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京京葉葉臨臨海海ココンンビビナナーートト人人材材育育成成講講座座  

～～平平成成２２５５年年度度講講座座実実施施状状況況ににつついいてて～～  
 
 
 

１１．．全全体体概概要要  

京葉臨海コンビナートの国際競争力強化を図るとともに、急速に進む世

代交代に対処するため、千葉大学、千葉工業大学及び企業と連携して、

①プラントのメンテナンス・安全管理業務の高度化、②高効率・低コス

ト生産への対応、③重大事故の防止・大規模災害時の危機管理、④次世

代オペレーターの短期育成といった製造現場が抱えている課題に対応で

きる中核人材の育成を図るためのカリキュラム・教材の開発を、平成１

８年度から平成１９年度にかけて経済産業省の「製造中核人材育成事業」

として受託・実施しました。また、平成２３年度以降、千葉県・市原市

の後援事業となっております。 

当講座の特徴は、下記のとおりです。 

１） 受講生は、石油・化学関係企業からの参加が多いこと、また、職場が製

造現場であることから、身近なテーマ・事例等が取り上げられる講座で

す。また、受講生の職場環境もよく似ており、受講生同士の討論・グル

ープ討議（他流試合）で刺激を受けあっています。 

２） 講座では、受講生に対して、講師からの質問・体験・演習・グループ討

議等が多く組み込まれており、受講生参加型の講座になっています。 

３） 講師は、ベテラン大学教授・企業ＯＢ・現役技術者であり、充実したカ

リキュラムになっています。 

４） オペレーターコース〔Ａコース〕には、フォローアップ訪問（受講後、

講師・事務局スタッフが、受講生派遣企業担当者との話し合い）を通し

て、講座への要望、受講生の受講時の様子を伝える（フィードバック）

等、きめ細かい意見交換を行っています。これらの活動を通して、当セ

ンターでは、講座の改善に繋げると共に、受講生派遣企業では、日頃の

職場での指導や安全活動に活かしていただいています。 
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平成２０年度から、開発したカリキュラム・教材を活用して、主として

京葉臨海コンビナートに立地する企業を対象として有償による研修事業

「京葉臨海コンビナート人材育成講座」を実施しております。 

 平成２５年度の講座実施状況 

○ Aコース：中核オペレーター育成コース・・５科目 

Ａ1：５回開催/Ａ2・Ａ3・Ａ４・Ａ5：２回開催 

 計１２８コマ 

【平成２４年度からの変更点】 

① 科目 A１（安全体験学習）は、事前調査での受講希望者数が多かった

為、開催回数を４回から５回に増やした。 

② 科目 A４（チームリーダーの育成）は、事前調査での受講希望者数は

多かったが、講師の都合により、２回開催となった為、３５名／講座

での開催とした。 

○ Ｂコース：ミドルマネジメント育成コース・・５科目（閉講） 

http://www.ccjc-net.or.jp/~ccji-pj/a5.html
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２２．．平平成成２２５５年年度度のの講講座座実実績績 

 

ＡＡココーースス〔〔オオペペレレーータターー向向けけ〕〕  

中核オペレーター育成コース〔５科目、１２８コマ〕をのべ１３回開催し、

計３４社、２８１名の受講生を集めました。（前年度比：＋６社、３１名）

また、事後の社内教育に資するよう、受講生の受講状況を派遣元企業の人

事・教育担当者にフィードバックしました。 

 科目名 開催場所 日程 受講者数

7/9～7/10（入門） 24

10/29～10/30（入門） 21

11/12～11/13（入門） 23

1/21～1/22（入門） 25

10/31～11/1（一般） 17

8/29～8/30 19

9/5～9/6 21

8/20～8/22 13

11/26～11/28 14

9/17～9/19 35

2/4～2/6 35

7/23～7/25 20

12/10～12/12 14

281

千葉県立市原高等技術専門校A1:安全体験学習

A4:チームリーダーの育成 千葉大学

A3:プラントの保安と故障の早期発見 市原市五井会館

A5:製造現場の安全と責任 市原市五井会館

A2:製造現場トレーナーの育成 千葉工業大学

計
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講座名 派遣企業数

① 24人 11社 ①
知っている事も多かったが、実際見た事も体験した事もないような、貴重

な体験ができた。知っている事も再確認できてよかった。また、懇親会は

大変盛り上がってみんなで楽しく食事できてよかった。

② 21人 8社 ②
今回の講座を受けて今までの安全意識が低いものだと感じた。特に、安全

帯の宙吊りは、初めての体験で、すごく貴重な体験ができた。この講座で

学んだことを今後の私生活に活かして行こうと思った。

③ 23人 11社 ③
思っていたより多くの種類の体験が用意されており、実際に体験したくな

いことも小規模だが経験でき今後に活かせると思う。シンプルな体験装置

だからこそ直接的に危険を実感した気がする。

④ 25人 12社 ④
現場作業する上での危険性への感性を高めれることができた。グループ討

議では普段とは違う環境で違う会社の人と話せて良かった。また体験の感

想等も共有でき、グループ討議も時間等も適切で討議しやすかった。

⑤
17人

〔一般〕
9社 ⑤

定終中に安全帯を使用することがあるが、実際に宙吊りになったことがな

かったので、間違った着け方をすると大変なことになるというのがわかっ

た。静電気は毎日の業務で起こり得ることなので、仕事で活かしていきた

い。薬傷に関しても今一度安全について考えようと思った。

計 110人 22社 ⑥
普段から注意する様に言われている事などで、なぜ、注意するのかこうい

う状態になるから気をつけなかればならないとか色々分かったので面白

かった。期待以上の講座だった。

① 19人 11社 ①
今後の新入社員教育の役立つ講座だった。特に学習目標の設定は細かく

し、過程と結果の繰返しであり、学習コースを学習者に合わせて、何通り

か代替案を用意しておくという話しは今後に役立つ内容だった。

② 21人 10社 ②
後輩に教える時に暗黙知から形式知への知識変換プロセスがちゃんとでき

てなかったと思うし、相手に合わせた教育過程もとっていなかったので、

これからは意識してやっていこうと思う。

計 40人 15社 ③
今の自分の考え方や指導のやり方を見返すことができた。もう一度相手の

立場をよく考えていく。部分的に仕事を完璧にこなしても、最後でミスを

しては意味が無い。「100－1＝0」の考えを大切にしていく。

① 13人 10社 ①
他業種の方々と情報交換を行う事で皆さんが同様の不安、不具合を感じて

いたので、当社で実施していなかった取組み、指導方法について話し合う

事ができ、有意義な時間となった。

② 14人 10社 ②
トラブルを起こさない為の日常点検の仕方を講義と他社の点検方法など知

る事ができてよかった。トラブル事例等、自分の知らない事を知る事がで

きたので自社に戻って活かしていきたい。

計 27人 16社 ③
材料の劣化に関する知見を深めることができた。他社の方と意見交換を通

じて自分にはない考えを色々と聞けて良かった。運転部門と保全部門が一

体となった設備管理が重要だと改めて感じた。

① 35人 20社 ①
リーダーシップが何かというよりは、リーダーとして何を気にしなければ

いけないか、どのような視点でチームを見るかということがわかえい、

リーダースキルは上がったと思う。

② 35人 20社 ②

プロジェクト・ベース学習の理論と方法を学び、グループごとに問題点の

解決に至るまで対話をし、大変だけど有意義な時間だった。他社の方との

意見交換や討議を行う事で、考え方や物の見方の相違が自分にとって良い

刺激になった。今後リーダーになるに当たり活かしていきたいと思った。

計 70人 24社 ⑤
当初、不安のあったリーダーシップについて、チームのテーマとして意見

交換、追究したことにより自信がついた。ひとつのテーマを深く追究で

き、非常に為になった。

① 20人 14社 ①
現場力の向上に向け、当事者意識、組織結束力、判断力を継続していくこ

とが大切であることを再認識できた。また、融通無得訓練で視点を変えて

みることが有効になると感じた。

② 14人 10社 ②

講師の方の経験・体験談、又テーマに対しての意見・考え方を分かり易く

話してもらい講義を進めてもらえてよかった。他社で行われている安全活

動や現在直面している問題点など多くの意見交換ができて良かったと思

う。

計 34人 17社 ③
他工場の方と交流ができて良かった。また同じ年の同じ役職ぐらいの方の

意見・問題を聞けてとても有意義だった。災害事例、ヒューマンエラー防

止はとても役に立つ内容だった。

合計
281人
*定員20名

*A4のみ定員30名

Ａ
５

製造現場の
安全と責任

講師：企業ＯＢ

　　34社
*鹿島・川崎・兵庫・新潟・四日市地区７社

製造現場トレーナー
の育成

講師：大学教授

Ａ
４

チームリーダー
の育成

講師：元大学教授

Ａ
３

プラントの保安と
故障の早期発見

講師：企業ＯＢ

平成25年度　受講生アンケート結果

受講者数 受講生アンケート

Ａ
１

安全体験学習

講師：企業ＯＢ

Ａ
２
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３３．．受受講講者者のの動動向向とと推推移移  
  

受受講講者者数数のの実実績績  

○ 平成２０年度講座開講時から、今年度（平成２５年度）までの、Ａコー

ス受講者延べ人数は、１，２１２名です。 

○ 毎年、事前に受講希望者数調査を実施し、その結果を踏まえて、講座開

催回数を確定していきます。 

○ 受講料収入のみで成り立っている事業なので、講座開催効率を重視して

いかなくてはなりません。 

○ 今のところ、事前受講希望者数より実際の受講者数が減少した年度はな

く、ここ数年、順調に派遣企業数も、受講者数も伸びています。 
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他他地地区区かかららのの受受講講者者のの推推移移  

○ 京葉コンビナート地区以外からの参加も受け入れていますが、他地区の

同業種の状況把握、風土の違いなども感じて刺激を受ける事ができます。

また、全国における京葉地区の立ち位置なども実感できる良い機会とな

り、参加企業にとっても、受講者にとっても大変効果的なことです。 

○ 地域的に少しずつ徐々に広がっており、ＨＰ等のＰＲ効果の成果もでて

いる状況ですが、受講者数としては、徐々に落ち着きつつあります。 

○ 全受講者の２割ラインがポイントとなるので、今後も注意深く観察して

いかなくてはなりません。 

○ 川崎地区・鹿島地区など、ある程度近隣の他地区で、参加企業数が集ま

るようであれば、（Ａ３・Ａ５に限られるが）出張出前講座も可能なの

で、具体的な働きかけを考えているところです。 
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リリピピーータターーのの推推移移  

○ リピーターの動向は、講座に対する評価のバロメーターとなります。 

○ 開講以来、特にここ数年の受講者増加に比例して、着実に増加傾向にあ

るということは、この講座が、今のところ、派遣企業から評価されてい

るという何よりもの表れと言えます。 

○ この講座は階層別に構成されているため、すでに３つ以上の複数講座に

参加されている受講者も数人おり、今後も増えていく状況です。 

○ 派遣企業からのニーズがなければ、継続していけない講座なので、今後

もリピーターを大事にして、しっかりとしたフォローをしていかなくて

はなりません。
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４４．．会会議議のの開開催催  

１１．．連連絡絡協協議議会会  

本事業の運営に資するため、行政・大学・京葉臨海コンビナート立地企業・

千葉県産業振興センターからなる連絡協議会を開催し、事業の運営方針・執

行状況、カリキュラムの改善・改良等について協議しました。 

○ 第１１回連絡協議会 ５月２３日 

○ 第１２回連絡協議会 １２月６日 

〔連絡協議会メンバー〕 

千葉県、市原市、国立大学法人千葉大学、学校法人千葉工業大学、学識経験

者、出光興産株式会社、丸善石油化学株式会社、富士石油株式会社、アヅマ

株式会社、公益財団法人千葉県産業振興センター 

２２．．意意見見交交換換会会  

意見交換会は、受講生派遣企業の人事・教育担当者に集まってもらい、この

講座に対する要望等や、日頃の各社での人材育成について悩みや問題点等を

受講者派遣企業同士で意見交換してもらうことを、主な目的としております。 

今年度は、企業の皆さまから、事前に意見交換したいテーマについてアンケ

ートをとり、その内容から、「社外研修の効果とその評価」、「社内教育の苦

労と問題点」をテーマとして、各企業の取組み状況を発表してもらうなど、

企業同士で意見交換を行っていただきました。 

第１１回意見交換会では、千葉県防災危機管理部産業保安課より、千葉県の

保安行政の現状と課題について、特別講演をいただき、会議終了後の懇親会

でも、企業関係者の方々とざっくばらんな意見交換をしていただけました。 

今後は、事務局で事前に、今年のアンケート結果の中から、テーマを選定し

各企業に投げかけておいて、当日、各社の状況報告的な共有可能な資料など

の情報を持ち寄ってもらい、企業間で情報交換することで、各企業になにか

しらの情報をお持ち帰りいただけるような、受講者派遣企業の為になる意見

交換会として、本事業の更なる発展に繋げていきたいと思います。 

○ 第１０回意見交換会 １０月１４日（参加企業数：６社） 

○ 第１１回意見交換会  ２月１４日（参加企業数：７社） 
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 企業教育担当者コメント〔当講座への要望〕 

１）各講座に共通していますが、他社の方との情報交換や討議による新鮮な

刺激や視野の拡大、また、自社の強み・弱みが把握できる機会として有

効な講座であるとの意見が多いので継続を希望する。 

２）社外の人間と関わる機会の少ない社員が、そういった機会を持てる大変

良い場であると感じている。 

３）教育訓練効果を高めるためには、事前に社内での「教育担当部門、参加

者及び参加者の上司」３者による参加目的確認が必須である。 

４）グループ討議はいろいろな意見が聞けて参考になったが、もう少し講師

の話も聞きたかったので、グループ発表の回数を少し減らして、講師に

よる説明を多めに盛り込んでいただきたい。 

５）演習時間内（短時間）で的確にまとめる訓練に良い。（この訓練のため

テーマにより十分な時間を与える必要なく、短時間でいかにまとめるか

の訓練をしてほしい。） 

６）新潟地区では、経験出来ない内容で、コンビナートとは何か、どういう

ものか、京葉コンビナートの方の話を聞き、改めて勉強になった。 

７）グループで討議することで新たな発見があり、他社の意見を聴くことが

とても有意義だったとの報告がありました。（A1） 

８）内容は非常に良いので、多くの新入社員や経験の浅いメンバーに参加さ

せたい。できれば開催回数を増やし、参加費用を少し下げていただける

とより良い。（A1） 

９）ゲーム方式で学ぶ進め方の演習で楽しくかつ効率的に情報共有、場の作

り方を学べた。（A2） 

１０）コミュニケーションや場作りの大切さという講義内容が多かったが、

自職場で実際に抱えている問題等を上げ、対策を相談する時間を取って

もいいと思った。文面を見て聞いているだけでは理解し難いので、講義

の中でグループ討議の時間も取り入れてほしい。（A2） 

１１）リーダーシップに関する演習は、悶々とした会社での生活を振り返り、

同業他社の方から情報を聞くだけでも新たな動機付けとなる有意義な

時間だと思います。是非継続してください。（Ａ２） 

１２）全体を通してグループ討議の時間が多く設けられており、聞くだけで

はなく討議することによって大変有意義で、講師の説明、資料共に大
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変分かり易い。他社との情報交換が出来るいい機会となったようだ。

次年度も入社５年目前後の年代派遣を検討。（A３） 

１３）内容的にすでに学んだもので新たな知識の修得までには至らず、若干

の物足りなさを感じているとの受講生からの意見があったので、入社

５～６年目の社員については、すでに知識修得がなされており、今後

は、さらに若手の人選を考えたい。（Ａ３） 

１４）講座カリキュラムについては、他のメンバーも学習しておかなくては

ならない内容であると感じ、他社の方と接することで、自己啓発の重

要性を自覚した。受講者を計画的の参加させていきたい。（A4） 

１５）演習では予想以上に苦労したが、終了後の満足感は大きく仲間と協力

し合い目標を達成する事の大切さを痛感させられた。この研修に参加

する事により、自身のスキルアップに繋げられると確信する。次年度、

更に若手リーダー層の派遣を検討。（Ａ４） 

１６）若手主任や次期主任候補を積極的に参加させたい。他社の方々と交流

ができ、安全管理などについて意見交換できて非常に良い。（A5） 

１７）同業他社、他県のリーダークラスの方々と意見交換が出来たのは、大

変有意義で、ヒューマンエラーの防止、トラブル対応等、安全意識を

上げるには、良い講座であった。（Ａ５） 
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４４．．講講座座風風景景〔〔平平成成２２５５年年度度〕〕  

 

ＡＡ１１：：安安全全体体験験学学習習  ・・・・  市市原原高高等等技技術術専専門門校校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＡＡ２２：：製製造造現現場場トトレレーーナナーーのの育育成成  ・・・・  千千葉葉工工業業大大学学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＡ３３：：ププラランントトのの保保安安とと故故障障のの早早期期発発見見  ・・・・市市原原市市五五井井会会館館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★講義 

討議しながら「危険」に対する感性を高めていく！ 実体験して、「危険」を身体で感じてください！！ 

大学教授による現場教育理論を学習する！ ゲームを通じ、現場教育に活かせる何かを掴もう！ 

企業ＯＢよりプラント設備について学ぶ！ とことん討論して討議に慣れてください！！ 

★実技体験 

★講義 ★パソコン演習 

★講義 ★グループ討議 
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ＡＡ４４：：チチーームムリリーーダダーーのの育育成成  ・・・・  千千葉葉大大学学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＡ５５：：製製造造現現場場のの安安全全とと責責任任  ・・・・  市市原原市市五五井井会会館館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇懇親親会会風風景景  ・・・・  講講座座のの１１日日目目のの夕夕方方、、受受講講生生・・講講師師をを交交ええたた懇懇親親会会をを開開
催催ししてていいまますす。。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ＰＢＬ(プロジェクトベース学習)ってなんだ？ 受講生の目の色の変化にご注目！！ 

シフトリーダーの皆さん！集まってください！ 各社のリーダー同志で“他流試合”ができます！ 

★講義 ★グループ発表 

★講義 ★グループ討議 

和和気気ああいいああいい（（＾^－－＾^））（（＾^－－＾^））  

※※当当講講座座ホホーームムペペーージジのの““受受講講生生のの声声””にに、、
講講座座風風景景【【写写真真・・ココメメンントト】】がが掲掲載載さされれてておお
りりまますすののでで、、ぜぜひひごご覧覧下下ささいい！！！！  

  

 


