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日電協28技基第142号 

平 成 2 8年 8月 5日 

「JEAC 4111-2013 原子力安全のためのマネジメントシステム規程」 

平成28年度コースⅡ講習会の開催について 

（東京会場 平成28年10月4日～5日） 

（一社）日本電気協会 

原子力規格委員会 

品 質 保 証 分 科 会 

日本電気協会 原子力規格委員会 品質保証分科会では,原子力施設の原子力安全に係る

活動における，事業者が自主的に活動するために必要な事項を規定した「JEAC 4111-2013 

原子力安全のためのマネジメントシステム規程」に関して，平成28年度コースⅡ講習会を，

以下のとおり開催いたします。本講習会は，JEAC 4111に従って構築されたマネジメント

システムに基づき業務を行う方，現場で運転管理，保守管理等の業務に従事される方を対

象として，豊富な経験を持つ講師陣により，JEAC 4111の理解を助け，より深める目的で

行います。 

添付する｢JEAC 4111-2013 原子力安全のためのマネジメントシステム規程」講習会開催

案内をご確認いただき，この機会にぜひ受講されますようご案内いたします。 

なお，昨年度は，東京会場のみで開催しましたが，今年度は東京会場及び大阪会場での

開催とします。また，講習内容は両会場で同一となります。 

以 上  
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「JEAC 4111-2013 原子力安全のためのマネジメントシステム規程」 

平成28年度コースⅡ講習会開催案内 

この講習会は，東京会場で開催します。 

日   程：初 日 平成28年10月4日（火）10:00～18:00 

二日目 平成28年10月5日（水） 9:00～16:30 

場    所：品川シーズンテラスカンファレンス カンファレンスＢ＋Ｃ 

（東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス タワー東３階） 

・JR 品川駅 港南口（東口）より徒歩 6分 

・京浜急行電鉄 品川駅 高輪口より徒歩 9分 

定    員：120名 

内    容：JEAC 4111に係る講習内容を，マネジメントシステムの段階と関連付けし，次

表に示すⅠ～Ⅳのコースに分類して，今回はコースⅡの内容で講習を実施いた

します。 

コース 講習内容 範 囲 

Ⅰ JEAC 4111 に基づく安全のためのマネジメントシステムの

運用に初めてかかわる方を対象として，JEAC 4111 策定の基

本となっている ISO9001 とは何かを理解する。 

注：一般 ISO9001 研修機関のカリキュラムによる。 

（研修機関開催コース 例：ISO9001 規格入門コース，

ISO9001 規格解説コース，ISO9001 要求事項解釈コースなど）

電気協会の

募集範囲外 

⇒ Ⅱ JEAC 4111 に従って構築された安全のためのマネジメント

システムに基づき業務を行う方，現場で運転管理，保守管理

等の業務に従事される方を対象として，解説する。 

本コースにおける要求事項の解説では，ISO9001 要求事項

の理解を前提として実施するため，コースⅠに示すような，

一般 ISO9001 研修機関の講習を修了している事が望ましい。

今回の募集

範囲 

Ⅲ JEAC 4111 に基づく安全のためのマネジメントシステム上

の問題点を的確にとらえ改善のための応用力を，演習を通し

て学ぶ。 

本コースはコースⅡの内容の理解を前提として実施する

ため，原則コースⅡを修了している事が必要である。 

今回の募集

範囲外 

Ⅳ JEAC 4111 に対する具体的な取組みなどの紹介を通して，

安全のためのマネジメントシステムの展開を効果的に行う

ための理解を深める。 

今回の募集

範囲外
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受 講 料：35,000円（税込み） 

配付資料：講習会用テキスト（資料には，JEAC 4111-2013及びJEAG 4121-2015は含みませ

ん。講習会はテキストに沿って進めますが，参考用に可能な方はJEAC 4111及

びJEAG 4121をご持参いただくようお願いします。） 

申込締切：平成28年9月28日（水） 

受講料振込期限：平成28年9月29日（木） 

申込方法：申込書（別添Excelファイル参照）に所定事項をご記入の上，電子メールに添

付して下記アドレス宛にお申し込みください。（申込者が２名以上の場合は，

必ず申込書のファイルを人数分コピーしてお使いください。）申込書の到着

後，受講料の請求書と受講票をお送りしますので，所定の口座へお振込みを

お願いします。 

申 込 先：jeac4111@denki.or.jp 

そ の 他：昼食はご用意しておりませんので，各自でお願いします。ごみは必ずお持ち帰

りください。 

事前質問：講習内容の参考にさせていただくため，規格解釈や関連する運用等に係るご質

問があれば，質問記入シート（別添Excelファイル参照）にご記入の上，お申し

込み時に下記質問アドレス宛にご提出ください。 

なお，講習後のご提出も可能です。主要なご質問については，後日原子力規格

委員会のホームページに回答を掲載し，JEAC 4111，JEAG 4121改定時の参考に

もさせていただく予定です。 

質 問 先：jeac4111-q@denki.or.jp （申込先アドレスとは異なります。） 

問合せ先：一般社団法人 日本電気協会 事業推進部 JEAC4111講習会 担当 

電話 03-3216-0556［9:00～17:00（土，日，祝日を除く）］ FAX 03-3216-3997 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館4階 

添付資料： 

・「JEAC 4111-2013 原子力安全のためのマネジメントシステム規程」講習会プログラム 

（平成28年度コースⅡ講習会 東京会場） 

（プログラム内容は予定であり，変更になる可能性があります。） 

別添資料： 

・申込書 

・質問記入シート 
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初日：10:00～18:00
10:00～ 開講挨拶 （一社）日本電気協会 

10:10～ 全 体 【70 分】

講師：秋吉 幹人 氏[品質保証検討会副主査／関

西電力(株) 原子力事業本部 品質保証グ

ループリーダー] 
11:20～ 休 憩

11:30～ 要求事項の概要       【75 分】

“4.原子力安全のためのマネジメントシ

ステム” 

“5.経営者の責任” 

“6.資源の運用管理” 

講師：米澤 寛 氏[九州電力(株) 発電本部 品質

保証グループ] 

12:45～ 昼休憩

13:40～ テーマ別講義（4.～6.）    【50 分】

“プロセス責任者によるマネジメントシ

ステムの“質”の向上” 

講師：島津 文雄 氏[北海道電力(株) 発電本部

原子力品質保証室 品質保証担当室長 テ

クニカル・マスター] 

14:30～ 休 憩

14:40～ 推奨事項の概要／テーマ別講義【45 分】

“9.安全文化及び安全のためのリーダー

シップ”（その１：リーダーシップ）

講師：筒井 宏和 氏[九州電力(株) 発電本部 品

質保証グループ] 
15:25～ 休 憩

15:35～ 推奨事項の概要／テーマ別講義【55 分】

“9.安全文化及び安全のためのリーダー

シップ”（その２：安全文化）

講師：鈴木 哲也 氏[品質保証検討会主査/中部電

力(株) 原子力部 品質保証グループ 特別

専門役]

16:30～ 休 憩

16:40～ 要求事項の概要／テーマ別講義【80 分】

“7.1 業務の計画” 

“7.2 業務・原子力施設に対する要求事項

に関するプロセス” 

“7.5 業務の実施” 

“7.6 監視機器及び測定機器の管理” 

“業務の計画と管理の重要性” 

講師：首藤 康夫 氏[電源開発(株) 原子力技術部

品質保証室 室長補佐]

（終了予定時間 18:00） 

二日目：9:00～16:30
9:00～ 事務連絡 （一社）日本電気協会 

9:10～ 要求事項の概要／テーマ別講義【110 分※】

“7.3 設計・開発”／“設計・開発の管理”

“7.4 調達”／“調達管理の重要性” 

講師：大谷 徹 氏[三菱電機(株) 電力･産業システ

ム事業本部 原子力技術統括室 原子力品質

保証部 専任] 

11:00～ 休 憩

11:10～ 要求事項の概要        【70 分】
“8.評価及び改善” 

講師：上田 芳孝 氏[三菱重工業(株) エネルギー・

環境ドメイン 原子力事業部 品質保証部 原

子力品質マネジメント課] 

12:20～ 昼休憩

13:20～ テーマ別講義         【75 分】
“内部監査，プロセスの監視及び測定，検査
及び試験，不適合管理／是正処置／予防処
置”

講師：水嶋 栄一 氏[東北電力(株) 原子力部(品質

保証担当)兼原子力品質保証室 課長] 

14:35～ 休 憩

14:45～ 総 括            【40 分】

講師：渡邉 邦道 氏[品質保証分科会副分科会長兼

幹事／一般社団法人 原子力安全推進協会

安全システム本部 システム基盤部 安全マ

ネジメントグループ 特任調査役] 

15:25～ 休 憩

15:35～ 自由討議           【55 分】

理解度確認クイズを含む 

講師：渡邉 邦道 氏，鈴木 哲也 氏，秋吉 幹人 氏

（終了予定時間 16:30） 

「JEAC 4111-2013 原子力安全のためのマネジメントシステム規程」講習会プログラム 

（平成 28 年度コースⅡ講習会 東京会場）
初日：平成 28年 10月 4日（火），二日目：平成 28 年 10 月 5 日（水）

於：品川シーズンテラスカンファレンス カンファレンスＢ＋Ｃ 

（一社）日本電気協会 原子力規格委員会 品質保証分科会

注：それぞれの講義時間の最後に 5～10 分程度の質

疑応答を含める予定です。 

講師を含めプログラムは予定であり変更になる

可能性があります。 

※：10 分程度の休憩を含む 


