は、申請書の裏付けとして申請組織に会社概要、カタログなど追加情報の

提供を要求することができる。また、申請内容に対する JTCCM MS 及び申請組織の理

解の違いを解消する。 

 

4） 申請受理書（様式 MS01-5）の発行をもって法的に有効な契約とする。 
ただし、認証契約書（様式 MS01-1.3）による契約締結後は、これを優先する。契約に

は、本規程（引用された JTCCM MS 規程類を含む）にある申請・登録組織（認証範

囲に含まれる全ての事業所）と JTCCM MS の双方の権利と義務を含む。 
 

5） 申請取下げの申し出が、申請受理書の発行後、又は認証契約書の締結後である場合は、

既に払い込まれた料金は原則として返還しない。 
 
4.6 申請組織は、マネジメントシステム文書（例えば、QMS では品質マニュアル）及び道案

内図（様式 MS01-6）を指定期限までに JTCCM MS に提出する。 
注 4.6 マネジメントシステム文書：ISO9001:2015、ISO14001:2015 等における、従来のマ
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ニュアル同等の文書又はマネジメントシステムの 上位文書若しくは規格要求対象の

「文書化した情報」をいう。 
  
4.7  JTCCM MS は、求められた場合には、申請に関する追加情報を申請組織に提供する。

申請された範囲が認定を受けていない範囲に関係する場合、申請組織と協議する。 
審査工数決定に関する手順は、「審査工数決定手順」による。 
 
4.8 JTCCM MS と申請組織は、認証の過程において発生した文書で、その文書の有効期間内

（申請中であるもの又は認証有効期間内であるもの）であるものについては、責任を持って双

方が保存する。万一の火災等の災害により、どちらか一方がそれらの文書を喪失した場合は、

残りの一方が文書の情報を提供するものとする。 
 
4.9 申請組織に帰すべき理由によって、申請を受理した月から１年以内に 5.1 に示す審査を開

始することが出来ない場合、当該申請は失効する。 
 
5．認証手順 
5.1 JTCCM MS は、申請書を受理した後、初回審査の準備を申請組織とともに進める。初

回審査とは、第１段階審査（文書審査、事前審査）及び第２段階審査（実地審査）の一連の

審査をいう。審査目的は審査ごとに定め、審査通知書にて申請組織へ通知する。 
業務フローを別紙 MS01-1 に示す。 

 
5.2 JTCCM MS は、審査の全段階に対して責任を負い、守秘義務を遵守する。なお、各審査

は所定の資格を有する JTCCM MS 審査員及び技術専門家に当たらせ、下請負機関を用いない。 
 
5.3 審査員（技術専門家を含む）が審査対象組織と以下 1)から 3)の関係がある場合は、当該

審査の公平性確保及び利害抵触排除のため、当該審査チームに選定しない。 
1） 過去 2 年間に認証の対象となるマネジメントシステムの確立方法の助言 
2） 関係書類の作成等のコンサルタント業務及び類似のサービスの提供 
3） その他（親密さ、威嚇を含む）の脅威 
 
5.4 審査チームには、原則として当該技術分野（EMS では当該専門分野）における JTCCM 
MS 審査員としての経験を有するものが、少なくとも 1 名含まれていることとする。確保でき

ない場合は、審査チームに必要な専門性を技術専門家で補う。 

また、チームのうちの 1 名は、チームリーダーとしての役割を果たす。申請組織は、通知文

（様式 MS01-7、様式 MS01-9）に添付される受入れ確認書（兼）第三者立会い確認書（様式

MS01-26）にて、選定された審査チームを受け入れるか否かの回答を JTCCM MS に提出しな

ければならない。 

備考 5.4 次に示す事態が発生し、事前に同意を得ていた審査員を派遣することが出来なく

なった場合、JTCCM MS は、審査員の再選定を行い、申請組織の同意を得る。 
ただし、これが審査前日の深夜又は休祝日等で、申請組織に連絡が取れないよう

な緊急の場合においては、申請組織の同意なしに、再選定した審査員を派遣する

ことがある。この場合、JTCCM MS は、申請組織にその旨の文書を FAX で通知

し、翌営業日に電話連絡にて状況説明を行う。 
・ 同意を得た審査員が、突然の怪我や病気で、審査を実施することが著しく困難

になった場合。 
・ 台風や地震（警戒宣言発令を含む）による自然災害、交通機関のストライキ等

により、同意を得ている審査員が審査先に移動することが困難になった場合。 
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・ その他の突発的な事態で、同意を得た審査員が審査を実施することが困難に

なった場合。 
 

なお、申請組織は、指名された JTCCM MS 審査員及び技術専門家に対し、利害の対立が起

こる恐れがあると判断した場合には、異議を申し立てることができる。 

 

5.5 申請組織は、次の事項を確実に実施しなければならない。 
1） 必要な関連するマネジメントシステム審査補足事項に適合した文書化された 新版のマ

ニュアル又はこれに相当するものを含め、認証を申請したマネジメントシステムに関する

全文書を準備すること。認証に係る該当規程に常に適合すること。 
2） マネジメントシステムに関する全ての適切な記録を準備すること。 
3） JTCCM MS 審査員が行うマネジメントシステムの審査を妨げず、協力すること。 
4） JTCCM MS に対し、マネジメントシステムに関する自社内の責任の所在を明確に示すこ

と。例えば、マネジメントシステムに係る規則を遵守するために責任者を任命すること。 
 
5.6 JTCCM MS は、申請組織から堤出されたマネジメントシステム文書についての文書審査

及び実地訪問により、第 1 段階審査を行う。（通知は、様式 MS01-7 による。）この実地訪問

では、マネジメントシステムの適用範囲、組織の所在地、プロセス及び使用設備、中央機能に

おける各サイトの管理状況、関連する法令及び規制に係わる側面、並びに順守（例えば、申請

組織の運用についての品質上、環境上及び法的側面、関連リスクなど）に関して必要な次の情

報を収集する。 
① 依頼者の所在地 
② プロセス及び使用設備 
③ 確立された管理のレベル（特に、複数サイトの依頼者の場合） 
④ 適用される法令及び規制要求事項、並びに順守義務への適合の状況 
 

・ 組織の審査に対する準備が次に示す点においてどこまで整備されているかを調査する。 
① 方針、目標又は目的 
② 内部監査、マネジメント・レビューの計画、実施状況 
③ 実地審査実施の可能性の検証（記録など） 
④ 追加文書の確認 

 
なお、当該規格が大幅に改定された時、又は新しい認証スキームを開始する時には、第 1

段階審査を文書審査と事前審査に分けて行うことがある。第 1 段階審査のクロージング会議

では、発見された不適合として分類される可能性が懸念されるすべての領域について、第 2
段階審査までに適切に改めることが可能なように、書面をもって説明をする。 

 
審査の実施結果を申請組織に様式 MS01-8 もしくは事前審査報告書により通知する。 
第 1 段階審査の結果、その後の運用に大きな影響を及ぼす可能性のある項目に対する懸念

事項は、申請組織に修正内容の提出を求め、第 2 段階審査前に解決しておく。 
この結果をもって、第 2 段階審査の実施を調整し、懸念領域が改められることを確認し、

第 2 段階審査の実施日を決定する。第 2 段階審査の実施日は、事前審査後、6 週間以降の日と

する。第 1 段階審査の結果に基づき、組織がマネジメントシステムに影響するような重大な

変更を行う場合、第 1 段階審査の全ての目的又は一部の目的について、再度、審査する必要

があるかを検討し、審査の実施の必要性の有無を組織に伝える。 
また、このような状況では、第 2 段階審査を延期する可能性又は中止する可能性のあるこ



MS01／2018.07 JTCCM MS 

 9 / 32 

とを文書で通知する。 
 
5.7 JTCCM MS は、申請組織が第 2 段階審査に必要な準備を行った後、初回審査の第 2 段階

審査（実地審査）を行う。（通知は、様式 MS01-9 による。） 
なお、第 1 段階審査で適合が明らかになった領域については、第 2 段階審査でこの結果を

考慮する。 

 

5.8 オープニング会議の進行は、チームリーダーが行う。オープニング会議には、経営責任

者及び必要に合わせて審査を受ける機能又はプロセスの責任者を交える。審査チームは現地に

到着した後、実際に審査に入る前に、オープニング会議で申請組織側の経営責任者と会合し、

次の事項の説明及び確認を行う。 
 
1） 参加者の紹介。これには役割の概要を含む。 
2） 認証範囲の確認 
3） 審査計画(審査の種類及び範囲，審査目的並びに審査基準を含む。)、その変更、並びに審

査チームと依頼者の経営層との間の、 終会議及び中間会議の日時のような、他の関連す

る取決めの確認 
4） 審査チームと依頼者との間の正式な連絡窓口の確認 
5） 審査チームが必要とする資源及び設備が利用可能であることの確認 
6） 機密保持に関連する事項の確認 
7） 審査チームに対する、関連する作業安全、緊急時手順及びセキュリティ手順の確認 
8） 案内役及びオブザーバの利用可能性、役割及び身分（identities）の確認 
9） 審査所見の格付けを含む報告方法 
10） 審査を途中で打ち切るときの条件に関する情報 
11） 認証機関を代表する審査チームリーダー及び審査チームが、審査に責任を負い、審査活動

及び審査の進め方を含めた審査計画の実施を管理する立場にあることの確認 
12） 該当する場合、前回のレビュー又は審査の所見の状況確認 
13） サンプリングに基づく審査の実施に用いる方法及び手順 
14） 審査中に用いる言語の確認 
15） 審査中、審査の進捗状況及びあらゆる懸念事項を依頼者に知らせることの確認 
16） 依頼者が質問する機会 
必要に応じて、非公開協定書（様式 MS01-10）を結ぶものとする。 
 
5.9 審査に当たっては、該当する要求事項（マネジメントシステム規格等）に照らし合わせ

た申請組織のマネジメントシステムの徹底的な調査を行う。この際、申請組織は、文書化され

たマネジメントシステムが実際に適用されていることを実証しなければならない。 
審査登録の要求事項に対する申請組織のマネジメントシステムの適合性及び有効性を含む実施

状況を評価する。評価には、次の事項を含める。 
 
a) 適用マネジメントシステム規格又はその他の基準文書のすべての要求事項に対する適合に

ついての情報及び証拠 
 
b) 主要なパフォーマンスの目的及び目標（適用マネジメントシステム規格又はその他の基準

文書の主旨に整合した）に対するパフォーマンスの監視、測定、報告及びレビュー 
 
c) 適用可能な法令、規制及び契約上の要求事項に関しての申請組織のマネジメントシステム
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の能力及びそのパフォーマンス 
 
d) 申請組織のプロセスの運用管理 
 
e) 内部監査及びマネジメントレビュー 
 
f) 申請組織の方針に対する経営層の責任 
 

審査チームは、チェックリスト等を基に審査し、不適合注箇所がある場合、これを特定する

ため、指定用紙に記載する。また、重大な不適合がある場合は、申請組織に対して是正処置を

要求する。この手順は、5.10 から 5.11 による。 
注 5.9 不適合は、重大な不適合と軽微な不適合に分類される。 

重大な不適合とは、意図した結果を達成するマネジメントシステムの能力に影響を与

える不適合である。次の事項は、重大な不適合に分類される可能性がある。 
－効果的なプロセス管理が行われているか、又は製品若しくはサービスが規定要求

事項を満たしているかについて、重大な疑いがある。 
－同一の要求事項又は問題に関連する軽微な不適合が幾つかあり、それらがシステ

ムの欠陥であることが実証され、その結果、重大な不適合となるもの。 
軽微な不適合とは、意図した結果を達成するマネジメントシステムの能力に影響を与

えない不適合である。 

 

5.10 審査チームは、実地審査のクロージング会議の前に第 1 段階審査及び第 2 段階審査で収

集した全ての情報及び適合の証拠を分析するための会議をもち、証拠が正確で、理解できるも

のとするために、組織の担当者と非公式な協議を行う。 
 
5.11 審査チームは、クロージング会議に先立ち、5.10 に示した非公式な協議を踏まえ、次の

事項を含む審査結論を作成する。 
① 不適合を分類する。 
② サンプリング手法を用いた審査プロセスに内在する不確かさを考慮した審査結論を決定す

る。 
③ 不適合に対するフォローアップ処置を決定する。 
④ 個客管理審査プログラムの適切さを確認する。これには、今後の審査に必要な修正内容の

特定を含む（認証範囲、審査工数、審査時期、審査チームに必要な力量） 
 
5.12 審査チームリーダーは、組織の経営層及び適切な場合には、審査された機能又はプロセ

スの責任者を交えた正式なクロージング会議を開催する。 
クロージング会議では、次の事項を含め実施する（組織の精通度に応じた説明内容とす

る）。 
① 収集した審査証拠は、サンプルに基づいており、不確かさが内在することを伝える。 
② 分類した観察事項、軽微な不適合、重大な不適合についての報告方法と報告期限 
③ 一時停止中などの認証の状態についての解除する条件 
④ 同意した不適合の修正及び是正処置に関する計画又は処置を提出する期限 
⑤ 審査後の活動（正式な是正処置要求書の発行、審査報告書の発行、判定委員会への上申、

認証文書の発行など） 
⑥ 審査プロセスについての苦情及び判定結果に対する異議申し立ての処理 

審査チームは、クロージング会議で申請組織側の経営責任者に対して実地審査の結果を伝
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える。この場合チームは、審査チームの調査結果に関する所見を含め、文書及び口頭で報告す

る。申請組織は、この結果に対して質問することができる。また、審査の結論について合意す

る。 
この際、不適合を記入した不適合シート又は是正処置要求書がある場合には、審査チーム

より説明し、申請組織が不適合の内容及びその根拠に関して同意すれば、是正処置要求書に署

名を得る。また、その非公式のコピーを手渡す。 
次いで、審査報告書注 1、2の提出日を説明する。 

注 5.12-1 審査報告書は、原則として実地審査終了日から 2 週間後に発行する。また、審査

報告書の発送時には申請組織に対し報告書への意見の提出を求める。 

注 5.12-2 審査チームによって提供された「マネジメントシステム審査報告書（Audit 
Report）」の所有権は、JTCCM MS が有する。 

ただし、登録組織が顧客の要求により審査報告書の提出を求められた場合、登録組

織は「マネジメントシステム審査報告書（Audit Report）」を提出することができ

る。その場合、登録組織は、審査報告書の提出状況を適切に記録管理し、サーベイ

ランス審査又は再認証審査時に、必要に応じて JTCCM MS の閲覧に応じなければ

ならない。 
 
5.13 JTCCM MS は、審査報告書並びに、5.9 の是正処置要求書がある場合には、その是正処

置要求書及び是正処置要求書の回答提出期限注 1を申請組織に通知する。有効な修正及び是正

処置であることを検証注 2するために，追加で行う全面的な審査、追加で行う限定的な審査、

又は文書化された証拠（将来の審査において確認される。）が必要となる場合、認証機関はそ

の旨を依頼者に通知しなければならない。 
 

注 5.13-1 是正処置の回答提出期限は、原則として実地審査終了日から 4 週間以内（サーベ

イランス審査の場合はクロージング会議で合意された期間）とし、是正処置のクロー

ズアウト期限は、実地審査終了日から 6 カ月以内とする。 
注 5.13-2 修正及び是正処置の有効性の検証は，依頼者が提供した文書のレビューに基づい

て，又は必要ならば，現地での検証によって実施することができる。通常，この活動

は，審査チームのメンバーによって行う。 

 

5.14 申請組織は、指定された期限内に、前項の要求事項を満たすため、原因を分析し、不適

合の処置及び是正処置回答を JTCCM MS に提出する。（様式 MS01-12） 
JTCCM MS は、不適合の内容によって全部又は一部のフォローアップ審査を実施するか否

かを、担当したチームリーダーの意見を聴取して決定する。（フォローアップ審査の手順は、

実地審査に準じる。） 
 
5.15 JTCCM MS は、チームリーダーからすべての不適合が取り除かれたという証拠と、適

合推薦を含めた審査報告書を受けとる。JTCCM MS は、受けとった審査報告書のレビューを

行い、チームリーダー及び審査部長が署名した正式な審査報告書を申請組織に発行する。 
上級経営管理者は、上記の結果を踏まえて別に定める MS 判定委員会に諮問し、得られた

結論により、申請組織に対して様式 MS01-13 により判定結果を通知する。 
MS 判定委員会がこれを認めた場合には、上級経営管理者が認証を承認し、『登録証の記載

内容管理規程』に定める登録証を発行する。 
 

5.16 JTCCM MS は、次の 1)から 3)のいずれかに該当する場合は、審査を打ち切り、書面に

て申請組織に通知する。 
1） 申請組織の帰すべき理由によって、申請日から 1 年以内に 5.6 の第 1 段階審査を開始する



MS01／2018.07 JTCCM MS 

 12 / 32 

ことができない場合。 
2） 5.6 の第 1 段階審査の終了日から 1 年以内に 5.7 の第 2 段階審査（実地審査）を開始する

ことが出来ない場合。 
3） JTCCM MS が認める正当な理由がある場合を除いて、審査の終了日から 6 カ月以内に認

証機関が是正処置回答を同意しない場合。 
 
5.17 JTCCM MS は、第 1 段階審査及び第 2 段階審査において、2.3 項に該当する事案を知り

えた場合は、認証を拒否する。 
 
5.18 申請組織からの要請により、他の認証機関との共同審査を行う場合の手順は、別に上級

経営管理者が定める。 
 
6．登録証の交付 
6.1 JTCCM MS は、登録証（様式 MS01-27 及び様式 M01-28）の交付に当たって次の事項を

実行する。 
1） 認証が承認されたことを様式 MS01-14 によって申請組織に通知する。 
2） 申請組織に登録証を交付する。 
3） QMS の場合は「供給する製品又はサービス」、EMS、RTSMS、OHSMS の場合は「活

動、製品及びサービス」、EnMS、AMS の場合は、「活動」に対し、認証の要求事項に

適合するマネジメントシステムを有する業者として、その組織を認証する。 
4） 9．の規定に基づくロゴマークを使用することを登録組織に許可する。 
 
6.2 登録証の発効日は、認証が承認された日以降とする。 
 
6.3 登録証の有効期限は、3 年以内（原則 3 年間）とする。 
 
6.4 登録組織は、認証の基準又は要件への適合に影響を及ぼすような方針、組織、工程又は

施設の変更を、７．により全て JTCCM MS に報告しなければならない。 
 

6.5 登録組織は、様式 MS01-17 により登録証の副本（和文及び／又は英文）を申請すること

ができる。 

 

7．組織の認証内容の変更及び審査過程以外の情報から要求事項に適合していない場合 
7.1 登録組織は、認証内容に次の、1)から 5)のような変更が生じたときは様式 MS01-3 により

JTCCM MS に届け出なければならない。これを受けた JTCCM MS は、フォローアップ又は

拡大審査が必要であるか、又は新たな申請が必要であるか否か等を MS 判定委員会で検討し

て、当該組織に様式 MS01-18 により通知する。 
業務フローを別紙 MS01-4 に示す。 
1） 法的、商業上、組織上の地位又は所有権の変更 
2） 組織及び経営層（例えば、重要な管理層、意思決定又は専門業務に携わる要員）の変

更 
3） 連絡先及び事業所の変更 
4） 認証されたマネジメントシステムに基づく活動の範囲の変更 
5） マネジメントシステム及びプロセスの重大な変更 

 
7.2 7.1 1)から 5)の登録組織のシステム変更で、組織の活動及び運営に重大な影響を与える変
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更があった場合、その組織が JTCCM MS の要求事項に適合していることを明らかにするため

に、短期予告又は予告なしで、変更に対応したフォローアップ審査を実施する。 
 
7.3 拡大審査の手順は 5．に準じる。 
 

7.4 審査過程以外で得られた情報（苦情又はその他の情報等）の分析（従前の同様な苦情を

考慮することを含む）結果から、その組織が JTCCM MS の要求事項に適合していることを明

らかにするために、JTCCM MS は当該組織に対して調査依頼等を実施することがある。当該

組織のシステムの運営管理に係る客観的な事実関係を確認し、当該組織に該当する認証基準に

対する適合性に係る見解の報告を依頼する。さらに当該組織が JTCCM MS の認証基準に適合

していることを明らかにするために、短期予告又は予告なしで、苦情の現地調査のためのフォ

ローアップ審査を実施し、MS 判定委員会に報告する。 

 
8．サーベイランス審査及び再認証審査の手順 
8.1 JTCCM MS は、マネジメントシステムが認証後も引続き関連要求事項に適合しているこ

とを検証するために、定期的なサーベイランス審査を実施する。また、登録組織が、有効期限

後も引き続き認証を維持する場合は、定期的な再認証審査を実施し、該当するマネジメントシ

ステム全体としての有効性とその継続性を再評価する。 

再認証審査において、マネジメントシステム、登録組織又はマネジメントシステムを運営す

る状況に重要な変更がある場合（例えば、法律変更、大幅な組織変更）には、第１段階審査を

行う。 
なお、サーベイランス審査及び再認証審査の実施日は、アンケート（様式 MS01-9.4）によ

り調査する。業務フローを別紙 MS01-2 及び-3 に示す。 
 
8.2 サーベイランス審査及び再認証審査の実施手順は 5．の実地審査に準じる。 

再認証審査で、認証の有効期限前に，認証機関が再認証審査を完了しなかった場合、又は認証

機関が重大な不適合の修正及び是正処置の実施を検証することができない場合は，再認証の推

薦及び認証の有効期限の延長を行わない。依頼者に通知し，結果を説明する。 

再認証の判定は MS 判定委員会で審議する。この判定委員会では、再認証審査で対象とし

た認証されている全期間にわたる登録組織のシステムのレビュー結果、及び JTCCM MS が受

理した認証の利用者（当該組織の顧客[購入者・発注者]、組織内外の利害関係者・消費者・社

会市民）からの苦情（ある場合のみ）のレビュー結果を考慮して審議を行う。 
その後の審査を担当するチームリーダーは、JTCCM MS が管理する審査記録及び苦情対応

記録を、審査計画を作成する際に参照し、必要な対応を審査計画に反映する。 

備考 8.2 再認証審査では、下記の a）から c）の項目について検証する。 
a） 内部及び外部の変更に対するマネジメントシステム全体としての有効性、並び

に認証の範囲に対するマネジメントシステムの継続的な関連性及び適用可能

性。 
b） 全体のパフォーマンスを高めるために、マネジメントシステムの有効性を維持

し、改善し続けることに対する実証されたコミットメント。 

c） 認証されたマネジメントシステムの運用が、組織の方針及び目標の達成に寄与

しているかどうか。 

 

8.3 該当するマネジメントシステムが維持されていることを確認するためのサーベイランス

審査は、1 年ごとに、登録日（更新日）を起点にその 3 カ月前から 1 カ月前の期間内に実施す

る。 
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サーベイランス審査の間隔は、14 カ月を超えないものとし、暦年に 1 回とする。ただし、

第 2 段階審査において重大な不適合を検出した場合、又は検出した不適合のクローズが 3 カ

月以上要した場合には、中間サーベイランスを、登録日から 6 カ月（±2 カ月）に実施する。 

なお、季節的または限定的な期間に審査を行う必要性が明確な場合、JTCCM MS の判断によ

り審査実施期間を調整することがある。 
 

8.4 登録組織の希望により、初回登録日から 2 年目以後に実施するサーベイランス審査及び

再認証審査の間に、中間サーベイランス審査を行うことができる。その実施時期は当該組織と

の協議により決める。なお、OHSMS、RTSMS、AMS は認証後 1 年目からサーベイランス審

査及び再認証審査の間に、中間サーベイランス審査を実施することができる。 
 
8.5 登録組織の認証有効期限が近づき、当該組織が更に認証の継続を希望する場合は、４．に

よる再認証審査を申請し、有効期間内に更新のための審査を受けなければならない。なお、再

認証審査の実施時期は原則として登録日（更新日）の 4 カ月から 2 カ月前とする。 
 

 

備考 8.5 中間サーベイランス審査の実施は様式 MS01-9、結果は審査報告書で通知する。 
中間サーベイランス審査の結果は、MS 判定委員会で審議する。 
業務フローを別紙 MS01-2 に示す。 

 

8.6 組織から以下 1)から 5)のような審査時期の調整の要望があり、8.3 又は 8.5 に示す期間内

に当該組織の審査の実施が困難であると JTCCM MS が判断した場合は、審査実施期間を調整

することができる。このような調整は、その内容を記録として維持し、その後の認証周期では、

審査プログラムを調整する。 
1） 複数事業所のマネジメントシステムを一本化（統合）するための審査時期の調整 
2） 他のマネジメントシステムとの一本化（統合）をするための審査時期の調整 
3） 他のマネジメントシステムとの複合審査をするための審査時期の調整 
4） その他、緊急事態（自然災害や会社更生法の申請等）により、システムの運用が困難

になった場合における審査時期の調整 
 
9．JTCCM MS のロゴマーク等の使用 
9.1 JTCCM MS は、様式 MS01-15 による申請により、登録組織に対し、マネジメントシス

初回中間※ 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 

1 カ月 
3 カ月 

4 カ月 

更
新
日 

 
 

（
起
点
日
） 

登録日から 12 カ月

以内 

3 カ月 1 カ月 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ実施時期

3 カ月 1 カ月 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ実施時期 

4 カ月 
2 カ月 

初
回
登
録
日

更
新
日 

 

初回ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 

希望により 
中間ｻｰﾍﾞｲﾗﾝ

ｽ審査 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ実施時期 

再認証実施時期 

再認証実施時期 

登
録
日
（
更
新
日
） 

2 カ月 

希望により 
中間ｻｰﾍﾞｲﾗﾝ

ｽ審査 

希望により 
中間ｻｰﾍﾞｲﾗﾝ

ｽ審査 

希望により 
中間ｻｰﾍﾞｲﾗﾝ

ｽ審査 

希望により 
中間ｻｰﾍﾞｲﾗﾝ

ｽ審査 

4～8 ヶ月 
の期間内 

（※初回中間サーベイランスは必要に応じて行う） 

登録日又は更新日から 1 年目 2 年目 3 年目（更新年）

有効期限  
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テム認証制度の下で使用する JTCCM MS ロゴマーク及び JAB 認定シンボル（以下、「ロゴ

マーク等」という。）の使用を承認する。（様式 MS01-16 参照） 

登録組織は、使用にあたって、ロゴマーク等から認証機関へのトレーサビリティを確保し

なければならない。認証された対象が何であるか、また、どの認証機関が認証を授与したかに

ついて、ロゴマーク等又はその付帯文言に曖昧さがあってはならない。このロゴマーク等は、

消費者の目にとまる製品又は製品の包装に用いてはならず、又は製品の適合性を示すと解釈さ

れる可能性がある他のいかなる方法でも使用されてはならない。 
 
9.2 前記 9.1 後段の規定は、登録証のコピーを使用する場合にも適用する。 

（この場合、様式 MS01-15 による JTCCM MS への申請は不要。） 
 
9.3 登録組織は、宣伝、カタログ等における認証システムについての不正確な言及をして、

誤解を招くような利用をしてはならない。 
 
9.4 登録組織は、ロゴマーク等の使用状況、マネジメントシステム認証の広告、カタログ等

への使用状況を適切に記録管理し、サーベイランス審査又は再認証審査時に必要に応じて

JTCCM MS の閲覧に応じなければならない。また、登録証のコピーを使用している場合は、

使用されているコピーが原本と相違ないものであり、 新版であることを審査時に説明できな

ければならない。 

 

9.5 上記各項の他、『ロゴマーク使用規程』による。 

 

10．公表 
10.1 JTCCM MS は、登録組織の登録リストを作成し、JTCCM MS の WEB サイトで公開す

る。登録リストによる公表内容は以下の通りとする。 
① 登録番号 
② 適用規格 
③ 組織名称（事業所名称を含む） 
④ 所在地 
⑤ 認証範囲 
⑥ 登録日 
⑦ 有効期限 

 
10.2 JTCCM MS は、登録リストを、認証ごとに更新し、１３．の認証の一時停止及び再認証

の保留に関する情報を含めて、常に 新の状態にする。１５．の認証の取消しについては、登

録リストから削除する。 
 
10.3 JTCCM MS は、登録リストの入手希望者には、その写しを頒布する。 
 
10.4 JTCCM MS は、登録リストからの情報を、機関誌等に掲載するとともに必要に応じて

他の情報サービス機関のデーターベースに登録することができる。 
 
10.5 登録組織は次に示す事項を行ってもよい。 

1） 顧客、購入者に対し、誤解を与えないよう認証に係る正確な情報を知らせる。 
2） 登録証を提示する。 
3） ９．の規定により承認を得た者は、JTCCM MS のロゴマークを使用する。 
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10.6 登録組織は、自社の品質マネジメントシステムが本規程の下で JTCCM MS に認証され

ていても、その製品について承認されたマネジメントシステム認証とは別の事業である

JTCCM MS の海外建設資材品質審査・証明等他の製品認証制度下の認証がなされていない限

り、その製品、プロセス又はサービスそのものが JTCCM MS によって審査・認証・承認され

たと主張又は暗示してはならない。 
 
11．機密保持 
11.1 JTCCM MS は、組織との接触により知り得たあらゆる機密情報（5.8 項)による正式な

非公開協定を含む。ただし、「公にアクセス可能な情報は除く。」について、法律で要求され

た場合、又は認定基準によって認定機関から要求された場合を除き、確実に機密の保持を行う

責任を負う。当該情報の提供をした場合は、関係する依頼者又は個人に、当該情報について知

らせる。なお、これらの情報はマネジメントシステム認証業務に限定注して使用する。 

注 11.1 申請書（様式 MS01-1、様式 MS01-1.1、様式 MS01D-1）と担当者変更届（様式

MS01-2）で得られた個人情報については、以下の目的の範囲内で使用する。 
① マネジメントシステム認証事業の実施及びその関連情報を提供するため。 
② マネジメントシステム認証に関する業務についてのアンケートを実施するため。 

 
11.2 JTCCM MS は、組織との接触により知り得たあらゆる機密情報（5.8 項）による正式な

非公開協定を含む。ただし、公にアクセス可能な情報は除く。）について、その開示先、開示

する情報の範囲、文書で示された具体的な開示内容（文言の扱いを含む。）、開示する期間、

開示に使用される媒体等、その他当該組織との協議により合意した要件等について、当該組織

の書面での同意がない限り、第三者に開示しない。法律にて第三者に情報を開示するよう要求

された場合、法律に従い開示する情報の範囲、内容及び開示先（法律の規定に従う。）を当該

組織に通知する。 
 

12．登録証等の使用中止 
登録組織は、次の 1)から 4)に示す場合には、登録証及び JTCCM MS ロゴマーク等の掲示

又はその他の使用を直ちに中止しなければならない。 
1） 認証の失効、一時停止又は取消し、再認証の保留。（１３．及び１５．参照） 
2） 登録組織がシステムを大幅に変更し、それが JTCCM MS によって承認されていない場

合で（７．参照）、かつ、認証のための資格に影響を及ぼすことが当然予想される場合。 
3） JTCCM MS の規則の変更に、登録組織が適応できなかった場合。（１６．参照） 
4） その他、登録組織がマネジメントシステムに悪影響を及ぼすことが当然予想されるよ

うな何等かの状況が起こった場合。 
 
13．認証の一時停止・再認証の保留 
13.1 JTCCM MS は、次に示すような場合には、一定期間（6 カ月以内）を定めて、認証を

一時停止又は再認証を保留とし、登録証を回収する。登録組織は、9．による JTCCM MS の

ロゴマークの使用に関する承認を含む登録証を引用しているすべての宣伝・広告を中止する。 
これらは、認証の有効期限内においては認証の一時停止とし、認証の有効期限を超えた場

合においては再認証の保留とする。 
1） サーベイランス審査又は再認証審査の結果、関連要求事項に対する重大な不適合注が発

見され、それが合意した期間内に是正処置が実施されない場合。 
注 13.1 注 5.9 参照。 
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2） 8．のサーベイランス審査について、JTCCM MS から登録組織に対して審査の打診をし

たにもかかわらず、定められた期間内にサーベイランス審査を受審しなかった場合

（ただし、8.6 により審査の延期が認められている場合を除く） 
3） 認証の表明及び引用、登録証、ロゴマーク、審査報告書の不適切な使用が、JTCCM 

MS の要求する程度まで改められない場合。 
4） 登録組織が、自発的に一時停止を要請した場合。 
5） 認証されたマネジメントシステムが、その有効性に関する要求事項を含む要求事項に対し、常

態化した不適合又は深刻な不適合があった場合。 
6） 認証の判定に重大な影響を与えるような故意の虚偽説明があったと判断された場合。 
7） その他、本規程に係る規則又は手順に対する重大な違反があった場合。 

 
13.2 認証の一時停止及び再認証の保留は、次のとおり行う。 

1） 登録組織宛て書留郵便又はこれに相当する手段で確認が可能な方法によって通知する。

（様式 MS01-19） 
2） 一時停止通知書には認証の一時停止が解除される条件を、再認証の保留には保留が解

除される条件（１４．に規定する是正処置等）を記載する。 
3） 認証の一時停止又は再認証の保留を登録リストによって公表する。 

 
13.3 指定した期間内に指示された条件が満たされた場合（様式 MS01-20 参照）には、

JTCCM MS は認証の一時停止又は再認証の保留を解除し、登録組織へ様式 MS01-21 により

通知する。前項 13.2.3）にしたがい、認証の一時停止又は再認証の保留を登録リストの改訂に

よって公表した場合には、それを解除したことを登録リストの改訂によって公表する。 
指定した期間内に条件が満たされない場合には、認証の取り消し、又は認証範囲を縮小す

る。 
 
13.4 認証の一時停止及び再認証の保留・解除は、MS 判定委員会の判定に基づき上級経営管

理者が決裁する。 
 
13.5 統合審査を受けている組織が一時停止、縮小又は取消となる場合、JTCCM MS は、他

のマネジメントシステム規格の認証に与える影響について調査し、必要があれば、同様に処置

する。 
 
14．是正処置 

登録組織には、本実施規程の違反に関して、JTCCM MS からの是正処置要求があった場合、

迅速かつ適切に対応する責任とその是正処置回答を JTCCM MS に報告する責任とがある。 
（様式 MS01-22 及び様式 MS01-12 参照） 

 
15．認証の取消し 

15.1 JTCCM MS は、次のような場合には認証を取り消し、登録証を回収し、9．による

JTCCM MS のロゴマークの使用に関する承認を含む登録証を引用しているすべての宣伝・広

告を中止する（様式 MS01-31 により使用中止の証明書を提出する）。 
1） 13.3 項後段の規定に該当する場合。 
2） 登録組織からの様式 MS01-4 の提出による正式な要請による場合。（4.1 参照） 
3） 事業に係る規則が変更され（１６．参照）、組織が新しい要求事項に確実に適合しよう

としないか、又はできない場合。 
4） 登録組織が 6 カ月以上にわたり、その製品又はサービスの供給を停止する場合。 
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5） 登録組織が JTCCM MS から請求された料金の支払い義務を著しく怠った場合。 
6） JTCCM MS から登録組織に対する連絡が、一切取れない状態（届出の電話に繋がらず、

届出の住所に書類を発送しても返送される等）が 1 カ月以上続いた場合。 
7） 登録組織が、13.1 項 2）の理由で認証の一時停止となり、更にこの状態が１カ月以上続

いた場合。 
8） 認証の有効期限が切れて、かつ 13．に規定する再認証の保留に該当しない場合。 
9） システム統合における統合される側の組織について、システム統合を JTCCM MS が承

認した場合。 
10） 認証の判定に重大な影響を与えるような故意の虚偽説明があったと判断され、かつ、

マネジメントシステム規格認証制度の信頼を大きく失墜させた場合。 
11） その他、本規程に係る規則によって別に規定された事項、又は JTCCM MS と登録組織

との間で正式に合意された事項による場合。 
 
15.2 前号の処置は、登録組織宛て書留郵便又はこれに準ずる手段で確認が可能な方法で通知

する。（様式 MS01-23 参照） 
 
15.3 JTCCM MS は、認証の取消し又は認証範囲の縮小を登録リストにより公表する。 
 
15.4 認証の取消し及び認証範囲の縮小に関する事項は、MS 判定委員会の判定に基づき上級

経営管理者が決裁する。 
 
16．事業に係る規則に関する変更事項の実施 
16.1 事業に係る規則を変更する必要が生じた場合には、JTCCM MS は、次の処置をとらな

ければならない。業務フローを別紙 MS01-5 に示す。 
1） 規則変更によって重大な影響を受ける申請・登録組織に対し、変更案について書面

（電子媒体も含む）により、期限を定めて意見の提出を求める。 
2） 変更にかかわる正確な内容及び発効日を決定する前に、提出された意見について考慮

する。 
3） 規則変更によって重大な影響を受ける申請・登録組織が、そのマネジメントシステム

を改めるための、十分な期間をおいた施行年月日を指定する。 
4） 規則変更によって重大な影響を受ける登録組織に対し、通知により、要求される対応

処置を適切に予告する。 
 
16.2 その他の変更の通知 
16.1 に該当しない場合であっても、JTCCM MS は変更の程度に関わらず、登録組織に対し通

知をしなけらばならない。 
 
16.3 登録組織は、JTCCM MS が新しく定めた規則に対して、施行年月日までに要求された

処置をとることができなければ、１３．に基づく一時停止又は１５．に基づく登録証の取消しに

至ることも有り得る。 

 
16.4 JTCCM MS は、登録組織が自らの手順に対して必要な対応を行ったことを原則として

次回審査又は、事務管理で検証する。 
 
17．異議申立て及び苦情 

組織は、審査打ち切りの決定（5.16）、審査チームの不適合を含む審査の結果（5.9 及び
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20.1）、MS 判定委員会の結論（5.15、8.2 及び 22.1）、是正処置要求の決定（14．及び 18．）認

証の取消しの決定（13.3 及び 15.1）に対し、JTCCM MS に異議を申し立てることができる。

（様式 MS01-24、様式 MS01-25 参照）詳細は、『異議申立て及び苦情対応規程』による。 
また、申請・登録組織は、JTCCM MS の認証業務に係わる事項に対する苦情を、『異議申

立て及び苦情対応規程』に基づき JTCCM MS に表明することができる。 

JTCCM MS は、受け付けた異議申し立て、及び苦情の表明を、従前の異議申し立て及び苦

情に係る機関の対応記録と照らし合わせ、今回の事案以前に同様なものがないかどうか確認す

る。 
類似の同様な事案があった場合には、従前の異議申し立て及び苦情における機関の対応経

緯と取られた処置とその一連のプロセスの評価とそれに基づく異議申立て及び苦情に対する対

応活動のレビューを考慮して、異議申し立て及び苦情の、内容確認・受理・客観的事実の調査

及び確認・該当する認定機関の認定基準、JTCCM MS が自ら規定した要求事項及び該当の適

用規格を含む認証基準の適用等における各プロセスで、とるべき処置の決定を行うこととする。 
 
 
18．登録組織の審査手順の不正確な引用、認証情報の誤解を招くような利用などについて 

登録組織は以下 1)から 8)の事項を遵守しなくてはならない。 
1） インターネット、パンフレット又は広告、若しくは他の文書等のコミュニケーション

媒体に認証の地位を引用する場合、JTCCM MS の要求事項に適合する。ロゴマークを

使用する場合の手順は、『ロゴマーク使用規程』による。ロゴマークを使用せず、文字情

報のみの表明については JTCCM MS への届出は必要としない。 
2） 認証に関連して誤解を招く表明を自ら行わず、他者による表明も許さない。 
3） 認証文書又はその一部を、誤解を招く方法で自ら使用せず、他者による使用も許さな

い。 
4） 認証の一時停止又は取り消しがなされた場合、JTCCM MS の指示に従い、認証の引用

を含むすべての広告物の使用を中止する。 
5） 認証の範囲が縮小された場合、すべての広告物を修正する。 
6） 製品（サービスを含む）又はプロセスを JTCCM MS が認証したと受け取られる方法で、

マネジメントシステム認証が引用されるされることを認めない。 
7） 認証範囲外の活動にも認証が及んでいると受け取られないようにする。 
8） JTCCM MS 及び／又は認証システムの評価を損ない、又は社会的信用を失墜させる方

法でその認証を用いない。 
JTCCM MS は、登録組織の審査手順又は認証情報の不正確な新聞や雑誌等への引用、認証

情報の誤解を招くような利用を発見したときは、直ちに登録組織に通知し、是正処置を要求す

る。 
JTCCM MS は、それらの是正処置要求と是正処置報告の記録を 5 年間保管する。 

 
 
19．登録組織に対する苦情及びコミュニケーション記録の閲覧 
19.1 組織はマネジメントシステム規格又は他の基準文書に従って実施した全ての苦情及び是

正処置を記録しておき、JTCCM MS が要請した場合、又はサーベイランス審査及び再認証審

査時の必要に応じて JTCCM MS の閲覧に応じなければならない。 
1） この条項でいう苦情とは、申請・登録組織が受けた苦情のみを対象にしており、

JTCCM MS が受けた苦情は対象としていない。 

2） 苦情は、潜在的不適合の情報源を代表するものである。苦情を受けた場合には直ちに、

申請・登録組織は、不適合の原因を確定し、必要な場合は、その原因を JTCCM MS に



MS01／2018.07 JTCCM MS 

 20 / 32 

報告する。 

この原因には、もともと不適合の原因となるような（又は、その傾向のある）、組

織のマネジメントシステムに含まれている要因を含めることが望ましい。 

3） サーベイランス審査において、不適合又は規格の要求事項の不履行が明らかになった

場合、JTCCM MS は、その組織が自己のシステム及び手順を検討し、適切な是正処置

を取ったことを調査する。 

4） 組織は、十分にこのような検討を行い、是正処置を取るようにすることが望ましい。

是正処置には次の方策を含めることが望ましい。 

① 法律による定めのある場合は、該当する当局に連絡する。 
② できるだけ早く適合状態に復旧させる。 
③ 再発を防止する。 
④ マネジメントシステムに反するあらゆる側面及びそれに伴う影響を評価し、軽

減する。 
⑤ マネジメントシステムの他の構成要素と十分に相互作用させる。 
⑥ 採用した是正処置の有効性を評価する。 

5） JTCCM MS は、組織が講じた是正処置の実施について、有効性の実証と、手順書、文

書及び記録等の必要な変更の実施を確認し、完了する。 

 

19.2 EMS、RTSMS、EnMS、AMS 及び OHSMS の組織は、該当するマネジメントシステ

ム規格又はその他の規準文書の要求事項に関連するすべてのコミュニケーション及びとった処

置の記録を、要求に応じて JTCCM MS が利用することに応じなければならない。 
 
20．EMS、RTSMS、EnMS、AMS 及び OHSMS における組織の該当する規制上の要求事項に対する

不適合が審査で発見された場合の処置 
20.1 組織が順守すべき規制上の要求事項に対する不適合が審査で発見された、審査チームか

ら是正処置要求があれば、組織は、迅速かつ適切に対応する。 
 

20.2 JTCCM MS は、組織が対応してとった処置状況の確認を、その不適合の重要性に応じ

て判断し、重大なものはフォローアップ審査で、軽微なものは次回審査で確認する。 
 
 
21．QMS の組織による不祥事等を知り得た場合の対応 
21.1 JTCCM MS 審査チーム及び/又は JTCCM MS は、審査中又はその前後（審査以外の時

期を含む）に、QMS 認証のイメージと信頼性に影響し得る、組織による不祥事等を知り得た

場合、この影響について考慮し、適合性の観点から調査を行う。 

 

21.2 JTCCM MS は、不祥事等に対する規制当局による処置とは別に、QMS の適用とその運

営管理の実施状況を検証し、必要に応じた適切な処置が取られるよう認証業務を実施する。 

備考 21.2 本項２１．は、QMS 認証の信頼に大きな影響を及ぼす一部の組織の不祥事等を

踏まえ、登録組織の認証の信頼を損なう結果に繋がる懸念に配慮し、QMS 認

証の基準の適用の基礎となる情報の提供を行うものであり、要求事項の追加に

は当らない。 
 
22．審査における故意の虚偽説明が確認された場合への対応 
22.1 認証の判定に重大な影響を与えるような故意の虚偽説明があったと、判定委員会が判断

した場合、JTCCM MS は以下の処置をとる。 
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なお、故意の虚偽説明が行われたか否かの確認は、JAB 基準「NS511（マネジメントシス

テム認証に関する基本的な考え方 －故意に虚偽説明を行っていた事実が判明した認証組織に

対する処置－）」に基づく。 
1） 本規程 13．又は 15．に基づき、当該認証の一時停止又は取り消しを行う。 

2） 故意の虚偽説明によって認証を取り消した組織の情報を、JAB に連絡する。 

3） 認証取り消し後 1 年間又は当該組織が新たに認証されたことが確認されるまでの間

のいずれか短い期間、公開する。 

 

22.2 JTCCM MS は、故意の虚偽説明によって認証を取り消された組織に対して、その後の

認証取り消し事由を解消し、再発防止が十分行われるまで、申請を受理しない。 
申請の受理をしない期間は通常 1 年とし、個別の事象に応じて慎重に判断する。 
JTCCM MS は、故意の虚偽説明によって認証を取り消された組織の申請を受理した際は、

その情報を JAB に連絡する。 
 
23．オブザーバー及び案内役 

23.1 審査活動中のオブザーバーの同席及びその理由については、審査の実施に先立って、

JTCCM MS と組織との間で合意する（様式 MS01-26 参照）。審査チームは、オブザーバー

が審査プロセス又は審査の結果に影響を与えず、また、妨害とならないことを確実にする。 
 
23.2 各審査員は、チームリーダーと組織との間で、他に合意がある場合を除いて、審査を円

滑に進めるため、案内役の同行を依頼する。審査チームは、案内役が審査プロセス又は審査の

結果に影響を与えず、また妨害とならないことを確実にする。 
 
 
附 則 この規程は、2004 年 11 月 1 日から適用する。 

ただし、1.2 の初回審査（第 1 段階、第 2 段階）、5.1 の「第 1 段階審査（文書審査、事前審査）」 

及び「第 2 段階審査（実地審査）」の名称の QMS、EMS、OHS への全面適用と、「第 1 段階審 

査（事前審査）」の適用日は 2004 年 12 月 1 日からとする。 

JAB 認定基準の改正に伴う見直し。 

QMS01 QMS 審査登録実施規程、EMS01 EMS 審査登録実施規程、OHS01 OHSMS 審査登録実施規 

程を MS01 MS 審査登録実施規程として統合する。 

 

附 則 この改訂は、2005 年 2 月 15 日から適用する。 
JAB 認定基準の改訂に伴い、サーベイランスのサイクルの起点を初回審査完了日とした。 

 

附 則 この改訂は、2005 年 9 月 1 日から適用する。 
EMS と OHS に関わる「活動、製品又はサービス」を「活動、製品及びサービス」に変更した。 

サーベイランスサイクルの起点日の例外について追記した。 

申請・登録組織のマネジメントシステム規格又は他の基準文書に従って実施したコミュニケーショ 

ンの記録を JTCCM MS の必要に応じて閲覧することを追記した。 

EMS 及び OHS において該当する規制上の要求事項に対する不適合が発見された時の申請・登録 

組織の責任と JTCCM MS の対応を追記した。 

 
附 則 この改訂は、2005 年 11 月 15 日から適用する。 

規制上の要求事項に対する不適合の処置に対する機関の確認方法を明確にした。 
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附 則 この改訂は、2006 年 7 月 1 日から適用する。 
ISMS 審査登録業務の追記、『異議申し立て及び苦情対応規程』の名称変更。 

登録決定(取消等含む)プロセスの明確化、機密保持に係る具体的管理手順の明確化、苦情等の対応 

扱い区分の見直しを反映した。『異議申し立て及び苦情対応規程』に連携する見直しを行った。 

また、QMS 認証を取り巻く社会情勢を踏まえ、該当の審査登録基準の適用の基礎となる情報の提 

供を、QMS 認証の信頼維持に係るリスク管理として適用組織全体に行った。 

 

附 則 この改訂は、2007 年 1 月 1 日から適用する。 
様式 MS01-1、様式 MS01-1.1 の見直し。誤字を訂正した。 

 

附 則 この改訂は、2007 年 4 月 10 日から適用する。 
ただし、認証機関 JTCCM MS が運営管理する Web サイト：Public Relations での情報伝達が前 

提になっている項目の適用については、関連する機能が発揮されて日以降に適用が開始されるもの 

とする。 

ISO/JIS Q17021 の制定に伴う改訂。誤解や錯誤のより少ない形で使用されるように必要な記述の 

見直しを行った。JTCCM MS から申請・登録組織に対する新たな要求事項の追加に該当するもの 

はない。 

 

附 則 この改訂は、2007 年 7 月 1 日から適用する。 
緊急時の対応を追記し、規程本文及び様式の中の文章の見直しを行った。また、「受入れ確認書 

（兼）第三者立会い確認書」を様式に追加した。 

 

附 則 この改訂は、2007 年 11 月 1 日から適用する。 
“面談による文書審査”と“文書による文書審査”について、どちらを適用するかという判断基準 

を追記した。組織から変更届の提出を義務付けるための事例を見直した。また、様式を本規程から 

切り離した。 

 

附 則 この改訂は、2009 年 6 月 1 日から適用する。 
「審査登録」を「認証」に、「更新（審査）」を「再認証（審査）」に改称した。 

運用に即して、一部表現を修正した。 

 

附 則 この改訂は、2010 年 9 月 1 日から適用する。 
審査において故意の虚偽説明を行った組織への対応を定めた。 

認証契約の法的有効性の起源について、認証契約書を交わした場合を追記した。 

再認証審査において、マネジメントシステム、登録組織又はマネジメントシステムを運営する状況

に重要な変更がある場合の審査手順について追記した（MS02 事務処理規程 4.4 4）より移動）。

2004 年 9 月から 2006 年 8 月 31 日までのサーベイランスの実施頻度の変更に対する移行措置についての

記述を、移行期間終了により削除した。 

 
附 則 この改訂は、2012 年 4 月 1 日から適用する。 

ISO/JIS Q 50001 の適用及び名称変更（一般財団法人への移行）に伴う見直し。２３項（オブザー 

バー及び案内役）の追加 

 
附 則 この改訂は、2013 年 6 月 10 日から適用する。 

ISO39001 の適用及び第 1 段階審査方法の見直し。サーベイランス審査を審査以外のサーベイラン

ス活動と明確に区分けした。JAB 認定基準 MS306 の制定に伴い、統合審査時の対応を追記。定期
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見直しによる誤字、脱字の修正。 

 

附 則 この改訂は、2014 年 7 月 1 日から適用する。 
JAB MS200 附属書内容変更による改訂。 

申請フロー・様式の一部変更による改訂。 

運用に即して、一部表現を修正した。 

組織体制変更による改訂。 

 

附 則 この改訂は、2014 年 10 月 1 日より適用する。 

審査時期についての改訂。 

改訂する審査時期の適用は、原則として 2014 年 12 月 1 日以降の審査を計画した組織に対して適 

用する。 

 

附 則 この改訂は、2015 年 4 月 1 日より適用する。 

表現の修正。 

 

附 則 この改訂は、2015 年 7 月 1 日より適用する。 

ISO/IEC17021-1 適用に伴う見直し。 

 

附 則 この改訂は、2015 年 11 月 1 日より適用する。 

予告なし審査についての追記。アセットマネジメントシステムの追記。 

 

附 則 この改訂は、2016 年 4 月 1 日より適用する。 

ISO9001・14001 規格改訂に伴う見直し。様式 MS01-11 廃止に伴う改訂。 

 

附 則 この改訂は、2016 年 12 月 1 日より適用する。 

5.16 3）の変更。 

ISO50001 の JAB 認定返上に伴う様式 MS01-15 の JAB シンボルの対象外規格の追加。 

 

附 則 この改訂は、2018 年 7 月 1 日より適用する。 

審査プログラム管理者を審査部長に変更。 
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付属書 1 再認証申請による認証手順 

 

再登録認証手順 

 
1．目的 

この手順は、JTCCM MS に ISO/JIS Q 9001 品質マネジメントシステム、ISO/JIS Q 
14001 環境マネジメントシステム、ISO/JIS Q50001 エネルギーマネジメントシステム、

OHSAS18001 労働安全衛生マネジメントシステム、ISO39001 道路交通安全マネジメントシ

ステム及び ISO55001 アセットマネジメントシステムが認証されていた組織が、再び審査登

録を行う際の手順について定める。 
この手順の狙いは、過去一年以内にJTCCM MSで品質マネジメントシステム、環境マネジ

メントシステム、エネルギーマネジメントシステム、労働安全衛生マネジメントシステム、道

路交通安全マネジメントシステム及びアセットマネジメントシステムを認証されていて、自ら

の意思で認証を取下げた組織が、JTCCM MSへ再び認証を申請する場合に、そのマネジメン

トシステムの完全な状態の維持を保証することである。 
 
2．適用範囲 

JTCCM MSが再登録申請の対象とする組織は、下記の条件を満たすものとする。該当しな

い場合は、新たな申請として扱う。 
① JTCCM MSで、再登録申請したものと同一規格のマネジメントシステム認証をして

いた実績がある。 
② 認証取下げ後も従来のマネジメントシステムを継続的に運用している。 
③ 認証取下げの直前に行われた審査から１年以内の申請である。 
④ JTCCM MSからの通達による取消し処分を受けていない。 

 
3．定義 

この手順でいう「再登録申請」とは、２．に該当するJTCCM MSに認証を受けていた組織が、

自らの意思で一旦は認証を取下げたが、再度登録を申請することをいう。 
 
 
4．再認証申請 

JTCCM MSに再登録申請をする組織は、様式MS01D-1再登録申請書を、認証取下げの直前

に行われた審査から１年以内に提出しなければならない。 
 
5．再登録申請における認証レビューから登録証交付までの実施手順 
再登録申請による認証レビューから登録証交付までの実施方法は、『登録証の移転手順』4．か

ら 9．の「移転」を｢再登録｣と読み替えて適用する。
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別紙MS 01-1 1. 業務フロー 「初回認証」 
1. マネジメントシステム認証業務フロー 「初回認証」（1/3） 

 

 業 務 区 分        申請組織               建材試験センター           MS01 実施規程 

１．事前の申請準備 

             関連情報収集            広報活動(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ)   

                    

             認証機関を選定 

                                              

                      申請前の打合せ           

             取得可否判断                       

                                               

                                         

                                                  

                                                  

                                                 

２．認証の申請                                            

                             様式 MS01-1                

                                                  

                                                 

                                                 

 

                           不可                

                                                        

                                  

                  通知・様式MS01-5            可 

                           受理通知・様式MS01-5               

３．認証の契約締結                                        

                                                 

                                                    

  

                                                   

                                                

                                                   

（文書審査）                 通知・様式 MS01-7                       

                                                    

                                                    

                              

                            （第 1 段階審査（文書審査））*                    

                                                          

                      様式 MS01-8                     

                        不可                              

                                                     

                                            可                

                                                     

４．事前審査                  通知・様式 MS01-9                                 

                                                 

                                            

                                                              

                                                     

                                                      

                                                     

                                             

                     審査報告書                           

                          不可                         

                                                  

                                    可         

                         次頁へ              

 

申請書類一式を送付

 受 申
請
書
の
様
式 

マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
シ
ス
テ
ム
文
書
の
準
備 

認証の申請  受

 受 

 受

追加情報の提供・請求

打ち合わせ 

 受 

文書審査資料 
マニュアル 
その他必要資料 

 受

 受 

改善の実施 

関係書類の準備

（請求書含む）

 支払い確認

第 1 段階審査（事前審査）

 受 

準備 

 審査員の承認 
 審査料金の支払い 

審査結果

4. 

・様式 MS 01-1 による 

・日本語 

・対象となるMS規格 

・所在地 
・供給する製品又はサービス

（QMS） 

・活動、製品及びサービス

（EMS・RTSMS・OHS） 

・活動（EnMS） 

 

4.5 1)～5） 

様式 MS01-5申請却下通知 

様式 MS01-5申請受理書 

 

4.7 

5.1  

追加情報の提供・請求 

両者による必要な準備 

 

5.5 

QM、その他必要資料の提出 

 

5.6 

第一段階審査（文書審査） 

様式MS 01-7通知 

＊文書審査は希望があれば実施 

 

5.6 

審査結果の通知 様式 MS01-8 

5.3、5.4 

・審査チーム編成 

・審査員の構成 

・審査員への異議申立 

5.5 

申請者の対応 

・関連文書の準備 

・審査への協力 

・責任者の任命 

5.6 

第一段階審査（事前審査） 様式

MS 01-9通知 

 

 

 

 

審査結果

申請書記入 

却下(拒否)の理由書作成

受理可否

 審査員の承認 
 審査料金の支払い 

通知・請求書作成

 審査チームの編成
（ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰの選定）

 支払い確認

通知・請求書作成 
審査実施計画書作成

 審査チームの編成 
 （ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰの選定）

 受
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別紙MS 01-1（2/3） 

 

  業 務 区 分        申請組織               建材試験センター            MS01 実施規程 

                             

                                                     前頁より 

５．実地審査の実施                      

                                                       

                                                    

                                                 

                                                    

                                                     

                                                     

 

 

 

 

                                                    

                                                       

                                                     

 

                                      

                                           

 

 

                                                   

                                              

                       

                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                    

                                                      

                                                    

                                                      

                                                    

 

 

  

                                       

                                                     

                                                   

 

 

             

                                          次頁へ 

問題なし 

通知・様式MS 01-9 

第 2 段階審査（実地審査） 

様式MS01-12.1 

問題なし 

６．審査報告書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．審査結果の判定 

 

 

 

 

結果の討議

非公式な是正処置

要求書の写し 

 

 

 

 

5.5 申請者の対応 

・関連文書の準備 

・審査への協力 

 

5.8 経営責任者との打合せ 

・審査手順 

・正式な連絡経路 

・機密保持 様式MS01-10 

 

5.9 文書化された手順の実証 

  

5.10  5.11 

  審査チームの討議 

 結果の所見等確認 

 

 

 

 

 

  問題ありで保留の場合には、 

  是正処置要求事項及び報告期限

5.14 

・改善の実施 

・是正処置報告 様式MS01-12.1 

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査の要否決定 

・不適合及び是正処置の処置回答

の確認 様式MS01-12.2 

 

5.15 審査チームの合格推薦 

 

 

・判定結果通知 様式MS01-13 

 

 支払い確認
 審査員の承認 
 審査料金の支払い 

審査の実施 

判定委員会  

通知・請求書及び 
審査実施計画書の作成

 審査チームの編成 
 （ﾁー ﾑﾘー ﾀﾞー の選定）

改善の実施  
是正の報告  

 受 

追跡調査  
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査（費用別途請求）

又は書類の確認等

 結果の所見等確認

審査報告書に対する意見

『異議申し立て及び苦情対応規程』 

異議のある場合 

期限内報告のない場合 

是正処置要求 

追跡調査  
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査（費用別途請求） 

又は書類の確認等

 受 

異議の申立て 

審査報告書の再発行

不登録通知書

問題あり 
判定結果 

改善の実施  
是正の報告  

問題なし 

 受 

是正処置要求書

審査報告書

 審査報告書の再発行

様式MS01-12.1
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別紙MS 01-1（3/3） 

 

  業 務 区 分         申請組織              建材試験センター            MS01 実施規程 

 

                                      前頁より 

様式MS01-15    

様式MS01-16    

８．登録承認、登録証 

   の交付 

 

 

 

 

 

 

９．ロゴマークの使用 

 

 

 

 

1０．公表 

使用願い 

登録証の交付 

登録承認通知 様式MS01-14 

条件付きの場合の条件 

 

6.1. 4) ロゴマークの使用許可

 

9. ロゴマークの使用条件 

 

 

10. 公表 

  

 

 受 

登録証の交付 
（条件の提示） 

承 認  

登録・公表 

JABへのデータ提供 

（QMS、EMS、EnMSのみ）

認 証 承 認  
（請求書） 
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別紙MS 01-2 2. 業務フロー 「サーベイランス（認証維持）」 

2. マネジメントシステム認証業務フロー 「サーベイランス（認証維持）審査」(大まかな流れについては別紙MS01-1 1.と同じとする。) 

 

  業 務 区 分           登録組織                   建材試験センター              MS01 実施規程 

 

・サーベイランス実施                様式MS01-9.4 

希望日の確認                                                                 

                                                            

                                                              

                                                             

・サーベイランス実施                                          

     計画の作成                                                  

                                                                     

                                      

                                                             

・サーベイランスの実施                                                                            

                                                                  

                                                           

                                                             

                                                            

                                                           

                                                             

                                                            

                                  審査報告書に対する意見                                                  

                                                                

・審査報告書の作成                                                  

                                                             

                                               

                                                          

                                                             

                       

                          

                                                          

           

  

                                                           

                                                             

                                                              

                                                           

                                                          

・審査結果の判定                                                   

                                                          

                                                          

                                                         

                                                         

                                                      

 

 

                                    

 

 

 

問題なし 

実施希望日を選定 

支払い確認

審査員の承認 

料金の支払い 

審査チーム編成 
（チームリーダーの選定）

通知・請求書及び 
審査実施計画書の作成 

サーベイランス（中間サーベイランスも含む） 

様式MS01-12.1 

審査の実施 

 審査報告書の再発行 

結果の討議

改善の実施  
是正の報告  

 受 

是正処置要求 

改善の実施  
是正の報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2/8.3/8.4審査の時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15 

・審査結果の判定 

・通知 様式MS01-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 審査以外で得られた情報 

・追跡調査 

・フォローアップ審査 

 結果の所見等確認

非公式な是正処置 

要求書の写し 

判定委員会  

ｻー ﾍ゙ ｲﾗﾝｽ実施日のｱﾝｹー ﾄ調査 

通知・様式MS01-9 

追跡調査  
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査（費用別途請求） 

又は書類の確認等

問題あり 

 受 審査報告書の再発行

追跡調査

期限報告のない場合

一時停止通知等 受 異議のある場合 

異議の申立て 

『異議申立て及び苦情対応規程』 

 受 登録継続承認

審査以外で得られた情報

調査依頼書の発行

調査報告及び／又は 

追跡調査 

 受 

判定結果

是正処置要求書

審査報告書

様式MS01-12.1 
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別紙MS01-3 3. 業務フロー 「再認証（認証維持）」 

3. マネジメントシステム認証業務フロー 「再認証（認証維持）」(1/2) (大まかな流れについては別紙MS01-1 1.と同じとする。) 

 

  業 務 区 分           登録組織                   建材試験センター              MS01 実施規程 

 

                             様式MS01-9.4                  

・再認証審査の申請                                                                 

                                                            

                                                              

                                                             

                         不可                     

                                                               

                                                            

                                                                         可     

                                      

                                                             

                                                                           

                                                                  

                                                           

                                                             

                                                            

                                                           

                                                             

                                                            

                                                                                     

                                                                

                                                           

・再認証審査の実施                                                   

                                                                   

                                                            

                                                               

                                                          

                                                                                  

                                                             

                                                             

                                                       

                                                          

・審査報告書の作成                                                          

                     審査報告書に対する意見                                    

                                                             

                       

                                 

                                                          

           

  

                                                           

                                                             

                                                              

                                                           

                                                            

   

                                                          

                                              

・審査結果の判定                                                   

                                                          

                                                          

                                                         

                                                         

                                                      

 

 

                                    

 

 

次頁へ 

問題なし 

審査の実施希望時期の回答 

申請料金の支払い 

 受 

 受

受理可

 

追加情報の提供 

打合せ 

支払い確認

審査員の承認 

料金の支払い 

審査チーム編成 
（チームリーダーの選定）

通知・請求書及び 
審査実施計画書の作成 

再認証審査 

様式MS01-12.1 

審査の実施 

 審査報告書の再発行 

結果の討議

改善の実施  
是正の報告  

 受 

追跡調査  
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査（費用別途請求） 

又は書類の確認等

重大な不適合あり 問題あり 

是正処置要求

改善の実施  
是正の報告  

4. 

・様式MS01-9.4による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5審査の時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15 

・審査結果の判定 

・通知 様式MS01-13 

 

様式MS01-12.1

 結果の所見等確認

非公式な是正処置 

要求書の写し 

却下の理由書作成

判定委員会  

不登録通知書 判定結

是正処置要求書

審査報告書
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別紙MS 01-3（2/2）  

 

  業 務 区 分             登録組織                  建材試験センター            MS01 実施規程 

『異議申し立て及び苦情対応規程』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 再認証承認通知  

様式MS 01-14 

条件付きの場合の条件 

 

10.  公表 

前頁より 

再認証の登録証の交付

（条件の提示）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録承認、登録証 

 の交付 

 

 

 

 

 

・公表 

 受 

 受

追跡調査

異議のある場合 

異議の申立て 

再認証の承認 受 

JAB へのデータ提供 

（QMS、EMS、EnMS のみ） 

審査報告書の再発行

再認証・広報
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別紙MS01-4 4. 業務フロー 「認証内容の変更（認証維持）」 

4. マネジメントシステム認証業務フロー 「認証内容の変更（認証維持）」(大まかな流れについては別紙MS01-1 1.と同じとする。) 

 

  業 務 区 分          登録組織              建材試験センター             MS01 実施規程 

 

 ・認証内容の変更申請                                                

                                                       

                                                             

 

                                     

                           要再審査              再審査不要 

                                                          

 

 

  

  

・拡大審査 

・フォローアップ審査 

                                                         

                                                         

                                                           

                                                          

                                                            

                                                           

                                                          

                      

 

                                         

 ・審査報告書の作成 

 

                                                        

                                                     

                                     

                                          

 

 

                                        

                                                            

                                                             

                

                                                    

                                                     

                                                     

                                                           

                                                     

                                                      

 

                     

                         期限内報告の無い場合 

 

 

                                                様式MS01-18 認証変更承認通知 

  ・認証変更承認 

    変更登録証の発行 

 

  ・認証変更公表 

 

『異議申し立て及び苦情対応規程』 

認証内容の変更願 

申請内容及び認証内

容の変更について 

 受

 受 

新たな申請 

支払い確認

審査員の承認 

料金の支払い 

審査チーム編成 
（チームリーダーの選定）

通知・請求書及び 
審査実施計画書の作成 

拡大・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査 

様式MS01-12.1 

審査の実施 

 結果の所見等確認

判定委員会  

結果の討議

非公式な是正処置 

要求書の写し

改善の実施  
是正の報告  

 受 

追跡調査：ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査（費用別途請求） 
又は書類の確認等 

問題あり

一時停止通知書  受

是正処置要求

改善の実施  
是正の報告  

 受

追跡調査  

異議のある場合 

異議の申立て 

認証変更承認 受 

変更登録・公表

 受 

JABへのデータ提供 

（QMS、EMS、AMSのみ）

登録済み組織に限る

判定結果 

様式MS01-3 

様式MS01-3.1 
７.認証内容の変更  

様式MS01-3 

様式MS01-3.1 

 

・再審査要否の判断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式MS01-18 

認証変更承認通知 

審査報告書に対する意見

判定結果 

判定委員会 

審査報告書の再発行

変更登録証の交付
（条件の提示） 

是正処置要求書

審査報告書

 審査報告書の再発行 

様式MS01-12.1 
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別紙MS01-5 5. 業務フロー 「事業規則の変更対応（認証維持）」 

5. マネジメントシステム認証業務フロー 「事業規則の変更対応（認証維持）」 

 

  業 務 区 分          申請・登録組織             建材試験センター             MS01 実施規程 

 

 ・事業規則の変更通知                                           

                                                     

                                                                    

                                                       

                                                         

                           

                                                     

 

                                        

                                                   

                                                    

                                                      

 

                                                       

                                                   

                               

                                                                             

 
              

 

 

 受 事業規則の変更予告通知
意見の提出 

変更案に対する意見書提出 提出された意見を
考慮して再検討

対応処置の実行 

 受 

サーベイランスで検証

16. 事業規則の変更 

16.1. 1) 書面により、意見の提出 

申請・登録組織の意見書提出 

 

 

16.1. 2) 提出された意見を考慮 

 

 

 

 
16.1. 4) 要求される対応処置 

の予告 

 

 

 

 

16.4対応処置の検証 

 

 

 

 

 

・規則変更の正確な内容

・施行年月日 

・要求される対応処置 

 


