
＝  確かな技術による  優れた製品づくり ＝ 

■「現代の名工」製缶工誕生、建設本部  平   茂氏　栄えある受賞に輝く
■　物づくりの達人「高度熟練技能者」に３名が認証（溶接・仕上げ）
■「ものづくりマイスター（鉄工・配管・仕上げ・電気溶接）」に５名が認定される
■　神奈川県技能者等表彰制度による県知事表彰（卓越・優秀・青年優秀技能者）に３氏が栄えある受賞
■　神奈川県東部職業能力開発推進協議会　優良従業員表彰
■　神奈川県職業能力開発協会　技能検定委員功労賞
■　- EDUCATION -  確立された教育プログラムで人材育成
■　技能士育成制度による技能・技術の次世代への継承
■　 一般社団法人日本ボイラ協会　本部及び神奈川支部　優良ボイラー溶接士等表彰受賞
■　全日本ボイラー溶接士コンクールで優秀な成績を積み重ねる
■　高度な溶接施工を確実にする法令に基づく各種溶接施工法の概要
■　各種圧力容器製作で ISO9001 認証取得維持する

三進工業に「現代の名工」が誕生
＝  製缶工で　平　茂さん（建設本部）が栄えある受賞  ＝

　厚生労働省では、このほど、平成 27 年度の卓越した技能者（通称「現代の名工」）の表彰対象者 150 名を決定し、11 月９日（月）
に東京都新宿区のリーガロイヤルホテル東京にて表彰式を行いました。
　昭和 42 年に創設したこの制度は、卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者を表彰するもので、技能の世界
で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目標を示し、技能者の地位と技能水準の向上を図ることを目的としています。

プラントづくりの精鋭集団プラントづくりの精鋭集団

-   目　次   -  
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平成 27年度   「現代の名工（卓越した技能者）」表彰に
　　　　　　　　　　　　　　建設本部  平　茂氏が表彰される

《　溶接ニュース　平成 28 年 1月 5 日掲載　》

厚生労働省

昭和 42 年に創設されたこの制度は、卓

越した技能を持ち、その道で第一人者と目

される技能者を表彰する制度で、技能の世

界で活躍する職人や技能の世界を志す若者

に目標を示し、技能者の地位と技能水準の

向上を図ることを目的としています。表彰

対象者は 400 名を越える全国の推薦者の中

から選ばれた 150 名で、最年長 88 歳から

最年少 45 歳までと幅広い年齢層にくわえ、

製造業に限らず衣服の職業や植木職、造園、

飲食物調理など 19 部門に分かれて表彰式

が行なわれました。

平氏は過去に高度熟練技能者、神奈川県

卓越技能者などの表彰を受け、鉄工製缶と

配管プラントの１級技能士資格をそれぞれ

取得、また平成 25 年には鉄工・仕上げ・

配管における「ものづくりマイスター」の認

定も受けており、これら数々の功績が認め

《　月刊「溶接技術」　平成 28 年 1月号掲載　》

られて神奈川県産業労働局からの推薦を受

けての受賞となり金一封、表彰状及び卓越

技能章（盾と徽章）などが授与されました。

今回の表彰は当社にとって大変名誉ある事

であり、それを物語るかのように専門日刊

誌やマスコミ各方面からの取材の依頼が続

いています。

■  現代の名工展にて（1/19 ～ 20　横浜そごう 9階）

《　日刊工業新聞　平成 27 年 12 月 7 日掲載　》
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物づくりの達人「高度熟練技能者」に 3 名が認証（電気溶接・仕上げ）
厚生労働省

若者たちのものづくり離れ・技能離れが著しい昨今、平成 25 年度より新た

に「ものづくりマイスター制度」が厚生労働省により創設され、各都道府県技能

振興コーナーを中心に、技能検定 111 職種の技能継承や後進育成に意欲的に活

動する意思と能力のある一定基準以上の優秀な技能者（高度熟練技能者、卓越

技能者、「現代の名工」、技能五輪成績優秀者、技能検定の特級・一級・単一級の

技能士等）を募り、ものづくりマイスターとして認定し、未来を担う若者達に技

能移転しようというものです。

「ものづくりマイスター制度」は、高度な技能を持った認定ものづくりマイス

ターが技能競技大会の競技課題等を活用し、企業や教育訓練施設、学校等で広

く若年技能者達へ実技指導を行ない、効果的な技能の継承や後継者育成の効率

的な運用を図るための仕組みです。

当社より「ものづくりマイスター」に 5名が認定されました。鉄工・配管職

種に製造部　水信道雄

氏、三谷正人氏。鉄工・

仕上げ・配管職種に建

設本部　平　茂氏。ま

た鉄工・電気溶接職種

に西原重秋氏、高嶋重

久氏の各氏です。益々

の活躍を期待して止み

ません。

「ものづくりマイスター（鉄工、配管、仕上げ、電気溶接職種」に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5名が認定される

厚生労働省

各種製缶工作製品を一品受注生産で製作す

る当社にとって、後継者への固有技術伝承は急

務の課題です。現在当社には３名の「高度熟練

技能者」が認定されており、若手後継者育成に

貢献しております。

また、１級技能士には、鉄工（製缶作業・構

造物鉄工・構造物現図）、配管（プラント配管）、

塗装（建築塗装、鋼橋塗装）に述べ 64 名が資格

を保有し活躍しております。

県立向の岡工業高校機械科の女子高生２名が神奈川県高

校生溶接コンクールに挑戦するので「かながわ若手技能者人

材育成支援等事業」制度を活用した溶接の基本技能指導をと

の要請が、ものづくりマイスターの西原重秋（建設本部）氏

にあり、学校に赴き２回６時間の指導をした結果、１人は

準優勝、もう１人も５位という好成績となり、準優勝した

田村さんは関東甲信越高校生溶接コンクールの神奈川県代

表に決まりました。

このほど大会要項も届き只今４月下旬の大会に向けて猛

特訓、先生から溶接の勘所や審査ポイント等大会を照準に

再度指導をとのオファーがあり２月 22・27 日の２日間ビー

ドの置き方、棒継ぎ、ウィビング、積層などしっかりと再

指導、結果はまずまずの上達でした。

この調子を維持し「集中力を持続してビード巾の均一性と

余盛がしっかりと成形」されれば入賞率 40％位だろうとの

評価・講評でした。結果が楽しみです。

　　電気「溶接」ものづくりマイスターの
　　　　　西原重秋（建設本部）さん
　　　　　　　女子高生ウェルダーを指導

活躍するものづくりマイスター
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全日本ボイラー溶接士コンクール（平成 19年度）で栄えある優勝平成27年度    神奈川県技能者等表彰制度に基づく知事表彰
　　（卓越技能者（小笠原 晃）、優秀技能者（生出  歩）、青年優秀技能者（根本正弥））　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に3氏が栄えある受賞に輝く

年　度 卓越技能者 優秀技能者 青年優秀技能者

平成 20 年度 　平　      茂＝製缶工 　西原  重秋＝電気溶接工 　　　　　      ー

平成 22 年度 　水信  道雄＝製缶工 　舘  澤    亘＝製缶工 　樽見  美幸＝電気溶接工

平成 23 年度 　　　　　  ー 　松嶋  勝春＝製缶工 　菊池  秀平＝製缶工

平成 24 年度 　　　　　  ー 　浅見  正弘＝製缶工 　吉野  和也＝製缶工

平成 25 年度 　三谷  正人＝製缶工
　阿部  次男＝製缶工

　小笠原  晃＝配管工
　久保田  登＝配管プレハブ ･溶接工

平成 26 年度 　西原  重秋＝電気溶接工 　平岡  彰洋＝製缶工 　高橋  尚吾＝製缶工

平成 27 年度 　小笠原  晃＝電気溶接工 　生  出    歩＝製缶工 　根本  正弥＝電気溶接工

■  神奈川県技能者表彰記録 

平成 27 年度神奈川県技能者等表彰式が行

われ、神奈川県内で活躍されている技能労働

者の表彰式が行われ、当社からは、溶接課長

小笠原 晃氏が電気溶接工卓越技能者に選ば

れ、製缶技能者として工務課の生出  歩氏が優

秀技能者に、溶接課根本正弥氏が青年優秀技

能者に表彰されました。平成 27 年度度表彰さ

れたのは卓越技能者 25 名、また優秀技能者

75 名、青年優秀技能者 59 名で、いずれも神

奈川県内の事業場の第一線現場で活躍されて

いる方々ばかりです。

小笠原氏は平成 25 年度に優秀技能者の表

彰を受け、若手後進への技術指導の成果とし

て溶接評価試験での高い合格率を維持してお

り、そして自らも溶接士として第一線で活躍

していることが今回の評価に繋がりました。

■  受賞者（左から根本氏、生出氏、小笠原氏）■  小笠原 晃氏

■  卓越技能者の記念撮影（平成 27 年度受賞者）
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神奈川県東部職業能力開発推進協議会

神奈川県職業能力開発協会

年　度 受　賞　者

平成 22 年度 三谷  正人＝優良従業員表彰

平成 24 年度 吉野  和也＝優良従業員表彰

平成 27 年度 須藤  正和＝優良従業員表彰

年　度 受　賞　者

平成 17 年度 平　　  茂＝技能検定関係功労者

平成 22 年度 水信  道雄＝技能検定関係功労者

平成 25 年度 三谷  正人＝技能検定関係功労者

■ 神奈川県東部職業能力開発推進協議会

■  神奈川県職業能力開発協会

永年培った技術・技能を活かして後進育成、技能士試験の検定委員として 7年以上にわたって活躍された功労者を表彰する制度です。

この表彰制度は、技能検定、技能五輪を所

管する神奈川県職業能力開発協会が行うもの

で、平成 25 年 11 月 28 日（木）、メルパルク

YOKOHAMAにおいて神奈川県職業能力開発協

会主催による神奈川県職業能力開発促進大会

が開催されました。開会に先立ち事業所内職

業能力開発に功労のあった方々 76名の表彰式

が行なわれ、永年当社で技能検定委員として

後進育成に活躍している製造部　三谷正人氏

が表彰されました。この賞は平成 17年に平 茂 ■  三谷  正人氏

平成 25年度  技能検定委員功労者表彰に   三谷正人氏表彰される

-  EDUCATION -     確立された教育研修プログラムで人材育成

現在神奈川県には、職業訓練校、技能セン

ター等を前身とする県立の総合職業技術校（通

称かなテクカレッジ）が県東部川崎と西部の

秦野に最新設備を整えた技能労働者育成のた

めの技術訓練校を整備し、学校を卒業した者、

企業から委託を受けた従業員を対象に基本技

術、最先端技術の技術・技能者養成及び能力

開発を行っている。

■教育は実践中心でプロ育成　
　　入社と同時に座学、実務及び法令に基

づく各種特別教育の集合研修が 2 ヶ月

に亘って行われる。座学では学生と社会

人との違いを始め、職業人としての基本

ルールと基礎知識、行動規範、安全管理

や品質管理、専門技術のプログラムが

ぎっしりと組み込まれており、ＯＪＴで

生きたノウハウがマンツーマンで先輩か

ら伝授される。その後は職務遂行に必要

な安全衛生法に定められた各種技能講習

資格取得や民間資格、国家試験挑戦など

でキャリアを積み上げてゆく。

■専門資格取得でプロ意識を醸成
　　当社がになう技能・技術業務を的確に
行うためには法令に基づいた各種専門資

格を取得しなければ作業を行うことが出

来ない。「企業は人なり」人材（財）育成に

力を注ぐ当社は固有技術、ノウハウの継承

は勿論のこと、技術・技能者「精鋭集団」た

氏が、また平成 22年には水信道雄氏が表彰さ

れ、当社で 3人目の受賞となりました。

会員企業を対象とした勤続５年以上の若手従業員の「優良従業員表彰」

■  確立された教育研修プログラムで人材育成

るべく全社的レベル向上を目指して国

家資格取得を奨励サポートしている。

当社では、次代を担う若手技術・技能者採

用活動の一貫として西部及び東部総合職業技

術校内に組織されている職業能力開発推進協

議会に会員登録し、協議会が行う若手労働者

の能力開発推進に伴う各種事業活動に参画し

ていますが、「優良従業員表彰」制度もこの事

業活動の一貫で、会員企業に在籍する勤続５

年以上の従業員で勤務成績優良で他の模範と

なる会社推薦の従業員を表彰する制度です。
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技能士育成制度による技能・技術の次世代への継承

職種・等級 作業区分 数

１級鉄工技能士
製缶作業 21
構造物鉄工 9
構造物現図 5

2 級鉄工技能士
製缶作業 7
構造物鉄工 ー
構造物現図 ー

１級配管技能士 プラント配管 19

１級塗装技能士
建築塗装 2
鋼橋塗装 1

合　計 64

当社では社員教育の一貫として、工場で製

缶工作、プレハブ配管等を行う作業者の技能

継承育成システムとして技能検定が行なわれ

ています。この検定は厚生労働省所管の国家

試験で、中央職業能力開発協会が神奈川県職

業能力開発開発協会に業務移管し、それを当

社が委託され単独で実技検定を実施するもの

です。事前の準備講習会は原寸展開、課題製作、

学科講習が本社で行なわれます。筆記試験と

当社従業員を検定委員に実技試験が実施され

ます。

一般社団法人　日本ボイラ協会本部並びに神奈川支部

■ 技能士資格者

鉄工職種（製缶作業・構造物鉄工作業・構造物現図作業）
配管職種（プラント配管作業）
塗装職種（建築塗装・鋼橋塗装）

優秀製缶士・ボイラー溶接士・ボイラー整備士・ボイラー据付士

■  一般社団法人  日本ボイラ協会
          　　　　　　　優良ボイラー技士等表彰
年　度 受　賞　者

平成 23 年度 西原　重秋＝優良ボイラー溶接士
平成 24 年度 水信　道雄＝優良ボイラー製缶士
平成 26 年度 清水　豊満＝優良ボイラー整備士

■  一般社団法人 日本ボイラ協会 
　　　　　　　　　優良ボイラー技士等表彰
年　度 受　賞　者

平成 22 年度

西原　重秋＝優良ボイラー溶接士
小笠原    晃＝優良ボイラー溶接士
川久保善彦＝優良ボイラー溶接士
平　　　茂＝優良ボイラー製缶士
水信　道雄＝優良ボイラー製缶士
国安　勇三＝優良ボイラー据付士
田村　隆雄＝優良ボイラー据付士
小嶋　太秀＝優良ボイラー据付士
福井　良一＝優良ボイラー整備士
合羽井　豊＝優良ボイラー整備士
清水　豊満＝優良ボイラー整備士

平成 23 年度

遠藤　清一＝優良ボイラー溶接士
三谷　正人＝優良ボイラー製缶士
阿部　次男＝優良ボイラー製缶士
舘  澤  　亘＝優良ボイラー製缶士

平成 24 年度
中島　崇臣＝優良ボイラー製缶士
田中　英俊＝優良ボイラー製缶士
浅見　正弘＝優良ボイラー製缶士

平成 26 年度

渡邉　弘樹＝優良ボイラー溶接士
阿部　次男＝優良ボイラー溶接士
石渡　幸雄＝優良ボイラー製缶士
小笠原英治＝優良ボイラー製缶士
国安　勇三＝優良ボイラー整備士
三  浦　  武＝優良ボイラー整備士
小嶋　太秀＝優良ボイラー整備士
福井　良一＝優良ボイラー据付士
鈴木　幸治＝優良ボイラー据付士
合羽井　豊＝優良ボイラー据付士

平成 27 年度
森川　孝夫＝優良ボイラー整備士
千  葉  　光＝優良ボイラー据付士
井上　浩延＝優良ボイラー据付士

■日本ボイラ協会　本部表彰

■日本ボイラ協会　神奈川支部表彰

■  実技検定（現図作業）

■  実技検定（課題製作）

一般社団法人　日本ボイラ協会では、ボイ

ラー関連業務に貢献する本部及び都道府県支

部に所属する会員会社・工場・事業場（以下会

社という）に所属し、ボイラー業務、製作や据

付等に従事勤務する優秀なボイラー技士、ボ

イラー溶接士、ボイラー整備士、ボイラー据

付士を対象として同一会社に勤続 20 年以上の

社員で、免許及び作業主任者資格取得後 20 年

一般社団法人  日本ボイラ協会神奈川支部で

は、会員会社・工場・事業場（以下会社という）

に勤務する優秀なボイラー技士、ボイラー溶

接士、ボイラー整備士、ボイラー据付士を対

象として同一会社に勤続 20 年以上の社員で、

免許及び作業主任者資

格取得後20年以上経っ

ている、責任感が強く

業務成績が顕著で他の

模範となり、職場で自

己の責任による重大災

害事故が無かった会社

推薦の資格者を対象に

優良ボイラー技士等表

以上経ている、責任感が強く業務成績が顕著

で他の模範となり、職場で自己の責任による

重大災害事故が無かった会社推薦の資格者で、

都道府県支部長表彰を受けた者を対象に優良

ボイラー技士等表彰制度を設けて毎年度本部

ボイラー大会の席上においてボイラー技士、

ボイラー溶接士、ボイラー整備士、ボイラー

据付士を会長表彰しています。

彰制度を設けて毎年度支部ボイラー大会の席

上においてボイラー技士、ボイラー溶接士、

ボイラー整備士、ボイラー据付士を支部長表

彰しています。

■  建設本部   井上氏、千葉氏 ■  製造部    阿部氏
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　全日本ボイラー溶接士コンクールで優秀な成績を積重ねる
　平成19・21年度は    中島さん、平成20年度では  久保田氏が溶接日本一に輝く

高度な溶接技術による
　圧力容器・ボイラー製作を
　　　　全国エリアでアピール

年　度 種　別 溶接方法 氏　名 成　績
 昭和 56 年度 中板の部  被覆アーク溶接   西原  重秋 ボイラー協会長賞・入賞
 昭和 58 年度 厚板の部  被覆アーク溶接   渡辺  弘樹 ボイラー協会長賞・入賞
 昭和 60 年度 厚板の部  被覆アーク溶接   佐  竹　孝 ボイラー協会長賞・入賞
 昭和 61 年度 中板の部  被覆アーク溶接   細田  博文 ボイラー協会長賞・入賞
 昭和 62 年度 中板の部  被覆アーク溶接   前  川　修 ボイラー協会長賞・入賞

 平成 2年度
厚板の部
中板の部

 被覆アーク溶接
  川久保善彦
  剣持  良一

ボイラー協会長賞・入賞
ボイラー協会長賞・入賞

 平成 8年度 厚板の部  被覆アーク溶接
  川久保善彦
  西原  重秋

労働大臣賞・優勝
ボイラー協会長賞・準優勝

 平成 9年度 厚板の部  被覆アーク溶接   中  村　満 ボイラー協会長賞・入賞
 平成 11 年度 中板の部  炭酸ガスアーク溶接   木下麻登香 ボイラー協会長賞・入賞

 平成 12 年度 厚板の部
 炭酸ガスアーク溶接
 被覆アーク溶接

  中  村　満
  小笠原  晃

ボイラー協会長賞・準優勝
ボイラー協会長賞・入賞

 平成 19 年度 中板の部  炭酸ガスアーク溶接   樽見  美幸 ボイラー協会長賞・優勝
 平成 20 年度 中板の部  炭酸ガスアーク溶接   久保田  登 ボイラー協会長賞・優勝
 平成 21 年度 中板の部  被覆アーク溶接   樽見  美幸 ボイラー協会長賞・入賞

毎年、全国都道府県の代表溶接士が一堂に会

して実施される社団法人日本ボイラ協会主催に

よる『全日本ボイラー溶接士コンクール』に、

当社から過去 15 回 18 人が出場し、13 回 16 人

が右表の通り優秀な成績をおさめております。

まさしく当社が溶接の「サンシン」技能・技術者

集団であることを実証しています。

■  全日本ボイラー溶接士コンクール出場成績記録

■ ボイラー溶接士資格者数
　・特別ボイラー溶接士　12 名
　・普通ボイラー溶接士　24 名

第 37 回全日本ボイラー溶接士コンクール

炭酸ガスアーク溶接の部で、溶接課の樽見さ

んが見事優勝し女性初の栄冠に輝きましたの

でその喜びの感想を語ってもらいました。
「今回は炭酸ガスアーク

溶接の部での出場で、普段

の仕事で主に使っているの

で、できることなら上位入

賞をねらいたいと思ってい

ました。

練習では一層目の裏波

溶接のつなぎが全然うまくいかず、このまま

では入賞すら出来ないのではないかと不安で

いっぱいでした。しかし、先輩に相談した所、

練習を見に来てくれて、色々なアドバイスを

してくれました。先輩の中村さんの教えがあっ

たからこそ、今回優勝できたと感謝していま

す。私はどちらかというと緊張しない方なの

で、本番はいつも通りリラックスできました。

仕上げのビードの外観も自分なりにはきれい

にできたのですが、一層目の裏波溶接で溶接

の電気が合っていなかったので、ちゃんと溶

け込んでいるのかつなぎは大丈夫なのか定か

ではありませんでした。結局曲げ試験で割れ

てしまい、入賞は無理だと諦めていました。

後日優勝したと聞きびっくりしました。自分

の中では絶対だめだと思っていたので全く実

感がわかず、本当に信じられませんでした。

11 月 15 日に山口県で開催された表彰式で

溶接課   中島さん
( 旧姓：樽見さん )

溶

の

で

賞

ま溶接課 中島さん

は壇上で表彰され、そこで初めて優勝したん

だなという実感が湧いた気がしました。溶接

はまだまだ分からないことばかりなので、こ

れからも周囲の方々に教えて頂きながらどん

どん上達していきたいと思います。

今回のコンクールで優勝できて少し自信が

ついたので、これからの仕事にもこの経験を

活かして行けたらと思います。」

平成 19 年度優勝・平成 21 年度入賞
　　溶接課　中島  美幸さん
　　　　　　　　　　　（旧姓：樽見さん）
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「今回は去年優勝した樽見さんと同じく、
炭酸ガスアーク溶接の部に出場しました。去
年のコンクールで樽見さんが優勝しているだ
けに入賞しなければいけないというプレッ
シャーがはじめからありました。いざ練習し
てみると裏波溶接のつなぎがうまくつながら
ず、先輩方から色々とアドバイスをもらいな
がら練習しました。
それでも納得のいく溶接には程遠く、悩ん

でいたところに同じ溶接課の先輩の中村さん

に指導してもらうことができました。そこで
中村さんに手本を見せてもらい、一回目でこ
んなにきれいにつけられるのかと思いました。
そこで何日間かつきっきりで教えてもらい７、
８割くらいはうまくいくようになりました。
いざ本番になると普段にはない緊張感があ

り、時間も 40 分でぎりぎり終えることができ、
裏波溶接もいつも通りつなげることができま
した。そして後日優勝したと聞いて本当に驚
きました。
今回のコンクールで優勝できて自信がつい

たので、これからも溶接課の先輩方に近づけ
るように、日々の仕事に取り組んでいきたい
と思います。ご安全に !!」

平成 20 年度優勝
　　溶接課　久保田  登氏　

2016年-前進、前進、また前進(出力用).indd   Sec1:7 16.3.2   10:45:18 AM



8

 高度な溶接施工を確実にする法令に基づく各種溶接施工法の概要
　　（電気事業法・ガス事業法・高圧ガス保安法・原子炉等規制法・労働安全衛生法）

所管官庁 関連法規 対  象  品 許可番号・承認番号 施工方法取得数

経済産業省

　電気事業法
　電気工作物

　（火力・原子力）
　48 公第 3080 号～ 45

　ガス事業法 　ガス工作物 　48 資庁第 5290 号～ 41

　高圧ガス保安法 　特定設備 　神 49 工保第 1569 号～ 53（製作実績）

科学技術庁 　原子炉等規制法 　再処理施設 　6安（核規）第 605 号～ 10

厚生労働省 　労働安全衛生法

　第一種圧力容器 　神基認ボ第 1128 号～ 25

　第二種圧力容器 －

　ボイラー 　神基許ボ第 27-1 号～ 5

原子力関連や核燃料施設、発電所建設、ガ

ス貯蔵・製造現場では高性能な圧力容器・配

管施設が要求される。こうした要求事項を満

足させるのが、素材・厚さ、溶接方法など諸

■ 溶接管理技術者・非破壊試験技術者等専門技術者育成

■  溶接管理技術者 (JIS Z3410(ISO14731)) ■  溶接作業指導者 (WES8107) 

当社では電気事業法溶接技術基準に基づく溶接施工管理第 1種評価

認定工場資格の取得に取組み、平成 9年 5月に「第 1種工場評価認定」

を受け、以降 ISO9001 の取得準備を続けておりましたが、平成 16 年

(2004 年）7 月に当社は財団法人発電設備技術検査協会 ISO 認証セン

ターの ISO9001:2000 JIS Q 9001) 認証を取得致しました。

以後、平成 25 年には 2008 年版に移行して更新し、今日に至って

おります。安全・品質最優先「顧客満足」に応えるべく『前進、前進、

また前進』を合言葉に、全社一丸となって TQM活動を展開しておりま

す。

 各種圧力容器製作で ISO9001 :2008 版認証更新中
電気事業法溶接技術基準・労働安全衛生法ボイラー圧力容器規則関連

当社では、これらの各種圧力容器製品の検

査を適時適切、確実に精査するため日本工業

規格（JIS）に基づく溶接管理技術者や非破壊試

条件を設定して溶接施工法の確実性を実証す

るのが「溶接施工方法確認試験」である。当社

では各種法令に基づく溶接施工方法を確立す

ると同時に、これらの溶接を行う認証溶接士

の資格維持更新により確かな製品づくりに取

り組んでいます。

験技術者を数多く育成して製造プロセスで厳

しいチェックシステムを構築しています。

資格区分 資格者数
　　　特別級溶接管理技術者 1
　　　   1   級溶接管理技術者 4
　　　   2   級溶接管理技術者 46
　　　　　　合　　計 51

資格区分 資格者数
　放射線透過試験（RT-2） 3
　浸透探傷試験（PT-2） 14
　超音波探傷試験（UT-2） 1
　磁粉探傷試験（MT-2） 2
　超音波厚さ測定（UM-1） 2
　溶剤除去性浸透探傷検査（PD-1） 2

合　　計 24

■  非破壊試験技術者 (JIS Z2305)

資格区分 資格者数
　溶接作業指導者 (WES8107) 2

■  アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者
　(LWS A 7601)

資格区分 資格者数
　　　2級溶接管理技術者 1
　　　3級溶接管理技術者 1
　　　　　　合　　計 2

■本社・工場　　〒 210-0861　川崎市川崎区小島町４番４号       
■札幌事業所　　〒 060-0907　札幌市東区北 7 条東 2 丁目 1 番 10 号
■機材センター　〒 210-0824　川崎市川崎区日ノ出１丁目 10 番 1 号
■東京営業所　　〒 146-0094　東京都大田区東矢口 2 丁目 4 番 1 号　NIC ハイム東矢口第 1-310 号
■横浜営業所　　〒 246-0004　横浜市瀬谷区中屋敷 2 丁目 28 番 5 号
■仙台営業所　　〒 981-3212　仙台市泉区長命ヶ丘 4 丁目 21 番 8 号

電話：044-266-0272　     FAX:044-266-0271
URL  http://www.sanshinj.co.jp
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