
よくわかる

「溶接のお話」

1

溶接製品の製造工程
・ ロッカー
・ 送風機
・ 建築鉄骨

～上越・糸魚川・柏崎地域で作られる製品群～



溶接とは？

製造業（ものを作って製品にする仕事）の
中で、

溶接は、金属などの材料に熱や圧力を加
えて接合する（くっつける）方法

です。

上越、糸魚川、柏崎地域には、いろいろ
な分野で溶接を活かした製品を作る企業が
沢山あります！
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上越・糸魚川・柏崎地域で作られる「製品群」など①

3Dデータによる設計→加工・組立
までパートに迅速に対応。
ラベル剥離器はオリジナル商品。
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H形鋼と角形鋼管の鉄骨ﾌｧﾌﾞﾘｹｰﾀ
ｰ。85％が首都圏の仕事
最近の実績「西五反田（ビル）」、
「アパホテル（新潟）」、「中外製薬
」、「AOKI」など

高速道路メンテナンスのプロ集
団。中分ワイヤーロープ脱着工
具やガードレールスクレーパーな
どを開発し商品販売

道路・駅前広場・公園・駐車場な
ど、さまざまな空間の灯りをLEDの
光で夜間の安全・安心を提供

薄膜技術・抵抗器のスペシャリスト
車載電装機器をはじめ、工業計器/計
測機器、産業機器、民生機器など幅
広い分野で貢献

溶接・溶射・機械加工技術な
どを磨き、創設より大手鉄鋼メ
ーカーのパートナーとして成長

溶射 鍛鋼ロール



プラント用・高温・耐蝕・特殊鋼の送
風機専門メーカー
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電気工事、住宅設備、鉄工、自
動車の4部門と関連会社が地域
の暮らしを細やかにサポート

水道事業、油圧事業の２つの事
業を中心に航空機産業への参入
を果たす

化学･食品･繊維･建設･
機械各企業様の設備工事

上越・糸魚川・柏崎地域で作られる「製品群」など②

空調システム総合エンジニアリング
企業

建築関連資材、産業機械部品など
の金属加工

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ ろ過器（食品用）
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上越・糸魚川・柏崎地域で作られる「製品群」など③
国内における石油・天然ガス
の生産・製造、輸送施設の
保守・整備やメンテナンス

石油暖房機器メーカーとして住宅
設備機器、空調・家電機器を通
じて快適・健康な住環境をトータ
ルに提案



新潟県の産業別従業者数

１位：卸売業、小売業

２位：製造業

３位：医療、福祉 ですが、

新潟県では全国平均に比べ製造業の従業者
数が多くなっています。

⇒新潟県では

製造業（ものづくり）の仕事が多い！
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産業別従業者数 全国との比較

「平成28 年経済センサス 活動調査（確報）産業横断的集計」より）

新潟県 全国

7



イメージの確認

機構確認等

制御プログラム
のデバッグ

製造業の各部門

マーケティング部門
商品企画部門

デザイン部門

設計部門

製造部門

営業部門

品質保証部門

資材・配送部門

組立手順書作成

形状の確認

マニュアル開発

材料手配検討

梱包仕様検討

※製造業では各部門が何らかの形で
つながっている。製造業の仕事

生産技術部門 プレゼンテーション

商品イメージの確認

就職時職種の選択肢が多いのも特徴であり、メリットのひとつ



溶接の仕事

○ 溶接とは？

・溶接は、金属などの材料に熱や圧力

を加えて接合する（くっつける）方法

・下記の３通りの方法がある。

融接 圧接 ろう接
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溶接の仕事 ロッカーの製造工程

１ 切断（ロール材から）
図面をもとに材料を切断します。冷間圧延鋼板

及び鋼帯を使用します。

板厚は主に0.6mm～0.8mmを使用します。

２ 抜き
ロッカーの材料である鋼板をプレス金型や

レーザー加工機を使用して加工します。

３ 曲げ
プレス機に専用の金型をセットして材料を

曲げます。
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４ スポット溶接
材料に各種部品をスポット溶接で接合します。

５ 組立
流れ作業でそれぞれの部材を１つの箱になる

ように組み立てます。

６ 前処理
塗装前に材料に付いている油を落とし、防錆

処理をして乾燥させます。塗装をする準備を

行う工程です。
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溶接の仕事 ロッカーの製造工程



７ 塗装
ロボットを使用して製品に塗装をします。

高温の炉（約140℃）に入れて焼き付ける

事で塗料が固まります。

８ 取付
本体に扉や各種部品を取り付けます。

部品を取り付けるだけでなく、外観や動作

などの検査も行います。

12

溶接の仕事 ロッカーの製造工程



※ 今回の「ロッカー」という製品では、溶接はスポ

ット溶接だけでしたが、製品によってその範囲は異

なります。

※ 仕事をする場合、製品に係わる以上は全ての

工程作業がわかり、できることが大切です。なぜ

ならば、企業は多能工を求めており、単能工は要

らないからです。
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溶接の仕事 ロッカーの製造工程



溶接の仕事 送風機の製造工程

１ 切断（ロール材や板材等から）
図面をもとに材料を切断します。冷間圧延鋼板

及び鋼帯を使用します。

板厚は製品によって異なります。

２ 抜き→曲げ→溶接→リベット加工
羽根車の材料である鋼板をプレス金型やレーザー

加工機を使用して加工します。その後所定の形状に

曲げてから溶接しリベット加工します。
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溶接の仕事 送風機の製造工程

３ 軸受け加工、ボス加工

４ 軸上箱鋳物、軸受箱

５ 旋盤加工、ターニング
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溶接の仕事 送風機の製造工程

６ レーザー切断 ７ 溶接箇所仕上

８ サンドブラスト、塗装
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溶接の仕事 送風機の製造工程

９ 電気工事 10 羽根車組込

11 軸受組立 12 現地据付状況再現
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溶接の仕事 送風機の製造工程

13 振動測定 14 試験

15 羽根車ﾊﾞﾗﾝｽ調整 16 出荷
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溶接の仕事 建築鉄骨の製造工程

１ 材料入荷、材料受入検査
図面をもとに材料を発注します。

発注した材料の受入検査を行います。

（H形鋼、角形鋼管など）

２ 孔明
一次加工として穴開けを行います。

３ 切断
一次加工として材料を切断します。
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４ 開先
接合部の開先加工を行います。

５ ショットブラスト
材料のバリや表面の酸化物を除去するため

にショットブラストを行います。

（錆の進行を防ぎ、塗装を長持ちさせるため）
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溶接の仕事 建築鉄骨の製造工程



６ 組立
各部品の検査・測定を行い、最終工程の溶接ができる状態にするために、

組み立てます。
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溶接の仕事 建築鉄骨の製造工程



７ 溶接
各部品を手動または溶接ロボットを使って接合し製品にします。
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溶接の仕事 建築鉄骨の製造工程



８ 社内検査
社内基準通りにできているかを検査

（長さ等を測定）します。

９ 製品検査
図面通りできているかを検査（長さ等を測定）します。
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溶接の仕事 建築鉄骨の製造工程



10 塗装
外観保護と防錆のために塗装します。

11 膜厚検査
塗膜の厚さが基準通りか確認します。

12 発送・発送管理
製品を発送します。
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溶接の仕事 建築鉄骨の製造工程



13 建方
現場で建物の主要な構造材を組み立て

ます。

※ 今回の「建築鉄骨」という製品では、溶接による

加工がほとんどでした。

※ 製品によっては、溶接という加工方法に特化す

るものもあり、我々の生活には溶接がなくてはな

らないものだと言うことがわかります。
25

溶接の仕事 建築鉄骨の製造工程
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溶接の仕事に関連する仕事

○ プレス ○ 板金

○ 鉄工 ○ 溶射



溶接が活かされている所

海、空、陸、生活に溶接は活かされていま
す。

身の回りには溶接で作られた製品が多くあ
ります。

・船舶 ・橋梁 ・各種プラント

・航空機部品 ・建築鉄骨 ・建設機械

・鉄道車両 ・自動車 ・２輪車

・スポーツ用品 ・家庭用品など
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溶接に必要な知識や資格

労働安全衛生法により『特別教育』や『技能
講習』等の受講が必要です。

技能レベル（腕前）を評価するための

『ＪＩＳ溶接評価試験 基本級』があり、その
程度により仕事内容が異なる場合もあります。
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ものづくり（製造業）の仕事へ

『ものづくりの仕事に生かせるテクニック』を身
につけることが出来る代表的な場所

それがテクノスクールです！

テクノスクールには、県内ものづくり企業から正
社員求人を数多く頂いており、全員が希望の職種
に就職しています。
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自信を持って就職するための、

知識、技能

を習得する、県立の学校です。

ホームページやパンフレットを見てください！

見学・体験会にもいらしてください！

テクノスクール
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ものづくり（製造業）の仕事へ


