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京葉臨海コンビナート人材育成講座 

～平成３０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、平成１８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。 

平成２３年度からは、千葉県・市原市、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、１１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（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
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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） 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、さらに今年度、１科目新規開講、全５

科目となり、よりハイレベルな階層への教育プログラムの提供に取り組

んでいます。 

平成３０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 

新Ａ1：７回／Ａ２・Ａ３：２回／Ａ４：４回／新Ａ４＋：１回／Ａ５：３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 

Ｓ１・Ｓ２：２回開催／Ｓ３・Ｓ４・ＳＳ：１回開催 

○ Ａコース＋Ｓコース 全講座合計 １１科目・２６講座・２１９コマ 

○ その他の講座 １科目・２コース・１４コマ 

「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・２ 

【平成２９年度からの変更点】 

① 従来のＡ１「安全体験学習」は、当方都合により、開催中止とした。 

② 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講座は、新Ａ１「安全感性向上講座」は、

受講希望者が多かったため、全７回開催に回数を増やした。 

③ Ａ４「チームリーダーの育成」は、リーダー及びリーダー予備軍対象の

人気講座であるため、昨年度から、２名のメイン講師に２回ずつ担当し

てもらい、講座のクオリティは保持しつつ、全４回開催に増やした。 

④ Ａ５「製造現場の安全と責任」は、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が、年２回だと受講機会のタイミングが限られてし

まうという企業要望を受け、受講機会の選択肢を増やすことを目的とし

て、全３回開催に回数を増やした。 

⑤ Ｓ４「これからの安全と現場の管理職の役割」は、企業要望を受け新規

開発した東京工業大学中村先生による現場の管理者層対象の講座で、昨

年度、プレ講座で有効性を確認できたため新規開講した。 
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２．平成３０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、１８４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、３５コマ〕を、

のべ２６回開催し、計６１社（事業所）、４７９名の受講生を集めました（前年度

比：＋９社、＋６９名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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。平成２９年度、プレ講座を実施し、今年度新規開講。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、計１０社（事業所）、２４名の受講生を集めました。 
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平成３０年度講座実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名 開催場所 日程 受講者数

7/10（入門） 19

7/12（入門） 22

11/1（一般） 18

11/2（入門） 20

11/27（入門） 21

11/28（入門） 19

12/18（入門） 19

8/24～8/25 17

8/27～8/28 22

8/20～8/22 20

12/3～12/5 21

9/12～9/14 21

9/20～9/22 14

2/13～2/15 21

2/20～2/22 21

新A4＋:円滑なチーム運営力育成講座 市原市五井会館 10/3 30

7/25～7/27 18

12/11～12/13 13

1/23～1/25 9

9/4～9/5 24

1/29～1/30 17

9/25～9/26 10

11/13～11/14 12

S3:化学プラント事故防止実践講座③ 市原商工会議所 1/16 17

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 2/5 16

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 18

479

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 市原商工会議所 2/7 15

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 2/8 9

24

503

千葉工業大学

A4:チームリーダーの育成 千葉大学

A
コ
ー

ス
・
S
コ
ー

ス

レ
ジ

S2:化学プラント事故防止実践講座② 市原商工会議所

合計

A5:製造現場の安全と責任 市原商工会議所

計

計

A3:プラントの保安と故障の早期発見
市原商工会議所
サンプラザ市原

S1:化学プラント事故防止実践講座① 市原商工会議所

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



5 
 

受講者アンケート結果 
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３．受講者の動向と推移 
 

１．受講者数の実績 

○ 平成２０年度講座開講時から１１年間、今年度（平成３０年度）までの、

Ａコース＋S コースの受講者延べ人数は、３，１０１名となり、今年度、

開講１１年目にして、３，０００名を越えました。 

○ Ａコース（新Ａ１・Ａ２～Ａ５・新Ａ４＋）の受講者数は、前年度２９１

名から＋７４名の３６５名となり、受講者増加の要因となりました。 

○ 昨年度、新規開設した S コースは、（Ｓ1・Ｓ２・Ｓ３・Ｓ４・ＳＳ）５

科目併せて、前年度１１９名から－５名の１１４名となりました。 

○ Ｓコースの科目毎の前年度比は、Ｓ1・Ｓ２は、―１２名の６３名（※Ｓ

２が－８名）、昨年度新規開講のＳ３は、―９名の１７名、今年度新規開

講のＳ４は１６名、ＳＳは、昨年度と同じく１８名となりました。 

○ 講座全体としては、受講者数は、＋６９名（前年度比）の４７９名、受講

者派遣企業（事業所）数＋９社（前年度比）の６１社（事業所単位）とな

り、昨年度に続き、過去最高の受講者数・派遣企業数となりました。 

○ 受講者増加の要因は、Ａコース（新Ａ１・Ａ２～Ａ５・新Ａ４＋）のすべ

ての講座において、受講者が増加しておりますが、科目毎の詳細は下記の

とおりです。 

１） Ａ４「チームリーダーの育成」（＋２４名）⇒非常に受講要望の高い人気

講座のため開催回数追加（３回→４回） 

２） Ａ５「製造現場の安全と責任」の増加（＋１５名）⇒企業要望で多忙な受

講対象者の受講機会の選択肢を増やすため回数追加（２回→３回） 

３） Ａ２「製造現場トレーナーの育成」（＋１５名）⇒昨年度受講者が減少し

ていたが復活（受講対象者の分布の推移によるもの） 

４） 新Ａ４＋「円滑なチーム運営力育成講座」（＋１５名での３０名開催）⇒

元々、企業要望に応えて開発した講座であり受講希望者の急増 

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（６回→７回）※Ａ１講座中止による代替受講含む 

○ 継続講座についても常に企業側の評価を実施内容に反映し、また、新規講

座開発については、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、実際の受講者数確

保につながっていると考えられます。 
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○ 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、平成３１年度（２０１９年度）の事前の受講

希望者数は、３月現在の数字として４５６名で、Ａコースが、３９０名、

S コースが、６６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１１年目を終え１２年目に向かいますが、特に、企業ＯＢ実施

講座の講師高齢化による現場知識の陳腐化など、体験実践型要素や最新

事例の取り込みに苦労していること、また、講座実施会場等の老朽化に伴

う、実施会場候補の不足など、企業ニーズに応えたカリキュラムの充実・

継続・実施開講に向けての課題を抱えており、今後も引き続き、講座継続

に向けて、改善検討していきます。 
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２．他地区からの受講者の推移 

○ ここ数年、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、

他地区企業からの受講者参加により、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、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、徐々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

プ訪問の成果もでている状況だと捉えています。 

○ 全受講者の２割～３割ラインが受け入れのポイントと考え、今後もこの

バランスを保持しながら、注意深く受け入れていきたいと思います。 
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３．リピーターの推移 

○ この講座は階層別に段階を踏んで受講できるように構成されているため、

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数名お

り、これから、Ｓコースの受講に進み、全ての講座を受講し終えた受講者

も、今後増えてくる状況です。 

○ 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、受講者を大切

にし、今後もしっかりとしたきめ細かいフォローを派遣企業に対して行

っていくことが、リピーターの増加に繋がっていくと考えます。 

○ 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、更にその存在を活かしていけるように、

工夫していく努力と派遣企業へのフォローが重要となります。 

○ 開講以来、特にここ数年の受講者増加に比例して、増加傾向にあるという

ことは、派遣企業からの評価と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。 
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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、カリキュラムの改善・改良、新規講座の開講について協議しました。 

○ 第１７回連絡協議会 １１月３０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

講座に対する要望や、日頃の各社での人材育成についての悩みや問題点等を、

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、今年度

は１回の会議開催を予定しておりましたが、出席者が５社以上集まらなかっ

た為、目的としている他社間の効果的な意見交換が成り立たないと判断し、

開催を中止としました。そのため、アンケートと意見交換テーマに対する回

答のみ結果の内容を受講者派遣企業間で共有していただきました。 

○ 第１８回意見交換会 開催予定日 １０月１８日 ※開催中止 

１）意見交換 

意見交換テーマを、①社内教育を担当する講師の育成の現状について、

②ＩＯＴ・ＡＩ・ＶＲ等の現場教育や技術・技能伝承への活用状況と人

材育成への効果等について、③これからの製造現場の人材育成について

の課題とし、Ｑ１．貴社における社内教育担当の講師はどのような立場

の方が担当しているのか、教育を担当される方々の育成体制はどうなっ

ているのか、Q２．貴社における技術・技能伝承や人材育成に関して、Ｉ

ＯＴ・ＡＩ・ＶＲ等の導入や活用の状況、Q３．今後の人材育成、社外教

育等にさらに求める内容について、各企業からＡ４用紙１枚程度の内容

を事前提出してもらい、受講者派遣企業間での情報共有と、今後の情報

交換のネタとして活用していただくように派遣企業各社に送付しました。 
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２）まとめ 

①各社の教育担当者の状況 

基本的には、各社、自社の中堅社員から管理職・役員クラスまで、経

験・教育内容に応じて選任・指名して対応されているようです。講師の

選任については、技術教育等計画も含め全体に統括している教育推進

組織や教育担当部門が講師候補を選任し、所属長に依頼する、もしく

は、各部署長から指名されたスタッフやラインリーダー・班長等が担

当するというような状況が多数でした。 

また、ベテラン層の講師の退職に備え、計画的に中堅層～若手へ、講師

の起用を切替えていき、副次的に中堅層のスキルアップにもつなげよ

うとしている企業、さらに、先輩社員が後輩社員を教育指導し、また、

その場合のトレーナー・トレーニー両者についての評価を上司が行い、

不足であればフォローするという教育システムを確立されている企業

もあるようです。 

一方で、とくに体感教育やプロセス教育については、定年後の再雇用

者を講師に活用することが最近多く実施検討されているようです。 

②教育担当者の育成について 

社内教育の講師育成については、各社悩まれている状況が見えました。

講師育成に取り組まれている企業では、技術研修部門に専門職の現場

を卒業したメンバーを集めて、外部研修等で教えるテクニックを身に

つける取組、また、実務経験を蓄積している社員の中から、講師に適し

ている人材をはやくから発掘していくことに努力されているようです。 

その他、中災防安全衛生教育センターをはじめとする外部講習や、前

任講師からの伝達教育として、社内における教育内容についても技術

伝承を実施しているが、講師個人の経験やスキルに依存している部分

が多くをしめているというのが現状のようです。 

③技術伝承・人材育成に関する IOT・AI・VR 等の導入の現状 

まだ、教育部門に IOT 等の導入が進んでいる企業は少ない状況のよう

ですが、危険体感学習では VR を導入されている例が増えています。 

IOT・AI の活用デジタル化は現在、各社取組はじめており、現段階で

は、現場のデータ収集、big データ解析中との企業も増えており、技術

伝承については、マニュアルのデジタル化、タブレット等ですべての

作業操作が管理できるようなシステム構築に取り組まれている企業も

あるようです。 
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④今後の人材育成、社外教育への期待 

a) 今後の人材育成についての考え方と取組み 

 設備管理・資格取得等の技術教育については e ラーニングの導

入等で統一化を図る 

 設備の自動化に伴い、特に緊急非常事態を含む非定常時の対応

が事故防止のポイントとなるため、経験豊富なベテラン社員に

よる OJT や日常教育、事故事例の水平展開が重要と考える。 

b) 社外教育への要望（講座の新設等含む） 

 他社を含む集合教育による他社との交流 

 AI や IOT、VR の特徴を活かした体験型研修 

 若手～中堅層を対象にしたコミュニケーション能力向上講座 

 職場の若返り加速に対応した若年層をターゲットとした講座 

 グループワークをメインとした講座 

 事故はなぜ起きるのか、不具合がどのような事故に発展するの

か気づけるような危険感性の向上が見込める内容の講座 

 安全体感講座等の川崎地区での開催 

 現場シフトもタイトで保安要員の不足を招かないため、講座実

施日程は１～２日を望む。 

c) その他 

 各講座の受講者層の明確化 

 講座受講数年後の同窓会的な講座でさらに意見交換 

 他社の良好事例の共有化 

 

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、各社において、日々現場の安全操業を目指すため、

人材育成は最重要取組み事項として教育体制の強化に取り組んでおられ

るという状況がよくわかりました。 

そのためには、効率的な技術伝承や技術力向上をすすめていくために、

新しいツールとして IOT、AI の導入や活用に着手されている状況である

こと、また、一方で、現場のオペレーター層から管理者層・トップ層ま

での人間力・現場力を向上するためには、各社の社内教育だけでは補え

ない部分があり、その部分について、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）についてもできる範
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囲で共有し、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

受け止めております。 

当方といたしましては、企業要望に応えるべく、この２～３年、講座内

容の更新や、新講座開発検討に少しずつ取り組んでいます。スケジュー

ル的にもかなり逼迫してきておりますので、この先の新規講座追加につ

いては難しい部分もございますが、現行講座を更新し、企業要望に応じ

た内容に置き換えていく作業に力を入れていきたいと考えています。 

今後の講座継続にかかる課題のひとつとして、講師の高齢化による現場

知識の陳腐化など、後任講師不在の問題を抱えていますが、企業内でも

講師になるべく人材が足らない現状もあり、現在、各社の中で講師とな

りうる人材の確保・育成を徐々に進められている状況も把握できました

ので、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取り組んでいく必要があると考えています。 

この講座を継続するにあたって、大変重要な意味を持つ意見交換会が、

今回中止となってしまったこともあり、次年度に向けて、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くためにはどうす

ればよいかを検討しながら、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．新規講座の実施結果 ① 

○ 科目Ｓ４：「これからの安全と現場の管理職の役割」 

１．開催概要 

○ 開催日時：平成３１年２月５日（火）９：１０～１７：００ 

○ 受講対象者：受講者派遣企業の製造部門・安全環境部門等の部課長層や

管理的立場の方 

○ 受講者数：１３社（事業所）・１６名 

２．開催の主旨と目的 

１）最近の化学プラントの重大事故多発という危機的現象に歯止めをかける

ため、より早急な各階層に対する人材育成の充実化が最重要視されてい

ます。 

２）一連の重大事故の原因を追究していくと、開発・設計段階での考え方の

ずれや間違いが根本原因となっていますが、その責任は経営者であるト

ップ層にあるということ、さらにその経営者と運転者の中間にあって、

多くの業務が集まり決断が迫られる立場にあり、プラントの安全の要と

なる現場の管理職に対して、責任と権限、自ら判断するための変更管理

対象の判定基準の明確化など、今必要とされている化学プラントの安全

管理とリスクについて考えながら、現場の管理職の役割と責任につい

て、深く理解し行動できる管理職の育成が求められています。 

３）化学工場勤務時代の大事故経験をきっかけに、事故防止に繋がる安全工

学の研究をされている専門家で、安全の推進にはトップ層の安全に対す

る意識向上と現場の管理職が要となることが一番大切との考えをもと

に、トップ層向け講座も担当いただいている東京工業大学の中村昌允

（まさよし）先生に、開発協力いただき、昨年度、プレ講座を実施し講

座の有効性が認められたため、今年度新規開講しました。 

３．講座の内容 

１）事前配布の中村先生著の岐路にきた日本の安全管理と化学プラントの安

全目標について、目を通した上で、当日の「製造現場の抱える課題」の

講義により、安全管理の基本的な考え方と製造現場における変化を知る

ことで現場の管理職としての立場とその課題を明確化し、さらに、リス

クアセスメントと変更管理を機能させるため、重大事故、リスクアセス

メント、変更管理それぞれの重要性と課題・問題点を理解します。 



15 
 

２）その後、グループ討議、全体討議と、ディスカッションを織り交ぜなが

ら講座を進行される中で、現場の管理職の役割と責任について理解を深

めることのできる講座です。 

３．講座実施の結果 

講座対象者となる、現場の管理者層、安全環境部門の管理者等の受講者１６

名のほどよい受講者数、また、アンケート結果も大変好評で、次年度も同時

期となりますが、開催スケジュールに組み込んでいます。 

１）有意義度については、有意義：１００％、満足度：９３％、業務への有

効性：ほぼ１００％でした。 

２）中村先生でないとお願いできない講座であり、その知見の高さ、説得力

のある話術のうまさ、全体ディスカッションの卓越された進め方のすば

らしさが際立っていました。 

 

 

 

 

 

 

３）事前に企業が被らない様に組み分けられたグループで、「現場力を強化

するにはどうすれば良いか」という大テーマをもとに、現場の管理職と

して直面している大きな問題とされている「人材の育成の現状」、「現場

の裁量をどこまで認めるか」について意見を出し合って話し合うグルー

プ討議は、発表は意識しないスタイルですすめられて、深く真剣に意見

交換をされていました。 

４）全体討議は、中村先生のファシリテートにより、各班、また個人を指名

式で、各テーマについて、白板に受講者からの意見を整理し、現状の課

題の整理から各社における対策や、現場の管理職としての安全管理の考

え方や抱えているリスク、業務範囲等について、受講者で共有すること

ができました。 

５）これからの現場の管理職として、なぜ事故が起きたのか、どのように原

因の掘り下げるのか理解をしました。 
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６）人間と機械の役割分担というテーマの中で、他社の事例・課題を生かす

ためには明日は我が身の想いで企業の枠を超えて集い、自社の安全管理

の課題に結び付けることができる実力のある安全管理者を目指さなくて

はいけないこと、また、一方で自動化の在り方、AI による省力化・合

理化の技術向上状況を説明し管理職として関心を持たなくてはならない

というお話しも織り込みながら、安全管理を成功させるためには、各階

層の責任を明確化し、管理機構の責任の取り方、あらゆる階層の従業員

の責任所在を克明に示すことが必須要件であると力説されました。 

７）講座終了後は、講師を交え、受講者の皆様に企業・立場を越えてざっく

ばらんな意見交換し交流を深める為、懇親会も開催しました。 

８）管理する立場として、日本の将来の為に広い視野で、現状の危うい立ち

位置を目覚めさせるよう導かれ、多くの意見が引き出されました。 

９）最終討議においては、受講者全員に講座の振り返りも含め考えを発言し

てもらい、各社の安全管理に対する取組状況も確認できました。 

１０）参加者コメント 

① 他企業の方と討議する事によりヒントをもらった。管理者として責

任を再認識する事ができた。 

② グループ討議の「しかけ」は素晴らしい。講義を基礎として他社と

の意見交換ができたのは良かった。 

③ グループワークで発表を意識せずゆっくり討議ができた。 

④ 講義だけでなく講義を聴いた後で、自分の会社の状況や問題点を考

え、他社の方々と討議する事で、他社の安全に関する情報を知る事

ができた。 

⑤ 自分の業務を振り返りながら学べ、今迄の考えがクリアになった。 

⑥ 他社のルール等、知る事ができた。 

⑦ 討議課題について事前に貰えるとより深い討議になると思う。課題

に関する自社の取組など事前にアンケートを取ると良いと感じた。 
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６．新規講座の実施結果 ② 

○ 「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」 

１．開催概要 

○ コース１：予兆・緊急時対応編 

開催日時：平成３１年２月７日（木）９：１０～１７：３０ 

○ コース２：復旧時対応編 

開催日時：平成３１年２月８日（金）９：１０～１７：３０ 

○ 受講対象企業と対象者 

製造工場・プラントを有する企業（石油、化学、鉄鋼、自動車、精密機

械、食品、製薬、ビル管理 等） 

社会インフラ系企業（電力、ガス、水道、鉄道等） 

※具体的な受講対象者層 

製造現場の制御系部門のマネジメント層（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層等） 

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 

○ 受講者数：コース１：１０事業所・１５名 ※１名当日欠席 

コース２：８事業所・９名 ※内８名がコース１の受講者 

○ プログラム 
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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２８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し、プレ

講座を実施し、その結果を受けて内容をブラッシュアップして今回の本

開講となりました。 

２）製造現場・制御系部門における効果的な人材を早期育成するための

「safetyⅡ：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とした育成

プログラムです。 

３）非常事態発生時を想定し、組織としての緊急時危機対応（サイバーセキ

ュリティ対応含む）の体制構築を、演習を通じてシミュレーション体験

し、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。 

４）プラントや生産ラインに緊急非常事態が発生した場合、最初に異常現象

に直面するのは、制御部門を主っている製造部門の現場であり、例え

ば、サイバー攻撃の場合、制御装置のＤＣＳ上にのみ異常現象を起こ

し、緊急シャットダウンさせて企業に対して経済的損害や脅威を与える

というようなことも考えらます。 

５）現場の非常事態発生の原因として、機器の異常やヒューマンエラーによ

るトラブル発生等以外にも、サイバー攻撃の可能性も検討項目のひとつ

と捉えるということと、さらには、判断・指示ができる担当者（管理

者）の存在が必要となります。 

６）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。 
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３．演習の目的と内容 

１）この講座で実施する演習は、制御系セキュリティの為の事業継続計画

（ＢＣＰ）演習です。 

２）この演習は、制御系セキュリティの為の事業継続計画（ＢＣＰ）演習で

す。講義ののち、疑似想定企業の各部門の役職や担当としたロールプレ

イングで、用意されたシナリオに基づき、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。 

３）演習のイメージ 

 

 

 

 

 

 

４）役割分担 

予兆フェーズ：フィールドマン・ボードマン・運転課長・設備技術者・

設備課長・計装技術者・計装課長・安全管理室・ＩＴ技術者・ＩＴ課

長・工場長・製造部長（本社）・ＣＳＩＲＴ・経営層等々 

復旧フェーズ：フィールドマン・ボードマン・運転課長・設備課・ＩＴ

課・安全管理室・工場長・製造部長（本社）・ＣＳＩＲＴ・経営層 

３．結果と検討課題 

１）千葉県の協力により、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、今

回の本講座受講については、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）受講者からのアンケート結果については、概ね好評でしたが、特にコー

ス２については、受講希望者がなかなか集まらない現状もあり、次年度

も開講予定ではありますが、受講者募集に向けて、教材カリキュラムの

一部改編等検討しながら進める必要がある結果となりました。 
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① 講座・教材への評価（よかった） 

コース１（予兆・緊急時対応編）：９２％、コース２（復旧時対応編）：８９％ 

② 教材の活用度（よかった） 

コース１（予兆・緊急時対応編）：９３％、コース２（復旧時対応編）：８９％ 

③ コース１受講者（１５名）に対して・・コース２の受講予定の有無 

翌日受講：８名、次年度受講（したい）：５名、その他：１名 

④ コース２受講者（９名）に対して・・コース１・２の実施形態 

現状：６名、２日連続にしない：１名、１講座/日に圧縮：２名 

コース１：予兆・緊急時対応編     コース２：復旧時対応編 
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３）全体的な評価としては、有効な内容であるということは伝わっている

が、受講者を派遣する企業側に、このような緊急事態の対応体制構築の

考え方を学ぶ講座として、有償での開講を継続的に目指していくには、

今後も講座内容や受講対象者など検討が必要となる結果となりました。 

４）特に、コース２（復旧時対応編）については、実施の方法も含め、今後

に向けて検討が必要となります。もう少し現場目線に下げての検討を考

えていくか、もしくは、コース１（予兆・緊急時対応編）と併せて、1

つの講座に圧縮するカリキュラムに組み換えるなど、先生方にも相談し

ながら、具体的に教材の改編検討に取り組む必要性が感じられます。 

５）参加者コメント 

○ コース１：予兆・緊急時対応編 

① 制御系はクローズドシステムとしているので、危機感がなかったた

め今後の緊急時対応体制構築の参考となる。 

② 誰に情報を集めるかがキーとなる事が分かった。 

③ 有事の際の操業停止の判断を明確にしていきたい。 

④ 外部からのプラント制御系へのサイバーインシデントの知識・理解

がほぼ進んでいない。 

⑤ 社内で本講習のような講習を受講する人を増やす等して浸透させる

事から始める必要があると感じた。 

⑥ サイバー攻撃の具体的な手口がイメージできました。 

⑦ 実際にケーススタディすることでやるべき事がより明確になった。 

⑧ 自身の会社組織（系統）に固まった頭で対策を考えてしまっている

ことを認識した。 

⑨ あらゆる手法で情報が盗まれるリスクがある事が分かり危機感を覚

えた。 

○ コース２：復旧時対応編 

① 社内 BCP 対策を確認する事から始めることに気付いた。 

② 役割と情報伝達（集約）の関連を考慮した体制構築が必要 

③ セキュリティ対策の考え方が従業員に見えていないので分かり易く

する必要がある。 

④ 現状は現場レベルでサイバー攻撃に対する対応体制が無いので参考

になった。 
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⑤ 有事の際の組織間連携の共有化を社内でトレーニングしてみたい。 

⑥ 組織作り、経営側へのアプローチが明確になった。 

⑦ 自然災害とサイバーセキュリティ BCP を考える事が大変良かった 

⑧ 現状のサイバー攻撃対策やセキュリティの具体的な内容、実際に実

施している企業紹介も含め講義できたらと感じた。 

⑨ マネジメント層より下の層向けの内容の講座があると有り難い。 

⑩ 社内の BCP、BCM に活かしたい。 
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７．講座風景〔平成３０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 
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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 ・・ 市原商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ★グループ討議 

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！！ 

 

 


