
 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

 

 

 

 

 



当社では 2004年から ISO nextを開始し、2005年には内部監査員大会を、2008年には群馬 ISO機構を立ち上げ、   
経営と ISOの統合、パフォーマンスの向上を目指した事業を実施して参りました。下記開催実績をご参照ください。 
 

NoNoNoNo    セミナータイトルセミナータイトルセミナータイトルセミナータイトル    開催年月日開催年月日開催年月日開催年月日    実施内容実施内容実施内容実施内容    講師講師講師講師    

１ ISO next ISO next ISO next ISO next セミナーセミナーセミナーセミナー    2004/09/17 『『『『現場力現場力現場力現場力こそこそこそこそ全全全全てててて！』！』！』！』    
１．ISO取得の現状と課題 ～TQMの導入と効果的な推進～ 
２．ISOと TQM活動 
３．自社の強みを発見し、市場の機会にどう活かすか 
４．現場力を育成する管理活動とは 

 
上窪  均  氏 財団法人日本科学技術連盟 

新藤 一孫 氏 ｻﾝﾃﾞﾝｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
長崎 廣行   ㈱群馬中央総合研究所 

田村  実     ㈱群馬中央総合研究所 

２ 2005/07/15 ISOフォーラム 2005 in 群馬 

『『『『ISOISOISOISOをををを超超超超えるえるえるえる～～～～ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001のののの戦略的活用戦略的活用戦略的活用戦略的活用～』～』～』～』    
１．ISOを超える ～ISO9001の戦略的活用～ 
２．QMSの継続的改善方法 －形式的な改善から攻めの改善への転換－ 
３．ISOと TQMの融合 －企業を競争優位に導く品質経営の実践－ 

 
飯塚 悦功 氏 東京大学大学院 教授 

TC176日本代表 

福丸 典芳 氏 TC176 国内委員 
村川 賢司 氏 前田建設工業㈱ 

３ 2006/02/20 『『『『ISO ISO ISO ISO 9001900190019001とととと 14001140011400114001のののの統合統合統合統合』』』』    
テーマ：ISO9001と 14001の統合マネジメントシステム 

－2つのシステムをいかに統合するか－ 

 
福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 
 

４ 2006/07/21 『『『『認証取得認証取得認証取得認証取得３３３３年後年後年後年後のののの壁壁壁壁』』』』    
１．審査機関からみた「認証取得 3年後の課題」 
２．認証取得 3年後、企業はいま何をすべきか 

 
石丸  徹 氏 財団法人日本科学技術連盟 

福丸 典芳 氏品質MS規格国際対応委員 

５ 2008/06/13 『『『『EMSEMSEMSEMSのののの有効活用有効活用有効活用有効活用からからからから自己宣言自己宣言自己宣言自己宣言、、、、統合統合統合統合MSMSMSMSへへへへ』』』』    
テーマ：EMSの有効活用から自己宣言、統合ＭＳへ 

 
小野 隆範 氏 (有)小野技術士事務所 

６ ISOISOISOISO管理責任者管理責任者管理責任者管理責任者    

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 

2008/04/16 第１回『『『『管理責任者管理責任者管理責任者管理責任者にににに求求求求められるめられるめられるめられる統合統合統合統合マネージャーとしてのマネージャーとしてのマネージャーとしてのマネージャーとしての役割役割役割役割』』』』    
１．管理責任者に求められる統合マネージャーとしての役割 
２．ISO nextに求められるもの －経営・品質・環境・安全－ 

 
三谷 徹男   ㈱群馬中央総合研究所 

福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 

７ 2008/09/18 第２回『『『『品質品質品質品質コストマネジメントコストマネジメントコストマネジメントコストマネジメント』』』』のののの提唱提唱提唱提唱    
１．QMS & EMS の有効活用で品質向上とコスト削減の両立を 
２．品質コストマネジメントの提唱 
３．サンデンにおける TQMと ISOの融合 
４．CO2削減と排出権取引 EMSの成果がビジネスになる 

 
福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 
伊藤 嘉博 氏 早稲田大学商学部 教授 

藤井 暢純 氏 サンデン㈱ 

平川 雅宏 氏 社団法人日本能率協会 

８ 2009/04/16 第３回『『『『マネジメントシステムをいかにマネジメントシステムをいかにマネジメントシステムをいかにマネジメントシステムをいかに改善改善改善改善・・・・発展発展発展発展させるべきかさせるべきかさせるべきかさせるべきか』』』』 
１．2008 年版改定の議論とその趣旨を踏まえた ISO9001の活用法 
２．事例報告①：ISOで「学校教育」を変える 
  事例報告②：シンプルな仕組、分かり易いマニュアルの作り方 

平林 良人 氏 ㈱テクノファ 代表取締役 

        TC176/SC2 日本代表 

中田 義計 氏 私立 盛岡中央高等学校 

日下田 真美  ㈱群馬中央総合研究所 



９ ISOISOISOISO管理責任者管理責任者管理責任者管理責任者    

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 

2009/09/17 第４回『『『『QCQCQCQCのののの復活復活復活復活をををを目指目指目指目指してしてしてして』』』』    
１．品質管理技術の維持・向上の進め方 
２．事例報告：経営品質の向上を目指して！ わが社の経営改善への道 

 
福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 
斉藤  忠  氏 岡谷電機産業㈱ 

10 2010/04/21 第５回『「『「『「『「やらされるやらされるやらされるやらされる ISOISOISOISO」」」」からからからから「「「「やるやるやるやる ISOISOISOISO」」」」へへへへ』』』』    
１．ISOの効果を上げる「方針管理」の展開方法 
２．シンプルで経営に役立つ、現場で使える QMSの構築方法 

 
三谷 徹男   ㈱群馬中央総合研究所 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

11 2010/09/17 第６回『『『『低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会にににに向向向向けてけてけてけて ISOISOISOISOはははは何何何何をすべきかをすべきかをすべきかをすべきか』』』』    
１．サンデンにおける ISO14001への取組みとその成果 
２．環境と STQMの取組み －「環境保全」から「環境経営」へ－ 

 
斉藤 好弘 氏 サンデン㈱ 環境推進本部 

牛久保 雅美 氏 サンデン㈱ 代表取締役会長 

12 

 

2011/04/20 第７回『『『『グローバルグローバルグローバルグローバル競争時代競争時代競争時代競争時代    今今今今、、、、改改改改めてめてめてめて問問問問うううう管理責任者管理責任者管理責任者管理責任者のののの役割役割役割役割』』』』    
１．今やISO社会「ISO再考」 
２．ISO9004改訂 現状のQMSへの活用 管理責任者はこうして欲しい 
３．取材の中で見たISOの変革  －先進企業におけるISOの変革事例－ 

 
三谷 徹男   ㈱群馬中央総合研究所 

福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 

中尾 優作 氏 月刊アイソス 発行人 

13 ISOISOISOISO内部監査員大会内部監査員大会内部監査員大会内部監査員大会    2005/09/22 第１回 ① 品質品質品質品質マネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムの効果的効果的効果的効果的なななな内部監査内部監査内部監査内部監査 

    ② 形式的形式的形式的形式的なななな是正処置是正処置是正処置是正処置をををを抜本的抜本的抜本的抜本的にににに改善改善改善改善するためにするためにするためにするために 

福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

14 2006/04/21 第２回 ① 内部監査員内部監査員内部監査員内部監査員にににに対対対対するするするする期待期待期待期待とととと役割役割役割役割    

    ② 予防処置予防処置予防処置予防処置のためののためののためののための７７７７ステップステップステップステップ －FMEAの活用法－ 

事例発表：①医療法人 社団美心会 黒沢病院黒沢病院黒沢病院黒沢病院 様 ②㈱㈱㈱㈱ボルテックスセイグンボルテックスセイグンボルテックスセイグンボルテックスセイグン    様 

福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

15 2006/10/25 第３回『『『『ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001をををを活用活用活用活用したしたしたした人材育成人材育成人材育成人材育成』』』』 

１．人的資源プロセスのパフォーマンス向上の視点 
２．教育訓練の立て方と OJT 
事例発表：①サンコーサンコーサンコーサンコー電子電子電子電子グループグループグループグループ  様 ②鹿島鹿島鹿島鹿島エレクトロエレクトロエレクトロエレクトロ産業産業産業産業㈱㈱㈱㈱    様 

 
福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 

三谷 徹男   ㈱群馬中央総合研究所 

16 2007/04/18 第４回『『『『プロセスアプローチによるプロセスアプローチによるプロセスアプローチによるプロセスアプローチによる内部監査内部監査内部監査内部監査』』』』    
１．プロセスアプローチによる内部監査 －いかにﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ向上に役立てるか－ 

２．現場に活かすプロセスアプローチ 
事例発表：①高山運輸倉庫高山運輸倉庫高山運輸倉庫高山運輸倉庫㈱㈱㈱㈱ 様 ②㈱㈱㈱㈱エイムエイムエイムエイム    様 

 
沖本 一宏 氏 ㈱ｸｵﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究所 代表 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

17 2007/10/18 第５回『『『『新新新新しいしいしいしい内部監査内部監査内部監査内部監査コンセプトのコンセプトのコンセプトのコンセプトの提唱提唱提唱提唱』』』』    
１．ISO時代の新たな管理能力「内部監査能力」 
２．内部監査をベンチマーキングの場、有効性の監査にしていく為に 
事例発表：①IPFIPFIPFIPF㈱㈱㈱㈱    様 ②㈱㈱㈱㈱コルノマカロニコルノマカロニコルノマカロニコルノマカロニ    様    ③高崎通運高崎通運高崎通運高崎通運㈱㈱㈱㈱ 様 

 
三谷 徹男   ㈱群馬中央総合研究所 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

18 2008/05/22 第６回『『『『会社会社会社会社にににに役立役立役立役立つつつつ内部監査内部監査内部監査内部監査にににに！』！』！』！』    
１．経営に役立つ内部監査と教育 
２．OKIの QMSと効果的な内部監査 
事例発表：①㈱㈱㈱㈱キョーワハーツキョーワハーツキョーワハーツキョーワハーツ 様  

 
及川 忠雄 氏 QK ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究所 代表 

青柳 礼子 氏 沖電気工業㈱ 

 



NoNoNoNo    セミナータイトルセミナータイトルセミナータイトルセミナータイトル    開催年月日開催年月日開催年月日開催年月日    実施内容実施内容実施内容実施内容    講師講師講師講師    

19 ISOISOISOISO内部監査員大会内部監査員大会内部監査員大会内部監査員大会    2008/10/16 第７回『『『『経営経営経営経営にににに役立役立役立役立つつつつ内部監査内部監査内部監査内部監査にににに!!!!    内部監査内部監査内部監査内部監査をこうをこうをこうをこう変変変変えようえようえようえよう』』』』    
１．内部監査をこう変えよう 
２．内部監査ストーリーの提唱 
事例発表：①㈱㈱㈱㈱アイリスアイリスアイリスアイリス 様 ②㈱㈱㈱㈱エルグエルグエルグエルグ    様 

 
及川 忠雄 氏 QK ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究所 代表 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

20 2009/05/27 第８回『『『『経営経営経営経営にににに役立役立役立役立つつつつ内部監査内部監査内部監査内部監査はチェックリストのはチェックリストのはチェックリストのはチェックリストの作成作成作成作成からからからから』』』』    
１．ISO9001:2008 内部監査の進め方とチェックリストの作成方法 
２．内部監査ストーリーに基づくチェックリストの開発とご提供 
事例発表：①㈱㈱㈱㈱牧機械製作所牧機械製作所牧機械製作所牧機械製作所 様 ②㈱㈱㈱㈱太陽運輸太陽運輸太陽運輸太陽運輸    様 

 
辻井 五郎 氏 元 前田建設工業㈱ 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

21 

 

 

2009/10/21 第９回『『『『改善改善改善改善にににに役立役立役立役立つつつつ内部監査内部監査内部監査内部監査ノウハウノウハウノウハウノウハウ』』』』    
１．内部監査指摘事例から発見された組織の弱点とその解決法 
２．内部監査実施上の悩みと解決方法 
事例発表：①東洋東洋東洋東洋アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム㈱㈱㈱㈱ 様 ②㈱㈱㈱㈱太陽運輸太陽運輸太陽運輸太陽運輸    様 

 
福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 

小谷 博信 氏 山陽特殊製鋼㈱ 

22 2010/05/27 第 10回『『『『内部監査内部監査内部監査内部監査をををを変変変変えるえるえるえる』』』』    
１．有効性監査につなげるための監査員のスキルアップ 
２．変わる審査と内部監査員に期待するもの 
事例発表：①サンワサーモテックサンワサーモテックサンワサーモテックサンワサーモテック㈱㈱㈱㈱ 様  

 
福丸 典芳 氏 品質MS規格国際対応委員 

中野  孝  氏 財団法人日本科学技術連盟 

        品質審査員 

23 2010/10/13 第 11回『『『『効果的効果的効果的効果的なななな是正是正是正是正・・・・予防処置予防処置予防処置予防処置のののの進進進進めめめめ方方方方』』』』    
１．経営とリスクマネジメント -是正から予防処置の強化へ- 
２．外部人材によって行う内部監査の効用  
事例発表：①㈱㈱㈱㈱住軽住軽住軽住軽テクノテクノテクノテクノ群馬群馬群馬群馬 様 ②ティアラグリーンパレスティアラグリーンパレスティアラグリーンパレスティアラグリーンパレス 様 

 
三谷 徹男   ㈱群馬中央総合研究所 

高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

24 2011/06/07 第 12回『『『『全国初全国初全国初全国初！！！！    内部監査員内部監査員内部監査員内部監査員によるによるによるによる経験交流会経験交流会経験交流会経験交流会』』』』    
内容：内部監査員相互経験交流会  
 交流テーマ ①各社の ISOの活用と内部監査のやり方 
          ②現状の内部監査における問題点 
       ③より良い内部監査を目指して 
事例発表：①相模屋食料相模屋食料相模屋食料相模屋食料㈱㈱㈱㈱ 様 ②㈱㈱㈱㈱大西大西大西大西ライトライトライトライト工業所工業所工業所工業所 様 

【アドバイザー】 
高木 達也   ㈱群馬中央総合研究所 

25 会員限定企画会員限定企画会員限定企画会員限定企画    2009/02/27 群馬 ISO機構『『『『    ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001：：：：2008200820082008改訂対応研修改訂対応研修改訂対応研修改訂対応研修』』』』    
１．要求事項の変更ポイント解説 ２．マニュアルチェック ３．改訂作業 

 
高木 達也  ㈱群馬中央総合研究所 

 

 

 

                                                          

     


