
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京京京葉葉葉臨臨臨海海海コココンンンビビビナナナーーートトト人人人材材材育育育成成成講講講座座座   

後後後援援援：：：千千千葉葉葉県県県・・・市市市原原原市市市・・・石石石油油油化化化学学学工工工業業業協協協会会会・・・一一一般般般社社社団団団法法法人人人日日日本本本化化化学学学工工工業業業協協協会会会・・・石石石油油油連連連盟盟盟    

石石油油精精製製・・石石油油化化学学をを中中心心ととししたた  

製製造造業業ププラランントト運運転転オオペペレレーータターー層層向向けけのの特特別別講講座座  

公公公益益益財財財団団団法法法人人人   千千千葉葉葉県県県産産産業業業振振振興興興セセセンンンタタターーー   

公公益益財財団団法法人人  千千葉葉県県産産業業振振興興セセンンタターー  

〒〒226611--77112233  千千葉葉市市美美浜浜区区中中瀬瀬 22‐‐66‐‐11  WWBBGG ママリリブブイイーースストト 2233 階階    

TTEELL：：004433--229999--11007788    FFAAXX：：004433--229999--33441111  

EE--mmaaiill：：cc--jjiinnzzaaii@@ccccjjcc--nneett..oorr..jjpp  

ホホーームムペペーージジ：：hhttttpp::////wwwwww..ccccjjcc--nneett..oorr..jjpp//~~ccccjjii--ppjj//  

～～～２２２０００２２２２２２年年年度度度～～～   

新新新型型型コココロロロナナナウウウイイイルルルススス感感感染染染症症症拡拡拡大大大ににに対対対応応応すすするるるたたためめめ、、、講講講座座座開開開催催催形形形式式式ののの ooonnn－－－llliiinnneee 化化化

ややや募募募集集集定定定員員員ののの縮縮縮小小小なななどどど、、、変変変更更更調調調整整整をををしししててて、、、ででできききるるる限限限りりり予予予定定定通通通りりりののの講講講座座座開開開催催催ををを

目目目指指指しししててておおおりりりままますすす。。。しししかかかしししななながががららら、、、状状状況況況ににによよよっっっててて、、、開開開催催催予予予定定定ののの大大大幅幅幅ななな変変変更更更、、、

開開開催催催ののの中中中止止止・・・延延延期期期なななどどど発発発生生生すすするるる可可可能能能性性性もももごごござざざいいいままますすすのののでででごごご了了了承承承願願願いいいままますすす。。。   

    ＡＡＡ２２２ははは２２２回回回(((１１１２２２名名名定定定員員員///講講講座座座)))、、、講講講義義義(((１１１日日日目目目)))ををを OOOnnn---llliiinnneee ででで、、、演演演習習習(((２２２日日日目目目)))ををを対対対

面面面型型型 RRReeeaaalll 形形形式式式にににててて実実実施施施開開開催催催予予予定定定ででですすす。。。   

    ＡＡＡ３３３＋＋＋(((プププラララススス)))ははは、、、計計計装装装・・・回回回転転転機機機器器器のののトトトラララブブブルルルににに特特特化化化しししたたた１１１日日日コココーーースススででですすすががが、、、

開開開催催催回回回数数数ををを４４４回回回（（（１１１０００～～～１１１２２２名名名定定定員員員///講講講座座座）））ににに増増増やややしししままましししたたた。。。OOOnnn－－－ lll iiinnneee 対対対応応応ももも進進進

めめめててていいいままますすす。。。   

    ＡＡＡ５５５ははは、、、対対対象象象とととなななるるる多多多忙忙忙なななシシシフフフトトトリリリーーーダダダーーークククラララスススののの方方方々々々ののの受受受講講講機機機会会会ののの選選選択択択肢肢肢ををを

増増増やややすすす為為為、、、２２２日日日コココーーースススををを４４４回回回（（（１１１２２２名名名定定定員員員///講講講座座座）））開開開催催催予予予定定定ででですすすががが、、、昨昨昨年年年度度度かかかららら

OOOnnn---llliiinnneee 開開開催催催ももも対対対応応応可可可能能能とととなななりりりままましししたたた。。。   

    ＳＳＳ１１１(((２２２回回回開開開催催催)))、、、ＳＳＳ２２２(((１１１回回回開開開催催催)))ははは、、、すすすべべべててて OOOnnn---llliiinnneee 開開開催催催ををを予予予定定定しししててていいいままますすす。。。   

    ＳＳＳ４４４ははは１１１科科科目目目ををを３３３日日日ででで完完完結結結（（（全全全５５５コココマママ）））、、、１１１日日日ずずずつつつののの受受受講講講申申申込込込ももも可可可能能能、、、今今今年年年度度度、、、

パパパーーートトトⅢⅢⅢ：：：安安安全全全文文文化化化ををを追追追加加加(((１１１回回回開開開催催催)))ををを追追追加加加、、、パパパーーートトトⅠⅠⅠ・・・ⅡⅡⅡははは２２２回回回開開開催催催予予予定定定、、、

１１１日日日ずずずつつつ（（（パパパーーートトト毎毎毎）））ののの個個個別別別受受受講講講ももも可可可能能能ででですすす。。。ＳＳＳスススペペペシシシャャャルルルははは１１１回回回開開開催催催、、、どどどちちち

らららももも ooonnn---llliiinnneee 開開開催催催ののの予予予定定定ででですすす。。。   

ここのの講講座座のの  
詳詳ししいいカカリリキキュュララムムやや  

実実際際のの講講座座風風景景  
受受講講生生のの感感想想等等はは  
ホホーームムペペーージジをを  
ごご覧覧下下ささいい！！！！  

  

確定版 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上図の製造部門等のミドルマネジメント層とオペレーター層を製造中核人材

と位置づけ、この二層の人材の早期育成・能力強化のための講座です。 

 プラント運転に携わるシフトクルー、それを支える製造スタッフ、そして両

者を束ねるミドルマネジメントの人々が心得ておかなければならないエッセ

ンスを身につけていただくための講座です。 

 ＡコースとＳコース（トップ層・マネジメント層向け）を開講します。 

 Ａコースは、製造部門のオペレーター層が受講者の中心ですが、設備管理部

門や生産技術部門の皆さんの受講も歓迎します。 

 Ｓコースは、リーダークラスから各部門のミドルマネジメント層、トップマ

ネジメント層まで、幅広い立場の方々に受講いただけるコースです。 

 なぜそうなるのか？という疑問から出発する講義『know why の追究』 

 受講生と講師、受講生同士のコミュニケーションを多くして『気づかせ』

教育を実践 

 ベテランの大学教授や実務経験豊かな企業ＯＢ・現役技術者の精鋭講師陣 

 大学と企業の連携により練り上げた教材 
 大学教授が、この講義のために、磨き上げた斬新な理論をもって登場！！ 

 同じコンビナート企業の方々に情報交換・交流の場を提供 

誰のための講座か 

講座の特色は 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ａコース：中核オペレーター早期育成コース＋Ｓコース：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 
 

Ｎｏ タイトル 場所 定員 受講料 ※税込（10％）表示

①入門コース（１日）
　・入社３年までの
　　若手オペレーター

出光技術研修センター
(Real開催)

12
名

全8コマ13体験
30,250円税込

出光技術研修センター
(Real＋on-line開催)

12
名

全8コマ
45,100円税込

出光技術研修センター
(Real開催)

12
名

全４コマ
30,250円税込

千葉大学
(Real開催)

12
名

全12コマ
67,650円税込

出光技術研修センター
(Real開催)

12
名

全4コマ
22,550円税込

出光技術研修センター
(Real開催 or
on-line開催)

12
名

全9コマ
45,100円税込

on-line開催
30
名

全６コマ
45,100円税込

on-line開催
30
名

全7コマ
45,100円税込

on-line開催
15
名

全６コマ
67,650円税込

※1日受講の場合

22,550円税込

on-line開催
15
名

全2～3コマ
22,550円税込

科目名
概要 対象者

講座日程

A
1

安全感性
向上講座

（１日コース）

企業OB講師

｢プラントにおける危険｣の疑似体験、目視体験により、危険予
知能力や危険に対する感受性を磨き、安全感性を向上する。ま
た、グループ討議で、チームミーティングやグループ活動等の
コツを学ぶ。

体験・体感を中心に、危険に対する感性向上をピンポイントに
目指した現場体験型講座

　①2022年7月5日(火)※予定
　②2022年7月7日(木)※予定
　③2022年8月31日(水)※予定
　④2022年10月28日(金)※予定
　⑤2022年11月9日(水)※予定
　⑥2022年11月25日(金)※予定
　⑦2022年11月28日(月)※予定
　⑧2022年12月9日(金)※予定
　⑨2023年1月18日(水)※予定
　⑩2023年1月20日(金)※予定

②一般コース（１日）
　・安全体験未経験者
　・過去に当安全体験講座

　　の受講経験のない方
〔※現在、オペレーターではない、

　スタッフの方も受講可能です。〕

　①2022年11月2日(水)※予定

Ａ
３
＋

プラントの保安と故障の

早期発見

計装機器・回転機器
のトラブル対応

企業講師・OB講師

プラントの故障、劣化の要因について講義、及び、受講生同士
の討論を通じて学び、異常の早期発見が出来る設備に強いオペ
レーターを育成する。この講座では、計装機器・回転機器に
テーマを絞りそのトラブル対応について学習する。

・入社４年以上の
　中級オペレーター
・設備部門の
　初級～中級担当者

　①2022年7月14日(木)※予定
　②2022年9月30日(金)※予定
　③2022年10月25日(火)※予定
　④2023年1月31日(火)※予定

Ａ
２

製造現場
トレーナー

の育成

千葉工大

下田教授・田隈准教授

自律的な思考・行動能力を育成するため、ゲーミングシミュ
レーションによる実習も取り入れた、画期的な現場教育理論を
体得する。※講義はon-line開催の可能性あり

・入社４年以上の
　中級オペレーター
・製造現場のトレーナー

　①2022年8月23日(火)～24日(水)※予定
　②2022年8月25日(木)～26日(金)※予定

Ａ
４

チーム
リーダーの

育成

千葉大谷山講師

千葉大土田教授

敬愛大市川教授

チームで課題発掘、解決することにより、能動的自己学習、応
用力、創造性等を培うための能力を身につける。

・入社１１年以上の
　上級オペレーター
・シフトリーダークラス

　①2022年9月14日(水)～16日(金)※予定
　②2022年9月21日(水)～23日(金)※予定
　③2023年2月8日(水)～10日(金)※予定
　④2023年2月13日(月)～15日(水)※予定

※この講座のみ、「各回、１企業１・２名程度まで」の募集

（先着順）とさせていただきます。（人数調整あり）

Ａ
５

製造現場の
安全と責任

企業OB講師

企業の社会的責任の認識を深め、非常時や大規模災害時に適切
な行動がとれる様な知識の習得をし、討論を交えて、高度な安
全体制を築くことが出来るリーダーを養成する。工場長等の安
全講話で締めくくる。
※on-line開催の場合もあり

・シフトリーダークラス
・職場の安全担当

　①2022年9月8日(木)～9日(金)※予定
　②2022年10月4日(火)～5日(水)※予定
　③2022年12月20日(火)～21日(水)※予定
　④2023年1月25日(水)～26日(木)※予定

Ａ
４
＋

円滑な
チーム運営力

育成講座

千葉大土田教授

千葉大谷山講師

人間関係力とコミュニケーション能力を向上することで、自分
らしいリーダーシップを身に付けて、円滑なチーム運営に長け
たリーダーを育成する。

・入社１１年以上の
　上級オペレーター
・シフトリーダークラス

　①2022年7月27日(水)※予定
　②2022年9月28日(水)※予定
　③2022年11月16日(水)※予定

Ｓ
２

化学プラント事故
防止

実践講座②
爆発火災

事故事例に学ぶ

安全マネージメント

元三井化学：半田講師

過去約５０年間の事故から、事故防止の観点で教訓とすべき事例を
抽出し、「設計段階」「安全性評価」「運転管理」「変更管理」
「設備・工事管理」「教育訓練」等の切り口で、安全マネージメン
トの重要項目を学び取り、事故を未然に防止する能力をより高めて
もらう。
事故や災害を未然に防ぎたい、リスクマネージメントで抑えるべき
ポイントや事故の危険源を体系的に学びたい・学ばせたい人が対
象。

・運転部門の中核運転員、作業責任

者、管理的立場の管理職、運転支援

スタッフ

・安全管理部門の安全管理者、

安全スタッフ

・設備管理部門でプラント設計・保

全担当の管理職、技術者

・研究開発部門で化学プロセス担当

の管理職、研究開発者

　①2022年8月1日(月)～2日(火)※予定

Ｓ
1

化学プラント事故
防止

実践講座①
化学プラントで

なぜ事故は

起こるのか

元三井化学：半田講師

事故防止の基本は「なぜ事故は起こるのか」を知ることである。化
学プラントで、実際に起こった過去約５０年間の事故事例、約5，
0００件から抽出した「なぜ事故は起こるのか」を体系的に学び、
事故防止の実践的な知識を身につける。
なぜ事故が起きるのかを実際に起こった事故事例を使って整理した
形で体系的に学びたい・学ばせたい人が対象。

・運転部門の中核運転員、

・作業責任者、管理的立場の方、運

転支援スタッフ

・安全管理部門の安全管理者、

安全スタッフ

・設備管理部門でプラント設計・保

全担当の管理、技術者

・研究開発部門で化学プロセス担当

の管理職、研究開発者

　①2022年7月19日(火)～20日(水)※予定
　②2022年12月1日(木)～2日(金)※予定

Ｓ
ス
ペ
シ
ャ

ル

講
座

これからの
安全と

トップ層の
役割

東京工大中村特任教授

製造現場の保安の確保・向上のためには、各企業経営陣の中でも現
場に最も近い経営者である、各事業所長の保安に強く責任を持った
関わりを深めることが必要で、同じく産業保安の向上に日々努力さ
れている、京葉臨海コンビナートの石油精製・化学系企業の現場に
最も近い経営トップが集まり、企業・業種の壁を越えて意見交換す
ることで、相互のレベルアップを図れる。

・石油精製・石油化学等化学プ
ラントの事業所長・製油所長、
または、副所長・副工場長等
・安全環境部長、製造部長等役
員クラス

　①2023年2月3日(金)※予定

Ｓ
4

これからの
安全と
現場の

管理職の
役割

東京工大中村特任教授

経営者と運転者との中間にあって、多くの業務が集まり決断を迫ら
れる立場にあり、安全の要となる現場の管理職には今必要とされて
いる化学プラントの安全管理とリスクや安全文化の構築について考
え、管理職の役割と責任について、理解を深める必要がある。企
業・業種の壁を越えて集まった現場や安全部門の管理者層が意見交
換することで、相互のレベルアップを目指す。
※１コースを２日半で完結するコースとして内容をボリュームアッ
プ、１日ずつでも受講いただけるように構成しています。
※今年度は、新たに安全文化の構築について考える半日コースを上
期に１回追加しました。

・製造現場や安全環境部門等の
部課長・ライン長クラス、技術
スタッフ、管理的立場の方

　①－Ⅰ 2022年6月14日(火)※予定
　①－Ⅱ 2022年6月21日(火)※予定
　　　Ⅲ 2022年6月28日(火)※予定
　②－Ⅰ 2023年2月7日(火)※予定
　②－Ⅱ 2023年2月28日(火)※予定



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 講 座 科 目 ・・Ａコース：６科目、Ｓコース：４科目 

２． 期 間・・２０２２年６月から２０２３年２月の間 

３． 受 講 料・・前頁の表をご参照ください。 

４． 申 込 受 付 ・・２０２２年４月２５日（月）より開始予定です。〔先着順〕 

５． 申 込 方 法 ・・①ＦＡＸ〔別紙申込書〕②ホームページ 

６． 申 込 締 切 日・・各科目開講日２ヶ月前〔定員になり次第締切〕 

７． 受講者が少数の場合、開催を中止することがあります。 

ＡＡ１１：：安安全全感感性性向向上上講講座座  
  ““水水蒸蒸気気爆爆発発っってて恐恐ろろししいいでですすねね・・・・・・  

実実際際にに体体感感ししててみみままししょょうう！！！！″″  

事事故故発発生生ににつついいててメメカカニニズズムムやや発発生生原原因因のの根根底底はは変変わわららなないい
等等初初めめてて気気づづけけたた事事ががととててもも多多くく参参考考ににななりりままししたた。。ココロロナナ
禍禍ででもも有有意意義義なな講講義義をを受受講講ででききたたとと思思っってていいまますす。。今今後後ももここ
ののよよううなな形形ででででききるる講講義義ははoonn--lliinnee講講義義でで良良いいとと思思いいまますす。。  

㈱㈱日日本本触触媒媒  大大重重  勇勇人人ささんん 

高高圧圧ガガススやや危危険険物物のの講講習習会会ででもも取取りり扱扱わわれれるる「「ヒヒュューーママンン
エエララーーのの防防止止」」のの内内容容ににつついいててははここのの講講習習でではは深深いいととこころろ
ままでで講講義義ががああっったたののででととててももたためめににななっったた。。すすぐぐにに実実践践でで
ききるるここととももああっったたののでで会会社社にに戻戻っったたらら広広げげてていいききたたいい。。      
信信越越化化学学工工業業㈱㈱  伊伊藤藤信信敏敏ささんん  

ここのの講講座座をを通通じじてて自自分分ににははままだだままだだ多多くくのの足足りりなないい部部分分
ががああるるののだだとと感感じじたた。。私私のの職職場場ににもも思思いい当当たたるる課課題題をを見見つつ
けけるるここととがが出出来来たたののでで、、自自身身のの研研鑽鑽とと併併せせてて職職場場全全体体のの活活
性性化化にに繋繋げげてていいくく。。当当人人材材育育成成講講座座をを初初めめてて受受講講ししたたがが新新
たたなな知知識識ととししててたたくくささんんのの事事をを学学べべたた。。ままたた別別のの講講座座もも受受
けけててみみたたいい。。      日日本本製製鉄鉄㈱㈱  小小松松直直史史ささんん  

講座受講生の声と 
企業教育担当者のコメント〔２０２０・２１年度アンケートより〕 

受講生募集要項〔２０２２年度〕  

安安全全維維持持のの難難ししささ、、事事故故をを起起ここししたた責責任任のの重重ささをを知知るる事事がが
出出来来たた。。少少人人数数でで理理解解もも深深ままりり、、時時間間もも２２日日間間ととちちょょううどど
よよかかっったた。。安安全全講講話話でではは、、安安全全にに対対すするる取取組組のの多多ささにに驚驚いい
たた。。固固有有のの事事象象にに対対ししてて対対策策委委員員会会をを設設けけるる等等、、当当社社もも見見
習習ううべべききとと感感じじたた。。富富士士石石油油㈱㈱  松松本本哲哲慎慎ささんん  

ププラランントトがが通通常常のの状状態態でで安安定定ししたた運運転転のの
場場合合、、ああままりり経経験験ししなないいここととをを体体験験でできき
たた。。他他社社のの方方々々ととののググルルーーププ討討論論をを通通じじ
てて事事故故事事例例かかららのの安安全全対対策策をを学学びびととててもも
良良いいいい経経験験ががででききたたとと思思うう。。    
ＪＪNNCC石石油油化化学学㈱㈱  柴柴田田  佳佳典典ささんん ググルルーーププ討討議議をを行行うう事事でで、、他他のの人人

のの考考ええをを知知るるここととががででききたた。。  
自自分分ととのの発発想想のの違違いいやや考考ええ方方のの
違違いいががあありり勉勉強強ににななっったた。。  
三三菱菱ガガスス化化学学㈱㈱  淺淺野野友友登登ささんん 

後後輩輩ととのの接接しし方方ををメメンンタタルルモモデデルルににつついいててももっっとと考考
慮慮ししてていいけけれればばススムムーーズズにに進進むむののででははなないいかかとと思思っっ
たた。。自自分分個個人人ででははななくくチチーームムととししてて考考ええてて仕仕事事をを進進めめ
たた方方がが効効果果的的とと感感じじたた。。  
東東邦邦化化学学工工業業㈱㈱  三三浦浦秀秀昭昭ささんん  

人人にによよっってて言言葉葉のの受受けけ取取りり方方がが違違ううとと再再認認識識ででききたた。。初初めめ
てて会会うう人人ととののエエククササササイイズズ形形式式ののココミミュュニニケケーーシショョンン良良がが
良良かかっったた。。ままたた。。ププレレゼゼンンでで議議論論がが発発展展すするるののはは発発表表者者のの
生生のの声声がが聴聴けけるるかかららだだととわわかかっったた。。問問題題解解決決学学習習はは面面白白かか
っったた。。    DDIICC㈱㈱  森森  祐祐太太ささんん  

メメンンババーーとと協協力力ししてて考考ええ、、行行動動目目標標をを立立てててて実実践践ででききるる
滅滅多多にになないい機機会会ととななっったた。。ＰＰＢＢＬＬのの基基礎礎をを学学びび、、リリーーダダ
ーー像像をを意意識識ででききたた。。フフィィッッシシュュボボーーンンをを作作成成すするるここととでで
他他社社ででのの問問題題点点をを認認識識ででききたた。。㈱㈱カカネネカカ  岩岩田田悠悠希希ささんん

  

ＡＡ４４：：チチーームムリリーーダダーーのの育育成成  
““ＰＰＢＢＬＬ((ププロロジジェェククトト・・ベベーースス学学習習))をを体体験験しし  
            チチーームム力力ををよよりり向向上上ででききるる  

チチーームムリリーーダダーーをを目目指指そそうう！！″″  

ＡＡ５５：：製製造造現現場場のの安安全全とと責責任任  
““職職場場のの安安全全とと企企業業のの社社会会的的責責任任ににつついいてて、、  
    講講義義ややググルルーーププ討討議議・・発発表表をを通通ししてて学学びび  

よよりり高高度度なな安安全全体体制制のの築築きき方方をを身身ににつつけけままししょょうう！！″″  

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  
  ““ゲゲーームムをを通通ししてて、、  

ココミミュュニニケケーーシショョンンのの大大切切ささをを学学びび  
        現現場場教教育育にに活活かかせせるる何何かかをを  

つつかかみみ取取ろろうう！！″″  

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  
““計計装装機機器器・・回回転転機機器器ののカカッットトモモデデルルををみみななががらら、、  

企企業業現現役役講講師師かかららののリリアアルルなな講講義義ででトトララブブルル事事例例をを学学習習しし  
ささららににはは、、他他社社のの方方ととののググルルーーププ討討議議でで、、意意見見やや情情報報をを出出しし合合いい  

  トトララブブルルのの早早期期発発見見とと対対応応ののヒヒンントトをを見見つつけけよようう！！″″  

ＳＳ１１・・ＳＳ２２((旧旧ＡＡ６６・・７７))※※oonn--lliinnee開開催催  
化化学学ププラランントト事事故故防防止止実実践践講講座座①①②②  
““莫莫大大なな過過去去のの事事故故事事例例かからら学学べべるるここととががたたくくささんん詰詰ままっってていいまますす！！″″  

故故障障のの早早期期発発見見ののたためめにに振振動動測測定定がが有有効効的的でで異異常常音音やや

温温度度よよりりもも早早くく異異常常にに気気付付けけるるここととががわわかかりり、、点点検検にに振振

動動測測定定をを取取入入れれ傾傾向向管管理理すするるここととにによよりり、、予予防防保保全全をを図図

るるここととががででききるるとと感感じじたた。。  

日日触触テテククノノフファァイインンケケミミカカルル㈱㈱  大大野野  晃晃ささんん 

期期待待ししたたググルルーーププ討討論論をを深深めめ交交流流をを深深めめるるこことと
ががででききたた。。ままたた、、今今後後自自分分がが業業務務中中にに気気をを付付けけるる
ここととやや学学ぶぶべべききここととがが明明確確ににななっったた。。  
ＪＪＮＮＣＣ石石油油化化学学㈱㈱  柴柴田田佳佳典典ささんん  
 

中中村村先先生生かからら、、沢沢山山ののデデーータタををももととにに、、世世のの中中のの現現状状をを分分かか
りり易易くくごご説説明明頂頂きき非非常常にに有有益益ででししたた。。ままたた、、参参加加者者ののごご意意見見
をを聞聞くく時時間間をを十十分分にに取取っってていいたただだけけたたとと思思いいまますす。。大大変変参参考考
ににななりりままししたた。。三三井井化化学学㈱㈱  森森本本  勉勉ささんん  
 

具具体体的的事事例例ななどどをを多多くく取取りり入入れれ、、事事実実にに即即ししたた中中村村先先生生のの
講講義義内内容容にに興興味味深深くく引引きき込込ままれれたた点点とと、、他他社社現現場場安安全全管管理理
者者のの考考ええ方方やや意意見見ななどど生生のの声声をを聴聴けけるる形形でで講講義義がが進進めめらられれ
たた点点ななどどににつついいてて、、今今後後のの自自ららにに生生かかせせるるととててもも有有意意義義なな
講講座座内内容容ででああるるとと感感じじたた。。ラライイオオンン㈱㈱  久久保保  知知己己ささんん  
 

ＳＳ４４※※oonn--lliinnee開開催催  
ここれれかかららのの安安全全とと現現場場のの管管理理職職のの役役割割①①②②  
““安安全全のの要要ととななるる現現場場のの管管理理職職にに今今必必要要ととさされれてていいるる安安全全管管理理ににつついいてて  
講講師師とと受受講講者者のの皆皆ささんんでで一一緒緒にに考考ええてていいたただだききまますす！！″″  

 


