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１．一般  
 本基準は、環境マネジメントシステム審査員研修機関（以下、「研修機関」という。）

の運営管理手順及び研修機関が実施する審査技術に関する教育･訓練を行うための環

境マネジメントシステム審査員研修コース（以下、「研修コース」という。）の内容

及び構成についての要求事項を定めている。  

 

1.1 適用範囲  

本基準は、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。）が研修機関の実施する研修コースを承認する

ための基準である。  

 

 

２．用語の定義  

 用語の定義は次のとおりとする。  

 

2.1 フォーマルコース  

品質、環境、情報セキュリティ、食品安全、労働安全衛生マネジメントシステムのいずれの審査

員資格も有しない者が、上記の内のマネジメントシステム審査員への登録を希望する際に修了しな

ければならない研修コース。 

 

2.2 資格拡大コース             

認定された審査員評価登録機関に登録された品質、環境、情報セキュリティ、食品安全又は労働安全衛

生マネジメントシステム審査員が、新たに上記の内の他のマネジメントシステム審査員への登録を希望す

る場合に、修了しなければならない研修コース。 

 

注１：認定された審査員評価登録機関に登録された審査員が、品質、環境、情報セキュリティ、

食品安全又は労働安全衛生マネジメントシステム審査員への登録を希望する場合、フォーマ

ル研修コース或いは資格拡大研修コースのどちらか一方を選択することができる。 

注２：JRCA が IAF 加盟認定機関から労働安全衛生マネジメントシステムでの認定を受ける前は、

JRCA の労働安全衛生マネジメントシステム審査員から JRCA の他のマネジメントシステ

ム審査員への資格拡大登録は出来ない。 

 

2.3 リフレッシュコース  

審査員及び主任審査員資格の再認証者に対し、その知識、能力を最新化する研修。た

だし、再認証者以外の研修希望者の参加を禁じるものではない。  

 

2.4 研修コース  

フォーマルコース、資格拡大コース及びリフレッシュコースの総称  

 

３． JRCA が実施する力量試験に関する業務支援義務  

 研修機関は JRCA が実施する力量試験に関して、別途定める「業務請負契約書」を締

結しない場合、 JRCA は研修コースの承認をしない。また、締結後に「業務請負契約

書」を破棄した場合は承認を取消す。  

 

４．研修コース運営のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 

4.1 一般要求事項  

研修機関は、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑマニュアル、文書管理、記録管理、マネジメントレビュー、

内部監査、是正処置及び予防処置を含むﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑを備えてなければならない。  

 

4.2 文書管理  

4.2.1 文書化の対象  

研修機関は、研修コースの効果的な運営管理を行うために文書化した手順を作成し、 

実施し、維持しなければならない。この文書化は下記を含んでいなければならない。 
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a)  ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑマニュアル  

b)  本基準で「手順を作成」と定められたもの  

 

4.2.2 文書の管理  

  前項の文書は、次の事項に係る手順を作成し、実施し、維持しなければならない。 

a)  発行前に、適切かどうかの観点から文書を承認する。  

b)  文書をレビューする。また、必要に応じて再認証し、再承認する。  

c)  文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別を確実にする。  

d)  該当する文書の適切な版が、必要な時に、必要なところで使用可能な状態にあ  

ることを確実にする。  

e)  文書が読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にする。  

f)  廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保  

持する場合には、適切な識別をする。  

 

4.3 記録管理  

研修機関は、本基準の要求事項に適合していることを実証するための記録を作成し

保持しなければならない。  

 

4.3.1 記録の対象  

   記録には次の事項を含まなければならない。  

a）個別の研修コースの実施記録  

①実施場所、日付、関連広告及び宣伝資料  

②講師チーム各人の氏名（交替者を含む。）及び各講師の当該研修コース実施

時点における審査員登録状況、見習い講師の氏名、オブザーバーの氏名  

③当該研修コースで実際に使用した研修用テキスト及び文書の識別  

④研修コースを受講した研修生全員の氏名  

⑤すべての継続的観察評価の結果（ 5.7.1 項）  

⑥研修コースを合格修了した研修生の比率  

⑦ JRCA が依頼する力量試験を受けた研修生全員の氏名  

⑧すべての合格修了証明書、修了証明書及び参加証明書の識別番号及びそれが

発行された研修生の氏名（ 8.1 項、 8.2 項）  

   ｂ）本基準で「記録を作成」と定められた記録  

 

4.3.2 記録の管理  

   前項の記録は次の管理を行い、そのための手順を作成し、実施し、維持しなけれ

ばならない。  

    a)記録、又は記録を翻訳したものは、日本語で保持しなければならない。  

    b)記録は、 JRCA が容認できる媒体形式（紙、電子媒体等）とする。  

    c)すべての保管記録は、別段の定めがない限り、少なくとも 3 年間保持しなけ

ればならない。ただし、合格 /不合格判定、及び研修コースの「合格修了」

証明書及び「参加」証明書の記録は最低 5 年間保持しなければならない。  

    d)これらの記録は、 JRCA が利用できるようになっていなければならない。  

 

4.4 マネジメントレビュー  

研修機関の経営管理者は、最小限次の事項について、その適切性及び JRCA 基準への

適合性を、少なくとも年１回はレビューしなければならない。このための手順を作成

し、実施し、維持し、結果の記録を作成し、保持しなければならない。また、マネジ

メントレビューの記録を作成し保持しなければならない。  

a)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ  

b)JRCA の研修コース承認審査の結果に基づく活動  

c)内部監査結果に基づく活動  

d)是正処置及び予防処置の状況  

e)研修コースの設計  
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f )研修コース提供内容  

g)講師のパフォーマンス及び将来の研修／CPD（継続的専門能力開発）の必要性  

h)苦情及び異議申立て及びその処置状況  

i )研修生の JRCA 力量試験の合格／不合格の分析  

j )研修生からのフィードバック  

 

4.5 内部監査  

研修機関は次の事項を行うために、少なくとも年 1 回はﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの内部監査を実

施しなければならない。また、このための手順を作成し、実施し、維持し、その結

果の記録を作成し保持しなければならない。  

   a) ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑが、本基準の要求事項及び研修機関が取決めた事項に適合してい

るかどうか。  

   b) ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑが適切に実施、維持されているかどうか。  

 

4.6 是正処置及び予防処置  

研修機関は研修コース運営上で発生した不具合の検出とその取扱いについての手順

を作成し、実施し、維持しなければならい。この手順には是正処置及び予防処置を

とる規定を含めなければならない。また、これについては記録を作成し、保持しな

ければならない。  

 

4.7 苦情及び異議申立て  

4.7.1 研修機関は、苦情の取扱い及び自機関の決定に対する異議申立ての取扱いにつ

いての手順を作成し、実施し、維持しなければならない。この手順には、苦情又は

異議申立ての結果として必要となった場合に、根本原因分析に起因して実施する是

正処置及び /又は予防処置に関する規定を含んでいなければならない。また、苦情及

び異議申立ての解決ができない場合は、JRCA とともにこれらの解決に当たることを、

この手順の中に定めておかなければならない。  

 

4.7.2 研修機関は、研修生全員に、苦情又は異議申立てを行う権利のあることを知ら  

せておかなければならない。また、求められた場合は、そのための詳細手続を書面  

で提供しなければならない。  

 

4.7.3 研修機関は、すべての苦情又は異議申立て者に、その苦情又は異議申立てに対  

する回答を書面で通知しなければならない。また、その回答に対して異議申立てを  

JRCA に対して行う権利のあることを知らせておかなければならない。  

 

4.7.4 研修機関は、すべての苦情及び異議申立てについての記録、並びにそれらにつ  

いての自機関の決定についての記録を作成し保持しなければならない。  

 

4.8 機密保持  

4.8.1 研修機関は、研修生が提供するすべての情報の機密を守るために、適用される

法律に整合する適切な手順を作成し、実施し、維持しなければならない。この手順

は、組織又はその代表を務めている個人及び研修機関の代表者にまで対象が及ぶも

のでなければならない。  

    

4.8.2 本基準で要求される場合を除いて、研修生についての情報は研修生の書面での同  

意なしに第三者に開示してはならない。研修生への費用提供者についての情報もま

た、その提供者の書面での同意なしに開示してはならない。  

 

4.8.3 研修機関は JRCA が実施する力量試験に関する知り得た情報を漏洩しないための

手順を作成し、実施し、維持しなければならない。  
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4.9 変更管理                        

4.9.1 研修機関は、研修コースに係る主要な変更があった場合、速やかに JRCA へ書面

により確実に通知しなければならない。変更の性質によっては、JRCA は、研修コ

ースの承認審査を改めて受けることを要求することがある。  

 

4.9.2 前項でいう主要な変更とは次のとおりとする。  

   a)承認申請書（ E-TDF1101）の添付資料リストのうち下記の項目  

    ・コース用教材（研修項目に変更があった場合）  

    ・講師の追加・削除等  

    ・承認マーク使用一覧表 (E-TDF1301) 

    ・証明書の交付、取消しの条件に関する手順（語句の訂正レベルは除く。）  

・苦情及び異議申立ての取扱い手順（語句の訂正レベルは除く。）  

    ・機密保持のための取決め（語句の訂正レベルは除く。）  

    ・合格修了証、修了証、参加証  

    ・研修コース予定  

   b)研修コースのカリキュラム（語句の訂正レベルは除く。）   

   c)講師の評価手順（語句の訂正レベルは除く。）  

   d)研修生の継続的観察評価手順（語句の訂正レベルは除く。）  

   e)試験監督者の追加・削除等  

   f)その他、研修コース運営上に重大な影響を与える可能性のある事項  

g)審査のロールプレイとして行う場合の実際の審査現場  

h)通常実施される研修場所以外での開催  

（ JRCA の試験問題の送付先及び試験問題の管理方法も記載すること。）  

 

4.9.3 前項の変更内容の周知徹底  

研修機関は、変更内容が適用される研修コースが実施されるまでに各講師及び /又

は試験監督者に変更内容を周知徹底させなければならない。  

 

4.9.4 JRCA への通知  

研修機関は、次の事項を変更する場合、書面にて速やかに JRCA へ通知しなければ

ならない。              

a)  研修機関の所在地  

b)  研修機関の代表者  

c)  定款  

d)  印鑑証明、登記簿謄本  

e)  研修コース運営部門職員及び研修機関の JRCA との連絡担当者  

f)  研修機関の組織機構（研修コース運営部門を示す組織図）  

g)  4.10 項に係る研修コースの情報  

 

4.10 研修コースの情報提供管理  

  研修機関は、 JRCA 及び研修コースの受講予定者等に対し、的確に開催の最新情報

を提供するための手順を作成し、実施し、維持しなければならない。その手順には

次の事項を含めなければならない。  

   a)研修コースの紹介  

   b)研修コースの宣伝及び広告の管理  

   c)JRCA への研修コース年間計画の事前提出  

    （研修機関の職員が常駐していない研修会場の場合は住所も明示）  

  研修機関は予定していた研修コースの開催が中止になった場合、速やかに JRCA へ

通知しなければならない。  

 

4.11 資源の管理  

4.11.1 要員  



JRCA E-TE1100-初版 

環境マネジメントシステム審査員研修コース承認基準  

 

 - 5 - 

研修機関は、研修コースの運営に携わる要員に必要な力量を確保するための手順

を作成し、実施し、維持しなければならない。また、力量には、少なくとも以下

を含めなければならない。  

   a)研修コース開発と維持に係る業務能力を有していること。  

b)倫理的であること。  

   c)守秘義務が果たせること。  

   d)本基準を含め、 JRCA の要求事項を理解できること。  

 

4.11.2 講師  

4.11.2.1 研修機関は、研修コースの講師に必要な力量を評価するための手順を作成し、

実施し、維持しなければならない。また、評価結果の記録を作成し、保持しな

ければならない。その手順には、少なくとも以下を含めなければならない。  

a)講師が教える研修コース内容に関連したﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査の原則及び実施に関

して十分な経験があること。  

b)適切な審査知識の習得及び審査技能の開発を助ける能力があること。  

c)最新の研修コーステキスト及び文書を教えることができ、またそれらに精通し

ていること。  

d)最新の関連規格の知識があること。  

e)JIS Q 19011 の細分箇条 7.2.2 及び JIS Q 17021-1 附属書 D に定められた個人の

行動を備えていること。  

f )講師の力量及び力量維持のための教育・訓練について定めること。  

g)少なくとも年に１度の講師のパフォーマンスを測定し評価するための方法。  

これには立会による評価を含めること。  

4.11.2.2 研修機関は、講師に研修コースを担当させる前に、まず前 4.11.2.1 項で定め

たような力量をその講師が習得していることを確実にしなければならない。具体

的には、当該講師は最小限下記事項に関与していなければならない。  

a)研修生又はオブザーバーとして、当該研修機関の研修コースの期間全体に参

加すること。  

b)訓練を修了した講師の監督の下で、少なくとも１回は研修コースに見習い講

師として参加すること。なお、この場合において、研修コースの期間全体に参

加することにより前 a)項を省略することができる。  

 

4.11.2.3 研修コースごとに講師チームリーダーとなる、 JRCA 登録環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ主

任審査員として登録されている講師が 1 人いなければならない。講師チームリー

ダーは研修コース全体に対して責任をもたなければならない。講師チームリーダ

ーが不在時に研修コースの一部を担当する講師は関連のあるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査全

体の監査チームリーダーとしての実務経験を通して、審査能力を習得したもので

なければならない。  

 

4.11.2.4 研修コースで用いる言語は日本語とする。講師は日本語を流暢に話せなけれ

ばならない。  

 

4.11.2.5 研修コースの開催実績のない（すなわち初回の承認を受けようとしている）

研修機関の場合は、初回のコース開催前に、講師の力量要件が満たされているこ

との証がなければならない。  

 

4.11.3 試験監督者  

研修機関は、 5.7.5 項の力量試験の監督者を別に定める「業務請負契約書」によ

り 4.11.1 項（要員）又は 4.11.2（講師）に定めた力量を有する研修機関の役職員

又は講師から選任し、選任後直ちに JRCA へ届けなければならない。試験監督者

は JRCA が依頼する力量試験の監督を務めなければならない。  
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4.12 研修コースの開発と維持  

4.12.1 研修コースのカリキュラム及びテキスト・教材  

   研修機関は、５項から８項で定める要求事項を満たす研修コースのカリキュラム

及びテキスト･教材を設計、開発及び評価をする手順を作成し、実施し、維持しな

ければならない。また、評価の結果の記録を作成し、保持しなければならない。

その手順には次の事項を含めなければならない。  

a)最新の本基準に適合していることを確実にするため、研修コースのカリキュ

ラム及びテキスト・教材を設計、開発及び評価すること。  

b)研修コースのカリキュラム及びテキスト･教材の評価は少なくとも年に一回

は実施しなくてはならない。  

    c)研修コースのカリキュラム及びテキスト･教材を変更した場合、すべての関連  

する文書がこの変更内容を満たすこと。  

 

 4.12.2 研修生からの評価、意見等のフィードバック  

研修機関は受講後の研修生からアンケート等により、提供した研修コースに

ついて少なくとも次の事項についての評価、意見等を求め、カリキュラム及

びテキスト等にフィードバックする必要性の有無を検討するための手順を作

成し、実施し、維持しなければならない。また、その結果の記録を作成し保

持しなければならない。  

a)講師について  

b)カリキュラム、テキスト及び教材について  

c)理解度の程度について  

d)教室等の施設について  

 

５．フォーマルコース  

5.1 研修の目的  

  フォーマルコースを合格修了した研修生は、 5.1.1 項から 5.1.2 項までに定めた研

修目的を達成したことを実証できなければならない。  

 

5.1.1 研修目的の基本項目  

  １ )一般的な環境問題の理解  

   a)国内外の過去、現在、未来の環境問題  

   b)環境問題の対応技術  

   c)最新の環境関連法  

  ２ )環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ関連規格の開発とその背景及び内容の理解  

a)環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査の目的と意図  

b)JIS Q 14000 シリーズの構成と相互関係及び最新動向  

ISO 規格の制定及び改訂のプロセスを含む  

c)JIS Q 14001 の目的と意図、用語及び定義及び要求事項  

    JIS Q 14001 の序文も扱うこと  

d)JIS Q 19011 規格の下記事項  

①規格の構成と概要（ 2019 年版序文にある主な変更点を含む）  

②箇条 3（用語及び定義）  

③箇条 4（監査の原則）  

④箇条 5（監査プログラムのマネジメント）  

⑤箇条 6（監査の実施）  

⑥箇条 7（監査員の力量及び評価）  

⑦附属書 A（監査を計画及び実施する監査員に対する追加の手引）  

e)環境マネジメント分野に固有の監査員の知識及び技能の例  

・環境用語  

・環境指標及び統計学  

・計測科学及び監視技法  

・生態系の相互作用及び生物多様性  
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・環境媒体（例えば，大気，水，土地，動物，植物）  

・リスクを明確にするための技法  

（例えば，著しさの評価の方法を含めた，環境側面／環境影響の評価）  

・ライフサイクルアセスメント  

・環境パフォーマンス評価  

・汚染の予防及び防止  

（例えば，汚染防止又はエネルギー効率のための利用可能な最善の技法）  

・発生源の低減，廃棄物の最小限化，再利用，リサイクル及び処理の慣行及び  

プロセス  

・危険有害物質の使用  

・温室効果ガス排出量の算定及び管理  

・天然資源の管理（例えば，化石燃料，水，植物及び動物，土地）  

・環境設計  

・環境報告及び開示   

・プロダクトスチュワードシップ  

・再生可能技術及び低炭素技術  

f）前 b)、 c)、及び d)の最新動向  

  ３ )環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査登録及び審査員登録制度の理解  

a)認定機関（公益財団法人  日本適合性認定協会 (以下、「 JAB」という。 )）、認

証機関 (審査登録機関 )、要員認証機関（ JRCA）、研修機関それぞれの役割と相

互関係  

   b)第一者監査、第二者監査、第三者審査の機能、その類似点及び相違点  

   c)審査の種類ごと（初回認証審査、サーベイランス審査、再認証審査）の目的と

その特徴  

   d)認証機関のための要求事項 JIS Q 17021-1 の内容  

    ①規格の構成と概要  

    ②細分箇条 8.3（認証の引用及びマークの使用）  

    ③細分箇条 8.4（機密保持）  

    ④細分箇条 9.3（初回認証）  

    ⑤細分箇条 9.6.2（サーベイランス活動）  

    ⑥細分箇条 9.6.3（再認証）  

⑦附属書 A（求められる知識及び技能）  

    ⑧附属書 D（望ましい個人の行動）  

   e)MS 信頼性ガイドラインに対するアクションプラン-Part2-の内容 

   f )適合性審査と有効性審査  

g)JRCA への環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員登録方法及び要件等の概要  

  ４ )環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員としての倫理及び礼儀作法の習得  

   a)審査プロセスのすべての段階における、機密保持の必要性  

   b)地域の習慣に配慮することの必要性、及び監査の対象組織の規則･規程、特に、

安全・衛生に関連する事項については、それら規則・規程を順守することの必

要性  

   c)JRCA が定める審査員倫理綱領の概要  

 

5.1.2 研修生がワークショップ、ケーススタディ、及び審査のロールプレイ等の実践

を通じて 5.1.1 項の研修目的の基本事項を実際の審査活動に適用できるようにしな

ければならない。ワークショップ、ケーススタディ、及び審査のロールプレイ等に

は少なくとも下記の内容を含めなければならない。  

   ① JIS Q 14001 に係る内容  

    a)環境側面及び環境影響を決定（ 14001 の細分箇条 6.1.2 を引用 )  

         有害か有益かを問わず、組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼ

すことができる環境側面、並びにそれらに伴う環境影響を理解させる。  

    b)著しい環境側面の決定（ 14001 の細分箇条 6.1.2 を引用 )  

    c)順守義務（ 14001 の細分箇条 6.1.3 を引用 )  
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     d)有効性審査  

   ② JIS Q 19011 箇条６（監査活動の実施）に係る内容  

    被監査者とするモデル組織はできるだけ実践に即した環境マニュアル、関連記

録及び必要な運用規程を備えていなければならない。モデル組織の環境負荷は、

高度な専門知識や経験がない研修生が、研修に支障を生じないような工夫がさ

れていなければならない。なお、下記の d)、e)及び g)は実際の現場審査又はそ

れに近い模擬審査形式（視覚教材の使用等）をとらなければならない。   

    a)文書化した情報のレビューの実施  

    b)監査計画の策定  

    c)監査のための文書化した情報（チェックリスト）の作成  

    d)初回会議の実施  

    e)情報の収集及び検証（インタビューの実践）  

f)監査所見（不適合報告書）の作成及び監査結論の決定  

    g)最終会議の実施  

    h)監査報告書の作成  

    

5.2 研修の期間  

5.2.1 合計研修時間は、直接の講義並びにチーム活動及び個人活動に充てられる時間

から成り、少なくとも 40 時間なければならない。  

 

5.2.2 フォーマルコースは前項の研修時間を以下のいずれかの期間に実施しなけれ

ばならない。  

a)  ５日間連続して実施する。  

b)  コース全体を 2 回（ 2 日間及び 3 日間）に分けて実施する。この場合は、コース

開始日と最終日は暦日で 11 日間以内でなければならない。また、後半のコー

ス開始前に前半のコース内容を復習する時間を設けなければならない。  

 

5.2.3  JRCA が依頼する力量試験及び食事、休憩、審査のロールプレイとして行う場

合の実際の審査現場への移動時間、その他の自由時間は、このフォーマルコース

期間の計算には含まれない。  

 

5.3 研修用テキスト・教材  

5.3.1 研修機関は、研修生が 5.1.1 項の内容をすべて習得できるテキストを提供しな

ければならない。また、実際の審査活動で参考となる環境マニュアル、チェックリ

スト、監査報告書、不適合／是正報告書及びその他書式の代表的な例が含まれてい

なければならない。また、コース概要を理解するための資料を開始 7 日前までに提

供しなければならない。なお、この資料はテキストのすべて又は一部をもって代え

ることも可とする。   

 

5.3.2 テキストに入っている文書は、それ自身が文書の組立て方、レイアウト及び文

書管理実践のよい手本となるものでなければならない。これには、文書改訂番号の

付け方及び適切なページ番号付けを含む。  

 

5.3.3 テキストには、以下を明瞭に表示（例えば表紙に）しなければならない。  

   a)JRCA から承認された研修コースであること  

   b)研修機関名  

   c)研修コース名  

   d)版数  

 

5.3.4 すべての研修生は JIS Q 14001 及び JIS Q 19011 の最新版を持っていなければな  

らない。これらの規格をテキストの一部として提供しない場合、研修機関はすべて  

の研修生に持参することを要求しなければならない。また、研修機関は、これらの  

規格を持ってくることを忘れた研修生のために、貸出用の規格を備えておかなけれ  
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ばならない。  

 

5.3.5 ビデオのような補助教材は、研修に直接関連のある場合、講師による研修を補

完するために用いることができる。ただし、非対話型の、受け身の研修補助教材の

使用は、フォーマルコース時間のうち、 3 時間以内でなければならない。  

 

5.4 研修方法  

5.4.1 研修機関は、フォーマルコースの冒頭に、研修生に研修コースの構成、研修生  

の義務、研修生に関する評価方法及び評価方法ごとの基準を説明しなければならな  

い。  

 

5.4.2 フォーマルコースは、研修生と講師との間で質疑応答等の相互のコミュニケー

ションが盛んに行われるように設計されていなければならない。研修方法は、コー

ス期間全体を通して、研修生を巻き込み、引きつけるようにしなければならない。 

 

5.4.3 フォーマルコースは、知識に基礎を置いた時間、及び技能に基礎を置いた時間

（実際の審査活動における知識及び技能の適用）の両方を含まなければならない。

各研修生が、現実的な環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査の実施状況下に置かれるように工夫さ

れなければならない。  

 

5.4.4 知識に基礎を置いた時間では、講師主導でもよいが、研修生との何らかの相互の

コミュニケーションがなければならない。テスト等で研修生が習得したことを客観

的に示すことができなければならない。  

 

5.4.5 技能に基礎を置いた時間では、講師は、例えば、会議及び面談の運営に関する要

求事項及び技法に言及することによる支援をしてもよい。  

 

5.4.6 フォーマルコースには、研修生が研修目的を達成したことを研修機関が確認する

方法、及びタイミングよく研修生へフィードバックするための方法を含めなければ

ならない。  

 

5.4.7 5.1.2 項のワークショップ、ケーススタディ、及び審査のロールプレイ又は実際

の環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査現場のような、実際の技能に基礎を置いた活動は研修期間

の少なくとも 50％以上充てられていなければならない。  

 

5.4.8 講師は、時間割、フォーマルコース内容、規格の要求事項、講師の指導、及びフ

ォーマルコースに係る他の要求事項への配慮を含む、効果的なフォーマルコースの

マネジメントを実証しなければならない。  

 

5.4.9 講師は、予め作成されたフォーマルコーススケジュールで設定された講義時間を

原則として厳守しなければならない。また、日ごとのコース終了時間が１５分以上

過ぎる場合は、研修生の同意を得なければならない。その結果は記録し、4.12.1 項

ｂ )の評価時に考慮しなければならない。  

   

5.5 研修生数  

5.5.1 1 クラス当たりの研修生の数は、３人以上 20 人以下でなければならない。  

 

5.5.2  例外的状況で、 20 人を超える研修生を対象にフォーマルコースを実施せざる

を得ない状況になった場合は、状況及びフォーマルコースの開催中止による影響等

を JRCA に書面で提出することにより、 JRCA は当該コース開催の是非を検討し承

認することがある。なお、いかなる理由があっても 3 人未満の開催は認めない。  
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5.6 講師数  

5.6.1 11 人以上の研修生のいるフォーマルコースには、少なくとも 2 人の講師が就か

なければならない。また、 3 人以上 10 人以下の場合は 1 人の講師でもよい。これ

らの講師は、フォーマルコースの全期間、指導又は評価に実際に携わらなければな

らない。特定の教科又は活動によっては、別の講師又は見習い講師を使用してもよ

い。  

 

5.6.2 特定の活動（例えば、筆記の小テスト又はチェックリスト作成）で、指導も評

価も必要がなく、かつ、説明、解説又は助言のために講師がその場にいる必要のな

い場合であっても、連続して 10 分以上講師がその場に一人もいないことがないよ

うにしなければならない。  

 

5.7 研修生の評価  

研修機関は、各研修生を本基準の 5.1 項で詳述されているフォーマルコース研修目的

の各研修生による達成状況について、講師による継続的観察評価の評価手順及び合格

／不合格基準を作成し、実施し、維持しなければならない。  

 

5.7.1 継続的観察評価  

  研修機関は、少なくとも次の項目で研修生を可能な限り定量的に評価の結果の記録

を作成し保持しなければならない。  

a)5.1.2 項の達成度合い  

b)個人の行動  

JIS Q 19011 細分箇条 7.2.2 に対する評価  

c)研修への参加状況（参加時間、態度）  

  研修生は、フォーマルコースの全期間出席しなければならない。研修機関が予め定

めた時間内での欠席があった場合は、その研修生の継続的観察評価及び最終評価に

それを反映しなければならない。また、評価のための手順には以下を含めなければ

ならない。  

d)具体的な評価項目及び評価方法  

e)研修目的の習得度の評価  

  少なくとも、5.1.2 項の習得度は成果物で評価しなければならない。成果物とは講

義内でのテスト及び演習等の課題提出物等をさす。  

      

5.7.2 講師は、毎日の研修を終えた後、各研修生の評価の確認をしなければならない。

また、研修生ごとに日ごとの評価点を付け、講師の評価を反映させなければならな

い。  

 

5.7.3 講師は、研修目的を達成することが困難だと思われる研修生、又は、研修の受

講活動の実施状況が芳しくない研修生を識別しなければならない。そのような研修

生には、講師の観察結果を個人的にかつタイミングよく伝え、改善の機会を与えな

ければならない。  

 

5.7.4 研修機関は、継続的観察評価結果を JRCA に提供しなければならない。  

 

5.8 力量試験  

5.8.1 フォーマルコース実施期間中に、 JRCA が依頼する力量試験を実施しなければ

ならない。この力量試験の実施方法については、別に定める「業務請負契約書」

によらなければならない。全ての受験者に対し公平に扱うこと、及び試験に関す

る全ての情報を適確に扱い、試験を適確に実施することを担保するため、研修コ

ース承認審査を受けなければならない。また、研修コース承認審査以外に JRCA

が力量試験の実施状況を確認するための立会いを申し入れた場合には、それに応

じなければならない。  
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5.8.2 継続的観察評価が不合格である研修生の力量試験結果については評価対象外

のため無効とし「合格修了」証明書を授与することはできない。したがって、「合

格修了」するためにはフォーマルコースを再受講し、力量試験を受けさせなけれ

ばならない。  

 

5.8.3 再試験  

JRCA が依頼する力量試験に不合格で、継続的観察評価には合格した研修生につい

てはフォーマルコース終了日から１年以内であれば、一度だけ再試験を受けること

が許されなければならない。再試験の実施方法については、別に定める「業務請負

契約書」によらなければならない。  

 

６．資格拡大コース  

6.1 資格拡大コース受講対象者  

6.1.1 JAB 又は ISMS-AC 認定のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ要員認証機関へ登録している品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄｼｽﾃﾑ審査員、食品安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員、情報セキュリティﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員、

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員、及び上記要員認証機関承認研修コースの合格修

了者。  

ただし、一般財団法人日本要員認証協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員評価登録センターが

承認した JIS Q 19011 対応の品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員研修コース、食品安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄｼｽﾃﾑ審査員研修コ－ス、情報セキュリティﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員研修コース合格修

了者の参加を禁じるものではない。  

  

6.2 資格拡大コースの内容  

6.2.1 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑに関して、関連する規格、法律、規制、原則、方法及び技法

の知識を習得するためのコースであって、5.1 項のフォーマルコースの研修目的の

うち、環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの固有部分とする。  

 

6.3 資格拡大コースの研修期間  

6.3.1 ３日間以上連続し、かつ少なくとも 24 時間以上なければならない。  

 

6.3.2 JRCA が依頼する力量試験及び食事、休憩又はその他自由時間は、資格拡大コ

ース期間の計算には含まれない。  

  

6.4 資格拡大コースのテキスト･教材、研修方法、研修生・講師数及び研修生の評価  

6.4.1 資格拡大コースのテキスト･教材、研修方法、研修生数、講師数、研修生の評

価及び力量試験については、 5.3～ 5.8 項に基づいて行わなければならない。  

 

７．リフレッシュコース  

7.1 リフレッシュコースの研修内容  

  5.1 項のフォーマルコースの研修目的に係る事項において、過去 3 年間に改訂又は

変更等の変化が生じた事項及び最新情報についての知識を新しくするものであるこ

と。なお、研修生相互のコミュニケーションを前提とした審査に関連する討論を含

めること。  

   

7.2 リフレッシュコースの期間、構成、規模  

7.2.1 リフレッシュコースの開催期間は 1 日以上とし、研修時間は 7 時間以上とする。 

なお、研修には下記の内容及び時間を充てなければならない。  

a)最新の環境関連法を少なくとも 1 時間  

b)最新環境情報を少なくとも１時間  

c) 5.1.1 項 2）の e)、及び同項 3）の d)の最新動向を少なくとも 1 時間  

  

7.2.2 食事、休憩又はその他自由時間は、このリフレッシュコース期間の計算には  

含まない。  
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7.2.3 リフレッシュコースの構成は、本基準の７ .1 項に適合していれば、講義に限定

されない。  

 

7.2.4 1 コース当たりの研修生の数は、原則として 40 名を限度とする。  

 

7.3 リフレッシュコースの講師  

7.3.1 講師チームリーダーとなる 4.11.2 項を満たす講師が 1 人いなければならない。 

 

7.3.2 前 7.3.1 項の講師チームリーダー以外の講師は、 4.11.2 項の要求事項にかかわ

らず 7.1 項の研修内容に対して精通した者が講師を務めることができる。ただし、 

精通していることの証がなければならない。  

 

7.4 リフレッシュコースのテキスト  

7.4.1 研修機関は、 7.1 項に整合して、研修生に最新の知識を与える内容のテキスト

を研修生に提供しなければならない。  

 

7.4.2 テキストには、 5.3.3 項に従った明示をしなければならない。  

 

7.5 リフレッシュコース研修生の修了評価  

7.5.1 リフレッシュコース修了の基準は研修時間全体の出席率 90％以上でなければ

ならない。  

 

7.5.2 研修機関は、リフレッシュコース研修生に対する「修了」評価基準を作成し、

実施し、維持しなければならない。  

 

7.6 JRCA へのリフレッシュコース実施報告  

   研修機関は、リフレッシュコースの終了の都度、以下の情報を書面又は電子デ

ータにより JRCA へ提供しなければならない。  

a)実施期間  

b)コーススケジュール  

c)研修生リスト  

d)講師氏名  

 

８．研修コースの証明書  

8.1 フォーマルコース及び資格拡大コースの証明書  

8.1.1 JRCA が実施した力量試験に合格した各研修生に、「合格修了」証明書を発行

しなければならない。この証明書は次の事項を満たさなければならない。  

a)JRCA が承認した研修コースであることを明記する。  

b)JRCA のロゴマークを表記する。  

c)各証明書には、個別に識別番号を明記する。  

d)JRCA に承認されているとおりの研修機関の名称を明記する。  

e)研修コース名、研修コース番号（もし、あれば）及び研修コース実施日で研修  

コースを特定する。  

f)研修生の氏名  

g)研修生の生年月日  

h)記載された研修生が当該研修コースを合格修了したことを記載する。  

i )JRCA が実施を依頼した力量試験に合格していることを記載する。  

j )合格修了証明書発行日を記載する。  

k)「 JRCA 登録申請期限は本書発行日から 5 年である。但し、規格の改訂等があっ

た場合は、 5 年以内でも資格登録申請にあたり改めて補講、試験等を求める場

合がある。」を記載する。  

l )すべての情報は証明書の片面に記載する。  
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m)フォーマルコース、資格拡大コースの合格修了証明書は各々明確に区別できる

ものとし、その様式は JRCA により承認されたものであること。  

 

8.1.2 フォーマルコース及び資格拡大コースで 5.7.1 項の継続的観察評価に合格し、

JRCA が実施した力量試験に合格しなかった各研修生には「参加」証明書を発行

しなければならない。ただし「参加」証明書の表現は、合格修了を暗に示すよう

な表現が一切あってはならず、当該研修生が当該研修コースに出席したというこ

とだけが明確に分かるようにしなければならない。また、この証明書には、JRCA

のロゴマークを付けてはならない。  

 

8.1.3 「参加」証明書は JRCA への環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員登録申請において受理さ

れないことを、研修機関は研修生に知らせなければならない。  

 

8.1.4 5.7.5.2 項の継続的観察評価に不合格となった研修生に研修コースを受講した

ことを証明する文書を発行する場合は、8.1.2 項の「参加」証明書とは明確に区別

できるものとし、継続的観察評価に不合格であったことが分かる表現を明記しな

ければならない。また、このような文書には JRCA のロゴマークを付けてはなら

ない。  

 

8.2 リフレッシュコースの証明書  

8.2.1 研修機関は 7.5 項の要件を満たした各研修生に、「修了」証明書を発行しなけ

ればならない。この証明書は次の事項を満たさなければならない。  

a)JRCA が承認した研修コースであることを明記する。  

b)JRCA のロゴマークを表記する。  

c)各証明書には、個別に識別番号を明記する。  

d)JRCA に承認されているとおりの研修機関の名称を明記する。  

e)研修コース名、研修コース番号（もし、あれば）及び研修コース実施日で研修  

コースを特定する。  

f)研修生の氏名  

g)記載された研修生が当該研修コースを修了したことを記載する。  

h)すべての情報は証明書の片面に記載する。  

i )リフレッシュコースの修了証明書は他のコースと明確に区別できるものとし、

その様式は JRCA により承認されたものであること。  

 

8.3 証明書の発行など  

8.3.1「合格修了」証明書及び「修了」証明書の発行後に、研修生の研修に係る何ら

かの不適切な事由が判明し、その事由が取消しに相当する場合は、研修機関は該

当する研修生の「合格修了」証明書及び「修了」証明書の発行を取消すとともに

回収しなければならない。  

 

8.3.2 研修機関は、証明書の交付、取消しの条件に関する手順を作成し、実施し、    

維持しなければならない。  

 

8.3.3 「合格修了」証明書、「修了」証明書及び「参加」証明書のデザインと内容、

及びそれらのいかなる変更も JRCA の承認を受けなければならない。  

   

９．施設  

9.1  研修機関は、提供する研修コースのために適切な施設を用意していなければなら

ない。その施設には、教室、視聴覚及びその他研修機材及びチーム活動のための施

設が含まれる。  
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付則 

この基準は 2019 年 5 月 24 日から適用する。 

  

以上  
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付属書１ JRCA ロゴマークの使用に係わる遵守事項 

１．適用範囲 

 この遵守事項は、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、当センターという。）が承認した研修コースを運営する研修機関（以下、運営研

修機関という。）が、当センターのロゴマークを使用する場合に遵守しなければならない事項

等について定める。 

 

２．ＪＲＣＡロゴマークの表示方法 

JRCA ロゴマークは、図１に示すもので、マーク部とロゴ部よりなる。マーク部とロゴ部は分離せず、

常に一体で表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ JRCAロゴマーク 
 

2.3 運営研修機関がロゴマークを使用する場合、JRCA が提供するロゴマークの清刷（電子データ）

を分解又は変更することなく使用しなければならない。 

2.4「JRCAロゴマーク」を使用する場合は、ロゴマークの周囲に、マーク横幅の1/4以上の余白を

設けなければならない。また、縦10mm以上の大きさで使用しなければならない（図２参照）。 

「JRCAロゴマーク」の色は、マーク上部の丸が赤色グラデーション、マーク下部が青色グラ

デーション、ロゴ部は黒色とする（基本色は図３参照）。または、全体をモノクロで表示し

てもよい。「JRCAロゴマーク」であることが明確に識別できるように、全体を地色と明瞭な

対比を持たせて表示しなければならない。 

2.5 ロゴマークを拡大又は縮小して表示する場合は、マーク部とロゴ部の比率が上図と同じにな

るようにして拡大又は縮小を行い、拡大又は縮小後の縦横の比率は上図と同じになるように

すること。 

2.6 マーク部とロゴ部は個別に表示してはならず、ロゴマークとして一体で表示すること。 

 

３．ＪＲＣＡロゴマークの管理 

3.1 運営研修機関は、当センターが提供したロゴマークの電子データの保護及び漏洩防止のため

の適切な管理を行わなければならない。 

3.2 運営研修機関が、印刷物等の作成のために当センターのロゴマークの電子データを下請負業

者に提供した場合、運営研修機関は、当センターのロゴマークの電子データを提供した下請

負業者の一覧を作成するとともに、当該下請負業者に、当センターのロゴマークの電子デー

タの保護及び漏洩防止のための管理を行うよう要求しなければならない。 

 

４．使用条件 

4.1 使用対象物 

4.1.1 運営研修機関は、受講生に発行する合格修了の証明書には、JRCAロゴマークを表示しなけ

ればならない。 

4.1.2 運営研修機関は、承認された研修コースの枠組み内で、研修用テキスト・教材、書簡用紙、

文書、宣伝及び広告(パンフレット、受講案内等)及び封筒にJRCAロゴマークを使用するこ

とができる。 

マーク部 ロゴ部 

≪新JRCAロゴマーク デザインの意図≫ 

『両手を上に向かって広げている人』のシルエットは、
資格取得者が『世界』あるいは『未来』に向かって希望
を抱いて躍進しようとする姿を表しています。また日本
規格協会のロゴカラーと親和性をもたせ、活動的で発展
的なイメージを赤、信頼と安心のイメージを青のグラデ
ーションで表現しています。 
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4.2 使用方法 

4.2.1 JRCAロゴマークは、運営研修機関のロゴマークと共に使用しなければならず、単独で使用

してはならない。 

4.2.2 JRCAロゴマークの使用にあたっては、運営研修機関のロゴマーク、JRCAロゴマークとの対

比で均整のとれる体裁であり、また、JRCAロゴマークと運営研修機関のロゴマークとの関

係が明らかであるような方法での配置しなければならない。また、当センターが付与した

承認番号を併せて表示する。 

 

５．使用期間 

5.1 運営研修機関は、承認証に表示されている有効期限内においてのみ、JRCAロゴマークを使用

することができる。 

5.2 本文第13項、或いは、承認のためのサーベイランス又は更新を行わず、承認の一時停止又は

取消し処分が行われた場合、JRCAロゴマークの使用及び配付を直ちに中止し、JRCAロゴマー

クを記載した研修用テキスト・教材、書簡用紙、文書、宣伝及び広告(パンフレット、受講案

内等)及び封筒は破棄しなければならない。 

 

６．誤使用に対する処置 

6.1 運営研修機関が本遵守事項に違反してJRCAロゴマークを使用した場合、当センターは、是正

処置を要求する。 

6.2 当センターの是正処置要求に対して直ちに適切な対応がとられない場合は、当センターは、

運営研修機関に対して研修コース承認の一時停止又は取消しの処置を取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 新JRCAロゴマーク使用時の余白及び最小サイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 新JRCAロゴマークの指示色（基本色 CMYK(RGB)グラデーション） 
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マーク横幅(Ａ)の 1/4 以上の余白を設ける 
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制定・改定履歴 

版数  年月日  内   容  

初版  2019.5.24 CEAR の TE1100「環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員研修コース承認基準」第 15 版

の内容をほとんど変えずに JRCA 文書として制定した。付属書以外の章項

の構成は変わっていない。 

TE1100 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)JRCA TQI220 付属書１と同じ内容の「付属書１「JRCA ロゴマークの使

用に係わる遵守事項」を追加した。 

4)その他、内容に係わらない表記上の修正を行った。 

 

 


