Interview with ShincoMetalicon

お客様導入事例

安全のトップランナーたち
株式会社シンコーメタリコン様
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Science of Safety で
皆様の安全衛生の向上をサポート
安全衛生製品事業部では、国内初として知られる
「使い捨て式防じんマスク」をはじめ、

1976 年以来長年にわたり、安全衛生に関連する多くの製品を提供しております。

また製品を導入するだけでなく、ユーザー様の安全衛生教育をサポートするための
独自の教育支援ツールも開発し、安全衛生意識の向上にも貢献していることで

お客様より高く評価をいただいております。

３M ™ 安全保護具製品
幅広いニーズに応える製品を
多数取り揃えています
●
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呼吸用保護具、反射布、聴覚保護具、保護めがね、
化学防護服等は、３Ｍの多様な技術が活かされて
います。

フィットテスト
（マスク・耳栓）
マスク・耳栓のフィットを可視化
●

感覚や数値によって、効果を確認できます。

安全・衛生
体験型の講習会
●

簡単なツールをご提供、
ついての理解が深まり

教育ツール

、安全・衛生管理に
ます。

環境診断・現場測定
現場に合った適切な保護具をご提案
●
●

粉じん・ガス・騒音等の簡易測定
作業現場に同行しアドバイス

安全とコストの最適化をご提案
●

使用後性能評価

環境測定結果から、 破過時間を推測
（サービスライフソフトウェア）
●
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性能測定・シミュレーション

３Ｍ™ 電動ファン付き呼吸用保護具を長くご愛用いただいている
株式会社シンコーメタリコン様にお話を伺いました。
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社員を家族のように大切にする経営。
支えているのは、愛と制度と保護具です。
溶射技術のパイオニア・株式会社シンコーメタリコン様。

会社は社員を愛し、社員は仲間を愛するという風土で �社員満足度 86%� を実現されています。
その背景にあるお考えについて、立石社長に伺いました。

“ 縁の下の力持ち ” としてものづくりを支える

改めて言うまでもなく、“ 溶射 ”は日本のものづくりを根底から支えている技術
です。いや、世界のものづくりが溶射技術なくしては成り立たないと言ってもいい
でしょう。当社はその専業メーカーとして1933年に誕生しました。日本の溶射
業界では最長の歴史を誇っており、溶射のパイオニアと自負しています。金属や
セラミックスなどを様々な熱源によって溶融噴射し、基材表面に材料を噴きつけ
て機能皮膜を形成する表面改質技術が溶射です。優れた製品性能を実現する上
で欠かせない技術ですが、しかし、主役はあくまで製品そのものです。その意味で
私たちは “ 縁の下の力持ち”であり、表に名前が出ることもめったにありません。
けれどものづくりには絶対に欠かすことのできない存在だと、誇りに思っています。

過酷な仕事だからこそ人を大切にしたい

株式会社シンコーメタリコン 代表取締役社長

立石 豊 様

1961 年、京都市生まれ。
大阪芸術大学映像計画学科卒。
1985 年、シンコーメタリコン入社。1994 年より現職。
日本溶射工業会会長・日本溶射学会理事・
防食溶射協同組合理事
滋賀県男女共同参画審議会 委員
京都中金ユース会代表幹事（2010 ～ 2012）

株式会社シンコーメタリコン

〒 520-3222 滋賀県湖南市吉永 405
TEL：0748-72-3311 ／ FAX：0748-72-3355
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日本初の溶射専門企業としてスタート以来、私たちはその技術に磨きをかけ、
材料を溶かさずに高速で基材に吹き付ける
「コールドスプレー」
や液体に微粉末
の溶射材を混ぜてコーティングする
「サスペンション溶射」
など、先進の溶射技術
を導入してきました。その一方で、溶射の作業現場は、やはり過酷です。当然
のことながら事故・災害防止を目的とする安全衛生対策には真摯に取り組んで
きましたが、やはり“3K”あるいは“4K” 職場と思われがちであることは否定で
きません。それは人材採用の面においてもマイナスとなります。そこで当社では何
よりも“ 家族のように社員一人ひとりを大切にする経営 ”に力を入れてきました。
当社で働くことが社員の人生を豊かにすることにつながって欲しいと考えています。
福利厚生制度は大切ですが、企業理念である
「 人を大切にする経営 」を実現す
るには、社員同士が相手を大切に思って支え合って欲しいという想いが込めら
れていなくてはなりません。例えば育休中の女性社員が月に一度、生まれた
子供を連れて出社できる制度があります。育休社員の子育ての様子を見ること
で、他の社員の中に家族のように思いやる心が生まれればと考えて導入しまし
た。妻の出産後に男性社員が5日間の育児休暇を取れる制度は「 妻子が退院し
てからの休みの方がありがたい」
という女性社員の声を反映しています。
社員旅行は欧米を中心に出かけており、海外でなければ得られない経験で豊
かな心を育んで欲しいと願っています。10万円の誕生日手当や営業社員の5万
円のスーツ手当といった制度もあります。

一生面倒を見る覚悟こそ、人間愛経営

今ご紹介した以外にも、当社では社員が働きやすい環境を実現するためにさ
まざまな取り組みを行っています。もちろん一方的に押しつけるのではなくて、
社員と社長が意見を出し合い、よりよい制度としていくために、日々改善を重ね
ています。私自身、当社の社員になってくれた方に対しては“ 生涯面倒を見る”
という覚悟で接しています。社員同士がお互いを家族のように大切に思っている
のだから、例えば仕事が原因で怪我をしたり、病気になったりという不幸な出
来事は、絶対にあってはなりません。社員の人生を豊かにするために会社がある
のですから、幸せに働いてもらうためには、できることは何でもしたいと考えてい
ます。こうした想いを社員もしっかりと受け止めてくれ「この会社で働けてよかっ
た」
と感じる従業員の割合が86%とのことで、
『 滋賀でいちばん大切にしたい会社 』
という認定をいただきました。大変に名誉なことと感謝しています。
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また、ブラック企業というイメージをもたれがちな業界の企業で
あるのに
『ホワイト企業大賞・人間愛経営賞』
を受賞しました。
「 人を大切にする経営 」には、これでいいという終わりはありま
せんから、今後も地道な取り組みを続けていきたいと考えてい
ます。そしてその実績やポリシーなどを、しっかりと社外に発信
していくことも大切だと思っています。創業者である祖父の代か
ら当社には、みんなで仲良く楽しく仕事をするという文化があ
りました。長い時間をかけて溶射技術に磨きをかけてきたよう
に、これからもこの文化を大切に受け継いでいきたいと思って
います。

それはコストではない、投資なんだ

最近の若い皆さんは、会社選びの際に、働く環境のことを大変
に気にする傾向にあるようです。新卒学生向けの会社説明会で
も
「 社員の安全や衛生面での取り組みはどうなっていますか」
という質問が出ることも珍しくありません。その際、当社では
「 職場で社員の健康や安全を守るためには、コストは惜しまな
い」
とお答えしています。私も現場で溶射の作業に従事していた
ことがありますが、溶射した材料が冷えて固まる過程で発生した
粉塵（ヒューム ）
を吸い込んでしまうリスクは避けられません。
そこでヒューム対策にマスクは必須となります。当社では３Mの
電動ファン付き呼吸用保護具や送気マスクなどを導入しています
が、着用した社員の感想を聞いたところ
『 鼻の中が黒く汚れる

ことがなくなった』とのコメントに大変に驚きました。性能面で
実に素晴らしい保護具だという確信が持てたのです。もちろん
性能が優れている分、コストはかかります。決して安いもので
はありません。しかし、それを私はコストとは考えておらず「人
を大切にする経営」
を実現するための“ 投資 ”だと受け止めてい
ます。社員には「お金のことは気にしないで、最高の保護具を
使うように」
と指示しているのも、こうした考え方のためです。
溶射に限らず、過酷な作業現場は多いと思います。細心の注意
と事故に対する予防策は絶対に必要ですが、その前提には“ 人
（社員 ）
を家族のように大切にする”という想いがなければなら
ないと考えています。人の安全が最優先でなくなったとしたら、
その会社は存続の危機を迎えてもおかしくありません。それほ
どの覚悟を持って、安全対策に臨むべきではないでしょうか。

立石 豊 代表取締役
（中央）

取締役 広報部
玉置 千春 部長（左）
取締役 製造部
綾野 道雄 部長（右）
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■ ベテランが率先して装着を
視野もしっかり確保

製造部 製造 1 課

課長

谷 将志さん
勤続年数 18 年 4 か月

使用機種：
３Ｍ™ スピードグラス™
溶接シールド 9100FX Air
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正直に言って、３Ｍ™スピードグラス™ 溶接
シールドの導入には反対だったんです。
ごつくて、重そうで、首が疲れるんじゃない
かと。ところが一度試してみたら、夏は冷気
が送られて涼しいし、冬は暖かいエアーが
供給されるので
「これはいい」
と。
見た目ほど重くないし、視野もしっかり確保
されますから、もう手放せません。
他社の現場では、マスクに無関心のところ
も多いようですが、ベテランが無関心だと
若手は遠慮して改善が進みません。まずベテ
ラン作業者が率先して保護マスクを使うこ
とが大切だと思います。

製造部 製造 2 課

主任

高見 瑛司さん
勤続年数 8 年 11 か月

使用機種：
３Ｍ™ バーサフロー™
電動ファン付き呼吸用保護具
JTRM-407J+
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■ 会社の投資に感謝

■ きれいな顔で家に帰れるんです

鼻の中も汚れずに

昔は仕事が終わって家に帰ると、鼻の中が
真っ黒になっていたものでした。当時はそ
れが当たり前だと思っていたんです。でも、
バーサフローを使うようになってからはそ
んなことはまったくなく、以前はどれだけ
ヒュームを吸っていたのかと思うと、もう
元には戻れないですね。
また、特に真夏の職場はとてもきつかった
のですが、バーサフローのおかげで快適
に過ごすことができています。
決して安いものではないと思うんですが、
会社が我々の健康を守るためにお金を投
資してくれていると感じ、ありがたく思って
います。

やけどの心配も解消

製造部 製造 2 課

課長

飯田 哲朗さん
勤続年数 18 年 4 か月
使用機種：
３Ｍ™ バーサフロー™
フェイスシールド
M-107

社内結婚ですから、私が危険な作業に従事
しているというのは家内も知っていて、心配
していました。
実際、昔は口元だけを覆うマスクだった
ので顔にやけどを負ったこともあります。
その点、３M™バーサフロー™ フェイス
シールドにしてからは、頭部がすっぽり
覆われるようになり、そうした心配もなく
なりました。
マスクを脱いでも顔が汚れていないので、
ヒュームをしっかりシャットアウトしている
と実感します。以前は歌舞伎役者みたい
な顔になっていましたが、今はきれいな顔
で帰るので３人の子供も笑顔で迎えてくれ
ます。

「もう昔には戻れない！」それが現場の本音です。
「３Ｍ™ 電動ファン付き呼吸用保護具」を長くご愛用いただいている株式会社シンコーメタリコン様。
実際に使用している現場の皆様にお話をうかがいました。
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現場の
「より安全に、より快適に」を実現する
３Ｍ™ 送気マスク／３Ｍ™ 電動ファン付き呼吸用保護具
３Ｍ™ 送気マスク

３Ｍ™ 電動ファン付き呼吸用保護具

３Ｍ™ 送気マスクは、

３Ｍ™ 電動ファン付き呼吸用保護具は、

供給される清浄な圧縮空気を

清浄な空気をヘッドギア内に

フレッシュエアーでより安全に快適に

危険と隣り合わせにある現場に、
快適な作業環境を

エアーコンプレッサー等から

電動ファンによりろ過材でろ過した

ヘッドギア内に送り込み、

送り込み、ヘッドギア内を

ヘッドギア内を

陽圧に保つことで粉じん等

陽圧に保つことで有害物質の

有害物質の漏れ込みを抑え

漏れ込みを抑え着用者を

着用者を保護します。

保護します。

多様な３Ｍ™ ヘッドギアをお選びいただけます
自動遮光溶接面

溶射や溶接などの作業に

ヘルメット

頭部の保護が必要で、飛来物
から眼や顔を守りたい作業に

不織布フード

軽量で負担が少なく
長時間の作業に

その他（送気マスク専用）

頭部の保護は不要だが、
軽量で負担が少なく飛来物か
ら眼や顔を守りたい作業に

３Ｍ、
スピードグラス、
バーサフローは、
３Ｍ社の商標です。

カスタマーコールセンター

安全衛生製品事業部
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