COVID-19 Questionnaire
for Revision to Regular Scheduled Audit

Organizations are constantly facing challenges and risks. However, exceptional events or
circumstances occur that are beyond the control of the organization. The current epidemic of the
novel corona virus (COVID-19) may affect the ability of organizations to achieve certification
status. DQS decided to grant an exception in the case of the corona virus, to limit the entry into
affected areas / countries and possibly to guarantee alternative programs (e.g. remote audits) for
time-based maintenance of the management systems.
組織は常に課題とリスクに直面しています。 ただし、組織の制御の及ばない例外的なイベントや状況が
発生します。 新規コロナウイルス（COVID-19）の現在の流行は、組織が認証ステータスを取得する能
力に影響を与える可能性があります。 DQS は、コロナウィルスの場合は例外を認め、影響を受ける地域
や国への立ち入りを制限し、管理システムの時間ベースの保守のための代替プログラム（リモート監査
など）を保証することを決定しました。

In cases where your organization is impacted by the outbreak and alternative arrangements for a
scheduled audit are considered, please provide us with the following information in order to
assess the impacts and alternatives to an onsite assessment: As an accredited Certification Body,
we are required to obtain this information per IAF ID 3. For questions where there is no impact to
the operation, indicate N/A.
組織がアウトブレイクの影響を受け、定期監査の代替案が検討される場合は、オンサイト評価の影響と
代替案を評価するために次の情報を提供してください。認定された認証機関として、 IAF ID 3 ごとにこ
の情報を取得します。運用に影響がない質問の場合は、N / A を示します。

変更

【登録内容確認シートの行の数を増やしてから Copy & Past してフォントサイズを 8 ポイントに】
記
従業員
Zertifikate:
Company
Depart
BusRelIdx
載
Address
数
Zertifikate 名
name
ment
順

Accredi
tation

Scope

Reference Only
Organization: 組織
Reference number: BR No.
Address: 住所
Location: ロケーション
Contact Person: ご担当者＆メアド
Certified standard(s): 規格
Validity of current certificate(s):
現在の登録証の期限
Kind of extraordinary events:
非常イベント

上記参照
上記参照
上記参照
上記参照

EAC:

Reference Only
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お客様ご記入欄（わかる範囲で結構です。後ほど、審査員が確認致します）
Is the facility open or is there a planned shutdown?
ラインは一部でも稼働しているか？
はい
☐
いいえ ☐
計画的なシャットダウンはあるか？
ある
☐
ない
☐
Is the facility located in a high risk affected area/region?
県単位でコロナ特措法に基づく緊急事態宣言が出されてい
はい ☐
いいえ ☐
る地域か？
Has the government implemented a travel ban policy or is
there any travel ban policy given by top management?
はい ☐
いいえ ☐
If yes, please provide a copy.
はい ☐
いいえ ☐
政府は外出禁止令を出しているか、又は、トップマネジメ
ントによって出張禁止令が出されているか？
「はい」の場合その資料のコ
ピーを添付ください。
Do you have a “Restriction of Entry” policy for visitors,
contractors or suppliers? If yes, please provide a copy.
はい ☐
いいえ ☐
訪問者、請負業者、またはサプライヤーに対して「立ち入
り制限」はあるか？
「はい」の場合その資料のコ
ピーを添付ください。
To what extent has the management system operation or
processes been impacted at this time?
Describe any alteration and how it is being controlled (i.e.
shifting work to other sites, subcontracting of operations
that were performed in-house, significant process changes,
etc.)
現在、コロナウィルスによりマネジメントシステムの運用
影響 大☐ 中☐ 小☐
またはプロセスにどの程度影響があるか？
影響例：
When will the facility be able to function and to ship
products or perform the service defined within the current
復帰予定：
scope of certification?
不明☐
施設が停止している場合、いつごろ復帰する予定か
Will you use alternative manufacturing and/or distribution
sites? If so, are these covered under the current certification
or will they need to be assessed?
別のサイトもあるか？
ある
☐
ない ☐
別のサイトもある場合、そのサイトも評価する必要がある
必要ある☐ 必要ない ☐
か？
Does existing inventory still meet customer specifications or
do your customers need to be contacted regarding possible
concessions?
ある
☐
ない ☐
在庫は十分か？
Has your disaster recovery plan or emergency response
plan been effectively implemented?
災害復旧計画または緊急対応計画は効果的に実施されてい
いる
☐
いない ☐
るか？
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Number of issued non-conformities from previous audit
前回の審査で発行された不適合の数
Have the corrective actions of the previous audit been
effectively implemented and closed?
前回の審査の是正処置が効果的に実施されクローズしてい
るか？
What technologies do you have available for the auditors to
use for the remote auditing techniques which meet your
information security requirements? (E.g. GoToMeeting,
FaceTime, Google Duo,Google glasses, Secure access to
private organizational applications/ databases, Drone,
Skype, etc.)
リモート審査で使用できる IT 技術は何か？（Skype 等）
In case of a remote audit, do you have the required
information and communication technology (ICT)
equipment:
• Stable internet connectivity,
• Laptop or desktop computers including web camera
• A quiet environments to avoid interference and
background noise
リモート審査の場合、必要な情報通信技術（ICT）機器は
• 安定したインターネット接続、
• Web カメラを含むラップトップまたはデスクトップコン
ピューター
• 干渉およびバックグラウンドノイズを回避するための静
かな環境
If your organization does not have a web sharing
platform/communication platform, do you authorize DQS to
work with which web sharing platform(s)?
組織に Web 共有プラットフォームがない場合、DQS が
Web 共有プラットフォームを提供することに同意します
か？
In the case that DQS decides to conduct a full or partial
remote audit, do you agree with it?
完全または部分的なリモート審査に同意しますか？

マイナー ：
メジャー：

している ☐

していない ☐

はい
はい

☐
☐

いいえ ☐
いいえ ☐

はい

☐

いいえ ☐

同意する ☐ 同意しない

☐

同意する ☐ 同意しない

☐

☐ I hereby confirm that the information provided above is complete and correct.
上記の情報は完全かつ正確である。

Organization’s representative
(Name & Function)
組織の代表者
Date

日付を入力
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DQS

Japan が記入

Identified Risk リスク
リモート審査の力量があ
る審査員がアサインされ
ている。
Remote Audit possible?
リモート審査は可能か？
Possibility of postponing
scheduled Audit?
審査は延期可能か？
Adjusted Audit Program
(distribution audit days)
調整した審査日数
Comments
コメント
Approved by

Low ☐

Medium ☐

リモート審査員：
リモート審査の力量：OK ☐
はい

☐

いいえ ☐

はい

☐

いいえ ☐

High ☐
NG ☐

リモート：
オンサイト：

Name
Position
Date

日付を入力
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