
【開催講座関係】

お知らせ105号

★★　『真自己評価員養成講座』（出前講座）についてのご案内　★★

お知らせ103号にてご案内いたしました、出前講座に、確認審査の前後に行う『真自己評価員養成講
座』(仮称)を新設する件の続報です。
　　・講座名は、『真自己評価員養成講座』　とします。
　　・開講は。2023年2月とします。
　　・申し込み方法は、他の講座とは異なります。
　　　次ページ以降にある『真自己評価員養成講座(出前)のご案内 兼 申込書』 により、FAXでお申
　　　し込みください。

FAX : 03-6450-4171
　　　です。

                                       2023年2月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

お知らせ103号

★★　開催講座の改善についてのご案内　★★

開催講座を改善し、活性化を図ります。
（1）従来の講座はそのまま継続とします。
　　・従来通り4月以降の予定を含めて2023年分をホームページに掲載します。
（2）出前講座に、確認審査の前後に行う『真自己評価員養成講座』(仮称)を新設します。
　　・開講は。2023年4月を予定しています。
　　・詳細は決まり次第、「お知らせ」にてお知らせします。

                                       2023年1月吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

お知らせ105号



お知らせ105号次紙（1/2）

真自己評価員養成講座(出前)のご案内 兼 申込書 Fax【03-6450-4171】へお送りください

★まずは手順1にて申込下さい。手順2以降は別途打合せにより特定します。

手順1．　申込書をFaxにてご提出ください。

手順２．　具体的ｺｰｽを特定します。

別途：打合せ日等をご連絡します。

　　★　ｺｰｽの紹介

　
…別表次ページ(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ項目)より選択します。

　　★　ｺｰｽの選定

　　　　ｺｰｽ①及びｺｰｽ②から目的に応じてカリキュラムを選定します。例を示します。

9:00～ 10 11 12 13 14 15 ～16

(1/2)

ｺｰｽ①

ｺｰｽ②

　昨今の状況で、自己評価員の養成は喫緊の課題との認識もあり、2023年1月より工夫も重ね数社様にて試行してきております。
出前での取組方を以下にご案内いたします。
ポイントは、御社の確認審査の前後と審査に参加することにより、より実践的な活動の推進体制の核となるべく工夫しております。
　ご検討いただき活用下さいますようお願いいたします。

御社名 ご担当者様 Fax番号

⇒　Faxにてご連絡します。

基礎編
10:00～12:00

・自己評価員養成講

座

・規格・ﾏﾆｭｱﾙひな形

実践編②
13:00～13;30

・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ項

目

応用編
10:00～12:00

・復習（KES仕組み)

・自己評価員養成講

座

【確認審査に参加】…実践編①
13:00～15:00 (各社による)

・審査に参加する

(特にﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ審査)

入門編
9:00～10:00

・KESの仕組み

実践編②
15:00～16:00

・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ項目

昼食

注1

『従来の自己評価員1日ｺｰｽ』

に該当とします

入門 基礎

入門 基礎

実②

実②

応用 実②

基礎 応用 【確認審査】実① 実②

『従来の自己評価員2日間ｺｰｽの2日目』

に該当とします

『従来の自己評価員2日間ｺｰｽ』

に該当とします
例5は1日間集中して実施

例6は確認審査は別の日に実施

入門

入門 基礎 応用 実②

【確認審査】実①

応用 実②

注1 注1

注1

例1

例2

例3

例4

例5

例6

昼

注1

【確認審査】不参加

【確認審査】不参加

【確認審査】不参加

【確認審査】不参加

お知らせ105号



お知らせ105号次紙（2/2）

手順3．　下記表よりパフォーマンス項目を選びます。　⇒　ｺｰｽ①ｺｰｽ②の注1にNo.を記入します。

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ項目一覧表

NO.

1 『環境』の広がり…３⇒５⇒７⇒17　 ３⇒５⇒７⇒17　 別途資料①

2 猫も杓子もなんでSDGｓなんだろう？ 別途資料②

3 SDGｓは大昔から当社は 実行しているが？

4 SDGｓ宣言はどうすればいいの

5 SDGｓｼｰﾙの活用

6 3本の『や』とは… 活動ﾃｰﾏの有力候補 別途資料④

7 ｽﾃｯﾌﾟ2SRへの移行 CSR(社会的責任)が要望されている 規格、ﾏﾆｭｱﾙひな形、手引き等々

8 KESの基本と活動展開 PDCAのｻｲｸﾙで改善指示が肝要 別途資料⑤、規格、自己評価員ﾃｷｽﾄ

9 マンネリ打破 活動ﾃｰﾏの模索 別途資料⑥⑦⑧

10 数値改善の眼目 必要性と応用 別途資料⑨

11 中長期計画とは ゴールは3年後、工程管理の応用 別途資料

12 改善活動の基本 基本式と８つのｽﾃｯﾌﾟを活用しよう 別途資料

13 不良ゼロは難しいｻ… 同じ不良は2度と繰り返さない 討論とメモ

14 種まきと刈り取り 土壌改善から綺麗な花を咲かすには 討論とメモ

15 やり方((取組み方)はどうする？ 技法の活用を…ﾍﾞﾆﾔ板技法等 討論とメモ

16 営業力強化とは… 討論とメモ

17 ～　その他、ご要望下さい

手順4．　最終的に下記を纏めます。(最終申込書となります)

真自己評価員養成講座 申込書

★必須 :

★必須 :

★必須 :

★必須 Fax：

ｺｰｽ

(2/2)

1日ｺｰｽに該当 2日間ｺｰｽの2日目に該当 2日間ｺｰｽに該当

事務局記入欄

参
加
者

住所等

連絡先

御社名

ご担当者様

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ項目 ポイント等 資料等

別途資料③

お知らせ105号



【EMSの取組関係】

お知らせ104号

★★　EMSの取組の評価加点について(参考)　★★

この度、KES環境機構の宇高常務理事様より以下の情報提供を頂きましたので、お知らせにより
会員の皆様へ参考として展開いたします。
　『各地方自治体で公共工事の競争入札時、建設業者の入札参加資格審査において、EMSの取組が
　　評価加点されています。ISO14001だけではなく全国版のエコアクション21やKESなど地域版のEMS
　　の加点状況に ついて、エコアクション21中央事務局から標記のことについて、全国調査した結果が
　　この度公表されました。
　　エコサポートTGALの久留様から情報提供頂きましたので、参考までに全国の協働機関の皆様へも
　　お知らせいたします。』

お知らせ104号



お知らせ104号



                                       2023年1月吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

お知らせ104号



【審査の運用関係】

お知らせ102号

★★　確認審査運用の改定のご案内　★★

2020年11月の確認審査より試行してきました確認審査の判定に関しまして、下記内容にて改訂する旨を
KES環境機構と確認いたしましたので、2023年1月より運用いたします。

①確認審査の判定は、あたほ判定委員会にて実行する。判定委員会は以下メンバーとする。
　開催は、原則月末とする。
　　委員長：平野学氏
　　委　 員：野田明子氏
　　委　 員：古田周
　　事務局：片寄英信
②各社様の確認審査は判定月(登録証記載の有効期限月）内とするが、日程は数ヶ月前後も可とする。
　審査日は別途ご案内するが、原則、日程の変更はしない。
　また、ご案内日に審査不能の場合は、その時点での各種資料提出を求め所見報告書をまとめる。
　後日、パフォーマンス審査として補完する。
③登録は該当月末とし、KES環境機構ホームページ掲載更新、審査費用請求等を行う。

以上

                                       2023年1月 吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

お知らせ102号



【あたほ環境機構(株)への連絡方法関係】

お知らせ98号

★★　あたほ環境機構(株)への情報の連絡方法のお願い　★★

大変申し訳ありませんが、下記の徹底をお願いいたします。

（１）諸般の事情（古田担当会社様が50社→150社様となり審査等にて殆ど行脚中の状況等）により、
　　また、手元に詳細資料もない状態で電話やメールでのご要望やご質問にお答えできておりません。
　　お詫び申し上げます。
　　週末には原則戻りますので諸事は　お手数をおかけしますが　Fax　にてお願い申し上げます。

　　　　FAX : 03-6450-4171
　です。(御社Fax番号も記入ください）

（２）提出書類はペーパーにて郵送（普通便）にてでお願い致します。（KES環境機構への提出資料も
　　現時点ではペーパーです）

　　　郵送先 : 〒141-0022　品川区東五反田1-2-46-903

（３）KES環境機構からの修正指示への対応として電子データも下記宛、念のためお送りいただけると
　　幸いです。

　　　電子データ送り先 : furutame@yahoo.co.jp

以上、色々とお手数をおかけして恐縮ですが、当面の間、お許しいただきたくお詫びかたがたよろしく
お願い申し上げます。

                                       2021年 12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

お知らせ92号

★★　あたほ環境機構(株)への情報の連絡方法のご案内　★★

賀状でもお伝えしておりますように、「あたほ環境機構(株)」を取り巻く環境は厳しさを増しており、
誠に恐縮ですが、あたほ環境機構(株)への情報の連絡は当面下記にてお願い申し上げます。

（１）審査、コンサル等につきましては、FAXにて
　　　　FAX : 03-6450-4171
　までお願いします。

（２）その他お問い合わせ等（請求書等）はメールにて
　　　あたほ総務 : atahosoumu@a-ta-ho-kk.org
　までお願いします。

（３）書類の送付等は、下記アドレスまで郵送してください。（書留はご遠慮ください。）
　　　郵送先 : 〒141-0022　品川区東五反田1-2-46-903
　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古田　周　

                                       2021年 3月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

お知らせ98号



【KES環境機構へのお問い合わせは、まず、あたほ環境機構へお問い合わせください】

お知らせ90号

★★　お問い合わせ先の変更等に関するご案内　★★

　KES環境機構からの指示又はKES環境機構との業務分担確認により、各協働機関（あたほ環境
機構(株)も該当します）の登録企業からの各種依頼等は、直接KES環境機構にではなく、各協働機関
（あたほ環境機構(株)も該当します）を通してくださいとなりました。
　資料請求、登録証の変更（追加、記載内容訂正、英文登録証発行等）、ロゴマーク(電子データ)要望、
審査内容問合せ等。
　なお、あたほ環境機構(株)への要望は、担当審査員にお願いします。

                                       2020年 10月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

お知らせ98号



お知らせ97号

★★　SDGsシール作成のご案内　★★

　ＫＥＳの各種審査時に、(株)日興様で活動活性化等を目的として作成された「ＳＤＧｓｼｰﾙ」をご紹介しておりました
が、一部会社様より、当社でも作成したい旨のご希望がありました。
　その後、(株)日興様、(株)ｼｰﾙ堂印刷様、あたほ環境機構(株)にて打合せを行い、以下の手順にてご紹介する事
といたしました。
　　①　追記(文言・社名等)は事例より選択する。
　　②　文面は事例の範囲で選択する。
　　③　用紙は、バナナ紙かユポ紙(#80普通紙)のどちらかとする。
　　④　作成枚数は1､000枚を基本とする。(500枚でも可能ですが金額はあまり変わりません）
　　⑤　上記内容をあたほ環境機構(株)にＦａｘ【03-6450-4171】で申込む 。
　　⑥　印刷用ﾃﾞｰﾀをｐｄｆ資料にて確認後、印刷し各社様に送る。
　　⑦　費用は、ＫＥＳ審査費用時の請求書と一緒に行う。

                                       2021年 11月 30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役　古田　周

SDGsシール申込書 Fax【03-6450-4171】へお送りください

　　あたほ環境機構(株)事務局御中

下記の通り　SDGｓシールを申し込みます。

費用

事例 【下記(次紙)事例より選択下さい】⇒ ｰ

用紙 バナナ紙 　ユポ紙 　…【どちらかに〇印を】 ｰ

枚数 1,000枚　 -

バナナ紙 87,000円

ユポ紙 49,000円

手数料   5,000円

社名部のみ変更する 2,000円

ロゴを含め変更する(3行以内でお願いします)

御社名

郵送先

ご担当

Tel

Fax

別途

記入欄【下記に記入下さい】

費用
(税別)

文面

お知らせ97号



お知らせ97号次紙（1/2）

【事例集】

事例【1】

　　バナナ紙のロゴ等のスペース

事例【２】

　

　　バナナ紙のロゴ等のスペース

事例【３】

　

　　バナナ紙のロゴ等のスペース

　　　　Fax：03-6450-4171

事例【４】

　

　

　　　　　　　　　〇〇〇株式会社

〇〇〇のことならおまかせください ❣
　　　〇〇〇株式会社

　私たちは できることから

 あたほ環境機構(株)は

　 できることから　SDGｓを

　　　　　　　　　実行しています

KES(環境認証)活動の一環として

　SDGｓ を実行しています

　 SDGs   を実践しています

     KES(環境認証)活動の一環として

･　　　A社

･　　　…　

･ あたほ環境機構(株) Fax：03-6450-4171

下部が記入できる範囲になります。

① バナナ紙にて注文の場合、右下部分に所定のロゴ等の記入が可能です。
② 右下部分が記入できる場所です。サンプルとして記入しました。

普通紙で行うとした場合

① 下部デザイン部全般を活用することができます。

② 文面は、ロゴを含め可能です。下記以外の場合印刷用の版代が追加として必

要となります。ｼｰﾙ堂印刷様との交渉等はあたほ環境機構(株)が行います。

3社様連盟として作成すれば、枚数は少なくなりますが費用も少なく出来ます。

下部が記入できる範囲になります。

① バナナ紙にて注文の場合、右下部分に所定のロゴ等の記入が可能です。
② 右下部分が記入できる場所です。サンプルとして記入しました。

下部が記入できる範囲になります。

① バナナ紙にて注文の場合、右下部分に所定のロゴ等の記入が可能です。
② 右下部分が記入できる場所です。サンプルとして記入しました。

お知らせ97号



お知らせ97号次紙（2/2）

事例【5】

　

【その他補足】

※2022.6.27　最低注文枚数500枚での金額を掲載

費用について(補足)
① 枚数は1000枚としています。500枚の注文も可能ですが、１枚当たりの費用はあまり変わりません。
② 社会貢献としてバナナ紙をお勧めします。(税別)

・ バナナ紙 1000枚 87,000円 、 500枚 82,000円
・ ユポ紙(♯80普通紙) 1000枚 49,000円 、 500枚 44,000円

③ 抜き用の型代は、(株)日興様のご厚意で無料で活用させていただいております。また、印刷用版代は
シール堂様で行います(事例の程度で2000円)。注文等はあたほ環境機構(株)を窓口として行います。
(2,000円～20,000円)
…上記の手続き等の関連から、手数料(打合せ、輸送等)として5,000円のご負担をお願い申し上げます。
④ 審査費用ご請求と同時にさせていただきますが、別途をご希望の際は、ご相談下さい。

下記への文面はロゴを含め可能ですが、印刷用版代金が追加されます。

2,000円～20,000円と聞いています。
(シール堂との交渉等は、あたほ環境機構(株)が行います)

お知らせ97号



お知らせ61号

★★　あたほﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ会員様専用ﾍﾟｰｼﾞ　ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ連絡の件　★★

数社様からお問い合わせがありましたので、必要に応じて下記FAXにてご連絡下さい。
ご指定先FAXにご案内いたします。(不在がちですので多少時間をいただくことお許し下さい)

                                       2015年 2月 13日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)　　代表取締役 兼 事務局長　古田　周

FAX　０３－６４５０－４１７１　

　　あたほ環境機構(株)事務局御中

あたほﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ会員様専用ﾍﾟｰｼﾞのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを下記宛てFAXにて連絡下さい。

あたほﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ会員様専用ﾍﾟｰｼﾞ　ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

上記、ご連絡致します。

あたほ環境機構(株)　事務局長　古田　周

御社名：

ご担当：

FAX　：

お知らせ61号


