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2022年ISO年次会合 開催概要
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 日程：9月19～23日
 場所：アラブ首長国連邦・アブダビ

 日本は朝日JSA理事長をヘッドに7名が現地で参加
 約1000名が現地参加（オンラインを含めると約5300名）

 ”Collaborating for Good”がテーマ
 多数のサイドイベントも開催（パネルディスカッション、ワー
クショップ、エクスカーション）

 2023年総会：豪州・ブリスベン
 2023年総会のティーザー動画

https://www.youtube.com/watch?v=yh0_wrz2DIs


2022年ISO年次会合 開催概要

2ISOホームページより引用



2022年ISO総会（9月22日）主要議題
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 会長選挙（韓国：現代モービスCEOが次期会長に選出）
 副会長（財政担当）選挙（アルゼンチン）
 ISO理事会メンバー選挙
（ブラジル、イタリア、エジプト、コスタリカ）

 事務局長の報告
 監査済みISO/CS年次会計報告(2021年)の承認
 ISO会費(2023年)の承認
 財務監査会社の任命の延長
 アイカー賞の授与



【議題5-7】会計報告、ISO分担金、会計監査人任命
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 2021年会計報告
・2021年剰余金：6,127 kCHF (2020年は4,710 kCHF)

(内訳) 2,356 kCHF：ISO/CS財政モデルによる返還金
3,264 kCHF：ISO戦略プロジェクトへ割り当て
残りは一般基金へ積み増し

 ISO分担金 2023年ユニット単価：4,675 CHF の承認

 2023会計年度も引き続きDeloitteを会計監査人に任命
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【議題9.2, 9.3】選挙結果 会長・副会長

 会長（2024-25年）

韓国(現代モービスCEO) Sung Hwan Cho氏

 副会長 財政担当（2023-24年）（信任投票）

アルゼンチン(IRAM) Osvaldo Darío Petroni氏
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【議題9.1】選挙結果 理事会メンバー（2023-25）

 グループ２：ブラジル、イタリア

 グループ３：エジプト

 グループ４：コスタリカ（信任投票）

2023年理事会メンバー（20か国）
欧州/中央アジア(7) ：フランス、イギリス、ドイツ、ベルギー、

デンマーク、トルコ、イタリア
アジア/太平洋(5)             ：日本、中国、豪州、インド、マレーシア

アフリカ/アラブ(5)        ：南アフリカ、ボリビア、ジンバブエ、
ケニア、エジプト

アメリカ/カリビアン(3)：アメリカ、ブラジル、コスタリカ
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【議題8】アイカー賞の授与

 アイカー賞：多大な貢献をし、卓越性を示した委員会を表彰
TC 283 労働衛生安全管理（幹事国：英）に授与
https://www.iso.org/contents/news/2022/09/health-
safety-well-being-at-work.html

ISOホームページより引用

https://www.iso.org/contents/news/2022/09/health-safety-well-being-at-work.html
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ISOの気候アクションに関する決議
国際標準を地球規模気候アクションに整合させるとともに、
気候変動に対して最も脆弱な人々が標準の開発に関与するこ
とを促進。
General Assembly Resolution 9/2022 
(ISO’s climate action) 

The General Assembly, 

referring to the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Climate 
Agreement and the United Nations Call for Action on Adaptation and Resilience, 

reiterates its commitment to align International Standards and publications with global climate 
action and facilitate the involvement of those most vulnerable to climate change in standards 
development work, 

invites ISO members to consider climate science in all strategic standardization activities, and 

encourages them to engage with their national delegations to COP27 with a view to raising 
awareness of the role of International Standards in transforming climate commitments into 
effective actions including actively promote the content of the International Workshop Agreement 
(IWA) 42 on Net Zero Guidelines currently under development. 
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退任者への感謝の特別決議
松本満男ISO副会長（財務）ほか、退任者に対する特別決議
が採択された。

Special General Assembly Resolution 2/2022 
(Gratitude to Vice-President [finance] - Mr Mitsuo Matsumoto) 

The General Assembly 

unanimously salutes the contributions made to ISO by Mr Mitsuo Matsumoto 
during his term of office as ISO Vice-President (finance) from May 2019 to 
December 2022, 

acknowledges his leadership of the Council Standing Committee on Finance 
and in particular his oversight and advice in all financial areas, including 
capacity building, and paying particularly close attention to the organization’s 
finances during the pandemic, 

thanks its Vice-President, Mr Matsumoto most sincerely and wishes him 
continued success in his professional activities. 



サイドイベント
パネルディスカッション
ワークショップ
エクスカーション
（Masdar City及びドバイ）

……

Masdar Cityホームページより引用



ご静聴ありがとうございました

経済産業省～「標準化・認証」の紹介ページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/index.html
日本産業標準調査会ホームページ
https://www.jisc.go.jp/
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