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１．適用範囲 

この承認手順は、環境マネジメントシステム審査員研修コースを実施する機関（以下、「研修機関」と

いう。）が、一般財団法人日本要員認証協会 マネジメントシステム審査員評価登録センター（以下、

「JRCA」という。）の承認基準に基づいて研修コースの承認を受けるための手順と、承認を申請する研

修機関（以下、「申請機関」という。）及び承認された研修コースを実施する研修機関の権利と義務につ

いて規定したものである。 

 

２．引用文書 

   次に掲げる文書は、最新版を適用し、引用された範囲内でこの規定の一部とみなす。 

環境マネジメントシステム審査員研修コース承認基準（E-TE1100） 

 

３．用語の定義 

この承認手順の目的のために、以下の用語の定義を適用する。 

 

承 認 範 囲  ： 承認登録の対象とする研修コースをいう。 

承 認 証 ： 研修コースが JRCA の承認基準に適合していることを示す証書をいう。 

研 修 機 関 ： 承認された研修コースを実施する機関のことをいう。 

 

４．承認登録 

4.1 研修コースの承認登録 

研修機関は、実施する研修コースが JRCA の基準に適合して実施していることを承認されるためには、

JRCA の承認審査を受け、承認基準に適合した研修コースとして承認登録されなければならない。 

 

4.2 登録有効期間 

承認登録の有効期間は 3 年とする。 

 

4.3 承認範囲の拡大 

研修機関が、既に承認されている研修コース以外についても承認を受けようとする場合には、承認範

囲の拡大を申請し、JRCA の承認審査を受けた後、当該コースに関して承認登録されなければならな

い。 

 

4.4 登録のサーベイランス・更新

4.4.1 研修機関は承認登録有効期間内において、実施する研修コースが引続き承認基準に適合してい

ることを JRCA に示すために、1 年ごとの JRCA によるサーベイランスを受けなければならない。 

 

4.4.2 研修機関は、JRCA が承認基準を変更した場合、変更に関する決定及びその公表の後に、JRCA

が合理的であると考える期間内に自機関の該当事項に対して必要な対応を行い JRCAの承認を得

なければならない。 

 

備考：JRCA は、承認基準を変更する場合には、十分な期間をおいて適切な予告をする。JRCA は、

変更に係る内容の詳細及び発効日を決定する前に、利害関係者が表明した見解を考慮する。 

 

4.4.3 承認登録有効期限後も、実施する研修コースが引続き承認基準に適合していることを JRCA に認

められるために、研修機関は JRCA の更新審査を受け、承認登録有効期限の更新を受けなければ

ならない。更新後も 4.4.1 項のサーベイランスを受けなければならない。 

 

５．承認審査 

5.1 使用する言語 

日本語とする。

 

 

5.2 申請 
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5.2.1 申請機関は、JRCA 指定の申請書に必要事項をすべて記入し、権限をもった申請機関代表者が

署名（直筆）又は記名（ワープロ可）・押印して、JRCA に提出しなければならない。 

 申請書又はその添付書類には以下の事項を含むものとする。 

a) 希望する承認範囲（研修コース名）の明確な記述 

b) 承認基準の要求事項を遵守し、申請機関の評価に必要なすべての情報を提供する等、本承

認手順及び申請機関又は承認された機関の義務を遵守する旨の申請機関の同意 

ｃ） 研修コース 2 回以上の実績（初回申請の場合） 

ｄ） 内部監査及びマネジメントレビューを含むマネジメントシステムの全体を 1 回以上運用した実

績（初回申請の場合） 

 

備考：ここでいうマネジメントシステムとは、承認基準(E-TE1100)4 項の中で、機関が、自らの組

織を指揮し、管理するために要求されているシステムをいう。 

 

5.2.2 申請機関は、申請の際、以下の情報を JRCA へ提供しなければならない。 

a) マネジメントシステム文書（E-TE１100 4 項参照）。 

b) 研修コースのカリキュラム、研修コーステキストを含む教材一式（E-TE１１00 5.3 項参照）。 

c) E-TE1100 付属書１ JRCA ロゴマークの使用に係わる遵守事項に基づくマークの使用方法 

d) 該当年度の研修コース実施予定一覧 

e) 研修機関の体制 

・代表者の役職及び氏名 

・研修コースのマネジメント責任者の役職及び氏名（複数人の場合は、全員の役割分担） 

・研修機関の事務所の所在地及び最寄駅からの略図 

f) 研修コースの募集案内書、受講生への参加要領書 

 

備考：JRCA は、申請機関から提供されたこれら情報を実地での承認審査及びその準備に使用す

るが、適切な機密保持を行うものとする。 

 

5.2.3 申請書が JRCA によって受理された場合、JRCA より申請機関に対して申請受理通知書が発行さ

れる。申請書又は添付書類に不備があることを JRCA に指摘された場合は、申請機関は申請書及

び添付書を完成した後に、改めて JRCA に提出しなければならない。 

 

備考：JRCA は申請書の受領に当たって、申請内容の確認を行い、その記録を作成・保持する。 

また、受理したことをホームページで公開する。 

 

5.3 承認審査の準備 

5.3.1 申請機関は、JRCA からの承認審査チームの構成に関する通知に対し、正当な理由がある場合に

は、特定のチームメンバーに対する異議申立てを、指定期限内に JRCA に申出るものとする。指定

期限内に異議申立てがない場合は、合意に達したものとする。 

 

備考：JRCA は、JRCA を代表して、申請機関から収集した全資料を評価し、承認審査を実施するの

に適格な承認審査チームを指名し、チームメンバーの氏名を申請機関に通知する。通知に当

たって JRCA は、特定のチームメンバーの指名に対して申請機関が異議申立てをする場合に

必要となる情報を付し、また、十分な予告期間をおく。 

 

5.3.2 申請機関は、JRCA からの承認審査計画及び審査日に関する通知に基づき、必要な場合は両者

間で調整の上、合意を回答するものとする。 

 

備考：JRCA は申請機関との調整に十分な期間をもって上記通知を行う。 

 

5.4 マネジメントシステム及び運営管理手順の初回審査 

5.4.1 JRCA は、承認基準（E-ＴＥ1100）で定めている申請機関の文書化された運営管理手順を、同承認

基準への適合性に関して、評価する。 
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5.4.2 JRCA は、申請機関の文書化された運営管理手順が容認できると判断した場合は、その旨を申請

機関に書面で通知する。 

 

5.4.3 JRCA は、是正処置が必要であると判断した場合は、是正処置を要する領域の詳細を、申請機関

に書面で通知する。必要に応じて、部分的審査（事務所審査及び／又は研修ｺｰｽ立会）で確認を

行うことがある。 

 

5.4.4 文書の審査及び最終的な容認に引続き、JRCA は、申請機関のマネジメントシステムと運営管理

について、JRCA の適用基準に適合していること及び申請機関の手順が有効に実施されていること

を判断するために、全般的審査（事務所審査及び/又は研修コース立会）を実施する。 

 

5.4.5 JRCA は、訪問終了時に承認審査で検出した事項を申請機関に伝える。 

 

5.4.6 申請機関のマネジメントシステムが、JRCA の要求事項に適合せず、是正処置が必要な場合、

JRCA は是正処置を要する領域の詳細を申請機関に書面で通知する。重要な変更を要する場合、

JRCA は当該申請機関について、さらに全般的又は部分的審査を実施することがある。 

 

5.5 研修コースの初回審査 

5.5.1 JRCA は承認基準（E-TE1100）で定めているように、研修コース教材及びマネジメントシステム関

連文書を、同承認基準への適合性に関して、評価する。 

 

5.5.2 申請機関の研修コース教材等が容認できると JRCA が判断した場合、JRCA はその旨を書面で申

請機関に通知する。 

 

5.5.3 是正処置が必要であると JRCA が判断した場合は、JRCA はその旨を申請機関に書面で通知する。

必要に応じて、研修ｺｰｽ立会で確認を行うことがある。 

 

5.5.4 申請機関が、必要な是正を行い適切な文書を提出し、研修コース教材等が容認できると JRCA が

判断した場合、JRCA はその旨を申請機関に書面で通知する。 

 

5.5.5 JRCA は、少なくとも 1 回の研修コースに立会い、適用される承認基準に適合しているかに関して、

また申請機関の手順書が有効に実施されているかに関して、研修コースのすべての側面並びに研

修生及び講師の活動のすべてを評価する。 

 

5.5.6  JRCA は、立会終了時に承認審査で検出した事項を申請機関に伝える。 

 

5.5.7 申請機関による研修コースの提供内容が容認できるものであると、JRCA が判断した場合、JRCA

はその旨を書面で申請機関に通知する。 

 

5.5.8 是正処置が必要であると JRCA が判断した場合は、その旨を申請機関に書面で通知する。 

 

5.5.9 申請機関が必要な是正を行い、適切な文書を提出した後、研修コース提供内容に関して、追加の

全般的又は部分的審査を JRCA が要求する場合がある。 

 

5.5.10 JRCA が、申請機関の研修コース提供内容が容認できると判断した場合、JRCA は当該コースの

承認を申請機関に書面で通知する。 

 

5.6 承認登録の手続き 

研修機関は、研修コース承認に関する判定結果についての通知を受けた後、承認登録証の交付を

受けるためには、JRCA に対して所定の手続きをしなければならない。 

 

備考：JRCA は、承認した研修コースを承認登録簿に記録し、ホームページで公表する。 
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5.7 書類審査の終了 

a) 書類審査は 3回までとする。3回以内に書類審査が完了しない場合、当該承認審査は打切りとす

る。なお 3 回目の書類審査終了に先立ち、当該機関と担当承認審査チームとの面談の機会を提

供する。 

b) JRCA が当該機関に 1 回目の追加の書類等請求又は是正回答要求後、6 か月以内に書類審査

が完了しない場合は、当該承認審査は打切りとする。 

 

5.8 不適合に対する修正及び是正処置等確認 

a) JRCA による修正及び是正処置等の確認は、3 回までとする。3 回以内に、当該機関の修正及び

是正処置等の回答に対して担当承認審査チームが同意できない場合は、当該承認審査は打切り

とする。なお、3 回目の確認終了に先立ち、当該機関と担当承認審査チームとの面談の機会を提

供する。 

b) JRCA が当該機関に修正及び是正処置等の回答を要求後、6 か月以内に当該機関の修正及び

是正処置等の回答に対して担当承認審査チームが同意できない場合は、当該承認審査は打切り

とする。 

 

６．審査工数 

審査工数は E-TD120「研修コース承認料金規程」の付属書２「承認審査の標準的工数表」による。 

 

７．リフレッシュコース、資格拡大コースの承認審査 

7.1 フォーマルコースに加えてリフレッシュコース、資格拡大コースを提供するか否かは、研修機関の任

意であるが、リフレッシュコースのみ、資格拡大コースのみを承認申請することはできない。 

7.2 研修機関が、リフレッシュコース、資格拡大コースを拡大で申請する場合、JRCA による承認審査は、

リフレッシュコース、資格拡大コースの運営管理手順及びテキストの文書審査並びに立会により行う。

また、文書審査及び立会による審査で調査が必要と判断される場合は、JRCA は、研修機関の事務

所の現地審査を実施する。 
                             

7.3  JRCA はリフレッシュコースについては初回審査、拡大審査及び更新審査時に立合を行う。（原則サ

ーベイランスでは行わないが、立会が必要と判断される場合は実施する）。また、資格拡大コースに

ついては、初回審査又は拡大審査時に立会う。（サーベイランス及び更新審査では立会は行わな

い）。  

 

7.4 承認審査時期又はそれに近接する前後の時期にリフレッシュコースの開催予定がなく、立会ができ

ないと JRCA が判断する場合、JRCA は、リフレッシュコースの研修内容及び方法に関して書類審査

及び事務所審査により立会に代えることがある。 

 

7.5 上記 7.4項の場合、JRCAは、その後のリフレッシュコース開催予定時期を考慮の上、原則として最初

の開催時に立会を行う。ただし、立会い件数は、承認サイクルの 3 年間で 3 件を超えないものとす

る。 

 

 

８．検出事項の内容と対応手順 
   a) 検出事項の区分と定義 

・「不適合」 ：要求事項を満たしていないこと。内容により、以下の二種類に分類される。 

－「重大な不適合」：意図した研修コースの提供に影響を与える不適合 

－「軽微な不適合」：意図した研修コースの提供に影響を与えない不適合 

・「改善の機会」：より効果的なマネジメントシステムにするための改善の余地 

b) 検出事項への対応 

・「重大な不適合」：研修機関は審査チームと合意した期間内に、是正処置を実施しなけ

ればならない。審査チームは、適切な是正処置が実施されたことを

確認する。 

なお、必要な場合には、当該研修機関に対して、全般的又は部分的
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な再審査を実施することがある。審査チームは、次回審査時に是正

処置の有効性を確認する。 

・「軽微な不適合」：研修機関は審査チームと合意した期間内に、是正計画を作成しなけ

ればならない。審査チームは、次回審査時に対応状況を確認する。 

・「改善の機会 」：研修機関の対応は任意とする。審査チームは、次回審査時に対応状

況を確認する。 

 

９．サーベイランス及び更新審査の手順 

9.1 JRCA は、研修機関の運営管理手順、プロセス及び記録等が適用される承認基準に継続して適合し

ていること、及び研修コースが有効な手順で実施されていることを審査する年 1 回のサーベイランス

を実施する。このサーベイランスの審査工数は、E-TD120「研修コース承認料金規程」の付属書２

「承認審査の標準的工数表」による。 

 

備考：サーベイランスは、承認証発行日（又は更新日）後、1 年±6 か月及び 2 年±6 か月の期間内

に JRCA が実施する。ただし、研修コース等への立会は、原則的に事務所審査日の±３か月

の期間内に実施する。JRCAは、研修機関に対して十分な時間的余裕をもってサーベイランス

実施時期を連絡し、スケジュール調整を行う。 

 

9.2 承認登録の有効期限が近づき、さらに研修機関が承認登録の継続を希望する場合は、当該研修機

関は有効期限内に JRCAに対して承認基準のすべてに適合していることを承認されるための更新審

査を申請し、更新審査を受けなければならない。この更新審査の審査工数は E-TD120「研修コース

承認料金規程」の付属書２「承認審査の標準的工数表」による。 

 

9.3 JRCA は、より頻繁に、又はより広い範囲にわたってサーベイランス又は更新審査を要求する場合が

ある。 

 

9.4 サーベイランスにおける研修コースの立会及び研修機関の運営管理手順の審査は、研修コース及

び研修機関のシステムの様々な側面が、定期的に審査されることを確実にするように計画される。サ

ーベイランスにおける研修コースの立会については、適切と考えられる場合は、異なる講師による研

修コースを審査することも含める。3 年間で、研修機関のシステムの全要素がサーベイランス又は更

新審査のプログラムにおいてカバーされ、研修機関のシステムの有効性が検証される。 

 

9.5 JRCA が行うサーベイランス及び更新審査の研修コースの立会は、JRCA がまだ立会していない研修

教室、講師等を優先して実施する。 

 

9.6 サーベイランス及び更新審査時期又はそれに近接する前後の時期に研修コースの開催予定が中止

になる等、研修コースの立会ができない場合、JRCA は、研修コースの研修内容及び方法に関して

書類審査及び事務所審査により立会に代えることがある。なおこの場合、JRCA は、その後の研修コ

ースの開催予定時期を考慮の上、原則として最初の開催時に立会を行う。 

 

9.7 有効期限内に更新審査の実施～判定が出来ない場合で、下記発行条件を満足する場合には承

認期限延長通知書を発行する。延長通知書の期限は更新後に新たに発行する承認証受領日ま

でとし、かつ現有効期限日から原則として６か月間を超えないこととする。更新後に発行す

る承認証の有効期限が前の有効期限日の3年後であることに変わりはない。 

「承認期限延長通知書」の発行条件 

1) 更新審査が有効期限内に実施できない理由に客観性、合理性があること。 

2) 前回までの審査結果および外部関係者、ウェブサイト等の情報から研修コースの承認継続

に重大な疑義がないこと。 

3) 更新審査実施の概略予定年月が決まっていること。 
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１０．承認の一時停止及び取消し 

10.1 承認の一時停止に関する条件 

次の各項の一つに該当するときは、当該機関の承認範囲の一部又は全部の承認を一時停止する。 

a) JRCA の承認の手順に定められたサーベイランス、更新審査、再審査において、JRCA の承認基

準に適合していないと判定された場合 

b) JRCA への通知・報告義務を怠り、若しくは虚偽の通知又は報告をした場合 

c) JRCA の基準に基づく立入りを拒み、妨げ、又は忌避し、若しくは JRCA の規程による質問に対し

て、正当な理由がなく陳述せず、又は虚偽の陳述をした場合 

d) 料金の支払いが請求後 6 か月を超えて滞った場合 

e) 承認範囲又はロゴマークの意図的な誤使用をした場合 

ｆ) 第三者適合性評価制度に対する市場の信用を失墜させると JRCA が判断した場合 

ｇ) 上記以外で、JRCA の承認の手順に定められた機関の義務に違反した場合 

ｈ) 承認登録の有効期限内の研修機関からの一時停止の要請があった場合 

ｉ） 当該研修機関に対する苦情が JRCAに寄せられ、JRCAによって一時停止に相当すると判定され

た場合  

   
10.2 承認の取消しに関する条件 

１0.1 項の条件に該当し、かつ、JRCA が要求した期間内に修正、及び/又は不適合の除去、及び是

正処置が有効に実行されなかった場合は、当該機関の研修コース承認範囲の一部又は全部の取消し

をする。 

 

１１.承認の返上 

11.1 研修機関は承認返上を文書で申出ることにより、承認を返上することができる。 

 

11.2 承認を返上しようとする研修機関は返上後の研修コース受講者の問合せ窓口、受講者への対応、

及び受験記録の保存期間を記載した文書を JRCA に送付する。 

 

11.3 承認を返上した研修機関が、再び承認登録の取得を希望する場合は、初回申請として、申請を行

うことができる。 

 

１２．変更 

研修機関から JRCA への変更通知は、承認基準(E-TE1100)の 4.9 項による。 

 

１３．研修機関の権利と義務 

1３.1 申請機関及び承認された研修コースを実施する研修機関は次の権利を有するものとする。 

a) 申請機関及び研修機関は、JRCA より審査と承認の手順の詳細を記述した文書、承認のための

要求事項を記述した文書並びに研修機関の権利及び義務について記述した文書の提供を受け

る権利を有する。 

b) 申請機関は承認に関する判定結果についての通知を受ける権利を有する。 

c) 研修機関は、JRCA より承認登録証を受けることができる。 

d) 研修機関は、JRCA E-TE1100 付属書１ 「JRCA ロゴマークの使用に係わる遵守事項」に従って

JRCA ロゴマークを使用することができる。 

e) 研修機関は、承認された研修コースの枠組みの中で証明書、テキスト・補助教材、書簡用紙、広

報物などに、承認されていることについて言及することができる。 

f) 申請機関は JRCA の承認に関する判定結果に異議がある場合は、14 項に基づき、JRCA に異議

申立てをすることができる。 

 

1３.2 申請機関及び研修機関は JRCA に対して次の義務を負うものとする。

a) 承認基準に規定された各要求事項に適合する。 

b) 承認審査の実施に必要な準備をすべて行う。この準備には、JRCAが行う初回審査、サーベイラ

ンス、再審査、更新審査及び苦情の解決のために必要な、文書の調査並びにすべての場所へ

の立入り、記録（内部監査報告書を含む）の閲覧及び当該機関との面接のための用意を含む。 

c) 承認の対象となっていない活動について承認されていることを表明しない。 
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d) 授与された承認に基づく権利を JRCA の評価を損なうような方法で利用せず、また、誤解を招く

又は承認範囲を逸脱すると JRCA が考えるような、承認に関する表明を行わない。 

e) 承認の一時停止又は取消しを受けた場合は、承認を引用しているすべての宣伝・広告を中止し、

JRCA の要求どおりに承認登録証を返却する。 

f) 承認登録証、ロゴマーク及びそれらの一部分であっても、誤解を招くような方法では使用しては

ならない。 

g) 文書、パンフレット又は宣伝・広告などの媒体で承認されていることについて触れる場合には、

JRCA の要求事項に従う。 

h) 承認審査の結果のいかんにかかわらず、JRCAが請求する料金を支払う。また、承認登録された

後は、承認のサーベイランス又は更新審査のための料金を負担する。 

ｉ) 研修コースの承認が何らかの理由により、一時停止又は取消しとなった場合、研修機関は、それ

によって不利益を被る研修生に対し、不利益を回復するための措置を講じなければならない。 

 

１４．異議申し立て 

14.1 JRCA の決定に対する異議申し立ては、JRCA に対して書面で行わなければならない。すべての異

議申し立ては、JRCA の手順に従って処理される。 

 

14.2 研修機関は、JRCA の研修コース承認業務に係る事項に関して、異議を申し出たり、JRCA との意

見の相違に基づく紛争を解決することを、所定の手順に基づき JRCA に申し出ることができる。 

 

付則 

この手順は 2019 年 9 月 20 日から適用する。 

以上 
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制定・改定履歴 

版数  年月日  内   容  

初版  2019.5.24 JRCAのTE1200「環境マネジメントシステム審査員研修コース承認手順」

の内容をほとんど変えずに JRCA 文書として制定した。章項の構成は変

わっていない。 

TE1200 からの主な変更点 

1)組織名称を一般財団法人日本要員認証協会及びマネジメントシステム

審査員評価登録センター又は JRCAと変更した。 

2)表紙、ヘッダー、制定・改定履歴等のスタイルを JRCA の QMS、ISMS

等の文書スタイルに変更した。 

3)検出事項の定義と対応について、JRCA の QMS、ISMS 等研修コース

の場合と同様にすることとし、TE1200 の「8.承認の条件」（審査の所

見の定義と処置を記述）を「8.検出事項の内容と対応手順」に置き換え

た。 

4)その他、内容に係わらない表記上の修正を行った。 

 

 

改定 1版  2019.9.20 1)サーベイランスの実施時期を、承認証発行日の 1 年±6 か月及び 2 年±6

か月に変更（9.1）。 

2)承認期限延長通知に関する規定を追加（9.7）。 

 


