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京葉臨海コンビナート人材育成講座 

～２０１９年度講座実施状況について～ 
 
 
１．全体概要 

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、２００６年度（平成１８年

度）から２００７年度（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、２００８年度（平成２０年度）からは、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」を実施していま

す。 

２０１１年度（平成２３年度）からは、千葉県・市原市、２０１４年度（平

成２６年度）以降、石油化学工業協会・日本化学工業協会・石油連盟など、

業界団体の後援事業となり、支援を受けて、１２年目を終えることができま

した。 

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・現役技術者等であり、充実したカ

リキュラムになっています。 

４） 中核オペレーター早期育成コース〔Ａコース〕では、フォローアップ訪問
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（受講後の講師・事務局等による受講生派遣企業担当者との意見交換）を

通して、講座への要望の汲み上げ、受講生の様子を伝える（フィードバッ

ク）等、フォローを行っています。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。 

５） 一昨年度から、トップ層・マネジメント層（リーダークラス含む）能力強

化コース〔Ｓコース〕を新設し、よりハイレベルな階層への教育プログラ

ム（全５科目）の提供に取り組んでいます。 

２０１９年度の講座実施状況 

○ Aコース：中核オペレーター早期育成コース・・６科目：２３コース 

新Ａ1：９回／Ａ２・Ａ３：２回／Ａ４：４回／新Ａ４＋：２回／Ａ５：４回 

○ Ｓコース：トップ・マネジメント層（一部リーダークラス）能力強化コース・・５

科目：６コース 

Ｓ１：２回／Ｓ２：１回／Ｓ３・Ｓ４・ＳＳ：１回 

○ Ａコース＋Ｓコース 全講座合計 １１科目・２９コース・２３１コマ 

○ その他の講座 １科目・１コース 

「安全とセキュリティの為の組織レジリエンス構築講座」 

コース１：製造現場の安全とセキュリティ（１日：７コマ） 

【昨年度からの変更点】 

① ２０１６年度（平成２８年度）、千葉県の委託事業（産業人材育成プログ

ラム強化事業）で開発した危険疑似体験の新Ａ１「安全感性向上講座」

は、事前受講希望者が多かったため、当初８回予定から９回に増やして開

催した。 

② 新 A4＋プラス「円滑なチーム運営力育成講座」は、昨年度から４回開催

としたＡ４「チームリーダーの育成」と同じく、リーダー及びリーダー予

備軍対象の人気講座であることを考慮し、２回開催とした。 

③ Ａ５「製造現場の安全と責任」は、業務多忙なシフトリーダークラス対象

の受講要望の高い講座であるため、３日コースを２日コースに濃縮して、

さらに受講機会の選択肢を増やすため、開催を４回に増やした。 

④ ２０１６年度（平成２８年度）、千葉県の委託事業（産業人材育成プログ

ラム強化事業）で開発したその他講座の「安全とセキュリティの為の組織

レジリエンス構築講座」のコース２：事業継続とサイバーレジリエンス組

織は、受講申し込みが少数の為、開催を中止となった。 
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２．２０１９年度の講座実績 

 
Ａコース＋Ｓコース 

Ａコース：中核オペレーター育成コース〔新 A1・Ａ２～Ａ５・新Ａ４＋：６科目、

２０４コマ〕＋Ｓコース：トップ層・マネジメント層（一部リーダークラス含む）

能力強化コース〔Ｓ1・Ｓ2・Ｓ3・Ｓ４・ＳＳ：５科目、２７コマ〕を、のべ２９

回開催し、計６２社（事業所）、４７４名の受講生を集めました。（前年度比：＋１

社、－５名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度講座実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図表_２ 

※図表_１ 

科目名 開催場所 日程 受講者数

7/10（入門） 16

7/11（入門） 18

7/19（入門） 21

11/5（一般） 8

11/6（入門） 18

11/21（入門） 15

11/22（入門） 20

12/17（入門） 20

1/17（入門） 11

8/23～8/24 13

8/26～8/27 13

8/19～8/21 18

12/3～12/5 21

9/11～9/13 13

9/18～9/20 20

2/12～2/14 22

2/19～2/21 16

10/2 18

11/26 18

7/25～7/26 11

9/3～9/4 14

12/11～12/12 8

1/23～1/24 7

9/26～9/27 27

1/28～1/29 27

S2:化学プラント事故防止実践講座② 市原市青少年会館 11/12～11/13 20

S3:化学プラント事故防止実践講座③ 千葉県産業支援技術研究所 1/15 13

S4:これからの安全と現場の管理職の役割 サンプラザ市原 2/4 14

SS:これからの安全とトップ層の役割 サンプラザ市原 2/7 14

474

A3:プラントの保安と故障の早期発見
市原市青少年会館
サンプラザ市原

A4:チームリーダーの育成 千葉大学

A5:製造現場の安全と責任

新A1:安全感性向上講座 出光技術研修センター

新A4＋:円滑なチーム運営力育成講座 千葉県産業支援技術研究所

サンプラザ市原他

S1:化学プラント事故防止実践講座① 市原市青少年会館

計

A2:製造現場トレーナーの育成 千葉工業大学
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受講者アンケート結果 

※図表_３ 

※図表_４ 
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３．受講者の動向と推移 
 

１．受講者数の実績 

○ ２００８年度（平成２０年度）講座開講時からのＡコース＋S コースの受

講者延べ人数は、昨年度、開講１１年目で３，０００名を突破し、今年度、

２０１９年度（令和元年度）１２年間で、３，６１４名となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Ａコース（新Ａ１・Ａ２～Ａ５・新Ａ４＋）の受講者数は、前年度３６５名

から－６名の３５９名に少し減少しました。 

○ Ａコースの科目毎の前年度比は、新Ａ１は、＋９の１４７名、Ａ２は、―１

３の２６名、Ａ３は、－２の３９名、Ａ４は、－６の７１名、新Ａ４＋は、

＋６の３６名、Ａ５は±０の４０名、となりました。 

○ S コースは、（Ｓ1・Ｓ２・Ｓ３・Ｓ４・ＳＳ）５科目併せて、前年度１１

４名から＋１名の１１５名となりました。 

○ Ｓコースの科目毎の前年度比は、Ｓ1・Ｓ２は、＋１１の７４名（※Ｓ1 は

＋１３名、Ｓ２は－２名）、Ｓ３は、―４の１３名、昨年度新規開講のＳ４

は－２の１４名、ＳＳは、－４の１４名となりました。 

※図表_５ 
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○ 講座全体としては、受講者数は、－５名（前年度比）の４７４名、受講者派

遣企業（事業所）数＋１社（前年度比）の６２社（事業所単位）となり、少

し減少しましたが、ほぼ同等の受講者数・派遣企業数となりました。 

○ 今年度の受講者減少の原因として考えられることは、下記のとおりとなり

ます。 

１） Ａ４「チームリーダーの育成」（―６名）⇒９月の開催日程直前の台風１５

号・１９号直撃の被害影響により、数名の受講キャンセルが発生した。 

２） Ａ５「製造現場の安全と責任」（±０名）⇒企業要望で受講者対象者の選択

機会を増やす為、３日⇒２日コース、３回⇒４回開催とした。申し込み受付

の段階では、受講者数は増加の傾向であったが、開催前の段階で、受講者キ

ャンセルとなった企業が数社、また、直前に業務都合や急なトラブル対応等

により受講不可となり受講が繰越になったケースが数件あった。 

３） Ａ２「製造現場トレーナーの育成」（－１３名）⇒受講対象者層の分布数が、

隔年で変動する傾向で、昨年度は増加、今年度は減少する年であった。 

４） 新Ａ４＋「円滑なチーム運営力育成講座」（＋６名）⇒昨年度、３０名で開

催したが、今年度はもう１名別の講師に依頼をして２回開催とした。 

５） 新Ａ１「安全感性向上講座」（＋９名）⇒受講希望増に応えて当初案よりも

回数追加した。（８回⇒９回）昨年度からは２回の追加開催となる。 

○ 継続講座については常に企業側の評価を実施内容に反映し、また、新規開発

講座については、必ず企業要望を受けて開発検討に入り、企業ニーズに応じ

た講師選定と開発依頼、カリキュラムについても、プレ講座により有効性を

確認した上で、開講に繋げているということが、安定的な受講者数の積み上

げ、継続的な受講者数確保につながっていると考えます。 

○ 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が、２０２０年度（令和２年度）の事前の受講希望者

数は、３月現在の数字として４４２名で、Ａコースが、３６６名、S コース

が、７６名となっています。 

○ 受講申込者数が、ある程度の人数に達しない場合は、講座開催ができませ

んので、確実に受講者派遣を獲得できるように、派遣企業のニーズを把握

し、企業ニーズにマッチした講座内容にしていくように、講師・事務局で連

携して努力しています。 

○ 本講座開講１２年目を終え１３年目に向うにあたり、企業からの継続の要

望に応えていくためには、特に、企業ＯＢ実施講座の講師高齢化に伴う最
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新の現場知識の不足による教材の陳腐化防止や、より現状にマッチした実

践的な体験型要素・最新事例の取り込みが必要となります。そのためには、

受講者派遣企業を中心とした企業側からの情報提供・講師人材の派遣など

協力・支援をお願いしていくことが不可欠となります。 

○ 講座実施会場等の老朽化に伴う、実施会場候補の不備・不足もかなり深刻な

課題となっていますが、講座事務局としては、このような多くの課題を抱え

ながらも、常にこの講座は企業ニーズに応えたカリキュラムの充実・実施開

講を目指すという姿勢を崩さずに、講座運営に真摯に取り組んでいくこと

が、この事業の継続に繋がると考えています。 

○ この講座は受講者派遣企業に必要とされその要望により実施継続されてき

た、派遣企業からの支援協力により成り立っている講座です。今後も派遣企

業から実施開講を求められる講座として継続していくためには、いかに京

葉コンビナート地区を中心とした派遣企業からの実質的な支援協力をいた

だけるしくみ（体制）を構築していくかが重要なポイントとなります。受講

者派遣企業各社のみなさまには、講師人材の派遣や会場の提供、製造現場の

現状や最新事例の情報提供等、可能な限りのご支援・ご協力をお願いしてい

きたいと考えます。 
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２．他地区からの受講者の推移 

○ ２０１２年度（平成２４年度）あたりから、京葉コンビナート地区以外から

の参加希望も定数化しており、全体の受講者増加と並行し、他地区企業か

らの受講者も徐々に増加しています。 

○ 他地区からの受講者参加により、京葉地区以外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、京葉地区の参加企業や

受講者にも大変な効果があると考えています。 

○ 地域的には限定されていますが、継続年数を重ねるごとに、確実に千葉県

以外の地区にも当講座に対する認識が広がっており、ＨＰ等のＰＲ効果、

あるいは、フォローアップ訪問の成果が出ている状況である、と同時に、当

講座への評価を得ている結果の現れでもあると捉えています。 

○ 他地区受講者の受け入れのバランスについては、全受講者の２割～３割が

ポイントと考え、今後もこの状況を保持しながら、注意深く受け入れてい

きたいと思います。 

 
  ※図表_６ 
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３．リピーターの推移 

○ この講座は、現場の経験年数や立場に応じて、階層別に段階を踏んで受講

できるように構成されています。また、各企業の人員配置や社内教育の実

施状況に応じて、各階層への受講を補完的に組み込める仕組みとなってい

るため、すでに複数の講座に参加されて、Ａコースを卒業された受講者も

増え、実際、Ｓコースの受講に進み、今後、全ての講座を受講し終える受講

者も増えてくると考えられます。 

○ リピーターは、実際、講座の中でグループ討議等の牽引役としても活躍し

てくれている状況なので、今後もその存在を大切にして講座内でも活躍し

てもらえるような工夫や努力と派遣企業へのフォローが重要となります。 

○ 受講者派遣企業からのニーズにより継続されている講座なので、今後も受

講者を大切にし、企業からの要望に応じ、きめ細かいフォローを行ってい

くことが、講座の充実とリピーターの拡充に繋がっていくと考えます。 

○ 開講以来、特にここ数年の受講者増加に比例して増加傾向にありましたが、

今年度は、新人の若手オペレーターが対象となっている新 A1「安全感性向

上講座」の受講者割合が増えたこと、また、S コースハイクラスの講座への

受講者について、これまでもリピーターではなく新規受講の方の割合が増

えたことが少しの減少傾向となった理由と考えられます。 

○ リピーターについては、派遣企業からの当講座への期待の表れとも捉えら

れますので、今後も少しでも期待に応えていけるように努力していきます。 

 

  
※図表_７ 
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４．会議の開催 

１．連絡協議会 

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、開講スケジュールやカリキュラムの改善・改良等について協議しました。 

○ 第１８回連絡協議会 １１月２９日 

〔連絡協議会メンバー〕 

千葉県、千葉県立市原高等技術専門校、市原市、国立大学法人千葉大学、学校

法人千葉工業大学、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 

２．意見交換会 

意見交換会は、受講者派遣企業の教育・人事等担当者にお集まりいただいて、

講座の実績状況と応募状況の報告、来年度の講座実施計画の考え方等説明を行

い、企業側からの要望・意見等を求めて、より企業ニーズにあった講座内容に

していくことと、企業同士の意見交換により、人材育成、保安・保全を主なキ

ーワードとして各社で情報共有・課題等の意見交換をしてもらえる場の提供を

主たる目的として年１回開催しています。 

〇 第１９回意見交換会 １０月１７日（参加企業数：６社８名） 

昨年度は、参加企業数が少なく開催中止となってしまいましたが、今回は、受

講者派遣企業６社８名の出席を得て、予定通り開催することができ、当講座の

進捗及び今後の方向性について互いの理解を深めることができる良い機会とな

りました。 

事務局だけでなく、企業 OB 講師もオブザーバーとして参加してもらって、今

後の教材改訂や講義充実へ活かしていただくため、いまの実際の人材育成の状

況や講座内容への要望等、直接意見交換してもらうことができました。 

〇 意見交換 

意見交換での題材となるテーマを「①：現場の年代層のバランス変化によ

る技術伝承・人材育成の課題と対策について」、「②：若手オペレーターや

技術スタッフに対する化学工学の教育について」、「③：協力会社の現場作

業員に対する安全教育の実施状況」、「④今後、社外教育に求める研修内容」
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の４つに絞り、事前に各企業からＡ４用紙１枚程度にまとめて提出しても

らいました。回答いただいたすべての情報・内容について、受講者派遣企

業間での共有と、今後の情報交換のネタとして活用できるように、会議欠

席の受講者派遣企業各社にも送付しました。 

意見交換会当日は、事前に回答をお願いした４テーマのうち企業側として

一番直近の課題であり興味のある部分であろう「現場の年代層バランス変

化による技術伝承・人材育成の課題と対策」のみ取り上げて、企業ごとに

順次、発表と質疑、回答という流れですすめました。 

１）当日の意見交換テーマについて 

(1) テーマ① 

「現場の年代層バランス変化による技術伝承・人材育成の課題と対策」 

(2) 質問の趣旨 

ここ数年の新人採用増加により、新人若手層が増え、また、一方で現場

経験の少ない管理者層も増えているという傾向の中、現場のリーダーク

ラスへの負担・責任が非常に重くなり、若手層への指導・育成、日々の運

転業務やトラブル・緊急事態発生時対応、ベテラン層からの技術伝承の

課題など多くの不安を抱えておられる様子ですが、企業側として、教育・

人材育成・技術伝承の課題に対する対策、取り組まれていることがあれ

ばということで、回答を求めました。 

２） 全体総括 

(1) 今回受講者派遣企業様にご協力いただいた意見交換テーマの回答、ア

ンケートの結果により、各社、現状に応じて、現場の安全操業を目指す

ため、人材育成、教育体制の強化は最重要取組み事項として取り組んで

おられる状況がよくわかりました。 

(2) 各社、数年前から社内教育・技術技能の伝承ができる人材が不足してい

るということはわかっていましたが、ここ数年の急激な若手社員の増

加により、人材育成担当者の不足、知識技能の不足等の問題が深刻であ

るということ、これまでのように、ＯＪＴしながら若手オペレーターを

育てていくという教育体制では回っていかないため、定年後の熟練者

を育成専属担当者として活用するなど工夫をしていかないと、技術伝

承、人材育成が追い付かない状況で、各社苦労されているということが

把握できました。 

(3) それぞれの企業では、社内教育・技術技能伝承ができる人材の不足に対

応対処していくために、定年後のベテラン熟練者層を若手育成専任担
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当者とすること、さらに、技術伝承につながる新しいツールとして IOT、

AI 等の導入や VR の積極的活用に着手するなど、より効率的な技術伝

承や技術力向上をすすめていくための人材教育体制の構築への取り組

みを最大限強化されています。 

(4) しかしながら、今後、さらに激化していく国内・国際競争に負けないた

めには、現場のオペレーター層から管理者層・トップ層までのさらなる

人間力・現場力の向上が何よりも重要であり、それぞれ企業個別の安全

活動や社内教育だけでは補いきれない部分について、社外教育として

コンビナート各社がひとつに集まり、グループ討議等の他流試合で刺

激を受け合いながら、安全管理につながる情報（事故やトラブル事例

等）を可能な範囲で共有し、ある時は刺激を受け合いながら、業界全体

の保安向上に繋げていくということが、企業各社が望まれている人材

育成であり、当方講座に対しても求められていることであると受け止

めています。 

(5) 事務局の今後の取組みとしては、企業の支援協力や情報提供を得なが

ら、現行講座の更新作業（企業ニーズに応じた最新事例等の取込等）や、

新規開発要望のある講座の検討や検証に力をいれていきます。 

(6) この先、講座継続を目指すうえで、講師の高齢化による現場知識の陳腐

化や後任不在の問題など課題も多く抱えていますが、企業各社で専任

教育担当者というポジションを設置し、社内教育の専任担当講師とな

りうる人材の確保・育成を急ぎ進められている状況も把握できました

ので、いま、受講者派遣企業各社において、この講座を教育プログラム

の一角として捉え、京葉コンビナート企業が望む、企業の方々が自分た

ちでカリキュラムを作り上げていく、企業のためにある講座という認

識を各社で持っていただいて、今後は、受講者派遣企業各社からの講師

派遣協力等のお願いも視野に入れた協力依頼の検討に積極的に取り組

んでいきたいと考えています。 

最後になりますが、この講座を継続するにあたって、意見交換会の開催主

旨は大変重要な意味を持ちます。次年度に向けて、さらに受講者派遣企業

の為になる意見交換会として、効果的に実施していけるよう検討し、本事

業の更なる発展に繋げていけるように、今後も工夫していきます。 
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５．近年の新規講座の開発・開講・改編等 

２０１６年度（平成２８年度）以降、企業要望に応じた新規科目開発・改良、

新規講座開講に取り組んでいます。２０１８年度（平成３０年度）までに、６

科目を新規開講、また、現行講座について、企業要望を受けて改編を実施しま

した。 

１．新規開講講座（２０１６～２０１９年度） 

a) ＳS：これからの安全とトップ層の役割（２０１６年度開講） 

東工大中村先生によるトップ層を対象とした講座。コンビナートの現場に

最も近い経営トップ層の方々が１年に１回一堂に会し安全管理について意

見交換することで相互の産業保安の向上に繋げることを目的とする。２０

１５年度プレ講座開催、２０１６～２０１８年度各１回開講、２０１９年

度１回開催予定（２/７）。 

b) 新 A１：安全感性向上講座（２０１７年度開講） 

出光技術研修センターを借用しての安全感性向上のための危険疑似体験講

座。２０１７年度５回、２０１８年度７回開催、２０１９年度９回開催。 

c) 新 A４＋プラス：円滑なチーム運営力向上講座～自分らしいリーダーシップ～（２０

１７年度開講） 

千葉大土田先生によるリーダー予備軍・候補生等を対象としたコミュニケ

ーション能力向上に特化した課題解決型講座。２０１７・２０１８年度１

回開催、２０１９年度 2 回開催（10/2、11/26） 

d) Ｓ３：化学プラント事故防止実践講座③（２０１７年度開講） 

日化協様からご提案いただいた事例検討中心の１日講座。日化協作成の保

安事故防止ガイドラインを活用して非定常リスクアセスメントをグループ

実習で学びとる。２０１７・２０１８年度各１回開催。２０１９年度１回開

催（１/15） 

e) Ｓ４：これからの安全と管理職の役割（２０１８年度開講） 

東工大中村先生による管理職を対象とし、講師・参加メンバーと共に安全

管理とリスクについて考え、管理職としての役割を学びとる。２０１７年

度プレ講座開催、２０１８年度１回開催。２０１９年度１回開催（２/４）。 
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２．既存講座の新規改編と結果 

A５：製造現場の安全と責任（２０１９年度改編） 

a) 対象者と講座の主旨 

当人材育成講座開講当初から A コース（中核オペレーター早期育成コース）

の締めくくりとなるシフトリーダークラス対象とした講座。 

夜の工場長と言われるシフトリーダーとして、チームの安全と責任の意識

を常に高く維持するための活動を計画的に行うことが出来る能力を持ち、

非常事態発生時適切な行動がとれるための知識を修得し高度な安全体制を

築くことができるリーダーの養成を目指す。 

b) 学習目標 

主に、ヒューマンエラー防止を学びながら、安全管理手法と危機対処法を

中心に、石油精製・石油化学プラントに特化したケーススタディと連動し

た講義から安全に対する心構えを学びとる。事故事例の検討を４М分析で

実施する。また、最後に工場長・事業所長等トップマネジメント経験者の安

全講話で締めくくる。 

c) 改編目的と結果 

昨年度まで３日間コースとして実施してきたが、現場で多忙なシフトリー

ダークラスの方々に受講していただきやすくするため、２日間コースにし

て密度を濃くカリキュラムを改編し開催回数を増やしました。その結果、

対象者の受講機会の選択肢も増え、また、少人数精鋭の実践型講座となり、

経験豊かな企業 OB 講師との距離間も縮まったことで、意見交換も深くで

きるようになり、受講者の満足度もより高まりました。 

２００８～２０１７年度各２回開催、２０１８年度３回開催、２０１９年

度２日間コース４回開催（7/25・26、9/3・4、12/11・12、1/23・24） 
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６．講座風景〔２０１９年度〕※一部 

 

新Ａ１：安全感性向上講座 ・・ 出光技術研修センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ２：製造現場トレーナーの育成 ・・ 千葉工業大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ３：プラントの保安と故障の早期発見 ・・サンプラザ市原他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★討議 

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 



16 
 

Ａ４：チームリーダーの育成 ・・ 千葉大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ５：製造現場の安全と責任 ・・ サンプラザ市原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
懇親会風景 ・・ 講座の１日目の夕方、受講生・講師を交えた懇親会を開催

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

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・講話 ★グループ討議・発表 

和気あいあい（＾－＾）（＾－＾） 

※当講座ホームページの“受講生の声”に、講
座風景【写真・コメント】が掲載されておりま
すので、ぜひご覧下さい！！ 
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安全とセキュリティのための組織レジリエンス構築講座 

２０１６年度（平成２８年度）、千葉県の委託事業（産業人材育成プログラム強

化事業）により新規開講した講座。２０１７年度（平成２９年度）プレ講座を

実施し、２０１８年度（平成３０年度）本開講し、コース１：予兆・緊急時対

応編〔７コマ・１日コース〕、コース２：復旧時対応編〔７コマ・１日コース〕

を開催、２０１９年度（令和元年度）は、一部内容を改編した、コース１：製

造現場の安全とセキュリティ〔７コマ・１日コース〕のみ開催、計１２社（事

業所）、１９名の受講生を集めました。 

 

 

１．開催概要 

○ コース１：製造現場の安全とセキュリティ 

開催日時：２０１９年８月２９日（水）９：１０～１８：００ 

受講者数：１２事業所・１９名 

◆ 対象企業と受講対象者層 

製造工場・プラントを有する企業、社会インフラ系企業等 

① 製造現場の制御系部門の現場実務者（現場で非常時対応に当たる

必要のある指導的立場の方、事業所安全担当部署等の管理者等） 

② 本社の情報系部門のＩＴ・セキュリティ担当者等々 

○ コース２：事業継続とサイバーレジリエンス組織 

開催日時：２０２０年２月６日（木）９：１０～１８：００※開催中止 

◆ 対象企業と受講対象者層 

製造工場・プラントを有する企業、社会インフラ系企業等 

① 製造現場を保有する企業の管理者層～トップ・経営者層（事業所

安全担当部署等の管理者層等 

② 本社の情報系部門のＩＴ・セキュリティ担当の管理者層等々 

 

 

  

科目名 開催場所 日程 受講者数

安全とセキュリティの為の組織レジリエンス構築講座① サンプラザ市原 8/29　　　　※12社 19

安全とセキュリティの為の組織レジリエンス構築講座② サンプラザ市原 2/6 中止

19

レ
ジ

計

※図表_1 
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○ プログラム：コース１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ プログラム：コース２ 

 

 

  

安全とセキュリティのレジリエンス講座（現場実務者向け）
製造現場の安全とセキュリティ

9:10-9:20 はじめに：
講座趣旨・概要

9:20-10:10 コマ１ 解説　最新情報セキュリティ動向（１）
プラントの安全とサイバーセキュリティ最新動向の解説と講義

10:20-11:10 コマ２ 講義　安全とレジリエンスエンジニアリング
安全と組織レジリエンスの在り方、ノンテクニカルスキルを理解する

11:20-12:10 コマ３ 講義　制御システムセキュリティとインシデントマネジメント
サイバーインシデントとその対応および組織体制について解説する

13:10-14:10 コマ４ 演習：　制御機器へのサイバーセキュリティ演習（導入編）
今回の演習実施へのガイダンスと前提、仮定などの説明

14:10-15:40 コマ５ 演習：　制御機器への攻撃　演習1
グループにわかれての演習１：制御機器への攻撃を体験）

15:55-17:25 コマ６ 演習：　制御機器への攻撃検知・対応演習
グル―プにわかれての演習２：攻撃の検知および対応体験演習）

17:25-17:55 コマ７ まとめ（総括）

８月29日（木）
2019年

安全とセキュリティのレジリエンス講座（経営層向け）：
事業継続とサイバーレジリエンス組織

9:10-9:20 はじめに：
講座趣旨・概要

9:20-10:10 コマ１ 講義：　安全とセキュリティの最新動向（２）
プラントの安全とサイバーセキュリティ最新動向の解説と講義

10:20-11:10 コマ２ 講義：　事業継続マネジメント
事業継続（BCP/BCM)の考え方の理解

11:20-12:10 コマ３ 講義：　価値創造とレジリエントな組織
レジリエンスな組織構築による価値創造経営

13:10-14:10 コマ４ 演習：　BCPとサイバーセキュリティ対応演習　（導入編）
①BCP関連演習。②基本的な対応策への解説とカード形式による今回の演習へのガイ
ダンスと前提、仮定などの説明

14:10-15:40 コマ５ 演習：　BCPとサイバーセキュリティ対応　演習1
グループにわかれての演習１

15:55-17:25 コマ６ 演習：　BCPとサイバーセキュリティ対応　演習2
グループにわかれての演習2

17:25-17:55 コマ７ まとめ（総括）

2月6日（木）
2020年

※図表_2 

※図表_3 
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２．開催の主旨と講座概要 

１）平成２８年度、千葉県産業振興課からの委託事業である産業人材育成プロ

グラム強化事業において、名工大（再委託）により開発いただき、平成２

８年１２月に実証講座実施、３月に開発完了、平成２９年度、千葉県の主

導でさらに企業ニーズにマッチした講座への改編をめざすためプレ講座を

実施し、平成３０年度に有償講座として本開講しました。 

２）今年度は、さらにその結果を受けて、対象者と教材カリキュラム（特に演

習の部分）を再検討し、より企業ニーズに応えることのできる実践的な内

容に大幅なカリキュラム改訂をして、２年目の開講に入っています。 

３）製造現場・制御系部門における効果的な人材を育成するための「safety

Ⅱ：先取り型安全マネジメント（安全確保と事業継続の双方を目指すため

の安全の考え方）」によるマネジメント層を対象の育成プログラムです。 

４）新しい脅威として、制御機器へのサイバー攻撃をシミュレーション体験

し、プラントの制御が不能となる様を体感することで、サイバー攻撃の実

際を検知し、非常事態発生時における組織としての緊急時危機対応の為の

体制構築と事業継承（BCP）を遂行できる現場実務者と統括できる経営

者層を育成するためのノンテクニカルスキルを身に付け、非常事態対応・

復旧能力向上を目指す講座です。 

５）企業として、どのような非常事態が発生しても、強い対応能力で復旧を目

指す体制を構築することを、演習を通して学び、ヒントとして持帰ること

のできる講座です。 

３．演習の目的と内容 

今年度は、コース１を現場実務者向けのサイバー攻撃体験を中心とした講座と

し、コース２を事業所トップ・経営者層向けの BCP 対応対策演習中心の講座

と改編しました。 

１）コース１は、制御機器への攻撃をシミュレーション体験し、サイバー攻撃

の実際の検知とその対応を体験・体感できる制御機器へのサイバーセキュ

リティ演習です。 

２）コース２は、事業継続計画（ＢＣＰ）とサイバーセキュリティの対応演習

です。講義ののち、用意されたシナリオに基づき、受講者がロールプレイ

ングで疑似想定企業の各部門役職としてサイバー攻撃による緊急事態発生

を想定した体制構築の為のワークフローを作成します。 
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３．結果と検討課題 

１）今年度も昨年度同様、製造現場・制御系部門を持つ京葉臨海コンビナート

の化学系・石油化学系企業だけでなく、千葉食品コンビナート関係も含む

製造現場を持つ企業や社会インフラ系企業周知に努めましたが、京葉臨海

コンビナート地区を中心とした、当方講座受講者派遣企業からの受講が中

心となりました。 

２）コース１の開催について、受講者からのアンケート結果については、概ね

好評でした。 

３）演習の内容をサイバー攻撃体験に改編したことで実際のサイバー攻撃がど

のように行われるのか、いかに簡単に侵入し攻撃をできる状況にあるのか

をよりリアルに体験体感し実感でき、いかに簡単にサイバー攻撃されてし

まうのか理解を深めていただけたと思います。 

① 講座・教材への評価（よかった） 

コース１（製造現場の安全とセキュリティ）：８４％ 

② 教材の活用度（よかった） 

コース１（製造現場の安全とセキュリティ）：６７％ 

 

 

 

 

 

４）参加者コメント 

○ コース１：製造現場の安全とセキュリティ 

① 何が問題でどういう思想を持つべきで手をつけるべき所がどこかにつ

いて適度の具体性を持ってイメージを持ち帰れる優れた講座だと感じ

た。考えるネタをもらい、会社に帰って発展させたいアイデアが複数

思いついた。 

② 制御系ネットワークのへの接続は保守業者であれば簡単にできてしま

う。また制御系の OS は古いのが多く残っていると思うので十分な可

能性のある内容であった。制御系への外部からの侵入を防ぐだけでな

く、保安の対応も良く見直さなければならないと思う。 

※図表_4 
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③ 自分達で作ったシステムを自分達で攻撃して目で見ることができた事

が印象強く残った。 

④ 制御系ネットワークのへの接続は保守業者であれば簡単にできてしま

う。また制御系の OS は古いのが多く残っていると思うので十分な可

能性のある内容であった。制御系への外部からの侵入を防ぐだけでな

く、保安の対応も良く見直さなければならないと思う。 

⑤ 製造を主に担当してきた自分にも理解できる内容で丁度よかった。 

⑥ 私はシステム担当だが、是非現場実務者に受講してほしいと思った。 

⑦ 思っていた以上にレベルの高いものだと感じたが、実際のマルウエア

を使っての実演は非常によかった。 

⑧ 最新の国際標準の考え方等が勉強になった。リスクアセス等参考にし

たい。比較的簡易にセキュリティが破られてしまう事がわかった。シ

ステムを最新に保つ必要性を再確認できた。 

⑨ サイバーセキュリティ対策は会社としてメリットが出ることではない

ので、予算が取りにくいと感じる。経営層へのレジリエンス浸透をお

願いしたい。 

⑩ 演習体験によりサイバーテロの脅威を肌で感じることができた。 

⑪ 誰にでも知識がなくてもサイバー攻撃が出来るという事が演習により

よくわかった 

５）実際の受講者からは、有効な講座であると評価されていますが、受講者派

遣対象企業において、このような非常緊急事態（制御システムへのサイバ

ー攻撃）への対応対処ができる体制構築を目指す講座に対する受講者派遣

の必要性に対する認識、非常事態発生リスク対応項目としての優先順位

が、まだまだ低い状況にあると考えられます。 

６）コース２については、コース１の主旨を現場向きに大幅変更と合わせて、

コース２では、この講座の目的・必要性について経営者層の理解を深めて

いただき、企業の受講者派遣意識の向上へつなげるべく、対象を経営者層

に絞っての開催を試みましたが、受講者申込者が非常に少なかった為、残

念ながら開催に至りませんでした。 

７）２０１６年度（平成２８年度）の教材開発から４年間、開発者の先生方の

ご尽力により、教材等改編を重ねて企業ニーズへのマッチングを検討模索

し、実施開講に努力してまいりましたが、次年度、２０２０年度（令和２

年度）の講座開講は、一旦、募集開催を見送ることとしました。 
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※参考資料 

○ 意見交換テーマに対する企業回答のまとめ 

１） テーマ① 

「現場の年代層バランス変化による技術伝承・人材育成の課題と対策」 

(1) 質問の趣旨 

ここ数年の新人採用増加により、新人若手層が増え、また、一方で現場

経験の少ない管理者層も増えているという傾向の中、現場のリーダーク

ラスへの負担・責任が非常に重くなり、若手層への指導・育成、日々の運

転業務やトラブル・緊急事態発生時対応、ベテラン層からの技術伝承の

課題など多くの不安を抱えておられる様子ですが、企業側として、教育・

人材育成・技術伝承の課題に対する対策、取り組まれていることがあれ

ばということで、回答を求めました。 

(2) 回答１ 

a) 各課の若手育成の技能習得レベルの均一化のため、最初は班に組み

込まず日勤で教育をし、その後、各課１名の育成担当者（50～60 代

の再雇用者等）を配置、１か月の中央集合研修後、課には所属するが、

製造班には組み込ます日勤での教育として、若手と育成担当者をセ

ットで現場に向かわせて作業手順などチェックしながら自ら若手に

作業させる。教育期間は最長で半年程度で、その後、班の一員となり

交替勤務をはじめるが、実際の技能習得レベルを確認しながら必要

があれば再び日勤教育を行い、より技能レベルの均一化を目指す。 

b) 育成担当者は比較的高齢者ということで、将来的には部署内で育成

するしくみを設けることを目指している。 

c) 高圧ガス製造保安責任者の資格取得については、事業所内作業員の

割の取得を目標とし、有資格者の情報はオープンになっている。未取

得者の中で合格の見込みの高い人のみ、合格のノウハウ（勉強方法・

PDCA）を提供して合格率の向上につながっている。 

(3) 回答２ 

a) 教育を終えて現場作業に出せる技能習得レベルの段階教育に対する

考え方（①完全に理解してから現場に出す、②多少理理解した段階で

現場に出し現場で学ばせる）に各部署で相違があり、足並みがそろっ

ていない。 

b) 現場リーダークラスには外部講師の招聘、社外研修への参加させる

取り組みでカバーしている。 

c) 高圧ガス製造保安責任者の資格取得については、各課の課長レベル
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までしか合格者の情報は共有されていない。 

(1) 回答３ 

a) 若手には自分が受けた内容を発表させそれを確認することで各部署

の教育レベルチェックしている。 

b) 資格取得については、OB の講義受講を月２回程度推奨しており、そ

の結果、高圧ガス製造保安責任者の国家試験合格率が３５％と高水

準になった。 

c) 技能伝承の取り組みについては、世代交代もあり教育できる人材の

不足で下火となっている。 

(2) 回答４ 

a) これまで新人へのＯＪＴは、教育する側（トレーナー）として、後輩

への教育を通して、自分の知識や経験、学んできたことを自分自身で

涵養させるという目的・期待もあり、経験３年程度の人員に担当させ

てきた。それなりの成果もあり、課員全員のレベルアップにつながっ

てきた部分もあったが、トレーナーのレベルがバラバラなため、結果、

教育のレベルの統一化されていなかった。 

b) いまは、課長経験者（６０歳過ぎのベテラン）を嘱託再雇用の専任教

育担当者として、教育レベルの統一化に取り組んでいる。 

c) 若手層の増加により、新人を１年かけてじっくり育てるだけの人的

余裕がないこと問題である。 

(3) 回答５ 

a) 主任クラスについては、外部講師を招聘して宿泊研修を実施し、事前

に参加者上司からの激励メッセージを預かりモチベーションアップ

につなげる工夫をしている。 

b) 日頃、社内従業員の会話の機会や交流などの機会がほとんど無い為、

意見交換の場の提供となる宿泊研修などは大変貴重で、社長方針で

若手にも社内コミュニケーションの重要性を知ってもらうために社

員旅行の復活など業務外での取り組みも増やしている。 

c) わかりやすいマニュアル作成のため、映像・画僧をクラウド共有でき

る社内ネットワークシステムを導入。立ち上げ期の負担は大きかっ

たが、各部署の装置作業手順等を映像マニュアル化して若手にとっ

て理解しやすくて更新上書き作業も容易となり、効果が出始めてい

るため、今後の作業負担の軽減と効率化にもつながる見通し。 
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(4) 回答６ 

a) 入社４年目までの全体教育は、従業員講師による座学中心の基礎教

育と危険体感教育等。中途入社の従業員については、課長が技能レベ

ルを判断、どのクラスに入るか見極める仕組みだが、明確な基準がな

く、各課長の判断に依存していている点は今後の課題。 

b) 入社５年目以降は希望者や所属長指名者に対して、化学工学等の座

学や安全体験等、環境・データ分析等の教育とし、更に上位の職務グ

レードの方には、品質管理・ISO 関係、労務・原価管理等メニューを

用意している。 

c) 実作業教育はＯＪＴで各部署任せとなっているが、自主保全活動を

通じた教育には自主保全ステップに沿って取り組んでいる。 

２）テーマ② 

「若手オペレーターや技術スタッフ等に対する化学工学の教育について」 

(1) 質問の趣旨 

新人若手オペレーターもしくはプロセス設計等に係る技術スタッフ

への化学工学の知識教育について、社外の集合教育を求める声も出

ているが、各社社内研修としてどのように実施されているか確認し

実施検討の参考とする。 

(2) 主な回答 

a) 主に初級オペレーター向け教育は社内研修で社内講師により教育さ

れており、大卒レベルや技術スタッフ向け等の教育については社外

教育や社外講師を活用している企業が多い。 

b) 一部の企業では、教育が必要となる全階層に対して自前の技術研修

センターの設備装置を活用して、専属講師により実践的な教育がな

されている。 

３）テーマ③ 

「協力会社や現場作業員に対する安全教育の実施現状について」 

(1) 質問の趣旨 

昨今、多くの事故トラブル発生時、直接被害に遭っているのは、協力

会社の現場作業員であるため、各社の協力会社等作業員に対する安

全教育の実施現状を確認し、今後の入構教育等の在り方を考える。 

(2) 主な回答 

a) 工事関係業務について、事業所内へ入構から工事完了までの作業管

理等、協力会社に任せきりにせずに、基本ルールの周知徹底について
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監督者を通じて作業員まで伝える取り組みに力を入れている。 

b) 防災部門等で実施する入構教育だけでなく、事業所内の安全衛生協

力会や安全評議会等、安全活動を企画実施評価できる活動の場に参

画してもらい、関係する協力会社各社との直接的な交流の場を持つ

ことで、現状を把握することができ、同時に安全意識・安全感性の向

上につなげている。 

c) 最近では、現場での落下・転落等バーチャルリアリティによる自社研

修施設での危険体感教育や、外部機関を活用した安全体感教育への

参加の機会も増やしている。 

４）テーマ④ 

「今後、社外教育に求める研修内容について」 

(1) 質問の趣旨 

今後求められる教育の内容やスタイル（事例検討、体験型講座等）に

ついてヒヤリングしてこれからの教材改訂や新規検討の参考とする。 

(2) 主な回答 

a) 社内ではできない体験型講座（VR による安全体験※消火訓練、感電

事故、火傷、交通事故等）。 

b) 他社との交流ができるスタイルでの事例検討やグループ討議が組み

込まれた講座。 

c) メンテナンス要員向けの体験型講座 

d) ノンテクニカルスキル、電気・計装関係、労災関係、環境、災害体験

型講座等 

 

 

以上 


