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１．内部監査員研修のカリキュラム 
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一般的なカリキュラム 
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【2日間コース】 
1日目 
 ●環境問題と環境マネジメント 
 ●ISO 14001規格解説 
 ●環境法規概論 
 ●環境影響側面の特定と環境影響評価 
  

2日目 
 ●内部監査の手順 
 ●内部監査の実施（ロールプレイング） 
 ●是正処置の指導 
 ●理解度テスト 

【1日間コース】 
１．環境問題と環境マネジメント 
２．ISO 14001規格解説 
３．内部監査の手順 
４．内部監査の実施（ロールプレイング） 
５．理解度テスト 

●講義内容オプション 
 ① 内部監査員養成コース 
 ② ブラッシュアップコース 
 ③ 環境法令解説コース 

審査機関等の主催する

集合型 
セミナー 

企業訪問型 

社内研修 類型 
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当社の特徴 

【2日間コース】 
1日目 
 ●環境問題と環境マネジメント 
 ●ISO 14001規格解説 
 ●環境法規概論 
 ●環境影響側面の特定と環境影響評価 
  

2日目 
 ●内部監査の手順 
 ●内部監査の実施（ロールプレイング） 
 ●是正処置の指導 
 ●理解度テスト 

【1日間コース】 
１．環境問題と環境マネジメント 
２．ISO 14001規格解説 
３．内部監査の手順 
４．内部監査の実施（ロールプレイング） 
５．理解度テスト 

●講義内容オプション 
 ① 内部監査員養成コース 
 ② ブラッシュアップコース 
 ③ 環境法令解説コース 

審査機関等の主催する

集合型 
セミナー 

企業訪問型 

社内研修 類型 ＋オンライン 

依頼企業のマニュア
ル、チェックリストを
用いて、理解と実践
を短時間で達成！ 



２．当社のオンライン研修の特徴 
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オンライン研修で使用するツール 
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• 当社の標準ツールは
「ZOOM」ミーティングです 
 

• MicrosoftTeams、Webexも
対応可能です 

※その他のツールをご希望の場合にも 
   可能な限り対応いたします 

Microsoft Teams 

オンラインで研修を行っている様子 
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オンライン研修の方法 

 ①全員リモート 
（1人1台） ③集合研修 

②ハイブリッド 
（リモート参加＋会議室から 

複数人で参加） 

オンライン研修 オフライン研修 
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オンライン研修の方法 

オンライン研修に必要な備品 

パソコン 
またはタブレット 
※スマホは資料が見づらいため不向きです 

イヤホンマイク 
（ヘッドセット・インカム等） 

WEBカメラ 

Wi-Fi、LAN等 
通信環境 

★注意事項 
• WEBカメラが搭載されて

いないパソコンは外付けカ
メラを用意してください 

• カメラやマイクはプライバ
シー設定で使用できない
場合があります（事前確
認を行います） 

• パソコンにイヤホンマイクの
端子がない場合がありま
す（イヤホンとマイクの入力端子が

別になっている場合、アダプターが必
要です） 

• Wi-Fiの通信容量が切れ

ると途中で受講できなく
なります 



オンライン研修グループワーク 
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• 「ZOOM」 
→ ブレイクアウトセッション 
  機能を使います 

• 5人1グループ、4部屋に分
けてグループディスカッショ
ンを行います 

オンラインで研修を行っている様子 

ブレイクアウトセッション 
 （部屋分け） 



オンライン版ISO14001内部監査員養成研修 

項目 時間 

1.ISO14001規格解説 １.0Ｈ 

2.環境関連法 １.0Ｈ 

3.書類監査 0.5Ｈ 

4.環境関連法演習 0.5H 

5.現場監査演習 

 5-1 内部監査員について 1.0H 

 5-2 内部監査の実務 
    （ロールプレイング） 

1.5H 

6.振り返りテスト 0.5H 
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合計 6.0H 

【時間割 例 9:30～16:30 （6H） 】 

ご要望に応じて項目、
時間割を柔軟にカ
スタマイズしています 



9.2 内部監査  
 9.2.1一般 

9.2.1 組織は、環境マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を
提供するために、あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施しなければならない。 
 a) 次の事項に適合している。 
  1)環境マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項 
  2)この規格の要求事項 
 b) 有効に実施され、維持されている。 

解説 
内部監査では環境マネジメントシステムの有効性を確認することが要求されて
いる。 
有効性の判断にはISO14001の意図した成果及び組織の意図した成果を達成
しているかどうかが挙げられる。 
 
意図した成果は「１．適用範囲」では以下の3 点が示されている。 
 ・環境パフォーマンスの向上 
 ・順守義務を満たすこと 
 ・環境目標の達成 
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規格解説例 

規格説明とともに、
貴社の環境マネジメ
ントマニュアルや規
定を解説します 



 

オンラインで規格解説をしている様子 



環境関連法演習（法令監査） 

• 順守評価の確認時、（廃棄物処理法に関する）
収集・運搬業者との委託契約書に添付されてい
る許可証の有効期限が切れていることが判明を
した。（有効期限は2020年12月25日 現時点
2021年2月17日） 

• 期限切れ後の処理委託の有無について確認す
ると、有効期限が過ぎたあともマニフェスト10通
を発行して、処理を依頼していました。 

• このような場合、内部監査員としてはどう対応す
るか？話し合ってみてください。 

 

14 

ブレイクアウトルーム 

許可の有効期限  2020年12月25日 



 

    １） 講師による内部監査シミュレーション 10分  

 

    ２） 内部監査演習 

       実施方法の説明 （監査側 2～3人 × 被監査側 2～3人） 10分 

       ※必ず1人1問以上、質問してください 

      ・監査時間 20分×2セット（監査を交代） 

      ・監査結果発表 10分×2組 

      ・監査報告書作成 10分 

ブレイクアウトルーム 

内部監査ロールプレイング 
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１） 講師による内部監査シミュレーション 

エアコン配管の断熱材不足 看板の文字の色あせ 



３．サービス内容及び実績紹介 
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オンライン研修のメリット 
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大手企業や 
自治体でも 

講師を行っており、 
内容・教え方に 
信頼ができる 

信頼感！ オンライン研修の
実績が多数ある

ので 

柔軟な対応がで
きます 

オンラインも 

© 2021 FULUHASHI ENVIRONMENTAL INSTITUTE 

参加型プログラムを取り入れているため、
実践で使える技術が身につきます 

身につく 

参加者満足度の高い
講師が揃っています 

高い満足度！ 

投票・チャット・Q&Aなどオンライン研修の

機能を使った、楽しく、双方向でリアルで
はできない研修スタイル！ 

楽しい！（モチベーション） 審査経験豊富で、 

研修講師も数多く登壇している
ので安心です 

安心！ 

グループワークを行うため、 
多様な視点を聞き、理解が 
深まります 

みんなでレベルアップ 

研修の録画データを記録として
使えます 

資料価値！ 

録画データを配信する
ため欠席しても動画
受講できます 

見逃し配信 
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内部監査員養成研修 サービス内容 

概要 
①時間：9:30～16:30（9:15 入室開始、9:25 入室完了） 
  ※開始時間、終了時間、昼休みの時間は調整可能です 
  ※休憩：1時間ごと10分間程度 
②出席者：20名 
  ※出席者の下限はありません、上限は24名です 
  ※環境管理責任者・事務局のオブザーブ可能です 
③サービスの特長： 
 ・全員に修了証発行（受講態度良好で、テスト70点以上） 
 ・事前アクセス・音声確認（10分程度） 
 ・見逃し配信（1ヵ月間、URLを知っている人だけ限定閲覧） 
  ※通信環境・通話環境等により受講できなかった方に 
  ※無編集（編集した動画データを納品する場合は費用別） 
④料金：20万円／回 
  ※講義内容のカスタマイズはご要望をお伺いして見積いたします 

復習にも利用できます 
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内部監査員養成研修 事例（抜粋） 

①高速道路関連会社 
  ・新規内部監査員養成研修 
  ・1日コース×2回（受講者多数のため） 
②電気機器関連会社 
  ・ブラッシュアップ研修 
  ・規格解説重視 
③自動車部品関連会社 
  ・新規内部監査員養成研修 
④木材関連会社 
  ・EA21内部監査員養成 
⑤地方自治体 
  ・新規内部監査員養成研修 
  ・環境取り組みに関するＥラーニング教材作成 



ご清聴ありがとうございました 

ご質問、お困りごとがございましたら、ご連絡ください。 

↓  ↓  ↓ 

株式会社フルハシ環境総合研究所  

代表取締役所長 浅井豊司 

 メール：t-asai@fuluhashi.jp 

 電 話：052-324-5351 
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株式会社 フルハシ環境総合研究所 

■企業概要 

 代表取締役：浅井豊司 

 設立：2001年4月 

 資本金：4,000万円 

 事業内容： 
     

  

所員数：6名(2020年3月現在) 

親会社：フルハシEPO株式会社 （1948年設立） 
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