
1



1. 主催

一般社団法人大阪府溶接技術協会

2. 後援

大阪府、大阪労働局、近畿運輸局、大阪市、(一社）日本溶接協会

3. 協賛

（一社）大阪溶接協会、大阪高圧ガス熔材協同組合、大阪府鉄構建設業協同組合、産報出版㈱

4.　参加資格

府下に所在する事業所に所属する者で事業主の承認を受けた者、または府下に在住する者で個人の

資格で参加する者。

5. 競技の種目および種目別定員

（１）被覆アーク溶接部門 ２０名

（２）炭酸ガス半自動アーク溶接部門 ３０名

計 ５０名

ただし、受付の状況により競技種目ごとの定員は変更することもあり得る。

6． 同一事業所からの参加定員

同一事業所からの参加定員は次の通りとする。

被覆アーク溶接部門 ３名以内

炭酸ガス半自動アーク溶接部門　 ４名以内

ただし、同一人が２種目にまたがって参加することはできない。

7． 実施方法

実行委員会を構成し、「競技実施要領」により各種目ごとに実施する。

8． 審査方法

審査委員会を設置し、審査基準を定め審査を行う。

9． 表彰等

表彰は、参加申込み時を基準として行う。（所属事業所、居所等）

（１）審査の結果、各部門ごとに入賞者を決定する。

（２）各部門の最優秀入賞者を大阪府知事賞に推薦する。

（３）各部門の優秀入賞者に　一般社団法人大阪府溶接技術協会長賞を授与する。

（４）各部門の最優秀入賞者の所属する事業所には「優勝旗」（持回り）を授与する。

（５）表彰式は来年度の通常総会の当日に行う。

10．全国大会への推薦

被覆アーク溶接部門ならびに炭酸ガス半自動アーク溶接部門の上位入賞者から各２名を、全国大会

に大阪府代表として推薦する。ただし、重大な違反行為をしたと審査委員会で認めた場合は、推薦

しない。又、全国大会締め切り日当日、前掲4.の参加資格を有するものに限る。

全国大会での最優秀者には、経済産業大臣賞が授与されます。

11．発表

入賞者氏名は、参加者に結果を通知する。（事業所を通じて申込のあった参加者には、所属事業所を

通じて結果を通知する） また、一般社団法人大阪府溶接技術協会ホームページで発表する。

表彰式の後、「溶接ニュース」（産報出版（株）発行）紙上に掲載されます。

　大阪府溶接技術コンクール開催要領              令和元年８月１日
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１．参加者の集合

参加者は開催ご案内記載の日時に、開催場所に必ず集合の上「実行委員会」の指示を受けて下さい。

当日、悪天候、天災等により開催有無が懸念されるときは、下記まで連絡すること。

一般社団法人大阪府溶接技術協会　☎06-6649-1405　または携帯☎090-3977-9373

２．競技材料（試験材）

競技材料はJIS G 3101のSS400、中板はＪＩＳ G 3106のSM400とし、寸法は次の通り。

　　板厚　 長さ　 幅　(ｍｍ)

（１）被覆アーク溶接部門　　　　　　　　　　　　　　　　 ； 薄板4.5×160×250　　Ｉ形突合せ継手　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中板9.0×160×250　　Ⅴ形突合せ継手　

（２）炭酸ガス半自動アーク溶接部門　　　　　； 薄板4.5×200×250　　Ｉ形突合せ継手　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中板9.0×200×250　　Ⅴ形突合せ継手

３．競技用溶接材料

（１）被覆アーク溶接部門

被覆アーク溶接棒は参加者が申込み時あらかじめ届出た銘柄のものを、各自持参し使用する。

使用出来る溶接棒は、JIS Z 3211:2008(軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒)の

規格品に適合する下記のうち、先端に特別な加工を施していないものとする。

銘柄および棒径の混用は自由とする。 ただし、棒径は3.2ｍｍ及び4.0ｍｍの2種類とする。

 E4319(D4301)、E4319U(D4301)、E4303(D4303)、E4311(D4311)、

 E4312(D4313)、E4313(D4313)、E4316H15(D4316)

 E4919(D5001)、E4919U(D5001)、E4903U(D5003) 、 E4916H15(D5016)、E4916UH15(D5016)

（２）炭酸ガス半自動アーク溶接部門

半自動アーク溶接ワイヤは、実行委員会において、下記のものを準備する。

JIS Z 3312：2009 (軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ)の

YGW 12 規格の銘柄 MG-50T（（株）神戸製鋼製）のワイヤで、直径1.2ｍｍのもの。

４．競技用機材（実行委員会で準備してあるもの）

（１）競技種目に関係なく全参加者共通のもの

① 作業台（動かさない事)、腰掛、溶接治具、邪魔板

② その他（バイス、残棒入れ、アーク調整用平板）

（２）被覆アーク溶接部門用

① 溶接機；BP-300交流アーク溶接機（（株）ダイヘン製）自動電撃防止装置付き）

② 導線及び溶接用ホルダ

（３）炭酸ガス半自動アーク溶接部門用

① 溶接装置；DM-350（デジタルインバータ式）（（株）ダイヘン製）半自動アーク溶接機

② シールドガス及び装置；液化二酸化炭素（JIS Ｚ3253）（すぐにつかえる状態で準備する）

５．競技用機材（参加者が準備して持参するもの）

（１）競技種目に関係なく全参加者共通のもの

① 作業服及び保護具（必ず持参すること）

作業服（作業帽または安全帽、作業服上下、安全靴）、タック溶接用治具、道具箱

保護具（溶接用皮手袋、前掛け、腕カバー、足カバー、遮光面、防塵マスク、保護メガネ）

② 工具類

チッピングハンマ、片手ハンマ、ワイヤーブラシ、タガネ、平ヤスリ、プライヤ、ペンチ、

モンキーレンチ、紙（布）ヤスリ、けがき針、タック溶接（仮付）用治具、ウエス、石筆、

チョーク、磨き用木片、砥石　　　（注）練習材の固定冶具の持込みは認めない。

③ 測定用具

携帯用電流計、隙間ゲージ、スケール、角度ゲージ、ノギス、マイクロメーター

④ 練習材料（競技材料と区別できるもの、例えば一角を切断したもの等）

数量は自由であるが、練習用の邪魔板の持込みは認めない。

⑤ その他（移動用運搬台車、イスの持込可）

（２）被覆アーク溶接部門；被覆アーク溶接棒（乾燥済のもの）

（３）炭酸ガス半自動アーク溶接部門；MG-50T以外のYGW11～18で、1.2㎜のワイヤーを申請したものは持参

６．競技課題

別図１～５に示す課題を所定時間内に完成させる。

図１；競技材形状及び開先形状、　　図２；邪魔板形状、　　図３；邪魔板の取付け位置、

図４；曲げ試験片採取位置とビード方向、　　図５；中板競技材の初層棒継ぎの指定範囲

競技参加者は次の各項に従うものとする。
競　技　実　施　要　領
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競　技　課　題
 

4.5（呼び） 立向姿勢

（上進）

9.0（呼び） 横向姿勢

板厚の
区　分

競技材料の
厚さ(ｍｍ)

溶接姿勢

スカラップの径
手溶接：20R、
半自動：20R、
取付位置は中央

なし

継手の種類 裏当金 邪魔板（図４） 備　考

中板

スカラップの径
手溶接：20R、
半自動：20R、
取付位置は裏曲げ試験片
の採取位置

薄板
I形、V形、レ形
突合せ継手のい
ずれでもよい

なし

V形突合せ継手 初層のみアー
ク中断の申告
必須
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※　アーク中断部を溶接始端側（図５（２））とするか、

　　　　　　　　　　　　溶接終端側（図５（１））にするかは任意で、どちらでも可。

      　 図６　競技材の固定具取付け後の角度計測方法

4.5（呼び）
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１．集合と準備

（１）出場選手は競技開始６０分前までに必ず受付・準備を済ませ、選手工具置場で待機する事。

当日、交通事情等により遅刻する場合は、すみやかに連絡（携帯 090-3977-9373）し、実行委

員会の指示を受けること。

（２）受付にて出席の確認を行うとともに、ゼッケンを受け取る。

（３）更衣の上、ゼッケンを着用し各自の荷物を整理して係員が誘導するまで待機する。誘導は競技

時間５０分前に各班別毎に行う。

（４）所定の作業服、保護具を着用すること。

（５）指定工具のチェックを行うので、チェックされた工具以外は持ち込まないこと。

２．競技材料

（１）競技用材料は主催者で準備し、会場において支給する。

（２）電流調整用鋼板1枚を各自に支給する。

なお、開先をとった練習用材料を持参して、電流調整に用いてもよい。ただし、誤って競技材

として使用することを防ぐために、競技材と区別できる形状のものとする。

（３）溶接棒の乾燥機はないので、乾燥した溶接棒を持参すること。

３．開先加工

（１）開先調整の時間は約２５分与える。（競技時間には含まない）

（２）開先加工は、試験材加工場で行う。

（３）開先部の調整は、図１に示す課題通りに行うこと。

（４）薄板の支給材料の開先はI形とし、開先部の加工は次のことに注意すること。

① ルート面及び開先角度は自由とする。

② 局部的加工はしてはならない。

（５）中板の支給材料はべべル角30°の加工がされたもので、開先部加工は次のことに注意すること。

① ルート面の加工は任意で、均一に仕上げなければならない。

② ベベル角度は、変更してはならない。

③ 局部的に開先を拡げたり、局部的にルート面寸法を小さくするなどの加工を行ってはならない。

★ （６）開先部の加工が終わったら試験材係実行委員会の開先確認を受け、指示があるまで選手待機場所で

待機する。

注）実行委員への確認とは、申告確認サイン票に実行委員のサインを貰うこととする。

（以下同じ）

４．作業別の保護具着用基準

（１）作業中の服装に安全上の不備、不安全状態及び不安全行為があった場合は、総得点から減点する。

作業別の保護具着用基準を下表に示す。 　　

表．　　作業別保護具着用基準

競技手順及び注意事項　（★印は申告・確認が必要な事項を示す。）4.5（呼び）

項　　目 開先加工 タック溶接 本溶接 スラグ除去 競技材清掃

１）作業服上下、安全帽又は作業帽、安全靴 ○ ○ ○ ○ ○

２）溶接用皮製保護手袋（全長２８０ｍｍ以上） － ○ ○ － －

３）溶接用前掛け（難燃性作業服でも必ず着用） － ○ ○ ○ －

４）溶接用腕カバー（難燃性作業服でも必ず着用） － ○ ○ ○ －

５）溶接用足カバー ○ ○ ○ ○

（半長靴（ズボンは外）や編み上げ長靴でも可）

６）保護めがね（視力矯正用めがね、 － － － ○ ○

はね上げ式溶接用保護面でも可）

７）フィルタープレート付溶接用保護面 － ○ ○ － －

８）防じんマスク（JIS相当品） － ○ ○ － －
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５．競技

５－１ 注意事項

（１）競技中は安全作業に徹すること。

（２）競技中は実行委員の指示に従わなくてはならない。また競技途中席を立つときは、必ず実行委

員に申し出ること。実行委員の指示に従わなかった場合、及び競技課題、競技実施要領ならび

に注意事項に違反した場合、不安全状態、不安全行動は失格または減点の対象となるので、注

意すること。

（３）作業を中断して、スラグの除去など競技材の清掃を行うときは、ホルダ又はトーチは指定さ

れたところに置くこと。なお、この場合、溶接棒はホルダから外しておくこと。

（４）溶接は片面溶接とし、溶接層数及び棒の使用量は自由である。

（５）溶接競技中に事故が有った場合には、実行委員に申し出てその指示を受けること。

（６）アークを発生している時は、溶接作業台の上に、電流調整用鋼板、練習材料以外は

置いてはならない。　（タック溶接用治具をタック溶接に使用しているときは除く）

減点の対象となります。

（７）安全上問題になるほど競技材に手、腕を押し付けて溶接してはならない。

溶接中に溶接棒やトーチのノズルをつかんで（触れて）、皮手袋から煙のでるような

不安全行為があった場合は減点する。

５－２ 競技開始

（１）競技の開始は笛で合図を行うから、一斉に開始する。

競技の開始はスイッチの投入から始めること。従って合図があるまでに練習、タック溶接、電

流の調整を含めた溶接作業をしてはいけない。

（２）競技時間は、練習、タック溶接、電流調整、固定治具への取付け、邪魔板の取り付け、

取外し、溶接終了後の競技材の清掃、および実行委員への作業終了の申告に要する時間を

含めて45分以内とする。45分経過後は未完成であっても競技材を提出すること

（競技場の清掃時間及び工具類の収納は、競技時間内に含めない）

５－３ タック溶接（仮付け）

（１）タック溶接（仮付け）を始めるときは所定の保護具を着用すること。

（２）タック溶接（仮付け）は、競技材料の両端２ヶ所に各々15mm以内の裏面に行う。

（３）薄板中板ともルート間隔は任意とする。（テーパ間隔を行ってもよい）

タック溶接用の治具は、各自で持ち込むこと。

★ （４）薄板、中板のタック溶接が終ったら実行委員の確認を受けること。

（５）溶接による変形は、逆ひずみ法によって防ぐものとする。

５－４ 溶接作業

（１）溶接する時に必要なタック溶接用治具以外の治具類は、主催者側で準備したものを使用し、

参加者が持参したものを使用してはならない。タック溶接用治具は持参したものを使用する。

溶接を開始してから終了するまで競技材を固定治具から外してはならない。

また、上下左右を変えてはならない。

★ （２）薄板競技材を固定治具に取付けるとき、取付けは左右どちらでもよく競技材を鉛直に取り

付けるように、邪魔板を競技材にマーキング表示されてある12mmの指定範囲にセットし、

必ず邪魔板の固定ボルト側が裏側になるよう取付けること。

本溶接を開始する前に、実行委員に取付け状態の確認をうけること。

（３）中板競技材の取付けるとき、競技材を固定具に吊り下げるように取付け、溶接線を水平にし、

鉛直に固定する。

邪魔板の取付け位置は、競技材中央部より40mmずれた位置とし、左右どちらでもよい。

また、邪魔板は裏曲げ試験片採取位置が競技材にマーキング表示されてある12mmの

指定範囲にセットし、必ず邪魔板の固定ボルト側が裏側になるよう取付けること。
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★ （４）邪魔板を取付けた競技材を固定治具にセットした後、あるいは競技材を固定治具にセットし

て邪魔板を取付けた後、本溶接を開始する前に、実行委員に取付け状態の確認をうけること。

（５）一度取付けられた邪魔板は、溶接が終了するまで固定したままとする。

（６）練習材は、作業台に準備されている邪魔板を使用し、固定治具に取付けて練習を行ってもよいが、

練習用の邪魔板の持ち込みは認めない。

（７）溶接を始めるときは所定の保護具を着用すること。電流調整するときも同じ。

（８）溶接電流及びアークの調整は練習用材料及び別に支給する小片を用い、作業台、治具類へは絶

対にアークを出してはならない。

（９）炭酸ガス半自動アーク溶接では、ガスを出しっぱなしにしないこと。

（10）競技中は、他人の作業の妨げになるようなこと（例えば、話し掛けたり、振動を与えたり）し

てはならない。また、工具及び保護具その他競技に必要な道具類の競技時間内における貸借を

してはいけない。

（11）練習材をエンドタブとして使用してはならない。

（12）薄板溶接は、立向き姿勢で行う。溶接方向は全てのパスを上進で行う。

最終層は多パスでも良い。

（13）中板溶接は、横向き姿勢で行う。初層は同一方向に溶接する。2層目以降は、左進、右進、

またはそれらの混用のいずれでもよい。また、同一パスの途中で溶接方向を変えてもよい。

ただし、最終層は始めから終わりまで同一方向でなければならない。

★ （14）中板溶接は、初層のアーク中断部から裏曲げ試験片を採取します。

アーク中断部を溶接始端側とするか、溶接終端側にするかは任意で、どちらでも可。

初層のアーク中断のみ申告が必須。実行委員にアーク中断の確認をうけること。

（15）アークによるビード流しは、電流を変えて行ってはならない

（16）練習材と競技材を並べ、練習材から競技材へアークを連続させて溶接してはならない

（練習材と競技材が接していなくても不可）。競技材の溶接時には、練習材は作業台に

平置きする。

（17）溶接層数及びパス数は自由とする

（18）溶接中及び溶接後において、変形の矯正は禁止する。

（19）タガネは、スラグやスパッタを取るために使用するのはよいが、溶接金属をはつる目的で使用

してはならない。

（20）終了10分、5分及び1分前に知らせる。

（21）終了後の手直しをしてはならない。

６．競技材の清掃と作品の提出

★ （１）溶接が終了すれば、（炭酸ガス半自動アーク溶接では、炭酸ガス流量計のコックを閉じ）

溶接機のスイッチを切ること。

邪魔板を取り外して競技材を清掃して作業終了を実行委員に申告すること。

（実行委員への作業終了申告までを競技時間内に行うこと）

（２）ホルダ又はトーチは指定のところに置くこと。

（３）ビード表面はチッピングハンマとワイヤーブラシを用いて、清掃した上作品台に提出すること。

清掃はビードの波目が消えるまで過度に行ってはならない。

また、競技材を提出するときは、自分及び他人が火傷をしない様十分注意すること。

（４）競技材は、すべて溶接の前後を通じて各種の処理（溶着金属をタガネ・ヤスリ等でハツリ（削

り）落し）をしてはならない。

（５）溶接による変形は逆ひずみ法によって防ぐものとし、角変形を生じてもそのままとして矯正し

てはならない。

★ （６）時間内に溶接が終了し、競技材の清掃および溶接場所の清掃も済んで、退場するときは

実行委員に退場する旨申告し承認を得ること。

（７）終了は笛で合図するから、それ以降は溶接、競技材の清掃を行ってはならない。注意後も行っ

た場合は、失格とする。
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７．溶接場所の片付けと退場、作品展示

（１）各自の溶接場所の後片付けを行い、清掃を行った後、控室に引き上げる。

なお、競技場より退出後は再入場できない。

（２）控室でゼッケンを返却し、更衣の上退場する。

（３）審査が始まると、以後は作品の見学及び写真撮影は禁止する。

８．作り直し

競技材料に溶接を開始した後は、溶接のやり直し、作り直しは許可しない。

ただし、実行委員長が不可抗力の事故と認めた場合は競技材料を再交付し、溶接のやり直し、作り

直しを許可する。

９．その他

（１）駐車スペースが少ないので、車でのご来場はご遠慮ください。

（２）競技説明会で会場見学の際、希望者はアークテスト及び治具取扱について、時間を設ける。
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１．審査項目及び配点

（１）提出された試験材について、下記項目及び配点により審査採点する。

　　　　　審査項目・配点　　　　　　　　　　　　　　　試験材１枚につき

試 験 材

種    類 表面 裏面 表曲げ 裏曲げ

薄板 ５０ ５０ １００ １００ １００ ４００

中板 ５０ ５０ １００ １００ １００ ４００

（２）違反行為、不安全状態、不安全行為は、競技全体について審査し、審査委員会の議により、

失格または減点数を定める。

２．外観試験

外観試験は次の要因について審査を行う。

　①アンダカット　②オーバーラップ　③ビードの状態（ビード幅、高さ、波形など）

　④裏面の溶け込み　⑤変形の状態　⑥ビードの始端及び終端処理　⑦清掃の状態

　ただし、競技材の裏面両端15mmはそれぞれ審査の対象外とする。

３．Ｘ線透過試験

JIS Z 3104⁻¹⁹⁹⁵「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」に準じてＸ線透過写真撮影を行い、透過写

真におけるきずの像について、別に定める審査内規により採点する。ただし、試験材の両端 15mm

は審査の対象としない。

外観試験で試験材毎の裏面の溶け込み不良が100mm以上ある試験材についてはＸ線透過試験を実施

せず、配点は０とする。

４．曲げ試験

各試験材から図５に示すように２枚の試験片を採取し、JIS Z 3122「突合せ溶接継手の曲げ試験方

法」に準じて表曲げ及び裏曲げ試験を行い、曲げ表面（側面も含む）に現れた割れの長さに応じて、

別に定める審査内規により採点する。

５．違反行為

作業中の違反行為及びこれに類する行為について、失格または減点する。

（競技実施要領、競技手順及び注意事項、作業手順、管理・確認チェック項目一覧表参照のこと）

６．不安全状態・不安全行為

作業中の服装、不安全状態（保護具）及び不安全行為について減点する。

（競技実施要領、競技手順及び注意事項、作業手順、管理・確認チェック項目一覧表参照のこと）

７．順位の決定

各競技材の合計点により順位を決定する。

総合点に同者があった場合は、曲げ試験の得点の順位による。なお同点の場合はＸ線

試験の得点の順位による。

８．本基準以外の採点上の細目等については審査委員長が定めるものとする。

審　査　基　準

以　上

外観試験
Ｘ線透過試験

曲げ試験
合計
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★印減点あり

管理・確認項目 管理基準 確認の方法 異常時の処置
減点の有

無
確認者 標準・基準値

0 委員の指示 従うこと －－－ 従わない場合 失格 各実行 ３度が限度

委員

1 点呼 控室にいること 呼称 呼出し 誘導係

2 服装チェック ①帽子　　　　　　②作業服上下 着用していること 読み上げ 指導する 誘導係

保護具チェック ③安全靴　　　　④手袋 持参していること 材料係

⑤前掛け　　　　　⑥腕カバー

⑦足カバー　　　⑧遮光面

⑨防塵マスク　　　⑩保護メガネ

⑪ゼッケン　　　　⑫申告確認サイン票

3 工具チェック 指定工具 指定工具以外のも 読み上げ 預かる 誘導係

溶接材料チェック ①チッピングハンマ　　②片手ハンマ のを持ち込まない 材料係

③ワイヤーブラシ　　　④タガネ

⑤平ヤスリ　　⑥プライヤ　　⑦ペンチ

⑧モンキーレンチ　　　⑨紙（布)ヤスリ

⑩けがき針

⑪タック溶接（仮付）用治具

⑫ウエス　⑬石筆　⑭チョーク

⑮磨き用木片 ⑯砥石

⑰ニッパ（半自動溶接の部）

測定用具

①携帯用電流計

②隙間ゲージ　③スケール

④角度ゲージ　⑤ノギス

溶接材料

①練習用材料

②被覆アーク溶接棒

4 材料支給 競技材の種類、枚数 規定の種類、数量 本人に手渡し 申出により取換える 材料係 所定の枚数

開先加工 競技番号 （溶接に影響があると 　アーク溶接；中板２枚，薄板２枚

思われる場合のみ） 　半自動溶接；中板２枚，薄板２枚

　電流調整用小片；１枚

5
【申告】 開先状態確認 申告の有無 申告を受けること 応答 申告のない場合、ないこ

とを伝える
★ 材料係

6 溶接棒の確認 使用する溶接棒のチェック 応答 記録に残し 材料係

（アークのみ） 審査委員会に報告

7 ベベルチェック ①ベベル角 標準の通りであること 角度ゲージ 材料係 実施要領図のとおり

ノギス

　ルート面の均一性 スケール

目視

②開先部の局部的加工 局部的に加工して 目視 ★ 材料係 溶接の中断・ビード継ぎに有利と見

はならない （スケール） なされる全ての加工を含む

8 待機 －－－－－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－

9 入場 －－－－－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－

10 競技開始 競技開始 競技を開始すること 笛で合図ずる 始めさせる 進行係

11 仮付け（タック溶接） 服装、保護具関係の使用状況 使用すること 目視 ★ 立会係 工程№２の⑩⑫を除くものすべて着用

競技材組み立て のこと

12 【申告】　競技材 申告の有無 申告を受けること 応答 ★ 立会係 　

　　　組み立て完了

13 開先チェック ①仮付けの位置 基準に合致すること 目視 ★ 立会係 仮付けの位置

（スケール） 　　各々の端面から15mm以内

14 競技治具への競技 －－－－－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－

材の取り付け

15 【申告】　取り付け状態 申告の有無 No17工程以前に申告 応答 申告のない場合、な ★ 立会係

　　の確認 すること いことを伝える

16 取り付け状態の確認 ①姿勢、角度及び競技材を掴む位置 基準に合致すること 目視 指導して修正を指示 立会係 実施要領図のとおり

邪魔板はマーキングされている12ｍｍ

②邪魔板の取付け 指定マーキング内 目視 指導して修正を指示 の指定範囲内に取付ける

する 　固定治具に競技材を掴む位置は

③固定の仕方の適否 締め付け強さが十分 ネジの締め 指導して修正を指示 　　　横向き姿勢；上側の板

　　競技材及び邪魔板 であること 付け状態 する 　　　立向き姿勢；左右どちらでもよい

17 溶接の施工始・練習 服装、保護具の着用 使用すること 目視 不使用のとき、使用を ★ 工程№２の⑩⑫を除くものすべて着用

溶接条件設定 指示する のこと

①アーク出し 所定の電流調整作業 電流調整用小片、あ 目視 注意して止めさせる ★ 作業台、固定治具にアークを出して

るいは練習用材料 はならない

を使用すること

②ガス流量の調整 所定の流量調整 点検スイッチにて 目視 注意して止めさせる ★ 点検スイッチを流量調整後「溶接」

（半自動溶接のとき） 行うこと 側に切り替える動作が正常

③作業中断時 指定位置に置く 実施すること 目視 指導して実施させる ★ タック溶、本溶接を通じて同じ、

　ホルダ（トーチ） いずれも作業中断時はホルダ（トー

　を指定の位置に チ）を指定位置に置くこと

　置くこと

作業手順，管理・確認チェック項目一覧表（点呼から競技終了まで）

立会係

工程

加工し直しを指示する

記録に残し審査委員会に

報告

申告のない場合、ないこ

とを伝える

不使用のとき、使用を指

示する

４
５

分

１．審査項目及び配点

（１）提出された試験材について、下記項目及び配点により審査採点する。

　　　　　審査項目・配点　　　　　　　　　　　　　　　試験材１枚につき

試 験 材

種    類 表面 裏面 表曲げ 裏曲げ

薄板 ５０ ５０ １００ １００ １００ ４００

中板 ５０ ５０ １００ １００ １００ ４００

（２）違反行為、不安全状態、不安全行為は、競技全体について審査し、審査委員会の議により、

失格または減点数を定める。

２．外観試験

外観試験は次の要因について審査を行う。

　①アンダカット　②オーバーラップ　③ビードの状態（ビード幅、高さ、波形など）

　④裏面の溶け込み　⑤変形の状態　⑥ビードの始端及び終端処理　⑦清掃の状態

　ただし、競技材の裏面両端15mmはそれぞれ審査の対象外とする。

３．Ｘ線透過試験

JIS Z 3104⁻¹⁹⁹⁵「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」に準じてＸ線透過写真撮影を行い、透過写

真におけるきずの像について、別に定める審査内規により採点する。ただし、試験材の両端 15mm

は審査の対象としない。

外観試験で試験材毎の裏面の溶け込み不良が100mm以上ある試験材についてはＸ線透過試験を実施

せず、配点は０とする。

４．曲げ試験

各試験材から図５に示すように２枚の試験片を採取し、JIS Z 3122「突合せ溶接継手の曲げ試験方

法」に準じて表曲げ及び裏曲げ試験を行い、曲げ表面（側面も含む）に現れた割れの長さに応じて、

別に定める審査内規により採点する。

５．違反行為

作業中の違反行為及びこれに類する行為について、失格または減点する。

（競技実施要領、競技手順及び注意事項、作業手順、管理・確認チェック項目一覧表参照のこと）

６．不安全状態・不安全行為

作業中の服装、不安全状態（保護具）及び不安全行為について減点する。

（競技実施要領、競技手順及び注意事項、作業手順、管理・確認チェック項目一覧表参照のこと）

７．順位の決定

各競技材の合計点により順位を決定する。

総合点に同者があった場合は、曲げ試験の得点の順位による。なお同点の場合はＸ線

試験の得点の順位による。

８．本基準以外の採点上の細目等については審査委員長が定めるものとする。

審　査　基　準

以　上

外観試験
Ｘ線透過試験

曲げ試験
合計
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★印減点あり

管理・確認項目 管理基準 確認の方法 異常時の処置
減点の有

無
確認者 標準・基準値

18 本溶接の開始 他人の作業への妨げ行為の有無 ないこと 目視 注意して止めさせる ★ 立会係 妨げ行為とは、話し掛けたり、振動

　・薄板はNo19工程へ を与えることなど

　・中板はNo20工程へ 工具、保護具の貸借も含む

練習材をエンドタブとすること 使用しないこと 目視 注意して止めさせる ★ 立会係

19 薄板溶接の場合 溶接方向 全パス立向上進溶接 目視 ★ 立会係

最終層は多パスでも良い

20 【申告】　中板溶接の 初層のアーク中断の申告 初層は同一方向に溶接 目視 ★ 立会係

　　初層アーク中断 裏曲げ試験片採取位置

初層アーク中断

21 中板溶接の場合 最終層の仕上げ溶接 最終層の仕上げ層は 目視 ★ 立会係

同一方行とする

22 溶接終了時間１０分前 －－－－－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ 進行係

5分前1分前の予告

23 本溶接終了 －－－－－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－

24 終了後の手直し 手直し作業の有無 修正不可 目視 ★ 立会係

25 溶接終了作業 ①溶接機のスイッチの遮断 実施すること 目視 指導して実施させる ★ 立会係

指導して実施させる ★

指導して実施させる ★

26 競技材の清掃 ①過度のブラッシングの有無 目視 ★ 立会係

②ビードの整形、修正作業の有無 ★ 立会係

③変形の矯正 しないこと 目視 指導して実施させる ★ 立会係

27 【申告】　作業終了 申告の有無 目視 ★ 立会係

応答

28 競技材の提出 競技番号の記入 正しい番号の記入 －－－－－－ 作品係

29 【申告】　競技時間内の 申告の有無 申告すること 応答 ★ 立会係

　　終了前の退場

30 競技終了の合図 競技の終了 終了すること 笛で知らせる 進行係

31 競技場の清掃 作業台及び周辺の清掃 実施すること 目視 ★ 立会係

32 退場 ゼッケン及び工具箱の返却 －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ 誘導係

工程

②炭酸ガス流量計のコックを閉じる

④ホルダ（トーチ）を指定の位置に置くこと

工程以前に申告する

マーカーによる記

入

波目が消える程度までか

どうか
記録に残し審査委員会に

報告

止めさせて記録に残し審
査委員会に報告

タガネ、やすりの使用の有

無

知らせる

注意して止めさせる

作業手順，管理・確認チェック項目一覧表（点呼から競技終了まで）

指導して実施を指示する

指導して止めさせる

申告なしで退場しようとし
た場合、口頭で確認する

申告のない場合、ないこ

とを伝える

記録に残し審査委員会に

報告

注意して止めさせる

止めさせて記録に残し審
査委員会に報告
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（一社）大阪府溶接技術協会　宛　　（FAX　０６－６６４９－４９０７）

　　大阪府溶接技術コンクール　参加申込書

（申込期限；令和元年12月2日） 令和元年　　　月　　　日

事業所名

住所

TEL＆FAX （TEL) （FAX）

担当者 （氏名） （所属）

（メールADD）

下記のとおり参加を申込みます。

※参加料は　　　　年　　　月　　　日に、銀行振込／現金書留で送付します。

参加
部門

受付
番号

　　　参加者氏名 経験年数､年齢 　　現有資格
　使用溶接棒銘柄、棒径
　及びワイヤー銘柄

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

ﾌﾘｶﾞﾅ
(経験年数)

(年齢)

被
覆
ア
ー
ク
溶
接
の
部

炭
酸
ガ
ス
半
自
動
ア
ー
ク
溶
接
の
部
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