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２０２１年９月吉日 

ＩＳＯ認証取得組織の皆様へ 

高圧ガス保安協会（KHK）ISO 審査センター 

 

２０２１年度 KHK-ISO 情報交換会開催のご案内 
 

本年度は、ISO審査センターからの情報発信に加え、弊協会と同じ経済産業省所管法人で中小

企業の支援事業を全国規模で行っている独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」

と略します）の各地区の地域本部様にご講演いただきます。中小機構が取り組む中小企業向けの

各種施策の概要や、実際に中小企業が経営課題に向き合い解決した事例を基に、中小機構の担

当者からの提言等の発信をメインとしたテーマを企画いたしました。 

経営課題に対しての改善のアプローチは、企業の大小、業界を問わず、さらに ISO マネジメント

システムとの親和性も見出すことができる、共通の課題です。自社の改善はもとより、関係する企

業の指導・育成にも応用可能な要素を含んでおりますので、ぜひ皆様ご参加ください。 

なお、今後の感染状況に留意しつつ、各会場への参集とオンライン会議システム（Microsoft 

Teams）によるライブ配信での併催といたします。各会場につきましては、入場定員を大幅に絞り、

ソーシャルディスタンスに配慮した座席とする等、感染予防に十分留意いたしますが、会場への参

集にご理解・ご承諾いただける方のみお申し込みいただきますようお願い申し上げます。 

 

１．開催日時・会場・定員等 

開催日 時間 地区 会場名 <参集>定員 <ﾗｲﾌﾞ>定員 

10/4 

（月） 

13:00 

～ 

17:00 

関東 石垣記念ホール 

東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 9F 

 

50 名 200 名 

10/12 

（火） 

九州 九州ビル 9A 会議室 

福岡市博多区博多駅南 1-8-31 

 

30 名 200 名 

10/13 

（水） 

中国 TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ広島駅前大橋 5A ホール 

広島県広島市南区京橋町 1-7 アスティ

広島京橋ビルディング 

 

30 名 200 名 

10/14 

（木） 

近畿 天満研修センター 305 号室 

大阪府大阪市北区錦町 2 丁目 21 

 

50 名 200 名 

10/21 

（木） 

中部 名古屋商工会議所 ２Ｆ大ホール 

名古屋市中区栄 2 丁目 10－19 

 

50 名 200 名 
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２．費用   無 料  

 

３．当日の開催概要〔開催時間 １３：００～１７：００〕 ※講演内容等は、若干変更になる場合があります。 

（１） 開会挨拶 

（２） 本日の交換会のテーマ及び講師ご紹介 

（３） 中小機構の中小企業向け支援の各種取組みと各地区における最近のトピックス※１ 

【質疑応答含む】 

（４） ハンズオン支援事業における取組み企業事例発表（各地区）※１
【質疑応答含む】 

（５） ＩＳＯマネジメントシステムを活用した自律的な経営課題解決に向けて※２ 

（６） その他情報発信（認証制度、規格改正等に関する情報）※２ 

（７） 閉会挨拶 

※１ 中小機構各地域本部のご担当者によるご講演      

※２ 高圧ガス保安協会 ISO 審査センター担当者による講演 

 

４．お申し込み方法 

弊センターホームページ（ https://khk-iso.jp ）の「お客様専用ページ」に、セミナー申込のリン

クを設置いたしますので、そちらからお申し込み下さい。なお、ホームページからお申し込み出来

ない方はご連絡下さい。《セミナー申込のリンクは 9 月 21 日（火）15 時ごろ公開予定です》 

◇お申し込みは、１認証につき各地区２名までとさせていただきます（２名を超えるご希望の場

合は、下記までご相談下さい）。 

◇定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。 

◇次ページの「別紙ご参加にあたってのご連絡・お願い」をご一読ください。お申し込みいただい

た場合は、ご承諾いただけたものとさせていただきます。 

 

５．会場案内図 

添付の地図をご参照下さい。 

 

６．お問い合せ先 

  ISO 推進グループ：日比野、松林 （TEL03-5405-1160／FAX03-5405-4890） 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

＜個人情報の取扱いについて＞ 

・ＫＨＫでは、いただいた個人情報は、この情報交換会の受付のために使用するほか、 

弊センターが開催する ＩＳＯ関連セミナー等の案内に使用する場合があります。 

・ＫＨＫでは、いただいた個人情報は、ご本人の許可なく意図的に外部に公表・提供することなく 

適切に管理いたします （法令により開示しなければならない場合を除く）。 
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別紙 ご参加にあたってのご連絡・お願い 

 

 

＜会場参集／ライブ配信 共通＞ 

 

①録画・録音はご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 

②アンケートにご協力をお願いいたします。 

 

③当日の模様は録画し、後日、お客様専用ページ等で配信する予定です。 

 

 

 

＜会場参集＞ 

 

①資料は会場に用意いたします。 

 

②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、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 

◇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。 

◇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。 

◇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。 

◇会場では、会場側による検温を実施する場合があります。会場側による検温の結果、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。 

◇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。 

 

③当日はお申込みいただいた際に配信される受付メールをお持ちください（プリントアウト又は

スマートフォン等の画面、どちらでもかまいません）。 
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＜ライブ配信＞ 

 

①参加 URL 等のご案内は、以下の期日を目途にメールにてご連絡いたします。なお、その際に

資料につきましても併せてご案内いたしますが、各会場開催当日の午前中にクラウドストレー

ジに資料データを掲載し、必要な方はダウンロードいただけるよう公開する予定です。 

   東京地区：９月３０日（木） 

   九州地区：１０月８日（金） 

   中国地区：１０月１１日（月） 

   近畿地区：１０月１２日（火） 

   中部地区：１０月１９日（火） 

 

②ご参加される際は、Microsoft Teams に氏名や企業名等は入力せず、「受理番号」のみご入

力ください（「受理番号」は、ISO 認証毎に KHK が付与している固有の番号ですので、ご不明

の場合は自社の連絡担当者の方にご確認ください。また、複数の認証をお持ちの場合は、ど

れか一つのみでも構いません。【例】Q0000、E2222 等）。 

 

③１お申込みにつき１アクセスのみとさせていただきます。複数アクセスの場合は接続を切断さ

せていただく場合がございます。 

 

④ライブ配信につきましては細心の注意を払って参りますが、閲覧ができない／資料をダウンロ

ードできない等の個別お問い合わせへのご回答はできかねます。大変申し訳ございません

が、その場合は後日のお客様専用ページへの掲載をお待ちください。 

 

⑤開催中は、ご参加者の方のマイク及びビデオはオフとさせていただきます。ご質問がある場

合は、Microsoft Teams のチャット機能にてご質問ください。 

 

⑥開催中、ネットワークが切断された場合は改めてご案内メールよりご参加ください。 

 

 

 



 

 

KHK-ISO 情報交換会  
関東地区 ご案内  

10 月 4 日（月） 

受付開始 １２：３０ 講 演 １３：００～１７：００ 

会場：石垣記念ホール 

東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル９F TEL：03-3582-7451 

 

J R / 新橋駅下車 タクシー約７分 

地下鉄 / 銀座線 虎ノ門駅（３番出口）下車 徒歩約５分 

地下鉄 / 千代田線・丸ノ内線 国会議事堂前駅（３番出口）下車 徒歩約７分 

地下鉄 / 南北線・銀座線 溜池山王駅（９番出口）下車 徒歩約３分 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒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 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 
 



 

 

KHK-ISO 情報交換会 
九州地区 ご案内 

10 月 12 日（火） 
受付開始 １２：３０ 講 演 １３：００～１７：００ 

 

会場：九州ビル（９Ａ会議室） 

福岡市博多区博多駅南１－８－３１ TEL：092－461－1112 

ＪＲ博多駅 徒歩約 5 分 

地下鉄空港線博多駅 徒歩約 5 分 

 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒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 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 

九州ビル 



 

 

KHK-ISO 情報交換会  
中国地区 ご案内 

10 月１3 日（水） 

受付開始 １２：３０ 講 演 １３：００～１７：００ 

会場：TKP ガーデンシティ広島駅前大橋（５Ａホール） 

広島県広島市南区京橋町 1-7 アスティ広島京橋ビルディング TEL：082-909-2611 

ＪＲ山陽本線 広島駅 中央改札 徒歩 5 分 

広島電鉄２号線 稲荷町(広島県)駅 稲荷町 徒歩 3 分 

広島電鉄６号線 稲荷町(広島県)駅 稲荷町 徒歩 3 分 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒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 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 
 



 

 

KHK-ISO 情報交換会 
近畿地区 ご案内 

10 月 14 日（木） 
受付開始 １２：３０ 講 演 １３：００～１７：００                      

            

会場：天満研修センター 305 号室 
大阪府大阪市北区錦町２丁目２１ TEL０６－６３５４－１９２７ 

JR 天満駅から徒歩２分 

地下鉄堺筋線 扇町駅から徒歩７分 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒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 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 
 



 

 

KHK-ISO 情報交換会 
中部地区 ご案内 

 10 月 21 日（木） 

受付開始 １２：３０ 講 演  １３：００～１７：００           

会場：名古屋商工会議所（２Ｆ大ホール） 

名古屋市中区栄 2 丁目 10－19  TEL：052-223-5620 

地下鉄伏見駅（東山線・鶴舞線）下車、5 番出口より南へ徒歩 5 分 

 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒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 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 

 


