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これで内部監査の基礎は大丈夫！ 

高圧ガス保安協会では、公正かつ中立な組織としてＩＳＯ関連セミナーを開催しています。 

 

 
 
高圧ガス保安協会（KHK）では、「ISO 9001（品質マネジメントシステム）」及び「ISO 14001（環境マ

ネジメントシステム）」の内部監査員養成コースを開催しております。本セミナーは通学受講タイプで、
1日目は演習を交えつつ「規格の基礎」を学んでいただきます。2日目は、個人演習にて、より実践的な
「内部監査の演習」を行い、受講者様による発表後、講師による講評が行われます。他受講者様の発表
により新たな発見・気づきが得られます。特定の業種・企業に偏ることのない、各々のマネジメントシ
ステムとして考えるべきポイントを中心とした講義内容となっており、業種に関係なくご参加いただけ
るもので、単なる知識の習得にとどまらず、視野の拡大・応用力の習得にもつなげていただけます。 
セミナーの課程を修了した方には、修了証を発行します。なお、企業へ講師が出向く「ISOに関する出

張セミナー」は、実施しておりません。 

内部監査員養成コース（２日間通学） 
 

ISO9001(QMS)/ISO14001(EMS) 

 

  

 

 

 

 
１日目 ９：００ ～ １８：００ ２日目 ９：００ ～ １７：００ 

 

 

 

 

 

◆ISO9001/ISO14001及び認証制度と概要説明 

◆ISO9001/ISO14001 の要求事項の解説 

◆内部監査の概要 

◆演習：監査の準備－チェックリストの作成 

◆演習：監査の実施－不適合の抽出 

◆演習：監査の実施－是正処置の評価 

◆監査の結果と報告 

◆セミナー修了試験 

 

 

 

 

   

概 要 

対 象 ○ISO9001/ISO14001の審査登録を受けられた事業所の方 

○これから内部監査業務に携わる方 

○品質保証/品質管理部門または環境部門に携わる方 

○ISO マネジメントシステム構築担当者の方 

○ISO 推進事務局の方 

参加費 

(税込) 

ISO9001/ISO14001共通 参加費（テキスト代を含む。） 

KHK-ISO審査センター登録以外の事業所（1名） 49,030円※ 

KHK-ISO審査センター登録事業所（1名） 44,030円※ 

※ KHK-ISOセンター登録事業所にあっては 5,000 円の割引をいたします。 

○ 同一日程のセミナーに複数の方が参加される事業所等にあっては、2 ページの割引表を 

適用いたします。 

○ お申込み後に参加者数の変更が生じた場合は、変更後の参加者数で割引いたします。 

○ 今年度は、昼食の用意はいたしません。それに伴い、例年の参加費より昼食費を差し引

いた金額で設定させていただいております。 

ｶﾘｷｭﾗﾑ 

高圧ガス保安協会ＩＳＯセミナー 
2021年度 

定 員 

「ISO9001/ISO14001」の内部監査員に必要な規格の理解とともに、実践的スキル（監査能力）

の習得を目的としたコースで、演習を通して学習することにより内部監査員の知識と技術を

体得できます。 

１６名（開催最少人数：８名） 
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2021年度内部監査員養成コース(東京会場)の開催日程等 〔 〕は申込書に記入する申込記号 

コース ＩＳＯ ９００１（ＱＭＳ） ＩＳＯ １４００１（ＥＭＳ） 

 講 師 高圧ガス保安協会 ISO審査センター 

                中畑 章 氏 
サステナビリティ・コンサルティング 代表 

             猪刈 正利 氏 
 日 程 2021年 9月 28・29日〔2QM-1〕 2021年 10月 7・ 8日〔2EM-1〕 

 2022年 2月 9 ・10日〔2QM-2〕  
 

※開催決定の案内は開催約 1か月前にご案内する予定です。 
 

内部監査員養成コース参加費表  同一日程のセミナーに複数の方が参加される事業

所等にあっては、参加費を割引いたします。 

KHK-ISO 審査センター登録以外の事業所 全て税込（単位：円） 

参加者数 参加費 1人目 2人目 3人目 4 人目 5人目以降 

1名  49,030 49,030  －  －  －  － 

2名  95,490 49,030 46,460  －  －  － 

3名 139,380 49,030 46,460 43,890  －  － 

4名 180,700 49,030 46,460 43,890 41,320  － 

5名以上 219,450～ 49,030 46,460 43,890 41,320 38,750 
 

KHK-ISO審査センター登録事業所 

 

全て税込（単位：円） 

参加者数 参加費 1人目 2人目 3人目 4 人目 5人目以降 

1名  44,030 44,030  －  －  －  － 

2名  85,490 44,030 41,460  －  －  － 

3名 124,380 44,030 41,460 38,890  －  － 

4名 160,700 44,030 41,460 38,890 36,320  － 

5名以上 194,450～ 44,030 41,460 38,890 36,320 33,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

・参加申込後、5 営業日以内に申込受付完了の連絡を FAX または e-mail にてお知らせします。申込受付の連絡がない場合

は、4ページの申込先までお問い合わせください。 

・定員に達した場合、又は開催最少人数に満たない場合は、参加日程の変更をお願いすることがありますので、ご了承く

ださい。 

・参加申込者が参加できなくなった場合には、参加者の変更ができますので、事前にご連絡ください。（ただし、1 日目と

2日目での変更は不可）。 

・お客様のご都合でキャンセル・日程変更が生じた場合は、開催通知等の関係から事前（参加日の 1 か月前まで）に必ず

ご連絡ください。 

 （会場） 高圧ガス保安協会 会議室 

 （住所） 〒105-8447 

     東京都港区虎ノ門 4-3-13 

      ヒューリック神谷町ビル 11Ｆ 

（最寄駅）東京メトロ 日比谷線「神谷町」駅 

     （4b出口）徒歩約 3分 

   ※会場は都合により変更となる場合があります。 

東京会場 

 

東京会場地図 

お申込みは、随時受け付けております。 

「参加申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は郵送でお申込みください。 

すき屋 

旧テレビ東京 
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2021 年度 ISOセミナー参加申込書（東京会場） 

高圧ガス保安協会 教育事業部 行  ＨＰ  

FAX:03-3459-6613                                               年  月  日 

法人名・団体名  

連 

絡 

・ 

発 

送 

先 

所属・役職 

 フリガナ  

担当者  

TEL/FAX TEL          -         - FAX         -         - 

e-mail   

住所 

〒       - 都・道・府・県  

 

参 

加 

者 

フリガナ ① ② 

氏名   

所属・役職   

フリガナ ③ ④ 

氏名   

所属・役職   

フリガナ ⑤ ⑥ 

氏名   

所属・役職   

セミナーの種類 

該当する□に印を 

お付けください。 

「申込記号」「開催年月

日」をご記入ください。 

セミナーの種類 
申込記号 開催年月日 

ISO コース 

□ 9001 

□ 14001 
内部監査員養成      － 年    月    日 ～    日 

業種 

いずれかの番号に○を

お付けください。 

1. 農業･漁業  2. 鉱業･採石業  3. 食品･飲料･タバコ  4. 織物･繊維製品 5. 皮革･皮革製品 

6. 木材･木製品  7. パルプ･紙･紙製品  8. 出版業  9. 印刷業  10. コークス及び精製石油製品 

11. 核燃料  12. 化学薬品･化学製品及び繊維  13. 医薬品  14. ゴム製品･プラスチック製品 

15. 非金属鉱物製品  16. コンクリート･セメント･石灰･石膏他  17. 基礎金属･加工金属製品 

18. 機械･装置  19. 電気的及び光学的装置  20. 造船業  21. 航空宇宙産業  22. その他輸送装置 

23. その他の製造業  24. 再生業  25. 電力供給  26. ガス供給  27. 給水  28. 建設 

29. 卸売業･小売業･修理業  30. ホテル･レストラン  31. 輸送･倉庫･通信  32. 金融･保険･不動産･賃貸 

33. 情報技術  34. エンジニアリング･研究開発  35. その他専門的サービス  36. 公共行政 37. 教育 

38. 医療及び社会事業  39. その他社会的･個人サービス 

ISO関係システム 

の構築状況 

該当する□に印を 

お付けください。 

ISO 9001 

ISO14001 

（□システム導入前  □システム構築中  □審査登録済） 

（□システム導入前  □システム構築中  □審査登録済） 

KHK ISOセンターで登録されている場合は、 

その登録番号もご記入ください。  
   ・     

連絡事項等 

（セミナー参加に当たってのご希望等がございましたらお書きください。） 

 

  



4 

 

東京会場のお申し込み・お問い合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＫＨＫ支部（愛知・大阪・広島会場）の開催日程（予定） 

開催会場 
内部監査員養成コース 

ISO9001（QMS） ISO14001（EMS） 

愛知会場 
8/3・4 8/5・6 

12/7・8 12/9・10 

大阪会場 7/29・30 9/16・17 

広島会場 8/26・27  

※愛知・大阪・広島会場での参加をご希望の方は、別途案内書及び申込書を用意しておりますので、以下の

各支部までお問い合せください。また、開催の有無についても同様にお問い合わせください。 

愛知・大阪・広島会場のお申込み・お問い合せ 

 高圧ガス保安協会 中部支部  TEL:052-221-8730 

 高圧ガス保安協会 近畿支部  TEL:06-6312-4051 

 高圧ガス保安協会 中国支部  TEL:082-243-8016 
 
※受付状況や自然災害発生時等の実施可否は、弊協会の Web サイト(https://www.khk.or.jp/seminars_events/) 
にて、ご案内をいたします。 

 

 

高圧ガス保安協会 
教育事業部 事業推進課 

〒105-8447 東京都港区虎ノ門 4-3-13（ヒューリック神谷町ビル） 
TEL:03-3436-6102 FAX:03-3459-6613 

E-mail:seminar@khk.or.jp 
https://www.khk.or.jp 

広島会場 

大阪会場 

愛知会場 

申込者等の情報の取り扱いについて 

◇ 高圧ガス保安協会(KHK)は、説明会の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。 
◇ 説明会申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集しますがこれらの情報はこの説明会の受付のために使用 

するほか、高圧ガスに関する講習会・書籍等の情報提供にも使用することがあります。  
◇ KHKは、個人情報について適切な管理を行っています。 
◇ KHKは、収集した個人情報を次のように使用することはありません。 

・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。 
・外部からの個人情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。 
ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。 

 

免責事項 

天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の弊協会が管理できない事由により 
研修内容の一部変更および中止のために生じたお客様の損害については、弊協会ではその責任を負いかねます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に係るお願い 
◇次に該当する方は、セミナー等に参加することができませんので、ご了承ください。 
 ・新型コロナウイルスに罹患し、治癒されていない方 
 ・発熱や咳・咽頭痛などの症状のある方 
 ・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者と濃厚接触がある方 
 ・過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等に滞在した方 
◇セミナー等の当日は、マスクを着用していただくとともに、咳エチケット、手洗いにご協力ください。 
◇セミナー会場では、休憩時間などで他の参加者と密接な状態とならないよう、ご配慮ください。 
◇セミナー等の当日、お出かけ前に検温を行い、発熱のないことをご確認ください。 
 発熱がある場合は、参加を自粛くださいますようお願いします。 
◇セミナー会場では、主催者による検温を実施する場合があります。 
 主催者による検温の結果、発熱が認められるときは、出席をお断りしますので、ご了承ください。 
◇セミナー会場の入口又は受付付近に消毒用アルコールを設置しますので、手指の殺菌をお願いします。 


