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【目指すところ】
 新入社員からベテラン社員まで、ＬＰ

ガス保安に対する意識がバラバラでガス保安に対する意識が ラ ラで
あった為、基準の制定により標準化を
目指した目指した。

 販売所に課される「保安教育 販売所に課される「保安教育」
については、保安教育計画を基準とし
スケジュール化し基本に忠実に行うこと
を常に心がけている。を常に心がけて る。

 平成25年4月25日 3



【方法】【方法】
 教育資料は月央に技術保安部から発信。

各事業所は業務主任者を中心に 資料に各事業所は業務主任者を中心に、資料に
基づき保安教育を行う。

 資料内容は、直近の課題もあるが基本
事項(点検・調査/緊急時対応等)について事項(点検 調 /緊急時対 等)
繰り返し行うものが主である。

 保安教育の実施日も 定例化させた 保安教育の実施日も、定例化させた。
（原則毎月第四水曜日に実施）
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「保安教育実施記録」も統一の「保安教育実施記録」も統 の
フォーマットを使用し出席者押印を行う。
事務担当の女性や個人委託者を含め事務担当の女性や個人委託者を含め
全員参加とする。

 実施後の記録は、全事業所共通の管理実施後 記録 、 事業所共通 管
ファイルに、資料・参加者名簿・
実施写真を綴じ込む実施写真を綴じ込む。
背表紙も適用法規や綴じる内容により
色分けされた統 の様式とする色分けされた統一の様式とする。
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 月例の保安教育に加え 全社的に 月例の保安教育に加え、全社的に
点検・調査に関する教育・訓練を実施
している。

 点検・調査方法や帳票記入要領を
マニュアル化し 点検・調査に従事するマニュアル化し、点検・調査に従事する
全社員と点検・調査委託会社社員を対象
とし 自社による講習会を定期的に実施とし、自社による講習会を定期的に実施
している。
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 点検・調査票記入要領説明会スケジュール例 点検 調査票記入要領説明会スケジュ ル例
【9：00～16：00で10名/1回程度まで】

 ＬＰガス設備点検・調査票記入要領 ＬＰガス設備点検・調査票記入要領
（漏えい試験/調整器性能試験実演含む）

 集団供給設備2戸 69戸点検票記入要領 集団供給設備2戸～69戸点検票記入要領
 バルク貯槽点検票記入要領
 グループごとに点検・調査実施と

調査票記入調査票記入
 グループリーダーによる採点結果や

間違えやすい所の発表間違えやすい所の発表
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 マニュアルは漏えい試験や調整器性能試験
手順について出来るかぎり図による解説と
実演をとりまぜた説明を行っている実演をとりまぜた説明を行っている。

 平成25年4月25日 10



 マニュアル抜粋(点検・調査時ポイント等)粋( 検 )
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 点検 調査票に関するマニ アルに対し 点検・調査票に関するマニュアルに対し
各人の習熟度をはかる為、おのおのが
実演する形式で研修会も行っている。

 実技を50分行い、同一日に筆記試験
（選択式+記述式60分）を行う（選択式+記述式60分）を行う。
筆記試験は高圧ガス販売主任者試験に
準じ出題される準じ出題される。
平成24年度は56名を対象に7人/1日で実施
した。

 平成25年4月25日 12



 マニ アル習熟度実技研修の合格率 マニュアル習熟度実技研修の合格率
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 技術保安部がお客様の役と採点を 技術保安部がお客様の役と採点を
行い、結果については役員・所属長と
研修受講者全員へフィードバックされる。

 実技・筆記試験別々に、合格ラインに
満たなかった者は 再講習会に召集し満たなかった者は、再講習会に召集し、
点検・調査マニュアルの再確認と
筆記試験の解説を中心とした講習を筆記試験の解説を中心とした講習を
受けることとなる。
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【点検・調査マニュアル習得モデル】【点検 調査マニュアル習得モデル】

マニュアル教育マニュアル教育

マニュアル実施・訓練

訓練結果フィードバック

再教育

 

再教育
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 発想の転換 発想の転換

保安業務は いつも保安業務は、いつも
「うまくいって」
いる・・・?
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 保安業務で現場の対応をしていると 保安業務で現場の対応をしていると
いつも「うまくいく」とは限らない。
マニュアルは、「うまくいく」ことを前
提に作られている。提に作られている。
マニュアルで教わっている点検・調査員
は マニュアル外の想定外に対しは、マニュアル外の想定外に対し、
頭をかかえてしまう場合がある。
実際に現場の保安業務時に見落としが実際に現場の保安業務時に見落としが
あった体験をもとに、マニュアルの発想
を転換させた。
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 保安教育は・・・? 保安教育は ?
 弊社のこれまでのマニュアルや

実技研修会は 設備に不適合がないこ実技研修会は、設備に不適合がないこ
とが前提のものであった。

 平成23年度は点検・調査時に不適合
あった場合、どのように対応すべきかあった場合、どのように対応す きか
を焦点とした保安訓練に変更した。
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その為に！
ガ を漏え さ た 修も出来る うガスを漏えいさせた研修も出来るように

「保安研修室」を本部に建設した。

3 月間にわたり 委託先を含め点検3ヵ月間にわたり、委託先を含め点検・
調査に携わる全員が9人/1日を最大とし
「保安研修室」で研修を受けた。

 平成25年4月25日 19



 研修会出席者の具体的行動(時間40分) 研修会出席者の具体的行動(時間40分)
1.保安研修室のモデルを使い、電気式ダ

イヤフラム式自記圧力計でガス漏れ試イヤフラム式自記圧力計でガス漏れ試
験を行う。

2.ガスの漏えいがあることを確認する。
3.発泡液、ガス検知器で漏えい箇所を3.発泡液、ガス検知器で漏えい箇所を

発見しようと努める。
4 その場で修繕出来ない!業務主任者へ4.その場で修繕出来ない!業務主任者へ

報告する。
5 点検 調査結果「否 お客さま5.点検・調査結果「否」。お客さまへ、

修繕が終了するまで安全の為ガスの一
時使用休止を口頭・書面で伝える。
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 研修会出席者の具体的行動

この研修会における点検・調査結果通知例
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 実施の様子 漏えい試験
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 実施の様子 漏えい箇所発見に努める

 平成25年4月25日 23



 実施の様子 業務主任者へ電話報告

 ガス漏れを報告し 指示を仰ぐ ガス漏れを報告し、指示を仰ぐ。
 業務主任者は、ガスの一時使用休止

通知を指示 配管修繕 手配を指示通知を指示。配管修繕の手配を指示。
修繕を行わなかった場合に起こりう
るガス事故内容の通知等を指示する。
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 実施の様子 不適合の通知
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 研修会出席者の不安
お客様に「ガ

お客様がガス
を使用したい

お客様に「ガ
スの一時使用
停止」を伝えを使用したい

とおっしゃっ

停止」を伝え
たらどうなる
か・・

ている。
か・・

アル
ガス漏れ箇

マニュアル
に沿って練習
してきたの

所が不明だ
が 仮設でガしてきたの

に、試験圧力
が下がる

が、仮設でガ
スを供給すべ
きか？

 

が下がる・・ きか？
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 ポイント
マンネリの防止マンネリの防止
いつも漏えいが無いとは限らない。

間違 た自己判断の防止間違った自己判断の防止

技術基準に不適合で結果良と判定しない。技術基準に不適合で結果良と判定しない。
通知内容の均一化

法令に基づく通知を確実に行い お客様法令に基づく通知を確実に行い、お客様へ
安全・安心を。

報告・連絡・相談
速やかに相談し、不適合が放置されぬ速やかに相談し、不適合が放置されぬ
ように。
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 より具体的なポイント

思い込み保安業務用機器操作に関する思い込み

漏えい試験圧力に降
下があるなあ。自分
の操作方法が誤っての操作方法が誤って
いるせいかもしれな
いい。

思い込み
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 より具体的なポイント

思い込みの排除思 込み 排除

ガス漏えいがあった場合にマノメータガス漏えいがあった場合にマノメ タ、
機械式自記圧力計、電気式ダイアフラム
式自記圧力計がどのような動き 表示を式自記圧力計がどのような動き、表示を
するのかを実技により身をもって経験し
ておく。
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 より具体的なポイント

保安業務における勝手な思い込み保安業務 おける勝手な思 込み

新規物件の設備だ新規物件の設備だ
から、ガス漏れな
どの不適合は当然
に無いものだ。無 も 。

思い込み
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 より具体的なポイント

思い込みの排除思 込み 排除

新しい設備だからと言って 点検・調査新しい設備だからと言って、点検 調査
上の義務を免れるわけではない。
漏えい試験や設備調査に自信をも て漏えい試験や設備調査に自信をもって
いること、身勝手な意識を払しょくして
いくことが大切。
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 期待する効果・・現場

 不適合の修繕に努力する、放置しない。

 不適合を修繕出来ない場合は、 不適合を修繕出来ない場合は、
放置せぬよう管理者や業務主任者へ
報告し 指示を仰ぐ報告し、指示を仰ぐ。

 判断に困 たら確認する 相談する 判断に困ったら確認する、相談する。
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 期待する効果・・業務主任者

 保安業務の結果をチェックする。
(委託先を含む）

 不適合に対し、現場の報告に応じ一体
となって考え 適切な措置 お客様へとなって考え、適切な措置、お客様へ
の通知を基本に忠実に行う。
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 主催者の感想

保安業務用

「ガスが漏れて
いますか？」と保安業務用

機器の操作に
慣れている

いますか？」と
主催者に聞いて
くる慣れている。 くる。

不適合に対 ガス漏れ の対不適合に対
し誠実に適切
に改善に向

ガス漏れへの対
処方法について
お客様 通知しに改善に向

かっている。
お客様へ通知し
忘れる。
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 主催者の感想（研修受講者について）

① 業務主任者クラスの受講者はイレ① 業務主任者クラスの受講者はイレ
ギュラーをいくつか経験しており、
状況に応じた適切な対応がとれてい状況に応じた適切な対応がとれてい
る。

② 保安業務に必要な資格を取得し間もな② 保安業務に必要な資格を取得し間もな
い受講者は、ガス漏れに対峙し冷や汗
をかきながら、業務主任者に相談しつ
つお客様へ適切な対応を行う。お客様 適切な対応を行う。
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 受講者に与えた効果
 報告し 情報を共有化する 報告し、情報を共有化する。

(忘却、放置しない)

 不適合内容をお客様へ伝え、同時に不適合内容をお客様 伝え、同時
どの様にすれば良いかを導き出し、
伝える練習となった 表現の差はあ伝える練習となった。表現の差はあ
れ基本に忠実に。

 点検・調査時の不適合に対する心構
えができた。
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【課 題】
 本部主導の保安教育(資料提供)だけで

は、実践形式、訓練の機会に乏しい。は、実践形式、訓練の機会に乏しい。

 ビジュアルで理解出来る資料の共有化と ビジュアルで理解出来る資料の共有化と
訓練、実践型の保安教育の実施。
五感を使 保安業務(現場行動) 抵五感を使い、保安業務(現場行動)への抵
抗感を無くしていく。

「わかりやすさ・実感」の追及「わかりやすさ・実感」の追及わかりやすさ 実感」の追及わかりやすさ 実感」の追及
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【構 想】【構 想】
 不適合があることを前提とした保安教育

の発展型を追及する。

発展を検討する項目

14条書面の交付時説明。
周知 手交付時説明周知の手交付時説明。
お客様への保安状況改善提案。(CO等)
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【構 想】【構 想】
 不適合があることを前提とした保安教育

の発展型を追及する。

発展を検討する項目

業務用厨房の点検・調査。
ガ 機器が多く 時間 制約が多⇒ガス機器が多く、時間の制約が多い。
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【まとめ】【まとめ】
① 基本の定例保安教育の繰り返し継続。
② マニュアルの定着の為 教育 ⇒② マニュアルの定着の為、教育 ⇒

実技・訓練 ⇒ 結果フィードバック
再教育⇒ 再教育。

③ 点検・調査は結果イレギュラーも体感。
④ 業務主任者が一体となって。
これらを軸に、現場における迷いを排除しこれらを軸に、現場における迷いを排除し
お客様の安全・安心を提供出来るよう、
保安教育の充実を今後も実践して行く保安教育の充実を今後も実践して行く。
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました。
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