
 

働いてよし

ＴＰＲ工業
 

寒河江市にあるＴＰＲ工業株式会社の若手社員、板垣
板垣さんは、山形大学理学部を卒業した後、
現在は、生産技術部で勤務しています。

 
（１）仕事内容編
 
―――現在の仕事内容について教えてください。
 

現在の仕事内容は主に現場の管理と、原価低減活動をしていま
す。現場の管理というのは、シリンダライナ（注：自動車
ンジンブロックにはめ込まれる円筒）の寸法などを指示するため
の図面や、指示
品を作るのにかかるコストを下げて
です。 
 
―――原価低減活動では、具体的にどんなことをされるんですか。

まくいった
 
―――生産性が上がったのですね！
 

そうです、上がりました！現場の人も、一つ一つ見るよ
りも、カメラでその作業を省けるのなら、そのほうがラク
だと思うんですよ。現場の人から「ラクになった」という
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声を聞くと、「やって良かったなあ」と思います。
今回のコロナ禍で、ラインが休止している期間を利用して、

をさらに増やすことができ
といいますか…
ました。 
 
―――製造業の面白さというのは、どういうところに感じますか。

 
 
（２）職場編
 
―――ＴＰＲ工業に就職を決めた理由は何ですか。
 

私は理学部出身ですが、ものづくりに興味があって
明会でこの会社の説明を聞いたのがきっかけです。「
かったのですが、シリンダライナで、国内、世界トップシェアというのを聞いて興味を持ち
ました。 
 かつ、私は山形県村山市出身なのですが、当社が寒河江にあるということで、自分の家か
らも通えるということで就職を決めました。
 
―――板垣さんから見て、この会社のすごいところはどういったところですか。
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シェアですよ！！
 国内の自動車メーカーですと、ほとんど出荷してい
るので、それ
思いますね。海外拠点も
ブラジル、トルコ、中国、韓国、インド、ベトナム
す。そういうのも
そこがこの会社のすごいところだと思います。
 
 
―――仕事
 

理学部物質生命化学科
たときは、
系の部署に配属になりました。最初は工具や機械も
触ったことがなくて、機械の名称を覚え、機械に触
れるようになるまでが大変でした。今だと少しは分
かるようになってきたので、楽しいと感じています
（笑）。 
 
―――研修が充実しているのですね。
 

研修期間があってテーマ実習をします。マンツーマンで先輩社員についてもらうので
きやすくてわかりやすいです。私の場合は機械系がわからなかったので、その
きるようになりましたね。
 
―――入社前と後
 

メンタルは強くなったと…
関わりがあって、大変な
というか(笑

現場は一番人数が多い
ありますが、
ます！ 
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ＴＰＲ工業株式会社 ―――――――――――――――――――――――――――― 
【世界市場で勝ち抜く柔軟で俊敏な企業を目指す】 
ＴＰＲグループとして、「シリンダライナ」を主力に、「カーボンスクレーパーリング」を

初めとする各種新商品の生産・開発にも力を入れるグループ内での主力生産工場です。  
★平成 28 年度障害者雇用優良事業所等表彰 
・所在地  寒河江市中央工業団地 1 番地 
・設立   昭和 45 年 6 月 
・従業員数 436 名（男性 390 名、女性 46 名） 
・URL       http://tpkk.jp/ 
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