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この度、千葉県計量管理協議会の第 23 代会長

に就任しました住友化学㈱の平野です。新三役は

第１副会長に JFE ｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所様、第２副

会長に三井化学㈱茂原分工場様にお願いしており

ます。どうぞ宜しく御願い致します。

当協議会は、昭和 40 年に設立され、今年は 44

周年にあたります。現在千葉県の主な企業 65 社が

会員であり、全国的にも有数の計量協議団体とし

て積極的な事業活動を行っております。これもひ

とえに関係官庁、先輩役員および会員各社の皆様

のご努力によるものと深く感謝申し上げます。

会長として、各種の事業活動を通して当協議会の

目的である「生産活動全般に適応した計量管理を

効果的に実践し、各企業の生産性向上、安全・品

質・環境の確保に努め会員・産業経済の発展に寄

与する」こと、ひいては千葉県産業の振興に寄与

することに鋭意努力して参ります。

本年度は、当協議会の上部団体である千葉県計

量

量協会が社会的に認知され、従来にまし県民に対

する計量思想の普及啓発、地域社会における計量

の安全確保等の事業を積極的に行うことが可能と

なり経営基盤強化及び事業拡大等を図ることを可

能とするための一般社団法人の取得に向け、当協

議会も協力していくことになります。会員皆様の

ご理解をどうぞ宜しくお願い致します。

昨年秋以降大幅に悪化しました世界経済も足も

とは全体として緩やかながらも下げとまりつつあ

るといわれておりますが、依然として厳しい状況

にあることに変わりはありません。また、社会の

企業に対する目も益々厳しさを増しており、この

ような状況におきましては些細なミスが企業の信

頼を損ない、存続にさえ大きな影響を与えた事例

も少なくありません。

このことは計量管理におきましても同様であり

まして、今まで以上に適正かつ効果的な計量管理

が求められていると考えております。そのために

も本計量管理協議会におきまして会員相互の計量

管理に関する技術・情報の交流、相互啓発を活発

に実施し、計量管理技術の維持、向上をさせてい

くことが大切なことであり、本協議会の事業計画

を確実に実行いたしまして、計量管理技術の信頼

性向上、会員各社の皆様の発展に寄与できれば幸

いであると存じ上げます。

今年度の事業計画は、5 月 21 日に開催された第

45次通常総会において各事業の基本方針が承認さ

れました。先日の新役員による理事会で各事業の

日程、役割分担も決まり全役員が一体となって企

画策定し推進する運びとなっています。会員の皆

様には各事業に多数参加頂きますと共に、忌憚の

ない意見をお寄せ下さいますようお願い致します。

最後に、関係官庁の皆様、会員会社の皆様の尚

一層のご支援ご協力をお願いすると共に、皆様方

の益々のご繁栄を心から願って会長就任の挨拶と

させて頂きます。
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去る５月２１日に本会の第 45 次通常総会が開催

され、盛会のうちに無事終了致しました。ここに

その概要をお知らせ致します。

日 時 平成 21 年 5 月 21 日（木）14:00～

場 所 オークラ千葉ホテル

出席会員数 出席３９社 委任状１６社

（現会員数６５社）

来 賓

千葉県商工労働部部長 高橋 渡 様

千葉県計量検定所所長 米谷 賢徳様

商工労働部保安課福課長 川島 宏幸様

千葉県計量検定所次長 佐藤 光彦様

（千葉県計量協会会長恵藤様、日本新報社取締

役社長横田様は都合により欠席）

１．開会の辞

第一副会長 住友化学㈱千葉工場

平野部長

２．会長挨拶

出光興産㈱千葉製油所 久保田副所長

みなさんこんにちは。出光興産千葉製油所副

所長の久保田です。会長を仰せつかっておりま

す和久田が都合により出席できなくなりました

ので、会長に代わり、開会にあたりまして、一

言ごあいさつ申し上げます。

本日、第４５次通常総会の開催に当たり千葉

県商工労働部部長高橋様はじめご来賓の皆様、

並びに会員各位の皆様方におかれましてはご多

忙の中、多数ご臨席を賜りありがとうございま

す。また、準備に当たられました役員会社の皆

様に感謝申し上げます。

さて気になる最近の景気動向ですが、昨年秋

から景気が急激に後退し世界同時不況の様相を

示していましたが、最近、一部に国内景気に底

入れの兆しが見え始めており、在庫調整の進展

による一時的な現象か、景気回復の始まりか、

判断が分かれるところです。

最近発表された国際通貨基金(IMF)世界経済

予測では、今年度の経済成長率は世界でマイナ

ス 1.3%、日本はマイナス 6.2%と先進国の中で

は一番悪い成長率予測となっています。また、

2009 年度政府経済見通しでもマイナス 3.3%で

あり厳しい経済状況は当分続くと覚悟した方が

よさそうです。

さて、このような状況のもとで、当協議会で

は、「生産活動全般に適応した計量管理を効率的

に実践し、各企業の生産性向上、安全・品質・

環境の確保に努め、会員・産業経済の発展に寄

与する」と言う目的に沿って、各種事業を積極

的に展開してまいりました。

それらの活動を通じて、消費者の皆様や関係

官庁など企業を支えて戴いています全ての皆様

方にも成果を感じて戴ければと考えております。

特に、計量計測技術の適用拡大・共有化を目指

し、会報、ホームページ等で情報発信に努めて

まいりました。又、当協議会理事の輪番制導入

を検討・軌道に載せることができ、協議会の維

持運営を強化できたと考えております。

これも一重にご出席の皆様、関係官庁並びに

計量管理に携わる皆様、また、行政諸機関のご

指導の賜と深く感謝しお礼を申し上げます。と

りわけご来賓の皆様におかれましては日頃から

当協議会の運営に関しましてご指導あるいはご

支援を賜っており、あらためてお礼を申し上げ

ます。

第 ４ ５ 次 通 常 総 会 開 催

久保田会長挨拶
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只今から、平成２０年度事業活動と新年度事

業計画につきましてご報告しご審議賜りますが、

皆様におかれましては、忌憚のないご意見を頂

きまして有意義な総会と致したく存じますので、

ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

最後に、ご来賓の皆様、会員会社の皆様の尚

一層のご支援ご協力をお願い申し上げますと共

に、皆様方の益々のご繁栄を心から願ってご挨

拶とさせて戴きます。

ご静聴ありがとうございました。

３．来賓祝辞

千葉県商工労働部 高橋 渡 部長

千葉県計量管理協議会の第４５次通常総会が、

本日、ここに盛大に開催されますことを、心か

らお慶び申し上げます。

また、会員の皆様には、日ごろから本県の計

量行政の推進に深い御理解と御協力をいただき

厚くお礼申し上げます。

貴協議会におかれましては、昭和４０年の設

立以来、適正な計量管理の実施の確保や計量管

理技術の向上を図り、本県経済・産業の発展に

寄与され、また、広く県民に計量思想の普及に

大きく貢献されてこられましたことに、深く敬

意を表します。

また、後ほど、計量管理優良事業場、計量管

理功労者等の会長表彰があると伺っております

が、受賞されます皆様には、心からお祝いを申

し上げます。

さて、現下の経済情勢は、世界的な金融危機

の影響により、景気全体が急速に悪化するなど

非常に厳しい状況下にあります。

そのため、県では国の経済対策に呼応し、雇

用対策、金融・融資対策等の諸施策を盛り込ん

だ「千葉県総合経済対策」を策定し、全庁的な

施策の総動員による地域経済の活性化を進めて

おります。

計量管理は、あらゆる産業活動における基盤

をなす重要な役割を果たしていることから、県

といたしましても、今後とも、貴協議会と密接

に連携し、適正な計量管理を推進してまいりま

すので、なお一層の御支援、御協力をよろしく

お願い申し上げます。

結びに、千葉県計量管理協議会のますますの

御発展と会員の皆様の御健勝、御活躍を祈念申

し上げましてお祝いの言葉といたします。

４．総会成立報告

出席者数 34、委任状 20 であり、会員数 65
の２分の１を超えるので、本総会が成立するこ

とが報告された。

５．議長選出

会則第 11 条第３項の規定により、会長事業

場である出光興産㈱千葉製油所 森川氏を選出。高橋商工労働部部長挨拶

総会会場…熱心に聴講される会員
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６．議事録署名人の選出

議長一任となり、ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄

所 戸村氏が議長より指名選出された。

また、議長も議事録署名人となるので、２名が

議事録署名人となる。

７．附議事項

第一号議案 平成２０年度事業報告について

（報告 第二副会長㈱山武千葉事業所 石田氏）

第４５次通常総会議案集のとおり報告し承認さ

れた。

第二号議案 平成２０年度収支決算報告および監

査報告について

(1) 収支決算報告

（報告 第二副会長 ㈱山武千葉事業所 石田氏）

収入決算額 3,070,465 円

支出決算額 2,265,593 円

差引き残高 804,872 円

議案集のとおり報告し承認された。

(2) 監査報告

（報告者 監事 ㈱Ｊ－オイルミルズ 坂口氏）

平成２０年度千葉県計量管理協議会の決算書

及帳簿類を監査の結果、適正であることを認め

ます。 平成２１年４月２日

監事 ㈱Ｊ－オイルミルズ千葉工場

坂口 求

監事 古河電気工業㈱千葉事業所

安 偉

議案集のとおり報告し承認された。

第三号議案 平成２１年度事業計画(案)及び同年

度収支予算(案)について

（提案及び説明者 第一副会長

住友化学㈱千葉工場 渡辺氏）

平成２１年度収支予算(案)

平成２１年度事業費予算明細(案)

議案集のとおり提案し、承認された。

第四号議案 役員改選（案）

（提案及び説明者 第一副会長

住友化学㈱千葉工場 渡辺氏）

新役員の改選について、理事輪番制にもとづ

き第２５５回理事会にて選出した新役員候補に

ついて提案し、承認された。

その後、別室にて臨時理事会を開催し、理事

の互選により、会長を住友化学㈱千葉工場に、

第一副会長をＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所に、

第二副会長を三井化学㈱茂原分工場に選任する

ことで了承された。

総会を再開し、臨時理事会の審議内容を報告

し、承認された。

第五号議案 その他について

会員からの提案事項の申し出をお願いしたが、

特に提案はなかった。

以上をもって総会の審議事項は全て終了した。

事業報告及び事業計画報告
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８．表彰式

Ⅰ.表彰委員会審査報告について

（審査報告者 ㈱山武千葉事業所 石田氏）

 (1) 計量管理優良事業場

平成２０年１２月に実施した計量管理実施

状況調査を参考に書類選考、現地審査を行

った結果、下記の通り決定し、３月１２「日

の理事会にて承認を受けた。

・東京ガス㈱袖ヶ浦工場 殿

・日 本 燐 酸 ㈱ 殿

(2) 計量管理功労者

事業所推薦及び理事会推薦にもとづき審査

を行った結果、下記の通り決定した。

・青木 正人 殿 新日本製鐵㈱

君津製鐵所

・中川 則一 殿 住友化学㈱千葉工場

(3) 優良計量管理技術者

・今野 勝広 殿 住友化学㈱千葉工場

上記受賞者に対し会長より表彰状、楯、記念品を

それぞれ贈呈した。

Ⅱ.平成２１年度「計量管理強調月間」ポスター、

標語の表彰について

（審査報告者 計量管理強調月間担当

ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所 戸村氏）

応募数 ポスターの部 ６点

標語の部 ９９点

計量管理優良事業場表彰

日本燐酸㈱ 殿

計量管理優良事業場表彰

東京ガス㈱袖ヶ浦工場 殿

計量管理功労者表彰

青木正人 殿（新日本製鐵㈱君津製鐵所）

計量管理功労者表彰

中川則一 殿（住友化学㈱千葉工場）
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入 選 ポスターの部

特 賞 １名 優秀賞 ３名

標語の部

特 賞 ４名 優秀賞 １０名

３月１２日の理事会にて審査を行い選出した

①ポスターの部

特 賞 山口 昭芳 殿

ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所

優秀賞 緒方 敏博 殿

出光興産㈱千葉工場

大和久 一善 殿

ＪＳＲ㈱千葉工場

大橋 謙次 殿

ライオン㈱千葉工場

②標語の部 特 賞

・信頼は基準に基づく確かな計量

手本を示そうあなたが主役

＊中野 清 殿

ライオン㈱千葉工場

・不正を許さぬ社会の目

信頼つなぐ適正計量

＊中川 則一 殿

住友化学㈱千葉工場

・大きな安心 確かな品質

プロの技能と正しい計量

＊後藤 啓太 殿

ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所

・チョット待て正しいですかその値

見返す余裕で勝ちとる信頼

＊宮崎 良三 殿

出光興産㈱千葉製油所

上記受賞者に対し会長より表彰状、記念品をそれ

ぞれ贈呈した。

９．閉会の辞

第二副会長 ㈱山武千葉事業所 石田氏

以上で、すべての議事および報告を終了し、15

時 30 分閉会した。

表彰者一同及び三役による記念撮影
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計量管理優良事業場表彰を受賞して

東京瓦斯株式会社 袖ヶ浦工場

この度、千葉県計量管理協議会第４５次通常総

会におきましては、当工場が「計量管理優良事業

所」として表彰を賜わりましたこと大変光栄に思

っております。これも、千葉県計量検定所をはじ

め、千葉県計量管理協議会の皆様のご指導、ご支

援によるものであり、深く感謝しております。

この機会に紙面をお借りして、当工場の計量管

理の概要を紹介させて頂きます。

１．当社及び当工場の概要

当社は、１８８５年の創立以来、首都圏を中心

とした地域への都市ガス供給を行ってまいりまし

た。袖ヶ浦工場は、東京電力殿との共同基地とし

て１９７３年 2 月に操業開始した日本で初めての

液化天然ガス(ＬＮＧ)専用工場です。

当工場は、ＬＮＧの受入、気化、熱量調整、送

出まで一貫した操業体制を持ち、当工場から送出

するガスは当社ガス供給量の約４５％を占めてお

ります。また、東京電力殿の発電用燃料の約１０％

を担っております。

２．計量管理の概要

計量器の種類とその台数(概数)を以下に示しま

す。

○質量計： 3 台 ○分析計

○温度計： 650 台 環境用： 3 台

○圧力計： 1750 台 一般用： 27 台

○流量計： 350 台 ○その他： 150 台

○液面計： 100 台

３．計量管理実施のための組織

４．計量管理規程類

「袖ヶ浦工場計量管理基準体系」にて計器毎(圧力

標準、質量標準、電気標準、音圧標準、標準物質、

熱量標準ガス)にトレーサビリティ体系をまとめ

ています。

５．計量器の検査設備について

(1)検査設備

重錘型圧力計、デジタルマルチメータ、直流標

準電圧電流発生器、６ダイヤル可変抵抗器、標

準抵抗器、コンパクトキャル、デジタルマノメ

ータ、ミニマノメータ、絶縁抵抗計、直流交流

電圧電流計

６．計量器の管理状況

(1)受入検査

計装機器購入検査指針に則り、納品前の立会検

査、工場納品時の受入検査を実施しています。

(2)定期検査

計装設備保守基準に則り、1 回/年～1 回/10 年

で適宜定期検査を実施しています。基準器の精

度点検等は外部委託にて実施しています。

(3)臨時検査

各グループからの依頼（指示不良、異常など）

があった場合に、定期検査に準ずる方法で検査

校正を実施しています。
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７．量目及び品質の検査

(1)原料(LNG、LPG)

①量目

受入量を船の液面計、温度計、圧力計にて

検査しています。

②品質

組成をガスクロマトグラフで検査してい

ます。

(2)製品(都市ガス)

①量目

供給量（送出量）を流量計で計量していま

す。

②品質

ガス事業法及び社内基準にて定める供給

ガスの成分、熱量などを、ガスクロマトグ

ラフ等で検査しています。

８．計量管理に関する改善活動

計量器の精度維持のために検査周期を厳守し

て計画保全及び自主保全の推進を実施しています。

９．教育訓練について

計量管理要員に関しては、定期的に他工場の計

量管理要員との会議を通じて技術レベルの向上に

努めています。また、社外講習会などの参加によ

り情報収集に努めています。

以上、当工場における計量管理の概要を紹介さ

せて頂きました。

今後も、今回の表彰に恥じることの無いよう

に更なる計量管理活動を推進して行きたいと考え

ています。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い致します。

本社・工場 （〒261-0002）

電 話 ０４３（２４２）０５０５

製 造 ・ 販 売 ・ 修 理 ・ 保 守 管 理

計量士による代検査・ＩＳＯ関係検査

計量器・計測機器に関する御用は何でもご照会下さい

各種計量器販売・保守管理に貢献する

E-mail etokeiki@saturn.plala.or.jp

（代表）

Ｆ Ａ Ｘ ０４３（２４3）２５１９
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計量管理優良事業場表彰を受賞して

日本燐酸株式会社

この度、千葉県計量管理協議会第４５次通常総

会におきまして、当社が「計量管理優良事業場」

として表彰を賜りましたこと、大変光栄に思うと

ともに千葉県計量検定所をはじめ、千葉県計量管

理協議会会員皆様のご指導、ご支援によるものと

深く感謝しております。

この機会に紙面をお借りして、当社の計量管理

の概要を紹介させていただきます。

１．会社概要

日本燐酸株式会社は、化学肥料の国際競争に対

処する為、1967 年に国内肥料センター第１号とし

て千葉県南部臨海工業地帯の袖ヶ浦市に設立され

ました。

第１期工事として燐酸(現有能力 280t/d)、燐安(同
500t/d)設備、及び４万トンバース等が建設され、

1969 年に操業を開始しました。

第２期工事として、わが国で最初の硫黄を原料と

する大型硫酸設備 (1,350t/d)の建設に着手し、

1971 年に操業を開始しました。

その後、1980 年に自家発電設備 (6,000kW)の建

設・運転や、各設備の増強、環境対策等の取組み

を通して高品質・低コストの製品を安定的に供給

することに努めています。

(1) 資本金 ２４億円

(2) 株主 日産化学工業㈱、全国農業共同組

合連合会、昭和電工㈱、三菱化学

アグリ㈱、住友化学㈱、多木化学

㈱、三井化学㈱

２．計量管理の概要

計量器の種類と台数（概数）を以下に示します。

質量計： 13 台 液面計：140 台

温度計：245 台 分析計  20 台

圧力計：393 台 環境用： 12 台

体積計： 7 台 一般用： 14 台

流量計：110 台 その他： 20 台

３．計量管理実施の組織

下図の体制で計量管理を実施しています。

４．計量管理既定類

品質マニュアル

品質管理(検査･分析 G)

製造業務管理(硫酸･肥料)

設備管理(工務課)

設備管理手順書

計量管理規定 法定関係計器管理

取引証明用計器管理

品質管理計器管理

社長

社長

社長

技術室

RC･QM 推進室

製造部

硫酸課

肥料課

検査･分析 G

業務 G

工務課

工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ

電計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

（実施課）
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５．計量器の管理状況

計量器については計量管理規定に基づき定期

的に校正を実施しています。

以下に管理状況を紹介します。

（1）受入検査

計量管理規定に基づき新規購入、及び外注修理

したものは電計担当者が仕様書、外観目視等の受

入検査を行う。

（2）定期検査

工務課計装スタッフが年間計装保全工程表、電

計担当者が月別ＰＭ予定表を作成し電気設備を含

めて月例点検を実施している。又、法的並びに取

引対象機器は関係法規や、毎年の定期修理時に検

定を含めた計量器類の校正を実施している。

（3）臨時検査

使用課より点検依頼された計量器は電計担当

者、又はメーカーサービス等の外部機関にて点検

要領、仕様書に基づき検査を実施している。

６．量目及び品質の検査について

（1）原料

①量目

船舶受入原料の量目は購入仕様書より第三

者検定機関による測量結果でローリー車等の

量目も購入仕様書より先方トラックスケール

を取引値としている

②品質

原料製品規格による成分分析を実施、確認

しています

（2）製品

①量目

船舶出荷製品の量目は原料製品規格より第

三者検定機関による測量結果で車両等の量目

も原料製品規格より当社のトラックスケール

を取引値トラックスケール等の秤は法定期間

ごとに検定を実施しています

②品質

原料製品規格による成分分析を実施、確認

しています。

７．計量管理に関する改善活動

（1）年間保全工程表や月別ＰＭ予定表より月例

点検を実施し維持管理に努めている。

（2）毎年の定期修理時に検定を含めた計量器類

の校正を実施し精度傾向等を管理して更新計画を

立案しています。

８．教育訓練について

教育・訓練については計装設備習熟度チェック

シート、外部講習会や展示会等での最新計量情報

を収集しています。

又、計量管理協議会の各イベントにも参加し見聞

を広めています。

以上、当社における計量管理の概要を紹介させ

ていただきました。

今回の受賞を励みに、更なる計量管理の向上に努

める所存でございますので今後とも関係各位のご

指導、ご鞭撻をお願いいたします。。
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各種はかり製造並びに販売

点検・修理・据付全般

制御盤設計・製作 千葉県船橋市藤原3-19-15
計量処理ソフト設計・製作 　　ＴＥＬ　　 ＴＥＬ　０４７－４３０－９０３１

はかり のことならなんでも
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◎平成 21 年度「計量正確強調月間」行事計画

１．目的

計量思想および計量管理思想の普及推進を図

り、併せて適正な計量取引を確保するために、

11 月１日の計量記念日を中心に１ヶ月間各種

行事を展開し、県民の合理的な生活の向上に寄

与する。

２．期間

11 月１日(日)から 11 月 30 日(月)まで

３．行事内容

1) 計量記念日知事表彰の実施

11 月 2 日に、計量管理実施優良事業場(１事

業場)、計量関係功労者(１名)の知事表彰を行う。

2)「計量管理基礎講習会」の開催

計量法の概要及び計量管理実施の基本事項

の普及等を目的として、生産業種の中小企業等

を主な対象として平成 21 年 11 月 19 日(木)に千

葉市暮らしのプラザにて開催する。

3) 家庭用計量器無料検査

一般家庭で使用されているヘルスメータ

ー・キッチンスケール・ベビースケール・体温

計及び血圧計の精度確認検査を実施する。

4) 計量展の開催

県内市町村及びその関係団体が開催する「消

費生活展」「産業まつり」等へ、消費者を対象

に暮らしに関わるいろいろな計量について、そ

の普及啓発を目的とした内容の「計量展」とし

て参画する。

5) 立看板の掲出

広報のため、計量検定所正面に立看板を掲出

する。

6) 関係計量団体へ月間行事の協力要請

「千葉県計量協会」へ自主的な企画による月

間行事展開についての協力要請を行う。

7) その他

計量検定所ホームページに検定所からのト

ピックス(お知らせ)を掲載します。

最新の情報をご確認下さい。

《計量検定所だより》

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/f_keiryo
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■千葉支店　〒299-0111 市原市姉崎867　TEL.0436-61-4310

横河電機株式会社

横河ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社

横河商事株式会社

東京電機産業株式会社

■千葉支店　〒299-0111 市原市姉崎867　TEL.0436-61-1388

■東関東支店　〒299-0111 市原市姉崎867　TEL.0436-61-2381

総合代理店

■千葉支店　〒260-0825 千葉市中央区村田町1211　TEL.043-300-8611

■銚子営業所　 〒288-0802 銚子市松本町1-993　TEL. 0479-23-3381
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《理事会だより》

１．千葉県計量協会

第33次通常総会が平成21年6月24日(水)

にオークラ千葉ホテルで開催され、当会から会

長が出席しました。議事として平成20年度事

業報告及び収支決算の承認、並びに平成21

年度事業計画、収支予算案の審議決定を行い

ました。

２．発表会・研修見学会の開催

日 時：平成21年9月29日(火)

見学先：三井化学㈱技術研修センター

発表会：優良事業場として表彰された東京ガス

㈱袖ヶ浦工場殿、日本燐酸㈱殿に計量管理

状況について、発表して頂きます。

３．11月「計量正確強調月間」の行事

講演・技術研修会として県計量検定所と千葉

市及び県計量協会が共同開催する「計量管理基

礎講習会」の参加を計画しています。

日時：平成21年11月19日（木）

議題等詳細は未定ですが、後日会員に案内をお

出しします。

４．11月「意見交換会」の行事

計量・計装の管理について会員相互の情報交

換と交流を目的として意見交換会を計画しま

すので、多くの参加を希望します。

意見交換内容は希望を後日募集いたします。

日時：平成21年11月26日（木）

５．研修見学会の開催

日 時:平成22年2月17日(水)～18日（木）

見学先：県外へ一泊研修会を計画します。

後日会員に案内をお出しします。

６．「千葉県計量協会」法人化への参画

法人化としての「千葉県計量協会」には、過

去からの経緯も踏まえ

・団体会員としての参画可能

・当会の各種事業等は従来どおり実施可能な

ことから法人化へ参画することとします。

７．その他

本会報とは別に、第45次総会議案集を計量管

理協議会ＨＰへ掲載します。ぜひ一読下さい。

http://www.geocities.jp/chibakeiryoukanri/

理事会において担当者が決定いたしました。

干葉県計量管理協議会実務担当者名簿(平成20年度)

氏 名 事業場名 事業担当

渡辺 久夫

（会長）
住友化学㈱千葉工場 編集委員

戸村 寧男

(第１副会長)

JFEスチール㈱

東日本製鉄所(千葉地区)
編集委員長

上田 明久

(第２副会長)
三井化学㈱茂原分工場

表彰委員長

強調月間

渡部 泰充

(理事)
出光興産㈱千葉製油所

講演会

意見交換会

表彰委員

鈴木 豊

(理事)
日本サイロ㈱

意見交換会

講演会

松岡 市男

(理事)

電気化学工業㈱

千葉工場

意見交換会

講演会

篠田 光司

(理事)
昭和産業㈱船橋工場

意見交換会

講演会

森山 浩一

(理事)
日本燐酸㈱

研修見学会

発表会

林 敏彦

(理事)
㈱山武千葉営業所

研修見学会

発表会

三島 一郎

(理事)
JFE鋼板㈱千葉製造所

研修見学会

発表会

河野 篤志

(監査･理事)
恵籐計器㈱

研修見学会

発表会

水野谷 禎勇

(監査･理事)

チッソ石油化学㈱

五井製造所

編集委員

強調月間

平成２０年ポスター特賞作品
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平成２０年度 計量管理優良事業場・東京瓦斯株式会社 袖ヶ浦工場殿

平成２０年度 計量管理優良事業場・日本燐酸株式会社殿

主製品　硫酸
　　　　　 燐酸
　　　　　 燐安

千葉県袖ヶ浦市北袖１４番地
　http://www.n-rinsan.co.jp/


