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 去る６月２８日、平成２８年度（一社）千葉県計量協会定

時社員総会が開催され、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。 

 

1.日 時 平成 28年 6月 28日（火）15：30～17：00 

2.場 所 ホテルプラザ菜の花 

3.構成員 社員総数 356社員 

4.出席者  

 来賓  千葉県計量検定所長 山田 様 

 

出席者 73社員 委任状 201社員 

（社員数 計 274社員） 

 （理事）恵藤敏郎、高橋芳明、松﨑正道、佐藤光央、 

     岡本美孝、溝口 剛、秋元猛男、野口公正、 

鶴見昭治、安並  淳、藤原  航、中村大介、    

鵜澤 宏、真野 清、大野 武                  

計 15名 

 

 

 

 （理事候補者）宮内 実、時田竹生、曽根源広、 

大塚泰弘 

                    計 4名 

 （監事）森本一成、江波戸俊明 

                    計 2名 

 （事務局）米谷賢徳、鈴木京子 

計 2名 

5.事務局より開会を宣言 

 

6.挨拶 

 会長挨拶 

只今ご紹介をいただきました、会長の惠藤です。 

 

  本日ご出席の皆様方には、平素より当協会の運営に

ご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。また、

業務ご多忙の中、総会にご出席をいただき、感謝申し

上げます。 

  

また、公務ご多忙の中、千葉県計量検定所 山田所

長のご臨席を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 

   さて、当協会では、今年の４月から７つの会員団体を

協会の傘下にすべて集約化して部会化を図り、一元

化することにより、協会運営のさらなる透明化や各種事

業の一層の充実・拡大を図るとともに、協会の組織や

経営基盤を強固なものとし、県内の計量業界における

社会的責務を果たすことを目指すことといたしました。 

  このため、当協会の会員数は７団体会員から約３６０

会員となり、今後はすべての会員が一丸となって協会

の事業運営に携わり、協会のより一層の充実発展を図

る所存であります。  
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また、本日、表彰を受けられました皆様方におかれ

ましては、長年にわたり適正な計量関係事業の実施に

ご尽力されましたこと、また、当協会が実施する計量思

想普及啓発事業の実施において、長年にわたり協賛

品のご提供を賜りましたことに対しまして表彰するもの

であります。今後とも、ますます計量関係事業の向上

にご尽力されますこと、また、引き続き協会へのご協力

をお願い申し上げます。 

 

昨年の日本の経済は、海外景気の減速や海外情勢

への不安等から、中国、アジア向け輸出が伸び悩む中、

良好な雇用情勢を反映して賃金が持ち直し、また、コ

スト削減を背景とした企業業績の改善等により、景気は

緩やかな回復基調が続いております。  

 

   しかしながら、我々計量業界を取り巻く環境の実感は

まだまだ薄く厳しいものがあることから、より一層の経営

の合理化を図り、計量法令の適正な順守の確保に努

めていくことが最も重要なことであります。 

  

このため、当協会としては、今後とも県と表裏一体の

立場から、広く県民の計量思想の普及啓発、及び計量

に関する知識、技術の向上並びに計量関係者の資質

の向上を図ると共に、会員皆様の計量意識の向上に

資するための各種講習会、研修会・見学会等を実施し

てまいりますので、会員皆様のより一層のご支援とご協

力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  

また、本日の総会では、第一号議案から第五号議

案につきましてご審議を賜りますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

結びに、皆様方事業所のますますのご繁栄と、本日

ご出席の皆様方のご健勝・ご活躍を祈念申し上げまし

て、ごあいさつとさせていただきます。 

 

 

 

来賓祝辞 

 計量検定所長 山田 満様 

ただいまご紹介いただきました、千葉県計量検定所 

 

の山田でございます。 

開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 

本日は、一般社団法人千葉県計量協会の平成２８

年度通常総会がかくも盛大に開催されますこと、謹ん

でお慶び申し上げます。 

 

恵藤会長様をはじめ役員の皆様、また会員事業者

の皆様には、日頃から本県の計量行政の推進に多大

なる御理解と御協力を賜り、この場をお借りしまして厚

くお礼申しあげます。 

貴協会におかれましては、これまで長年にわたり県

民への計量思想の普及 啓発や正確な計量のための

計量管理の普及を図る各種事業を実施され、本県に

おける適正な計量の実現に大きく寄与されてこられま

したことに、心から感謝申し上げます。 

また、貴協会では、組織・財務体制の強化などを目

的として今年度から事業者会員制及び従来の会員団

体の部会化に移行されましたが、今後、この体制の下

で協会運営が効率的かつ精力的に実施されますよう

期待をしております。 

 

続きまして、先ほど栄えある会長表彰を受けられました

受賞者の皆様、誠におめでとうございます。皆様のご功

績に深く敬意を表しますとともに、心からお祝いを申し上

げます。 

今回の受賞を契機として、計量業界の発展と計量思想

 

千葉県計量検定所 山田所長 
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の普及啓発にますます御尽力くださいますようお願い申

し上げます。 

 

さて、ご案内のとおり、計量制度は通貨制度と並び、経

済、産業、文化、科学技術、消費生活及び教育など、社

会の様々な分野で利用される基盤的な制度であります。

その重要性は私から申し上げるまでもなく、皆様よくご存

じのことと思います。 

その計量制度に関する様々な事項を規定している計

量法でありますが、近々大きく変わる兆しを見せておりま

す。 

今年２月から３月にかけて、経済産業省は、計量関係

者・有識者、計量行政従事者等からなる計量制度に関す

る課題検討会を発足させまして、今後あるべき計量行政

の基本的方向を見据えた計量制度の見直しの検討を行

い、その結果として２１の論点を抽出して、報告書に取り

まとめたところです。 

その後、この報告書を踏まえて５月には計量行政審議

会が１０年ぶりに開催され、さらに審議会の下に設置され

た基本部会が６月から７月にかけて具体的な検討を重ね、

８月中には審議会としての答申が出される見込みと聞い

ております。 

課題検討会の報告書、審議会や基本部会の会議資料

や議事要旨などは、経済産業省がホームページで公開

しておりますので、ご一読いただければと思っておりま

す。 

 

県といたしましては、このような国の動向を注視しつつ、

今後とも貴協会と連携を図り、適正な計量の実施の推進

を図ってまいりますので、なお一層のご支援、ご協力をお

願い申し上げます。 

 

結びに、一般社団法人千葉県計量協会のますますの

御発展、また会員事業者の皆様の今後の御繁栄、さらに

は本日ご参集の皆様の御健勝を併せて御祈念申し上げ

まして、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日は、誠におめでとうございます。 

 

7.出席者報告 

事務局より、社員総数 356 社員 出席２７４社員であり、

定款２０条に定めた過半数を満たすことにより、総会が

成立することが報告された。 

 

8.議長選出 

定款１９条により、議長は、その社員総会において出

席した社員の中から選出することになっており、恵藤会

長が議長に選出された。 

 

9.議事録署名人 

定款２２条により、議長、森本監事、江波戸監事が議

事録署名人に選任された。 

 

10.議事 

第一号議案 平成２７年度事業報告について 

 事務局より事業報告があり、異議なく承認された。 

第二号議案 平成２７年度収支決算報告及び監査報

告について 

事務局より収支決算報告、監事より監査報告があり、

異議なく承認された。 

 

傾聴する参加者 

事務局からの報告 

 

事務局からの報告 
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第三号議案 平成２８年度事業計画（案）及び同年度

収支予算（案）について 

事務局より事業計画（案）及び同年度収支予算（案）

の説明があり、異議なく承認された。 

第四号議案 役員の改選（案）について 

事務局より、役員の改選期にあたり、理事会で承認

された理事候補として 

 理事 

恵藤敏郎、宮内 実、松﨑正道、佐藤光央、藤原 航、

野口公正、鶴見昭治、秋元猛男、時田竹生、岡本美

孝、中村大介、安並 淳、小幡昭彦、鵜澤 宏、真野 

清、曽根源広、大塚泰弘、溝口 剛、大野 武 

監事 

森本一成、江波戸俊明 

が紹介され、理事、監事は、異議なく承認された。 

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。 

 

続いて、臨時理事会を開催し、会長、副会長を選任し

た。 

選出結果を事務局から 

会 長  恵藤敏郎（重任） 

副会長 宮内 実（就任）、松﨑正道（重任）、佐藤光央

（重任）、藤原 航（重任）、野口公正（就任）、鶴

見昭治（重任） 

理 事 秋元猛男（重任）、時田竹生（就任）、岡本美孝

（重任）、中村大介（重任）、安並 淳（重任）、

小幡昭彦（重任）、鵜澤 宏（重任）、真野 清

（重任）、曽根源広（就任）、大塚泰弘（就任）、

溝口 剛（重任）、大野 武（重任） 

監事 森本一成（重任）、江波戸俊明（重任） 

 

以上報告し、満場一致で承認された。 

 

第五号議案 その他 

 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。 

 

以上をもって議事を終了し、午後５時に閉会した。 

 

11.表彰式 

総会に先立ち表彰式を行った。 

（１）平成２７年度 表彰委員会審査報告 

①計量管理優良事業所 

平成２７年１２月に実施した計量管理実施状況調査書

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、５月１３日の全体会議議案集にて承認を受け

た。 

ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所（千葉地区）  殿 

ライオン(株)千葉工場  殿 

 

②計量管理功労者 

事業場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。 

伊藤 幸彦 殿  ＤＩＣ㈱千葉工場 

 

③優良計量技術者 

事業場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。 

齋藤 秀一 殿  日本曹達㈱千葉工場 

鈴木  豊 殿  日本サイロ(株) 

 

 

恙なく議事が進行された 

 

 

表彰を受けた事業所、功労者、技術者の方々 
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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。 

 

（2）平成２８年度「計量管理強調月間」ポスター・標語入

選者の表彰 

 

①ポスターの部 

特  賞  寺田 修崇  殿   ＪＳＲ㈱千葉工場 

優 秀 賞  富里 由加里 殿  ㈱荏原製作所 

富津工場 

巳扇 宏一  殿  出光興産㈱千葉工場 

大垣 隆   殿   ＪＮＣ石油化学(株) 

                  市原製造所 

 

②標語の部 

特 賞   

・正しい手順で正しい計量、守る精度と築く信頼 

        大隅 真悟 殿  三井・ﾃﾞｭﾎﾟﾝﾎﾟﾘｹﾐｶﾙ㈱ 

                            千葉工場 

 

・正確な計量こそが高品質への第一歩  

                   全員参画の計量管理 

     阿津 秀隆 殿 ＪＳＲ(株)千葉工場 

 

・手順を守り 高品質維持 繋がる計量管理 

梶山 実可子 殿 東燃ゼネラル石油㈱ 

                     千葉工場 

 

・日々の管理が未来へ繋ぐ、正しく計ろう計量管理 

石井 武志 殿  三井化学(株)市原工場 

 

優秀賞 

・小さな誤差も見逃さず こだわる管理深まる信頼 

重安 儀正 殿  出光興産㈱千葉工場 

 

・優れた品質、確かな信頼、そこに息づく計量管理 

大塚 喜一 殿  ライオン(株)千葉工場 

 

・計る手で 生みだす信頼 重ねる信用 

 企業を支える計量管理 

根津 加代子 殿 ライオン(株)千葉工場 

・技術を受け継ぎ正しく管理 

 みんなで築く適正計量 

黒須 洋一 殿 住友化学(株)千葉工場 

 

・計量器 正しく計量する為に  

日々の管理を大切に 

山地 将志  殿  ＫＨネオケム㈱ 

                   千葉工場 

 

・ちょっと待て 作業前の基準確認 

               手順を守って確かな計量 

古屋 俊樹  殿  JFE スチール㈱ 

            東日本製鉄所 千葉地区 

 

・基準を守って正しい計量  

手順を守って確かな計量 

小野 泰誠  殿  JFE スチール㈱ 

            東日本製鉄所 千葉地区 

 

・信頼をはかりにのせればわかること 

正しい数値と責任感 

渡辺 尚美  殿  丸善石油化学(株) 

                    千葉工場 

 

・信頼築く正しい計量 正しい管理で高品質 

大垣  隆  殿  ＪＮＣ石油化学(株) 

                   市原製造所 

 

・見える化で新たな信頼と安心できる計量管理 

富田 邦彦  殿  デンカ㈱千葉工場 

 

 

 

表彰を受けたポスター・標語の部の方々 

以上 
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計量管理優良事業場表彰を受賞して 

        JFEスチール株式会社     

東日本製鉄所（千葉地区） 

 

 

この度、千葉県計量協会平成２８年度通常総会にお

きまして、当事業所が「計量管理優良事業場」として

表彰を賜り、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、千葉県計量協会、千葉県計量

管理部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事業所の計量管理

の概要について紹介させていただきます。 

 

１．当事業所の概要 

 東日本製鉄所（千葉地区）は、首都圏をひかえた京

葉工業地域に、戦後、わが国で初めて建設された銑鋼

一貫の臨海製鉄所です。広さは東京ドームのおよそ

170 個分、約 766 万 m2 と いうビッグスケールです。

1991 年、鉄鋼製品の高級化やニーズの多様化に応え

るために、リフレッシュ工事をスタート。2,600億円

の設備投資と 4年の 歳月を投入して、95年、徹底し

た省資源と省力化を実現した｢21 世紀の都市型製鉄

所｣として生まれ変わりました。西工場に新設した熱

間圧延工場は、ホットストリップミルの歴史を変える

革新的な技術｢エンドレス圧延プロセス｣を実機化 

しました。また、第４製鋼工場では、これまでのステ 

ンレス精錬の常識を超える溶融還元法を開発し、導入

しています。新製鋼工場、熱間圧延工場を核とした、

高級薄鋼板製造が主体の、国際競争力のある製鉄所で

す。 

 

２．計量管理の概要 

 計量器の機種別台数を以下に示します。 

（１） 一般計量（測）器 

 長さ計  785 台 

 質量計  599 台 

 温度計 6,789 台 

 圧力計 4,434 台 

 体積計    677 台 

 流量計 3,752 台 

 液面計 2,281 台 

 その他 6,912 台 

（２） 分析計 

        環境用  一般用 

騒音計  0 台   4 台 

振動レベル計   0 台    3,133 台 

水素イオン濃度計 4 台  324 台 

大気濃度計    29 台   123 台 

３．計量管理実施の組織

 東日本製鉄所 制御部
千葉地区

エネルギー部 エネルギー設備室

生産ラインの計装機器の点検・検査

計量管理の企画推進
基準器・標準器の管理

印旛沼浄水場
水道水浄化供給
電気・ガス供給

製造部

共通部

研究開発・建設建設Gr

銑鋼制御室
熱延制御室
冷延制御室

制御技術室

P/Cセンサ

計量管理Gr
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５．計量器の検査設備 

（１） 基準器 

 特級基準分銅、1級基準分銅、重錘型圧力計 

 ディジタルマルチメータ、ディジタルマノメータ 

 標準抵抗器、交流電圧電流計、直流電流計 

 1級基準ブロックゲージ、1級基準巻尺 

 1級基準直尺、基準ガラス製温度計 

 

（２） 標準器 

 実用分銅、重錘型圧力計、標準抵抗器 

 ディジタルマルチメータ、ディジタルマノメータ 

 交流電圧電流発生器、直流電流電圧発生器 

 ブロックゲージ、標準ガラス温度計 

 白金測温抵抗体、Ｒ熱電対、放射温度計 

 

６．計量器及び計装設備の管理状況 

（１） 受入検査 

 計量管理（計測器の管理）・検査業務は、一部の

業務を協力会社へ移管し作業外注化による機能分

担を図っています。 

 新規購入した計装機器および各制御室が新規購

入・外注修理した計測機器は、受入検査（外注）を

行っています。作業標準には、検査の基準（精度，

構造，使用標準器等）を定めています。 

 

（２） 定期検査 

 計測機器は生産ラインの生産性・品質・環境に与

える影響度合に応じてＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄランクと重み

づけを行い、検査周期を決めて、年間計画表により

定期検査を行っています。 

 取引用に使用しているはかりは、管理台帳に基づ

き年１回以上の定期検査を実施しています。（取引

用検査済ラベル貼付け） 

 定期検査の内容は、指示検査・機能試験・注油・

清掃等です。  

 

（３） 臨時検査 

 計測上のトラブル（精度上の疑念・指示異常・故

障）が生じたとき実施しています。 

取引用計量器の簡易修理後、計量士の立会いによ

り検査を実施しています。 

生産ラインの操業計画により定期検査を繰上げ

て実施することがあります。 

実験・開発のため精度確認をする目的で実施する

ことがあります。  

 ４．計量管理規定 

 計量管理規程

品質マニュアル

（計量管理の総則関係）

(基準器・標準器の管理関係)

(計測機器の管理関係)

計測機器品質記録保管要領

所内校正施設の業務範囲

所内校正施設計測機器の校正資格者認定要領

検査機器のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ体系

計測機器のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ体系

取引証明計量器用検査済ｼｰﾙの管理要領

基準器類不適合時の処置要領

基準器類校正時の環境条件および保管要領

計測機器の目標精度設定要領

校正周期管理要領

計測機器管理台帳の作成要領

ＱＡ計器の指定要領
etc  
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（４） 点検・保守 

保守・点検は下記分担で実施しています。 

 

ａ．制御技術室 計量管理グループ 

・各制御室共通の基準器・標準器類の検査・管理（外

注） 

・各制御室共通の検査機器類の作業標準作成と見直

し 

・手動測定器（マイクロメータ・ノギス・直尺・巻

尺等）の検査整備・管理（外注） 

・取引証明用計量器の検査・点検・管理（外注） 

・規程、標準類の管理、保全データ作成、計器成績 

 

 

 

８．計量管理に関する改善活動 

 点検・保守計画の実行状況や標準類の遵守状況な

どを内部監査や外注会社への監査を行い、ＰＤＣＡ

サイクルを回して改善活動に努めています。 

また、近年は老朽化した機器に対して、更新計画

を立て計画的に更新を実施しています。 

 

 

管理、主任者会議運営 

ｂ．工場別計装設備保全グループ 

・生産工場毎の計装設備の改良保全，標準化推進と

オペレータ教育（日常点検等） 

・全工場計測機器の定期・臨時検査、点検（外注） 

・交代勤務体制による全工場計測機器の突発故障対

応 

 

ｃ．広域保全グループ（外注協力会社） 

・計測機器の定期検査と定期点検、一部故障対応 

 

 

 

 

 

９．ISO 関連取得 

（１）ISO9001 

1997 年 9 月 薄板製品（冷延・表処・電磁） 

1998 年 5 月 薄板製品登録範囲の拡大 

   （熱延・ｽﾃﾝﾚｽの追加） 

1998 年 10 月 鉄粉製品 

 

７．量目及び品質の検査 

 

強度，成分，欠陥，形状，寸法の各検査同 上
品質

枚数，本数または取引用秤量器による質量の検査熱 延 鋼 板
冷 延 鋼 板
鍍 金 鋼 板
ステンレス鋼板
大 径 鋼 管

量目

製 品

原料の種類別に定められているサンプリング基準
（鉄鋼協会指針、JIS等）に沿って、試料を作成し
化学分析を実施。

鉄 鉱 石
原 料 炭
焼 結 鉱など

品質

船舶からの受入量は吃水計測（日本海事検定協会）
により行われ、トラックによる受入は所内トラックス
ケールで検査。原料ヤードから各工場への払出量は、
各々の工場での秤量器で検査。

鉄 鉱 石
原 料 炭
焼 結 鉱
スクラップなど

量目

原 料

検査の実施状況検査の対象物項目
内 容

区 分

強度，成分，欠陥，形状，寸法の各検査同 上
品質

枚数，本数または取引用秤量器による質量の検査熱 延 鋼 板
冷 延 鋼 板
鍍 金 鋼 板
ステンレス鋼板
大 径 鋼 管

量目

製 品

原料の種類別に定められているサンプリング基準
（鉄鋼協会指針、JIS等）に沿って、試料を作成し
化学分析を実施。

鉄 鉱 石
原 料 炭
焼 結 鉱など

品質

船舶からの受入量は吃水計測（日本海事検定協会）
により行われ、トラックによる受入は所内トラックス
ケールで検査。原料ヤードから各工場への払出量は、
各々の工場での秤量器で検査。

鉄 鉱 石
原 料 炭
焼 結 鉱
スクラップなど

量目

原 料

検査の実施状況検査の対象物項目
内 容

区 分
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1998 年 12 月 薄板製品登録範囲の拡大 

   （缶用鋼板の追加） 

    8 月 鉄粉製品登録範囲の拡大 

   （溶材製品の追加） 

2006 年 6 月 新 JIS マーク表示認証を取得 

 （A5525 鋼管ぐい、A5530 鋼管矢板） 

2017 年 ISO9001（2015 年版）取得予定 

 

（２）ISO14001  

1998 年 7 月 取得 

 

10．教育・訓練 

（１）一般従業員 

  （社内教育） 

・新設備の導入時、計測機器の操作方法の教育 

・計測機器の日常点検方法教育 

  （社外教育） 

・メーカーのトレーニングスクール等の参加 

・体系教育として技術講座実施 

 講座名：計測基礎、計測概論、工業計測等 

 

（２） 計量管理要員 

  

 （社内教育） 

・計量管理に関する社内教育 

・関係官庁の情報収集 

  （社外教育） 

・千葉県協会主催行事参加 

 

（３） 協力事業所 

  連絡協議会や監査、校正資格者認定 

 

 

以上、当事業所における計量管理の概要を紹介させて

いただきました。今後も今回の受賞を励みに更なる計

量管理活動の継続的改善に繋げていきたいと考えて

おります。今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願

いいたします。 
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計量管理優良事業場表彰を受賞して         

ライオン株式会社 千葉工場 

 

この度、平成２８年度通常総会におきまして、当工

場が「計量管理優良事業場」として表彰を賜りました

こと、大変光栄に思っております。 

これも、千葉県計量協会の皆様のご指導、ご支援に

よるものであり、深く感謝しています。 

 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．当社及び当製油所の概要 

当社は、1891 年に石鹸・燐寸の原料と石鹸の販売

を行う小林富次郎商店として創業。 

当工場は、1982 年に洗濯用粒状洗剤の主力工場と

して操業しました。現在は、液体洗剤の主力工場とし

て、衣料用洗剤をはじめ柔軟剤，台所用洗剤を生産し

ています。 

 

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。 

 

＊長さ計： 6台 ＊液面計： 43台 

＊質量計： 89台 ＊分析計  

＊温度計： 164台 環境用： 3台 

＊圧力計： 166台 一般用： 8台 

＊体積計： 0台 ＊その他： 0台 

＊流量計： 244台   

 

３．計量管理実施のための組織 

 

 

 

 

４．計量管理規程類 

主な規程・基準・要領類は、以下の通りです。 

 

５．計量器の検査設備について 

（１）標準器 

   ＊標準分銅  

＊標準温度計 

   ＊標準比重計 

（２）その他の検査設備（抜粋） 

   ＊精密天秤 

＊分光光度計 

＊ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 

＊水分計 

＊粘度計 
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６．計量器の管理状況 

検査設備は、検査設備管理規定に基づき検査周期

を決めて実施。計量器については、計量管理要領に

基づき定期的に校正を実施しています。 

以下に弊社の計量器の管理状況を紹介します。 

（１）受入検査 

 新規に購入する計量器は、製造工場にて外観・構

造・寸法・性能検査を実施し、受入時に、計器番号・

型式・検査成績書の確認と仕様，性能確認を実施し

ています。 

（２）定期検査 

  取引証明用の特定計量器については、計量法に基

づき１回/２年の周期で計量士による法定検査を実

施し、更に年間検査計画表に基づき専門メーカーに

依頼し３回/年定期検査を実施しています。 

工程管理用及び品質検査用の一般計量器について

は、計量器定期点検マニュアルに則って検査を実施

しています。 

（３）臨時検査 

  不良や、故障が発生した場合は、社内標準分銅を

用いて臨時検査を行い、修理が必要な場合は、ﾗｲｵ

ﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱及び指定メーカーに依頼しています。 

 

７．量目及び品質の検査について 

（１）原料 

①量目 

  受入原料の量目は、納入業者より納入時の台貫証

明書を受け取る事により確認しています。 

②品質 

  通常時は、先方検査表をチェックし信頼検査にて

受け入れるが、メーカー検査値の確認のため定期検

査を実施しています。また、新規原料や製造工程が

変わった場合には、当工場にて確認検査を実施して

います。 

 

 

（２）製品 

①量目 

個装された製品は、全数作動変圧式はかりにてチェ

ックし更に、抜き取りにて電磁式手動はかりを使用し

て検量しています。 

②品質 

工程においては、中間品の性状チェックを行ってい

ます。最終製品は、抜き取りにて予め決められた製品

規格項目の検査を行い製品規格に合格している事を

常時確認しています。 

 

８．計量管理に関する改善活動 

（１）計量器の精度維持するために社内基準の検査周

期を厳守して計量管理の強化に努めています。 

（２）計量器の精度傾向を管理して、計量器の整備，

更新計画を立案実施する事で精度等の向上に努め

ています。 

（３）計量管理の状況は日常，定期点検結果を管理責

任者へ報告し、意見交換することで計量管理強化に

努めています。 

 

９．教育訓練について 

  教育・訓練については、計量に係わる規程・基準

類に基づき量目管理方法や計量器の管理・点検方法

について教育しています。また、メーカー主催の講

習会へ参加し、最新計量技術を習得しています。 

 

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ないように更

なる計量管理活動を推進していきたいと考えてい

ます。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致

します。 
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１．第５２次全体会議議案集の承認 

   第５２次全体会議議案集が平成２８年５

月１３日付で配付されました。議案集の附議

事項として平成２７年度事業報告、同年度収

支決算報告及び監査報告、平成２８年度事業

計画（案）及び同年度収支予算（案）、役員

一部選任（案）について各議案が審議され、

全５９事業所の同意が得られ、承認されまし

た。 

 

２．発表会・研修見学会の開催 

 日 時   平成２８年９月１５日（木） 

 見学先    (1)ライオン株式会社 

 千葉工場 

(2)株式会社タツノ 

 横浜工場 

 

 発表事業場 『計量管理の概要について』 

    事業場 (1) ライオン株式会社 

 千葉工場 

(2)JFEスチール株式会社

東日本製鉄所（千葉    

地区） 

 

会 場 ライオン株式会社 

 千葉工場 

 

３．意見交換会の開催 

日 時  平成２８年１１月１５日（火） 

     １３：１０～１７：００ 

（13：00から受付） 

 場 所  千葉市消費生活センター  

（千葉市暮らしのプラザ） 

３階 研修講義室 

    千葉市中央区弁天一丁目２５番1号 

 

４．その他 

本会報とは別に第５２次全体会議議案集を

計量管理部会 HPに掲載しています。是非ご

一読ください。 

 

 

《理事会だより》 

 

（一社）千葉県計量協会 計量管理部会実務担当者名簿 

                        （平成 28年度） 

   
氏      名 事 業 場 名 事 業 担 当 

  富士石油㈱ 部会長 

藤原  航 袖ケ浦製油所 研修委員長 

    広報委員 

  丸善石油化学(株) 第１副部会長 

鵜澤  宏  千葉工場 広報委員長 

  
 

  

  東燃ゼネラル石油（株） 第２副部会長 

真 野  清 千葉工場 表彰委員長 

  三共油化工業㈱ 理事・監事 

村田  剛   
研修副委員長 
（研修見学会、発表会担当） 

  ＫＨネオケム㈱ 理事 

小出  勉 千葉工場 研修委員 

    （研修見学会、発表会担当） 

  恵藤計器㈱ 理事 

河野   篤志     研修委員 

    （研修見学会、発表会担当） 

  ㈱クボタ計装 理事 

伊藤  武則   研修委員 

    （研修見学会、発表会担当） 

  横河ソリューション 理事 

平田  哲也 サービス㈱千葉支店 研修委員 

    （研修見学会、発表会担当） 

  ヒゲタ醤油㈱ 理事・監事 

井内  裕二   研修副委員長 

    （意見交換会、講演会担当） 

  日清製粉㈱ 理事 

渋谷  映彦 千葉工場 研修委員 

    （意見交換会、講演会担当） 

  アズビル㈱ 理事 

 林    敏彦 千葉営業所 研修委員 

    （意見交換会、講演会担当） 

  三井化学㈱ 理事 

吉田  智宏 市原工場 研修委員、表彰委員 

    （意見交換会、講演会担当） 

  ＪＦＥアドバンテック㈱ 理事 

藤原  善治 東日本事業所 広報委員 

  東京ガス㈱ 理事 

川瀬  和宏 袖ケ浦 LNG基地 広報委員 

 

理事会において今年度の実務担当者が下記の通り決定いた

しました。 

HP アドレス 

http://chiba-keiryoukanri.org/ 
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