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当協会は、平成 25年 6月に理事の改選を行い、7月には新たに「執行役制度」を導入して、新

しい業務執行体制を発足させた。また、12月には、長年事業拠点としてきた赤坂から同じ港区の

三田に本部ビルを、本町から高麗橋に関西支部を、それぞれ移転し、新たなスタートを切った。

一般財団法人として、より自律性の高い事業運営に努めた一年であった。 

 

平成 25年度の経済情勢は、世界経済においては、欧州の政府債務危機問題の鎮静化や、米国経

済の回復など明るい兆しが見えてきた一方、我が国においても、大胆な経済政策の転換による長

期デフレからの脱却や、円高の是正により、景気の回復が印象付けられた。株価の上昇や円安方

向への動きにより、企業収益は改善し、所得や設備投資の増加へと動き出している。 

更に、東京オリンピックの招致決定等が、本格的な経済再生に向けた大きな一歩へ繋がるとの

期待が高まりつつある。 

 

このような背景の中、当協会の経常増減を見ると、収入面は平成 24 年度から 138 百万円減の

5,324 百万円となったが、支出面は、本部ビル及び関西支部の移転費用が発生したものの、事業

全般にわたる節減努力等により 5,030 百万円に抑えられたことから、収支差では 294 百万円を確

保することができた。 

事業別に見れば、標準化基盤整備事業及び規格開発事業については、国等からの受託収入が平

成 24年度に対し、80百万円の増加となった。 

出版事業は、JIS ハンドブックの書店への販売方法の変更による返品精算を行ったため、収入

は大幅な減少となったが、販売状況は大幅な減少となっていない。JIS 規格については、収入は

微増。JIS 規格、JIS ハンドブック、書籍等の収入を合わせると、平成 24 年度に対し、141 百万

円の減少となった。他方、国際規格(ISO/IEC 規格)については、改正に伴う原文及び邦訳版の収

入増等により、外国規格普及収入が平成 24年度に対し、169百万円の増加となった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

研修事業については、集合教育形態の一部リニューアルや、顧客ニーズに合わせた企業内研修

等を進めた結果、微増ではあるが、8百万円の収入増。 

マネジメントシステムの審査登録事業は、日本国内全体として減少傾向が続いており、市場の

成熟化、価格引き下げ競争等も相俟って、収入は平成 24年度に対し、309百万円の減少という厳

しい結果となっている。マネジメントシステムの審査員評価登録事業は、登録者の減少傾向から、

微減。 

好調が続く品質管理検定事業は、申込実績数が平成 24年度と比較して約 11％増となった結果、

27百万円の収入増となった。 

 

このような全体としてはまだまだ厳しい事業環境の中、当協会は市場ニーズや経営環境の変化

に自律的に対応し、経営基盤の安定化を図ると共に、「総合的標準化機関」としての使命を果たす

べく、リスク・BCP、製品安全・食品安全等の新規事業分野の開拓・開発等を進めてきたところで

ある。また、更なる成長のため、事業全般の課題の抽出・分析等を行い、重点施策を明確化し、

2020年に向けた中長期経営計画の策定に努めた。 
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Ⅰ．標準化基盤整備事業 

我が国における標準化基盤をより強固なものとし、産業界をはじめとする関係機関の国際標準化

活動の活性化を図るべく、その参画支援を行うとともに、標準化教育の推進、消費者の標準化活

動支援等に取り組んだ。特に、大学、企業、団体、消費者等幅広い層を対象として、国内外の標

準化活動の推進を担う人材育成に努めた。また、国内外標準化機関とのネットワークを通じ、国

際標準化活動に対する関係者の意見の反映及び標準関連情報・サービスの提供を行った。 

 

１．国際標準化支援事業及び国際標準化研修事業 

標準化基盤部内の国際標準化支援センターにおいては、我が国の国際標準化活動の基盤強化

に資するため、国際標準化関連情報の収集・提供及び人材育成をミッションとして、その活動

の充実に努めているところであり、平成 25年度についても前年度に引き続き、日本工業標準調

査会（以下、「JISC」という。）の「国際標準化アクションプラン」（平成 19 年度策定）に基づ

き、以下の事業を実施した。 

（１）新任国際幹事等支援及び国際幹事国・国際議長業務支援 

新任の TC/SC国際幹事、WGコンビーナの業務を支援するため、11団体の新任国際幹事等の

実務の指導・助言を行った。また、IEC国際幹事国・国際議長業務の活動を支援した。 

（２）国際標準化人材育成 

集合研修「ISO/IEC国際標準化研修－入門編、中級編（各 3回）」を行った。新たに、「ISO

国際標準化研修－上級編（1回）」を企画し、行った。ニーズ対応の訪問研修を５回実施した。

また、IEC における Young Professional ワークショップ（10 月、インド）に 3 名の若手人

材を派遣、2014 年 IEC 東京大会 組織委員会事務局（経済産業省）主催の「次世代国際標準

化人材養成プログラム」に協賛し、その運営を支援した。なお、13件の日本開催国際会議に

対し、参加オブザーバ（54名）の人材育成を行った。   

（３）ISO/IEC上層対応、標準化情報収集・提供 

ISO/IEC の上層対応委員会を組織・運営し、総会、理事会/評議会、技術管理評議会/標準

管理評議会(TMB/SMB)等、上層委員会の政策決定の場における日本代表の支援及び国内意見 

調整等の事業を実施、標準化関係者に対して上層委員会報告会を開催した。また、審議団体

等からの問合せに答えるコンサルティング業務を行った（約 400件の問合せに対応）。 

2014年 11月の IEC 東京大会開催に向け、実行委員会事務局として、日本工業標準調査会

（JISC）のもと IEC 国内関係者間の調整を図り、東京大会開催に向けた実行予算の策定、関

連するテクニカルイベント等の準備を進めた。 

（４）多国間・二国間標準化協力 

日中韓で行う第 12 回北東アジア標準協力フォーラムの日本開催を実施、同時開催の

CJK-SITE総会の日本開催を支援した。CEN/CENELEC 総会に日本代表を派遣、JISC/CENELEC 情

報交換会を実施、欧州関係機関との連携を深めた。東南アジア諸国との連携を強化すべく APSG 

セミナーを開催した。 

国際協力機構(JICA)受託研修事業として、ASEAN 諸国を中心とした開発途上国より研修員

（政府関係職員対象）を受入れ、「アセアン国際標準開発」、「アセアン製品認証 IECEE/CB ス

キーム実践」に関する研修を行った。 

（５）国際標準協力調査事業 

国内外双方向で標準情報交換と、必要な人に必要な情報を提供することを行う目的で、海

外標準化機関動向調査、海外安全基準関連制度調査等を行った。 

（６) 国際標準化専門家ネットワーク整備 

ISO/IEC 活動の経験を持つ OB 人材等の標準化専門家 34 名をデータベースに登録。国際標

準化支援を必要とする標準化団体（2団体）のニーズに基づき、専門家を派遣し、支援した。 

（７）国際標準化回答原案調査 

ISO/IEC の各 TC/SC から回付される規格案や規格の定期見直し等に対し、国内審議委員会

（ISO：50団体、IEC:9団体）の支援し、国際規格原案の作成／回答を行った。 
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２．消費者関連標準化普及事業 

（１）消費者関連分野の標準化 

日本工業標準調査会消費者政策特別委員会による標準化政策（消費者保護促進に関わる国

際的な標準化の取組み）に基づき、COPOLCO 関連の審議テーマ（例：ISO/IEC ガイド 50 の改

正審議）に対し、消費者団体等の利害関係者と十分な連携の下、国内委員会を運営し、対処

方針の策定、国際会議への参加及びその審議結果の報告等を行った。 

（２）医療・教育サービス産業分野の標準化 

  健康寿命の延伸に資する運動サービスの品質評価・認証に向けて、「医療連携プロセス標準

モデル」の精緻化、運動の習慣化に繋がる運動サービス領域の調査、並びに運動サービスの

品質評価方式を確立するため、実証事業を沖縄・沼津で行い、品質評価・認証に向けての課

題を明らかにした。また、ISO 29990 関連の「非公式教育及び訓練のための学習サービス」

の新事業展開の検討を行った。 

 

 

 

Ⅱ．規格開発・普及事業 

我が国の標準化制度の実務を担う中核的機関として、産業活動や国民生活の健全な発展にとっ

て重要な分野・課題について、当協会自ら、又は関連機関と協力し、規格原案作成及び国際標準

化活動に取り組み、その成果については、出版、対外情報発信等による普及の強化に努めた。 

規格の普及に際しては、ユーザの情報ニーズや利用環境を踏まえ、単に JIS 規格の提供にとど

まらず、関連する国際規格(ISO/IEC規格)、外国規格、国内団体規格、又は関連法令、技術情報

等の総合的かつ多様な情報の提供を行う事業への展開を進めた。また、提供に際しては、JIS規

格票をはじめとして、ハンドブックや書籍等の出版物、規格説明会や研修等による情報提供、マ

ルチメディアやデータベース、ポータルサイト、電子出版等の ITツールを活用した提供など、情

報の特性に応じた多様な形態での提供を展開した。 

平成 25年度においては、こうした新たな規格関連情報提供事業を進める端緒として、水・イン

フラ等複数の特定分野において総合的な情報提供事業を開始した。 

 

１．規格開発の推進 

 (1) JIS原案の作成 

社会ニーズへの対応や産業の高付加価値化への寄与等の観点から重点化して取り組み、規

格普及強化のための規格関連情報提供事業への展開を進めた。 

工業標準化法第 12 条の活用による民間における JIS 原案作成活動の推進では、「JIS 原案

作成公募制度」を通じて、規格策定組織や産業団体等と共同して、371件(計画 400件）の

JIS 原案を作成した。また、協会自らも主体的に製図、量記号など産業基盤整備に資する

JIS 原案の作成に取り組み、15 件を作成した。更には国費事業にも積極的に取り組み、受

託事業として安全関連の JIS原案 11件を作成した。   

(2) 標準化調査研究 

電気用品安全法の性能規定化に対応する JIS をはじめ、社会的ニーズや公共性が高い分野

の規格を中心に調査研究を実施し、JIS原案の開発を行った。 

(3) 国際規格原案の作成等 

標準化調査研究、JIS 原案作成、国際標準化支援活動等を通して得られた成果をもとに、

国際規格原案の作成及び提案を実施した。また、ISO/TC213（製品の寸法・形状の仕様及び

評価） 等 ものづくり基盤技術関連の国際標準化を含む 20件の ISO/IEC国内対策委員会を

運営するとともに、ISO/TC69（統計的方法の適用）などの 13件の国際幹事・コンビーナ業

務等を実施した。 
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(4) JIS原案の調整及び審査 

JISC における審議の効率化、迅速化に資するため、原案作成委員会における調査・審議

が終了した JIS原案について、外部専門家で構成された規格調整分科会（20分科会）によ

る原案調整を行うとともに、当協会担当者による原案校正、編集及び審査を実施し、完成

度の高い 546件（計画 600件）の JIS原案調整を行った。また、これまでの規格開発の実

績をもとに、規格策定組織等に対する JIS原案作成指導を行った。 

(5) 規格作成研修の実施 

規格開発能力の向上を図るため、標準化及び規格原案作成に関する研修カリキュラムを整

備し、当協会職員及び規格策定組織を対象とした規格作成実務研修（新任者向け及び実務

担当者向け）を行ったほか、規格策定組織等への訪問研修を実施した。 

 

２．JISの維持管理 

(1) JIS関連情報提供 

規格ユーザからの各種の問い合わせに対して、原案作成団体等と協力し、回答又は情報提

供を行い、JIS規格の利用促進を図った。 

(2) JISの維持管理 

工業標準化法の規定による JISの 5年見直しに資するため、該当 JISの書誌情報（引用規

格、対応国際規格、引用法規の改廃状況）を一元的に調査･分析し、その結果を JIS 原案

作成団体等に提供するとともに当該 JISの見直し調査を実施した。 

(3) 強制法規における JIS引用規格調査 

電気用品安全法等の強制法規における JISの引用を促進するための基礎資料として、当該

年度に策定された法規技術基準等における JISの引用状況を調査した。 

 

３．JIS認証制度支援事業 

JISマーク制度において、JIS登録認証機関協議会（JISCBA）の事務局を務め、登録認証機関

相互の円滑な情報交換等を促進し、広報活動等を積極的に行い、本制度の更なる発展と信頼性

の確保に努めた。 

 

４．JIS規格及び JISハンドブックの発行 

平成25年度、JISは547件（目標570件）、英訳JISは238件の発行を行った。JISの売上げは計

画を9百万円上回る635百万円であった。 

また、JISハンドブックは89点、英訳JISハンドブック7点を発行した。JISハンドブックは売

上減少が続いており、これに対応するため、2014年1月発行のものから書店からの返品を受けな

い“完全買い切り”に移行したこと等により、収入額は計画に対し約158百万円減の約342百万

円にとどまった。 

 

５．物品等の頒布 

JIS規格利用のための関連標準試料として、染色堅ろう度試験用各種添付白布、ブルースケー

ル、グレースケール、JIS標準色票、JIS色名帳等の製作、販売を行い、127百万円の収入を得た。 

 

６．説明会 

    JIS規格、国際規格、海外規格の中で新規制定規格等、産業界からのニーズの高い規格関連情

報について、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）、ASME圧力容器規格2013など、延

べ39回の説明会を実施し、規格の普及、理解促進を図った。 
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Ⅲ．書籍及び海外規格普及 

国内外の標準化動向、新規開発規格、品質管理（QC）及び品質工学（QE）等の分野を中心に、外

部機関、専門家・有識者とのネットワークを活用するとともに、当協会内事業の成果をも活かし、

顧客ニーズに応える書籍等の商品開発・提供を、迅速かつ効率的に行うことに努めた。 

また、当協会で発行する月刊誌、ウェブストア、HP等の多用な媒体を活用し、国内規格、海外規

格、内外標準化、管理技術、適合性評価等に係る最新情報等の発信機能の強化に努めた。 

１．単行本の編集発行 

新刊本を合計30点発行し、既刊本の増刷を115点行った。収入額は270百万円であった。 
 

２．国際･海外規格の普及 

ISO/IEC等国際規格、欧州規格（EN）及び米、英、独の各標準化機関が発行する規格、各国の

主要団体規格の普及に努めると同時に、海外規格利用者へのサービス向上のため、ニーズの高

い海外規格邦訳版の開発・普及体制を一層整備し、海外規格の国内での普及を更に推進した。 

この結果、原本及び邦訳版の収入は計画を上回り、1,014百万円となった。 

 

３．頒布手段の多様化 

JIS、ISO、IEC規格については、ライブラリーサーバ（電子媒体の規格を当協会のサーバに

アクセスし閲覧する）をより広いユーザにご利用いただくためのシステム機能強化などの商品

力向上を図った。また、ウェブストアにおいては、JIS、ISO、IEC規格の PDF ダウンロード販

売、単行本、ハンドブック、海外規格邦訳等のオンライン販売を実施するとともに、提供情報

の充実を図り、利用者の増加と業務効率向上に努め、平成 25 年 10 月から BS 規格の PDF ダウ

ンロード販売も開始した。 

平成 25年度のウェブストアの販売は前年度比 34百万円（9.6％）増の 392百万円となった。 

 

 

 

Ⅳ．研修事業 

標準化及び品質管理・品質工学等の管理技術分野を中心に、品質管理・改善、マネジメントシ

ステム構築、問題解決、新商品開発等に資する人材育成の推進を目的とする研修事業を本部及び

支部管轄地域において実施した。なお、既に札幌支部、東北支部と四国支部を本部及び関西支部

に業務統合していることもあり、本・支部機能の集約化を更に進めることにより管轄にとらわれ

ない効率的かつ合理的な業務体制を強化し、顧客への研修サービス提供の強化に努めた。 

  研修の実施に関しては、集合教育形態の一部リニューアルに加え、顧客のニーズに合わせた企

画の企業内研修の展開を強化するとともに、通信(QC入門、中級等)など新しい研修スキームの開

発・導入の検討を継続的に進め拡大を図った。 

 

１．セミナー等の実施 

平成25年度も、昨年同様“質”を重視した管理技術の更なる浸透、専門家育成や規格の普及

を目的とするセミナーと、各地域のニーズに応じてきめ細かくかつ柔軟な内容のセミナーに分

けて実施し、本支部各担当管轄地域内において491コースのセミナーを開催した。その結果、総

受講者数はほぼ計画通りの11,352名の参加を得、関東圏の企業内研修の受注増もあり、研修事

業全体の収入計画 569百万円に対し収入実績 587百万円(3.1%増)と計画を上回った。 

 

２．既存セミナーの見直し及び新規セミナーの企画・開発 

  研修参加企業をはじめとするステークホルダーとの連携、産業界及び外部有識者を交えた委

員会・研究会を通じ、市場のニーズ・シーズを探求、分析し、その結果を十分反映させ既存セ

ミナーの見直し、リニューアルの実施（3コース）並びに新規セミナーの企画・開発（10コ

ース）し、本支部所管地域にて実施した。 
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３．企業内研修の実施 

企業・団体等からの要望に応じて、指定された日時・場所において行う工業標準化、JIS、

ISO/IEC、品質管理、品質工学等の社内研修及び講演会等を全国で計 172件実施した。 

 

４．品質月間 

品質月間（11月）において、日本商工会議所、(一財)日本科学技術連盟等の関係機関と協

力し、また、出版事業部と連携を図り、「品質月間行事」（全国 12都市での特別講演会の開催、

及びテキスト、Q旗、胸章等の物品販売）を実施した。 

 

 

 

Ⅴ．認証事業 

１．マネジメントシステム審査登録事業 

ISOマネジメントシステム認証機関に求められる認定基準（ISO/IEC 17021等）に基づく体制

を維持充実すると共に、審査員及びスタッフの力量向上を図り、第三者認証機関として、登録

組織のマネジメントシステムの有効性向上につながる“質の高い審査”の提供を図ってきた。 

  日本の審査登録市場は全体として縮小傾向にあり、価格競争も一層の厳しさを増している。

これに対応すべく、特に営業面の強化を図った。新規顧客開拓のための企業訪問や、イベント

開催等の積極的営業活動、既存登録組織との結びつき強化、登録組織～審査員～当事業部の三

者を結ぶインターネット情報ネットワーク“CIS”の改良・活用によるコミュニケーションの緊

密化等を実施し、登録返上の抑制と受注件数の増加に努めた。 

  また、一部事務処理の審査員への移管のほか、業務支援の情報システムの機能向上等により

業務のスリム化を進め、コスト削減に努めた。加えて、新規分野については、昨年度 JAB 認定

を取得した FSSC 22000（Food Safety System Certification 22000）の登録組織拡大を図ると

ともに、ISO 39001（道路交通安全マネジメントシステム）、ISO 50001（エネルギーマネジメン

トシステム）及び ISO 22301（事業継続マネジメントシステム）の 3事業を新規に立ち上げた。 

以上の結果、マネジメントシステムの総登録件数は2192件となり（前年度2,255件）、部門の

収入はおよそ1,034百万円、支出はおよそ557百万円となった（平成25年度予算に対し収入11百万

円増、支出58百万円減）。 

 

２．マネジメントシステム審査員評価登録事業 

平成 25年度末の登録審査員数は、品質マネジメントシステム（QMS）審査員:7,905名、情報

セキュリティマネジメントシステム(ISMS)審査員：2,587名、航空宇宙産業向け審査員:59名の

合計 10,551名となった。 

QMS 審査員登録数は、引き続き減少傾向にあり、平成 25 年度は 341 名、年率 4.14%の減少で

ある。ISMS審査員登録数も同様に、平成 25年度は 119名、年率 4.40%の減少である。但し、QMS・

ISMS 共に平成 23 年度（QMS:6.10%、ISMS:12.39%）、平成 24 年度（QMS:4.56%、ISMS:10.34%）

と比較すると減少率は鈍化傾向にある。航空宇宙産業向け審査員数は、2 名増えて 59 名だが、

大きな変化はない。平成 24 年度より開始した ISO29990（学習サービス）認証のための審査員

及び内部監査員は、22名増えて合計 47名になった。 

また、審査員研修コースの承認事業については、平成 25年度中に、8機関（変化なし）の QMS

研修コース、6 機関（1 機関減少）の ISMS 研修コース、1 機関（変化なし）の航空宇宙産業向

け研修コースに対する審査を実施し、それぞれ承認を継続した。 

新規事業としては、平成 26 年 2 月末より、従来からある QMS/ISMS 審査員の資格区分（審査

員補、審査員、主任審査員）に加えて、新たに「エキスパート（Expert）審査員」（指導・検証

審査員）区分を新設した。また、3 月末より、新たな要員認証として「マネジメントシステム

内部監査員」及び「マネジメントシステム管理技術者」の評価登録を開始した。これらは要員

認証事業の拡大に向けた第一歩となると同時に、従来からの審査員の認証と合わせると、マネ
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ジメントシステム審査登録関係要員を対象とした認証制度として一旦完成を見ることになる。 

全体の売上については、予算段階で 172百万円を予定していたが、前述のとおり QMS審査員、

ISMS審査員登録者の減少数が当初予想を下回ったため、最終的には 190百万円となった。 

 

３．品質管理検定事業 

平成 25年度について、第 16回（平成 25年 9月 1日）検定は、全国 35都道府県延べ 49都市

で試験を計画し、試験当日は台風 15号の影響により、山陰地区及び九州地区の交通機関に障害

が生じたが、定刻に試験を開始して全ての会場で試験を実施した。第 17回（平成 26年 3月 23

日）検定は、全国 36 都道府県延べ 51 都市で計画し、関東地区の一部の交通機関に障害が生じ

たが、定刻通りに全ての会場で試験を実施した。 

本年度の申込者数について、第 16回検定の申込は、51,687名と前回（第 15回／平成 24年 3

月）より約 2,700 名と約 5%多く、第 17 回検定は、第 16 回検定より約 1,200 名多い 52,928 名

と過去最多であった。本年度の申込者累計は計画 92,000 名に対し、104,615 名となり、また、

検定開始からの申込者累計は 499,204名、受検者累計は 445,767名となった。 

以上の結果、収入実績はおよそ 294 百万円、支出はおよそ 118 百万円となった（本年度予算

に対し収入 51百万円増、支出 6百万円増）。 

 

４．ICカード用 RID登録 

JIS X 6308（外部端子付き ICカード－第 5部：アプリケーション識別子のための付番システ

ム及び登録手続き）に基づく RID（アプリケーション提供者識別子）の登録事業については、

新規登録 2件、更新 49件、廃止 9件となった。 

 

 

 

Ⅵ．戦略的新規事業分野への取り組み 

平成 25年度においては、前年度に引き続き、新規拡大分野である製品安全、食品安全、リスク、

BCP 等に関するセミナーを行うとともに、特に高度なシステム・機器の輸出に必要となる標準・

認証と期待される機能安全について、国の委託費を頂き、IEC61508機能安全規格の基本知識の提

供と、更に自動車・鉄道・制御・ロボット関係組織の協力も頂いた。機能安全規格の体系的な教

育を目的にした研修を実施した。また、水を中心にしたインフラ関連規格の開発・普及に取り組

んだ。更に、規格協会のマーケッテイング能力強化を目的に、協会内事業のシナジー効果を狙い

オール JSA一丸となった「事業企画全体会議」開催と「マーケティング調査」を開始した。 

 

 

 

Ⅶ．維持会員制度の充実 

当協会の存立を支える大きな柱の一つである「日本規格協会維持会員制度」について、積極的

に維持拡大の方策を展開させ 48 社（48 口）の新規加入を得たが、会員企業の事業所の統廃合や

会員企業による経費見直し等により、全体では前年度比で 63社（66口）の減少となった。 

 

 

 

Ⅷ. 広報活動の強化 

１．月刊誌の編集発行 

当協会の月刊誌である「標準化と品質管理」を引き続き発行し、標準化、管理技術に関する特

集記事や連載、及びJISの制定・改正等の規格情報、ISO/IEC国際規格、海外規格の情報、海外標

準化ニュースなどを、読者ニーズ・社会的関心テーマ等を考慮しつつ、各部門との連携を図り掲

載し、当協会事業の広報の充実を図った。また、電子版の出版、販売を行っている。 
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２．標準化と品質管理全国大会、地区大会 

標準化と品質管理の普及・啓発活動の一環として、工業標準化推進月間である 10月に「標準

化と品質管理全国大会 2013」（東京）及び「標準化と品質管理地区大会 2013」（支部所在地）を

開催し、講演会・情報交換会を実施した。 

全国大会においては、今年度は、事業の PR強化を目的に、新たに PR用の部屋を設け各事業

のブースを設置、DVD動画上映などを通じ、広報活動の強化を行った。 

また、地区大会では平成 24年度に引き続き、各理事の講演の中で当会の各機能の活用方法に

ついて参加者への広報を行った。 

 

３．標準化教育 

平成25年度は、5大学、1工業会、4小・中・高に対してそれぞれ、標準化教育を実施した。標

準化教育に関連する事業としては、公開シンポジウムの開催、環境関連イベントへの共同出展、

学会等への参加・論文投稿を行い、より幅広い層に向けて標準化教育の普及啓発を図った。 

 

 

 

Ⅸ．組織の充実化 

１．一般財団法人としての対応 

平成 25 年度第 1 回評議員会において、任期満了に伴い理事 8 名（常勤 5 名、非常勤 3 名）

と監事 3名（常勤 1名、非常勤 2名）が退任となり、新たに理事７名（常勤 3名、非常勤 4名）

と監事 3 名（常勤 1 名、非常勤 2 名）が選任された。平成 25 年 7 月からは、新役員体制の下、

執行役制度を発足し、ガバナンスの強化と併せ、事業実施体制の効率化に取り組んだ。 

 

２．事務所の移転 

本部ビルの土地を含む、旧赤坂小学校跡地・周辺地区活用事業については、港区による事業

推進者の公募が行われ、事業推進者に学校法人国際医療福祉大学が選定された。学校法人国際医

療福祉大学との間で基本協定及び一般定期借地権設定契約の締結を完了したため、平成26年度か

ら本格的に本部ビル土地の活用事業がスタートする予定である。 

事業推進者の決定を受け、平成25年12月に、従来、三つのビルに分散していた東京事務所を

三田ＭＴビル（港区）に移転、集約した。また、関西支部においても、事務所の経費低減及び老

朽化対策を目的として、同時期に事務所の移転を実施した。移転に際しては、ITの活用とセキュ

リティの確保を念頭に、新しいオフィスのメリットを最大限享受できるよう仕様を策定し、併せ

て、保存書類の削減及び電子化、備品･資産類の抜本的見直しを図ったことにより、オフィス環

境が改善され、業務効率化に繋げることができた。 

 

３．人材育成と人事考課 

平成 23 年度以降新卒の採用を抑制していたこともあり、若手を中心に人材が不足している

ことから、平成 26年 10月に平成 26年 4月入職者の求人を行い、選考の結果、新卒者 4名の採

用を決定した。4名の採用者については、初めてトレーナー制度を導入し、OJT を中心に育成を

図る予定である。 

人事考課制度については、よりわかり易く、より効率的に考課を実施できるよう、考課項目

を取捨選択し、簡素化を図った。 

 

４．情報化の推進 

研修、出版、規格開発と普及等、協会の事業全般における事業形態の抜本的な高度化、効率

化を図るべく、ネットワーク、WEB、マルチメディア、ソーシャルメディア等の新たな IT 技術

を活用する基幹系システムの刷新を進めた。 
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今年度、システム要件定義を実施した。その後、販売増及び業務の効率化の徹底を図るため

計画の見直しを行い、4 年間かけ段階的に IT 共通基盤、人事給与システム、Web システム、販

売（出版、研修、検定）システム及び会計システムを構築することとし、構築に着手した。 

協会内のサーバ室に収用していたサーバ群を、本部ビル移転時 BCP対応としてデータセンタ

に移設した。 

 


