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年頭のご挨拶

一方、昨年は、米国では「チェンジ」を唱える
オバマ大統領が就任、日本でも政権が交代するな
ど「変化・変革」の年でもありました。本計量管
理協議会としましても、時代に対応した組織体制
の強化、合理化を進めるとともに、会員相互間の
みならず、他の計量関係団体との垣根を越えた技
術交流、情報の共有化を進化させ、会員会社なら
びに社会に対しより貢献できるよう本協議会を発
展させることが重要であると考えております。今
後とも、会員各位の一層のご協力をお願いする次
第でございます。

会

長

平野

茂徳

住友化学㈱千葉工場
会員の皆様並びに関係官庁の皆様、あけまして
おめでとうございます。平成２２年の新年を迎え
るにあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。
世界経済は、リーマンショックに端を発する世
界的な景気後退に対する各国の金融政策、積極的
な財政出動、国際的な政策協調の効果もあり、落
ち着きを取り戻しつつありますが、今年その回復
基調が本格化するかどうかは予断を許さない状況
にあります。そのような状況におきまして、計量
管理に携わる私達には、より一層効果的な計量管
理を実施し、生産性の向上・品質の改善・適正を
実現することが求められています。

平成２1 年度の本協議会の事業活動は、会員の
皆様のご尽力によりまして順調に運営され、実施
した事業は何れも大変有意義にまた、盛会裡に終
了することができました。今年度のこれからの事
業につきましても積極的なご参加をいただき、有
意義なものにしたいと念願する次第であります。
最後になりましたが、計量検定所をはじめ関係
官庁の皆様、会員の皆様方のご健康と益々のご繁
栄をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていた
だきます。
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年頭の御挨拶

展と会員皆様の御隆盛を祈念申し上げまして、年
頭の御挨拶といたします。

千葉県計量検定所
所長

米谷

賢徳

新年あけましておめでとうございます。
千葉県計量管理協議会会員の皆様方におかれま
しては、輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申
し上げます。
日ごろから、県の計量行政の推進に御理解、御
協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、国内の経済情勢は、世界的な金融危機の
影響に端を発して以来、昨年末の円高、デフレ等
により未だに厳しい状況下にあり、本県の経済情
勢も、企業の倒産件数が高止まりし、有効求人倍
率が９年７ヶ月ぶりの低水準になる等厳しい状況
が続いております。
そのため、県では低迷する経済情勢の中、景気
回復への着実な進展を目指すとともに、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。
また、近年の計量計測技術の急速な進展により、
製品の品質の高度化、生産性の向上に対する要求
がより一層高まる状況の中、生産企業において計
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おりますことから、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、御協力をお願い申し上げます。
終わりに、千葉県計量管理協議会の益々の御発
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計量管理見学会及び発表会

日時 2009 年 9 月 29 日

示してあり同社製品の使用状況が分かるようにな

研修見学会先:三井化学株式会社

っていました。色々な特性を持つ樹脂が使われ車

技術研修センター殿

両デザイン、軽量化による省エネ、エアバッグな

計量管理優良事業所発表

ど安全装置に貢献していることが分かります。
私たち一行は、大会議室に招かれ副会長の三井

東京ガス株式会社袖ヶ浦工場殿

化学株株式会社茂原分工場上田様より研修センタ

日本燐酸株式会社殿
参加企業

23 社

24 事業所

ースタッフの皆様の紹介とセンター概要の説明を

県計量検定所・県計量協会事務局を加え

頂きました。

総勢 33 名
当日は、一時激しい雨もありましたが 8 時 15 分
の集合時には雨も上がり集合場所の千葉 NTT ビ
ルを定刻より少し遅れ 8 時 45 分に出発しました。
最初の研修見学会と発表会場であります三井化
学株式会社茂原分工場殿に隣接する技術研修セン
ターに向かいました。
バスの中では、参加者の自己紹介が行われ、各
人思い思いに親睦を深めました。
研修センターには、予定時刻を遅れてしまいま
したが無事に到着しました。
センター建物周囲には、プラントで実際に使わ
れていた蒸留塔、ホンプ、モーター、などの大型
カットモデルが敷地内に展示してあります。
研修センタースタッフの方々のお出迎えを受け
会場に入りますと自動車のスケルトンモデルが展

つづきまして研修センタースタッフの朽方様によ
る研修センターのご説明を頂きました。
朽方様からは、以下のご挨拶がありました。
「当技術センターは、2006 年 10 月に開講され、
研修生、その他、見学などの皆様を含め 500 人ほ

どが受講・来所しております。
三井化学の沿革は、明治 45 年に三井鉱山（九
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訓練を行った後にＤＣＳオペレーションを行い運
転するコツやＤＣＳの操作を覚える。本当にＤＣ

州、大牟田）の化学事業が始まりです。その後、

Ｓを操作しプラントを動かす訓練をしています。

新会社の設立や統合などにより最終的に 1997 年

安全面では、製品安全データーシートを使い、自

(平成 9 年)に三井化学という会社に統合されまし

分の身を守るということ、計器室へ連絡現場をよ

た。

く見る、機械に頼らず人間の五感を使って見ると

国内に主要６工場があります。本社は、東京です。

いう事を徹底して行っています。爆発、挟まれな

工場は、市原、大牟田（化学の発祥の地）、岩国（石

どを疑似体験。爆発実験をして爆発の恐ろしさを

油化学の発祥の地）、茂原（地下埋蔵の天然ガスを

教えている。静電気、酸欠の体験など、疑似体験

原料）。又、海外にも拠点工場があります。

をし一生忘れないように研修を行っています。

国内６工場に約 2000 名の運転員がいますが、団

ＫＹＫを重点的に行い予防すること。規律訓練

塊世代の定年退職などで、技術の伝承が難しくな

を厳しく実施し特に挨拶（おはようございます）

ってきている。工場間に技術のバラつきがみられ

を毎朝玄関前で訓練している。

る。技術の均一を考え研修センターを作りました。

技術伝承、安全・品質向上に向けて各所と連携

このバラつきを無くすために、技能を確実に伝え

をとり効果的な研修が行えるよう勧められていま

なくてはいけない。安全に対する強い感受性を持

す。」

たせ「自ら問題を解決」できる人材を作る目的で
設立しました。

説明後、2 班に分かれ研修設備の見学をさせて
頂きました。

考えて気づかせる、一方的に教えるだけでは覚
えられない現代の人に対して、研修センターでは、
「考えて気づかせる、気づかせる事を主体として
いる」ので、そのような視点で本日は見学してい
ただけると、幸いです。
・話しを聞くだけでは、人は９０％忘れる。
・見せて説明しても、人は８０％忘れる。
・自ら体験すると、８０％覚えている。
・気づかせると一生忘れない。と言うデーターが
出ているそうです。
当社は、”見て体験する”ことをキャッチフレーズ
としています。
組織としまして、センター長に半田。スタッフ

展示コーナーでは実際に使われていたもの、カ

他の全１３名で運営しています。

ットモデルも実際に動き中の構造や動作が体験で

センターは、本社組織になっていて、人材育成と

きるようになっていました。見るだけでなく触り

して市原や各工場で分室を設けて、緊密に連絡を

動かすことが出来ることにより体験し忘れない教

取っています。

育が生きていると感じました。

設備として、40 名実習できます。その他に、多

説明にありました教育用の運転プラントは、大型

目的ホールや機械の展示、バルブなど実際に三井

スクリーンを備えた DCS を操作してプラントの

化学で使用したものを、各工場から集め新人への

状態を全員が見えるようになっていて指導を受け

技術の伝承と言う意味も含め展示しています。

ながら運転出来る環境が整っていると感じました。

研修用プラントとして、メタノールの蒸留装置が

アルコールの蒸留は、95%以上の製品が出来るま

あります。実際にメタノールと水の混合液と蒸留

で卒業出来ないとのことでした。

塔を使いメタノールの精製をしています。

教育に使用する DCS は、実際にプラントで使用

訓練生は、シュミレターによる運転操作などの

している機種（山武 or 横河）に切り替えて訓練
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が出来るようになっていました。普段と同じ環境
で研修ができるよう配慮されています。

をしております渡辺と申します。
今日は、雨の中多数発表会に参加頂きましてあ
りがとうございました。
発表に対してご質問などございましたら質問し
て頂いてより有意義な発表会になるように進め
たいと思います。よろしくお願い致します。」
続いて千葉県計量検定所の御園様よりご挨拶を
いただきました。
「本日は、計量管理協議会発表会・見学会にお招
き頂きまして厚くお礼申し上げます。又、日頃、
千葉県計量協議会の運営推進にご協力を頂きまし
て厚く御礼申し上げます。これからも一層の適正
な計量にご協力頂きますよう宜しくお願い致しま
す。」

安全関係では、回転機に挟まれたらどうなるの
か。酸欠危険作業は、酸素濃度を確認、安全対策
の実施しエアーラインマスクを実際に装着体験施
設。高所作業では、安全装備器具の装着体験、マ
ネキン人形による落下実験の設備を見学させて頂
きました。
人が落下すると頭から落ちていくとの説明を聞
き落下事故は、重篤・死につながると改めて認識
しました。安全対策、保護具の活用は、重要であ
るとあらためて感じました。
業務多忙のところご説明頂いたスタッフの皆様
朽方様内藤様平山様ありがとうございました。
優良事業場の東京ガス株式会社袖ヶ浦工場殿操
発表会に先立ち千葉県計量管理協議会会長の住

業部計装システムグループ田所様より「計量管理

友化学株式会社の渡辺様より以下の挨拶がありま

の概要について」発表をしていただきました。

した。

「おはようございます。東京ガス袖ヶ浦工場、計
装システムグループ田所と申します。
本日は、計量管理協議会優良事業所ということで
当工場の計量管理の概要について発表させていた
だきます。
当社、当工場の紹介ですが東京ガスは、1885
年創立、本社は浜松町にございます。首都圏を中
心としたガスの製造、供給、販売、ガス器具の製
作、販売及びこれに関する工事、エネルギーサー
ビスを行っています。
供給は、東京、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨
といった首都圏中心に約 1000 万のお客様に供給
を行っています。

「みなさんこんにちは、協議会会長会社実務担当

袖ヶ浦工場は 1973 年 2 月に操業を開始した東

京電力㈱殿との共同基地として袖ヶ浦市に日本で
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「日本燐酸㈱殿は、化学肥料の国際競争に対処す

初めて液化天然ガス(LNG)専用工場として建設。

る為、1967 年国内肥料センター第一号として袖ヶ

東京ガスは、3 工場ありまして扇島工場、根岸工

浦市に設立。一期建設にて燐酸、燐安設備、4 万

場があります。

ｔバース設備を建設 1969 年に操業を開始し 1971

工場プロセス概要は、LNG をオーストラリア、

年二期建設にて日本最初の硫黄を原料とする硫黄

アラスカ、ブルネイ、インドネシア、サウジアラ

設備の建設を行う。その後、自家発電設備、各設

ビアから供給されます。LNG タンクに受け入れ

備の増強、環境対策に取り組み高品質・低コスト

してその後、ORV 設備で気化して供給しています。

の製品を安定的に供給することに努めています。

東京電力㈱殿の発電燃料供給としても重要な基地

計量管理は、約 1000 台の計量器を「計量管理規

であります。

定」に基づき工務課電計グループが管理を実施し

計量管理は、約 3000 台の計量機器を「袖ヶ浦

ています。

工場計量管理基準体系」に基づき計器毎にトレー

検査は、定期、臨時検査を自主検査、メーカー

サビリィー体系を整え計装システムグループが管

校正、外部委託など適時実施し管理を行っている。

理を実施しています。

原料管理は、船舶売入量を第三者機関による測定。

検査は、定期、臨時検査を外部委託し適時実施
し管理を行っています。
原料管理は、売入量の液量管理と液化ガスの品
質(組成)をガスクロマトグラフにて検査して品質
を管理しています。
製品(都市ガス)管理は、供給量(送出量)を流量計

車両受入は、取引先トラックスケール測定量を元
に管理を行っています。船舶受入測定の精度は、
数万ｔに対し数ｔで高精度な計量が行えています。
高精度な計量が行え驚くところもあります。
原料の品質検査は、原料品質規格による成分分
析を実施して確認を行っている。

にて計量し品質は、ガス事業法及び社内基準に定

製品管理は、船舶出荷量を第三者機関による測

める供給ガスの成分、熱量などをガスクロマトグ

定。車両出荷は、自社トラックスケール測定量を

ラフ等にて検査しています。

元に管理を行う。トラックスケールは、法定期間

計量に関する改善・教育訓練は、計画保全及び

に基づき検査を実施。

自主保全の推進。他工場の計量管理要員と会議を

計量に関する改善・教育訓練は、計画保全を推

通じ技術レベルの向上を図る。又、社外講習会、

進。毎年の定期修理時に検定を含めた計量器類の

計量協議会などの参加により情報収集を実施して

校正を実施し精度傾向等を管理して更新計画を立

います。」

案。
教育訓練は、計装設備習熟度チェックシート、
外部講習会、展示会等での最新計量情報の収集を
行う。又、計量協議会の各イベントにも参加し見
聞を広めています。」

優良事業場の日本燐酸株式会殿工務課関谷様よ
り「計量管理の概要について」発表をしていただ
きました。
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見学会・発表会終了後、参加者全員で研修センタ
ー前にて記念撮影を行いました。
12 時 20 分、技術研修センター皆様にお礼を申
し上げ会場を後にしました。

ます。
ご説明頂きました朽方様内藤様平山様、お忙し
いところ大変ご丁寧な説明を頂き有難うございま
す。
シャープ株式会社殿シープハイテクノロジーホ

昼食は、生命の森リゾート日本エアロビクスセ
ンター(長柄ふる里村)のレストランで先ほどの研
修センターや発表会のお話しをしながらバイキン

ール様、ご丁寧な説明と記念ポストカードを頂き
有難うございます。
発表・見学会にご参加いただいた皆様、千葉県

グを楽しみました。

計量検定所様、そして運行計画頂きました㈱アシ

昼食後、次の見学先であるシープ幕張ビル「シー

スティル様、バス運行の京成電鉄株式会社様、皆

プハイテクノロジーホール幕張」に向かいました。

様のご支援により無事に終了することが出来まし

シープハイテクノロジーホール幕張では、最新

た。幹事一同感謝申し上げます。

技術を搭載した 65 インチ液晶 TV の紹介。イオン

皆様から頂きましたアンケートは、貴重なご意

発生機によるウイルス、カビ、臭い除去技術の紹

見として今後の運営に反映してまいります。今後

介。液晶テレビ、太陽電池、最近注目ＬＥＤ照明

とも協議会運営にご支援、ご協力をよろしくお願

器具の構造、仕組を紹介していただきました。又、

いいたします。

省エネルギー効果などシャープ殿の液晶技術と省
エネへの取り組みについて説明員の方から説明を
頂きました。来場記念としてシープハイテクノロ
ジーホールをバックに来場者記念ポストカードを
作成して頂きました。

シープハイテクノロジーホールの見学にて本日
の予定は全て終了しました。
総勢 33 名は、説明員の方の見送りを受けバスは、
バス千葉駅に向いました。
今回の発表会・見学会が無事に終了することが出
来ました。
会場をご提供頂きました三井化学株式会社殿技
術研修センター様に感謝申し上げるとともに多く
の教育設備の説明と見学させて頂きお礼申し上げ
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見学・発表会のアンケート集計
～ご意見、ご感想を一部ご紹介いたします～
○三井化学株式会社

技術研修センター殿

充実した設備に感激しました。

皆様より色々なご意見を多数頂きました。今後
の計画の参考にさせて頂きます。

素晴らしい設備であり若手教育の参考になりま
した。
メタノール精製のオペレター用研修装置が素晴

最後に、今回会場のご提供と見学をさせて頂き

らしかった。

ました三井化学株式会社の皆様、先端技術を見学

カットモデルが多くあり内部構造の理解が良く

させて頂きましたシャープハイテクノロジーホー

できた。

ルの皆様、ご参加いただきました会員の皆様のご

安全に対する教育の取り組みは、他では見たこ

協力により見学会及び計量管理優良事業所発表会

とが無く素晴らしかった。

が無事に終わることが出来てとても感謝申してお

○シャープ・ハイテクノロジーホール
先端技術に触れることが出来良かった。

ります。
新幹事で至らないところがあったと思います。

製品が家に係わるものなので、新製品情報など

皆様のご意見、ご協力を頂き今後も精一杯努めて

面白かった。

まいりますのでよろしくお願いいたします。

省エネ技術が進んでいるのを感じた。
○今回の会全体への～ご感想・今後の希望～
今回の見学先(技術研修センター)は、私達計装
関係者にとって非常に参考になる所でした。今
後も新しい視点から場所の選定をしていただけ
たらと思います。
普段見行かない所に行けたことは、十分有意義
な体験となつたと思う。
校正している所を見たい。
計量にこだわらず発表会社の会社や工場紹介に
もう少し時間を割いても良いのではないか。

ありがとうございました。

(10)

(11)

計量管理基礎講習会の概要
去る１１月１９日（木）に開催されました計量
管理基礎講習会の概要を紹介致します。
今年度も千葉県、千葉市、千葉県計量協会が共
催する講習会に参加いたしました。内容は以下の
通りです。
日

時：平成２１年１１月１９日（木）
１４：００～１６：３０

場

所：千葉市「暮らしのプラザ」
３階

研修講義室

参加者：計量管理協議会より１５事業所１７名
計量協会参加者を含め５５名
内

容：

（１）演題「計量管理の質の強化と
グローバル化(ISO17025･ISO10012)」
（２）講師 (株)日立製作所通信ﾈｯﾄﾜｰｸ事業部
非常勤嘱託計量士
JCSS ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
JAB

ISO17025 技術審査委員

(社)日本計量振興協会
常任理事

三橋

克巳

氏

講演された内容については紙面の都合により割愛
させて頂きます。当日業務の都合により参加でき
なかった方で講演の際に配布された資料を希望さ
れる方は事務局までご連絡下さい。
なお当日参加者にご協力して頂いたアンケートの
結果を報告いたします。
◆計量管理基礎講習会アンケート集計結果
（アンケート回収１６枚）
２．あなたの所属は（複数回答有）

１．あなたの事業所は
食料品
製造業:2名

上記以外:3
名

品質管理
関係:3名

その他:1名

計量関
係:4名

技術管理
関係:1名
その他の
製造業:2名

電気関
係:3名

化学製品
製造業:4名

電気機械器
具製造業:1
名
金属製品
製造業:1名

施設管理
関係:5名

鉄鋼業:1名

石油製品
製造業:2名

計装関
係:3名
製造関
係:3名

(12)
３．講習テーマについて（複数回答有）

・環境管理、計測器、不確かさ。
・身近な消費者のスーパーにおける計量管理。

12

６．その他気づいた点又はご感想をお願いします。

10

・ISO17025･10012 の考えがよくわかった。

8

・PM1 時～3 時 30 分の時間にしてほしい。
6

4

2

0
分かり易かった 分かりにくかった 参考になった

その他

回答なし

４．講習テーマ
「計量管理の質の強化とグローバル化」
・国際相互承認の仕組みや規格統一の動き等、
グローバル化についてはよく分からなかった。
・参考になる内容でしたが、勉強不足で自分と
してはよく理解できなかった。
・2 つの規格ともよく知らなかったので勉強に
なりました。特に製品仕様と計測器仕様の関
係について参考になりました。
・難しく理解できない所が多かった（不確かさ
について）。
・計測管理（ISO10012）は、非常に参考になっ
た。
・具体的事例等を紹介して、解りやすくしてほ
しいと思います。
・国際社会を意識した計量が必要な事が分かり
ました。ありがとうございました。
・かなり専門分野の内容で理解できなかったが、
ある意味計量管理の手法では勉強になった。
５．今後の計量管理基礎講習会に希望すること、
又は希望テーマについて
・多国間の相互認証や国際規格について。
・不確かさに関することを、もう少し詳しくお
願いしたい。
・ISO/TS16949 車載に関する件。
・計測の不確かさ算出法の具体性について。
・今回は時間に対してテーマが大きすぎた気が
します、どちらか片方に集中して下さると助
かります。
・計量管理（事業所に於ける）の在り方など。

(13)

はかり のことならなん でも
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
計量処理ソフト設計・製作

千葉県船橋市藤原3-19-15
ＴＥＬ ０４７－４３０－９０３１

意見交換会

(14)
事例」について講演をいただき、講演内容に対す
る質疑応答をおこないました。
講演後、事前アンケート記載内容を基に参加者

去る１１月２６日に開催しました意見交換会に
ついて紹介いたします。
１．日時

進めました。
以下に主な内容を紹介します。

平成２１年１１月２６日（木）13:10～17:00
２．場所
千葉市

の方から説明を行い、各社からの質疑応答の形で

(1)「計量機器・装置の劣化診断方法について具体
的な実施内容」

プラザ菜の花

３．テーマ

●熱画像診断、光レベル測定、ケーブル絶縁診
断、電源装置等のリップルノイズ測定と負荷

「計量機器・装置の劣化診断の一方法として
設備管理システムの活用」
①メーカー講演（横河電機殿）
テーマ「設備管理システム導入事例
（劣化診断の一方法として）」
②参加各社殿から自社の取組み事例の紹介や質問
に基づく意見交換
③日常保全上の問題点での意見交換及び改善事例
の紹介
テーマの選定に際しては、９月に募集した「意
見交換会に関するアンケート」の結果を基に、テ
ーマとして多くの希望があったことから今回取上
げております。
また、近年の景気低迷の中で設備を管理する側

による変動測定、高周波診断、コンデンサ診
断・・・等
●計装機器としてのＤＣＳ設置環境診断をトラ
ブル対応として実施しました。現場機器につ
いては設置環境（屋内・屋外）や稼動状況に
より更新時期や点検周期を管理しています。
●機器により、１月に１回校正、または１年に
１回のメーカー点検の実施。
●機器ごとの部品寿命等及び保全経歴から保全
周期を決める予測的設備管理を行なっていま
す。
(2)「設備管理システムの導入メリット・デメリッ
ト」
（メリット）

として計量機器・装置の劣化診断を効率的かつ適

●保全データーの蓄積、装置機歴管理、保全周

切な対応処理を求められている背景から設定いた

期の適正化、経験・個人に頼らない保全方法

しました。

の標準化。

４．参加者
２１事業所２７名
５．内容

●情報の共有化や業務の標準化が図れたこと。
●省力化、整備担当の経験が浅くとも、保全計
画が効率良く出来る。

今回もテーマに対しての自社事例及び協議会等

●導入後は、多故障機器の要因解析による故障

への質問事項を事前アンケートに記入いただき、

件数削減、通常修繕費削減に効果有り。突発

その内容を参加者の方たちに事前配布することで、

故障減少に伴い、プラント停止による機械損

意見交換会が活発に行えるようにしております。

失にも役立っている。
（デメリット）

当日は、千葉県計量検定所次長佐藤様・検定検
査課長吉田様にも参加いただき、計量管理協議会

●保全情報を的確に管理（変更管理）しないと、
計画漏れや余計な保全計画に繋がります。

会長である住友化学（株）千葉工場の渡辺様から

●担当者の入力業務増。

のご挨拶及び計量検定所次長佐藤様からのご挨拶

●システム化により保全要員のレベル低下に繋

の後出席の皆様から自己紹介をいただき意見交換
会を開始しています。

がる。
休憩後に事前に提出いただいておりました日常
保全の問題点及び意見交換会の場を利用して他社

まず横河電機殿から「設備管理システムの導入

に確認したいことについて意見交換を行いました。

●メーカー製造中止品の代替、汎用化（モニタ
ー、プリンター、ネットワーク機器、ハード

(15)
講演及び質疑応答、計量検定所吉田様より「最近
の計量情報」についてご紹介がありました。

ディスク等）
●ネットワークの大規模化複雑化による異常解
析の標準化が難しい。
●制御サーバー、パソコン端末の長寿命化対策
（ＯＳも含めメーカー保守停止の短時間化）

意見交換会終了後場所を移動して交流会を開催
しましたが、本年の意見交換会は開始早々から活
発な意見交換が行われ予定時間を少しオーバーす
るほど盛り上がりましたので、交流会では意見交

●竿式計量器の整備が困難になりつつある。

換会の場で情報交換できなかった部分について活

●機器別管理基準の作成に取組んでいる。これ

発な意見交換が行われ、こちらも予定時間を遥か

は、ある装置内の機器別の管理方法を、誰が・

にオーバーして終了となりました。

何をどうするを取り決める事で、保守管理の
抜けを無くし突発事故を防止するためのもの。
●安価化と安定性の追及は？（長寿命化･汎用
品・短命化に対する保全の考え）。
●安価・汎用化した場合の保全方法と技術の育
成と伝承方法について。
●他社の老朽化設備、製造中止設備に対しての
更新状況又は、更新に対する方針等有ったら
教えていただきたい。
●製造中止計器等の代替品選定について、特殊
品で後継機種の手当てがつかないもの等につ
いてどのような対応をされているか教えてい
ただきたい。
●導圧管断熱下外面腐食検査の方法をどのよう

６．意見交換会の感想と要望
意見交換会終了後参加者の方々からアンケート

に行っているのか、各社の実態をお聞きした

をいただきましたので紹介いたします。

い。

１）今回の意見交換会について

●法廷及びＩＳＯ対象計器以外の電子式計器の

（感想）

定期整備及び更新の基準または指標について

○異業種の方の意見が聞け参考になりました。

教えていただきたい。

○多数の参加者があり、有意義な意見交換がで

更に情報提供として日本エマソン（株）殿より
「計装機器のワイヤレスシステムの導入事例」の

きたと感じます。
○他社の意見を聞けたことは有意義であったが、
テーマが広すぎる感がありました。
○数を絞り込んで、もう少し深い意見を聞きた
かったです。
○保全管理の各社の取組みが紹介され、今後の
参考になりました。
○ざっくばらんな意見交換が出来てよかった。
○設備管理システムについては、他社も同様の
問題があることがわかり、意見交換は大変参
考になった。
○熱心な議論ができて、良かったと思います。
○活発な意見交換ができ、非常に勉強になりま
した。

○講演及び情報提供については、タイムリーな
内容でよかった。
○事前アンケートの回答内容も多く、有意義な
会でありました。
○参加者が多くて良かったです。
○初めて参加して、必要以上にためになりまし
た。
○計量･計装関係というよりも、設備全般におけ
る保全の意見交換だったので、大変参考にな
りました。
（意見）
○今回は近年になく多くの参加者がありました

(16)
○次回はもう少し意見交換をメインにしたほう
が、良いのではないか？
○保全に携わる仕事をしていますので、今後も
計量の枠を超えた意見交換会になればと願い
ます。
２）意見交換会への要望・希望・意見等について
①希望するテーマ
○保全周期の決め方について、絞り込んで意見
交換しては如何か？
○導圧管の外面腐食について。
○アウトソーシングを含めた保全体制の効率化
○技術伝承・若手教育

ので、意見交換の時間がもう少しあれば、良

○機器管理と人材育成方法について

かったと思います。

○導圧管外面腐食検査法

○実務に沿った内容で良かった。
○思った以上に意見が活発であり、討議のよう

○メンテナンス上の問題をテーマにすると、意
見が多く出て良いのでは。？

なところもあったので、有意義な時間を持て

○保全情報

ました。

②開催形式

○討議時間をもっと長くしても良いのではない
か。
○次回も検定所の情報を是非入れていただきた
い。
○参加人数が少し多いかなと思います。

○今まで通りでよい
（意見・要望）
○参加者全員に発言していただく様に、工夫を
お願いいたします
○もう少し時間があった方がよい

(17)

横河電機株式会社
■千葉支店 〒299-0111 市原市姉崎867 TEL.0436-61-1388

総合代理店

横河商事株式会社
■千葉支店 〒299-0111 市原市姉崎867 TEL.0436-61-4310

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

東京電機産業株式会社
■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

(18)

《計量検定所だより》
県では 11 月 1 日の計量記念日を中心に、関係
各機関の協力を得て、各種行事を実施しました。

(2)家庭用計量器精度検査
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
び血圧計の精度検査を実施した。

１．期間
平成 11 月 1 日(日)から 11 月 30 日(月)まで

実施市名：東金市，成田市（延べ２日間）
検査数：体温計２５１本，血圧計６２台，ヘ

２．行事内容等
(1)「計量管理基礎講習会」の開催

ルスメーター３９台，キッチンスケ

計量計測管理の国際規格である ISO17025 及

ール６４台，ベビースケール７台

び ISO 10012 の位置付けと意義及び導入により
期待される効果の周知を目的に計量器の製造・
販売事業者，計量証明事業者，生産，流通企業
等の計量関係者，計量士，一般県民，県及び特
定市の計量関係職員を対象に千葉市及び計量協
会の共催で開催した。
①期

日：平成 21 年 11 月 19 日(木)

②会

場：千葉市暮らしのプラザ

３階 研修講義室
③受講者：５５名
④内

容：「計量管理の質の強化とグローバル
化」ISO 17025・ISO 10012

講

師：
㈱日立製作所通信ネットワーク事業部嘱託
計量士

JCSS 技術アドバイザー

JAB ISO 17025 技術審査委員
(社)日本計量振興協会常任理事
三橋

克巳

氏

(3)「計量展」の開催
消費者を対象に暮らしに係わるいろいろな計
量について，その普及啓発を目的とした内容で
市が開催する消費生活展及び産業まつり等に計
量展として参画した。
実施市名：四街道市，香取市（２市）
計量コーナー来場者数：
四街道市

約４００名以上

香取市

約８００名以上

(4)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し
た。掲出期間：11 月 1 日(日)から 11 月 30 日
(月)まで
(5)その他
①千葉県計量検定所ホームページに計量正確
強調月間行事の内容を掲載した。
②月間啓発用ポスターを計量検定所出入口，計
量管理基礎講習会，計量展及び家庭用計量器精
度検査会場に掲出した。

(19)
(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った結果，
同協会の「大型店部会」において，独自の企
画内容による行事を以下のとおり展開した。
①立看板等の掲出
②ポスターの掲示
③リボンのはい用
④広告チラシの掲載・店内放送の実施
⑤計量に関する催事
⑥パブリックスケールの設置
⑦風袋見本の掲出
また，同様に県内の生産企業で組織された「千
葉県計量管理協議会」においても以下の行事内
容の実施を確保することができた。
①ポスター及び標語の掲示
②講習会等の開催

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

本社・工場

（〒261-0002）
電 話

０４３（２４２）０５０５

Ｆ Ａ Ｘ

０４３（２４3）２５１９

E-mail

etokeiki@saturn.plala.or.jp

（代表）

(20)
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/

(21)

《理 事 会 だ よ り》
１．研修見学会の開催

（３）標語
１名につき２点まで、１事業場 10 名以内

以下の内容で研修見学会を開催します。詳細

（４）応募締め切り

は、別途ご案内いたします。
日

時：平成 22 年 2 月 17 日（水）～18 日（木）

平成 22 年 2 月末日までに下記に送付又は

場

所：静岡県

持参下さい。
〒263-0015

①資生堂企業資料館

千葉市稲毛区作草部 1-18-3
千葉県計量管理協議会

②浜岡原子力館
（５）発表及び表彰

③富士通沼津工場

本会の理事会において審査を行い、入選され

２．ポスター・標語の募集
次年度の計量管理強調月間に向けて、ポスタ
ー・標語の募集を下記の要領で実施しておりま

た方には文書をもって通知いたします。
３．計量管理功労者・優良計量技術者の推薦依頼
詳細は、電子メールにて送付致しましたご案

すので、奮ってご応募下さい。

内を参照ください。

（１）題材
計量管理を分かり易くアピールするもの。

４．計量管理実施状況調査書の提出依頼
詳細は、電子メールにて送付致しましたご案

（２）ポスター

内を参照ください。

①用紙サイズ：590mm×420mm
②色

数

５．千葉県計量協会法人化に向けて

制限なし

平成 22 年 7 月の法人化に向けた法人設立委

③その他、次の３つの文字をポスターの中

員会に参画し定款等の検討を進めています。

に記入して下さい。

「計量管理強調月間」「平成 22 年 11 月」 計量管理協議会ＨＰ
「千葉県計量管理協議会」
http://www.geocities.jp/chibakeiryoukanri/
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