
あたほ環境機構(株)　開催予定講座等一覧 　　　　 【改新2023.3.31 】

あたほ環境機構(株)は、NPO法人『KES環境機構』と協働契約を結び活動を展開しております。

2014年5月より開催講座を改新いたしました。従来の■KES認証ｻﾎﾟｰﾄ講座と■経営改善ｻﾎﾟｰﾄ講座を統合いたしました。　　　　　※2018年5月より『新人さんいらっしゃい』講座を『新自己評価員養成講座（1日間コース）』と同時開催（午前中のみ）といたしました。

特徴として、認証取得・継続にとどまらず企業活動として環境問題を切口に『経営改善』『社会貢献』が行われるよう各種講座をご提供しています。

前身でありました『HI-KES活動』の実績をよりﾌﾞﾗｼｭｱｯﾌﾟした内容としております。

※4月以降は講座の改訂を予定しています

一般 特別 専門 受講対象（※1） (開催時間) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

回数 第55回 第56回 第57回 第58回

10:00～12:30 開催日 2/2（木） 5/10（水） 8/3（木） 11/2（木）

開催地 京浜地区 茨城地区 京浜地区 茨城地区

回数 第107回  第108回 第109回 第110回

○ 10:00～17:00 開催日 2/2（木）  5/10（水） 8/3（木） 11/2（木）

開催地 京浜地区  茨城地区 京浜地区 茨城地区

回数 第107回 第108回 第109回 第110回

○ 10:00～17:00
開催日

(初日)
2/2（木） 　 5/10（水） 8/3（木） 11/2（木）

開催日

(2日目)
2/3（金） 5/11（木） 8/4（金） 11/3（金）

開催地 京浜地区 　 茨城地区 京浜地区 茨城地区

回数

14:00～16:30 開催日

開催地

回数 第30回

14:00～16:30 開催日 7/14（金）

開催地 茨城地区

回数 第31回 第32回

14:00～16:30 開催日 3/10（金） 9/15（金）

開催地 茨城地区 京浜地区

回数 第137回 第138回

○ ○ ○ 10:00～12:30 開催日 3/10（金） 9/15（金）

開催地 茨城地区 京浜地区

回数 第137回 第138回

○ 10:00～12:30 開催日 3/10（金） 9/15（金）

開催地 茨城地区 京浜地区

回数 第65回  第66回(※)

○ ○ ○ 14:00～16:30 開催日 1/13（金）  7/27（木）

開催地 京浜地区  茨城地区

回数 第62回 第63回

14:00～16:30 開催日 1/13（金） 7/14（金）

開催場所 京浜地区 茨城地区

一般 特別 専門 受講対象（※1） (開催時間) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

回数 第123回 第124回 第125回 第126回

○ ○ 10:00～17:00 開催日 1/19（木） 4/14（金） 7/6（木） 10/5（木）

開催地 茨城地区 京浜地区 茨城地区 京浜地区

一般 特別 専門 受講対象（※1） (開催時間) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

○ ○ ○ 開催日

○ ○ 開催日

※１　　受講対象：あたほ倶楽部会員様には参加費用の特典があります。詳細は参加費用一覧をご覧下さい。

※２　　今回は当内容にて行いますが、ご希望により内容の追加・変更も行います。 ※収支改善講座　7/14 14:00～16：30 → 7/27 13:30～16:00に変更します。

※３　　KES活動を如何に工夫して経営改善に結び付けるかを本音で討論を主体に行います。　　

【開催場所】　：　変更することもございます。あらかじめご了承下さい。

京浜地区： ①戸部ﾋﾞﾙ８階会議室(最寄駅：JR浜松町駅他)

②あたほ環境機構(株)事務所(最寄駅：JR五反田駅他)

茨城地区： 伊勢甚会議室(最寄駅：水戸駅)

　・主任自己評価員
　・自己評価員

新設
真自己評価員養成講座

（出前講座）

貴社の『確認審査の前後』に開催します。
　※本講座のみ、申込方法が他の講座と異なります。
2023年2月以降にご要望ください。

別途
(2～3時間)

2023年

2023年

2023年

　・主任自己評価員
新自己評価員養成講座

　(2日間ｺｰｽ)

　・自己評価員
新自己評価員養成講座

　(1日間ｺｰｽ)

　 ○ ○
　・環境管理責任者
　・実行責任者

『リフレッシュ』
講座

　 ○ ○
　・環境管理責任者
　・実行責任者

『マンネリ打破』
講座

○ ○
　・主任自己評価員
　・自己評価員

自己評価員養成講座
　(ﾌﾞﾗｼｭｱｯﾌﾟｺｰｽ)

KES認証対応講座
講座名 講座概要 開催日他

○ ○ ○
　・新人さん
特に環境管理責任者
や実行責任者の方々

『新人さんいらっしゃい』
講座

KESの仕組みや環境を切り口とした経営改善をどう取り入れ
て活動を展開すればいいのかをわかりやすく解説します

　・実行責任者

基礎教育講座

★特に新任の方に
　　お勧めします

◆PDCAサイクルの正しい理解と運用方法
◆著しい環境影響項目の特定方法
◆環境法規の特定方法
◆環境改善活動計画の策定方法
◆従業員教育のポイント

　・最高責任者
　・環境管理責任者
　・実行責任者
　・自己評価員

特別教育講座

★特に新任の方に
　　お勧めします

◆環境影響評価の方法と項目の特定、目標と計画策定、
　 マニュアルへの記載方法
◆最高責任者評価のポイント
◆マンネリ打破方法（活動活性化）

　・著しい環境影響項目
に従事されている方々

収支改善講座
(旧専門教育講座)

◆環境と不良率低減　(※2）
◆環境と原価低減①　(※2）
◆環境と小集団活動　(※2）

○ ○ ○
　・著しい環境影響項目
に従事されている方々

情報交流会
◆あたほ倶楽部総会…1回/年
◆分科会　　　　　　　…適宜開催いたします
　　　　　　・92分科会　(※3)

KES認証対応講座
講座名 講座概要 開催日他

　・著しい環境影響項目
に従事されている方々

出前講座
貴社のKES教育支援を行わせていただきます。
貴社のKES教育計画に組み込んで、ご活用ください。
2018年からは偶数月にご要望ください。

別途
(2～3時間)

KES認証対応講座
講座名 講座概要 開催日他

ｽﾃｯﾌﾟ2SR移行
を希望される企業様

KES構築講座
【KESｽﾃｯﾌﾟ2SR移行】

(あたほ環境機構)

内容　 ◆ＫＥＳ規格・KESｽﾃｯﾌﾟ2SR規格
　　　　 ◆環境マネジメントシステムの流れ
　　　　 ◆自己評価の進め方
教材　・KES自己評価員養成講座テキスト
　　　　・KESｽﾃｯﾌﾟ2及びKESｽﾃｯﾌﾟ2SR規格

初日は1日間ｺｰｽと同日開催し同内容で行います。既に1日間
ｺｰｽ修了された方は2日目からの参加を可とします。
 初日　◆ 1日間ｺｰｽと同内容
2日目　◆復習
          ◆評価技法演習(宣言、組織、法律　etc)
教材は1日間ｺｰｽの教材の他に、以下を使用します。
　　　　・ISO環境法(鈴木敏夫著 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社刊)

資格保有者を対象として、復習を兼ね実務に展開できるよう
ブラッシュアップを図る

数回の確認審査を経験した会社様から特にマンネリで困った
との意見が寄せられます。具体的事例(各社ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾏﾆｭｱﾙ)
を提示しながら、活動ﾃｰﾏの模索を中心に討論します

色々と『深進化』してきています。
原点に立ち返り『明るく・楽しく・朗らかに全員活動』が展開で
きるように、各社様と一緒に討論形式で経営改善に寄与でき
る仕組みを目指します

◆世の中の環境活動推移(特にSRの意義)
◆KES活動の概要
◆ＫＥＳ・環境マネジメントシステム構築
　　　KESｽﾃｯﾌﾟ2SR規格、構築手順、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾏﾆｭｱﾙ

ご希望の日時をご相談下さい（但し偶数月にお願いします）

ご要望の会社様は、別途、お知らせにてご案内します申込方法にてお申し込みください。ご不明な点は審査員にご相談ください。

（【注意】本講座のみ、他の講座と申込方法が異なります。） （2023年2月～ 開講）

 開催講座一覧2023年1月～2023年12月2023/3/31


