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計量管理協議会々報
＜ 第４ ９ 次 通 常 総 会 開 催 ＞
２．会長挨拶
みなさんこんにちは。本協議会の会長を仰せつ
かっております JFE スチール東日本製鉄所の桐谷
です。開会に当たりまして、一言御挨拶させて頂
きます。
本日、第４９次通常総会の開催に当たり千葉県
計量検定所 小林所長様はじめご来賓の皆様、並び
に会員各位の皆様には、御多忙中にも関わらず御
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理事の皆様にもこの場を
お借りしまして感謝申し上げます。
平成２４年度は、東日本大震災の復興が進まな
桐谷会長挨拶

い状況に加え、尖閣諸島問題を発端とする中国で
の反日デモや北朝鮮によるミサイル打ち上げと核

去る５月１６日に本会の第４９ 次通常総会が

実験の実施などがあり、出口の見えない閉塞感と

開催され、盛会のうちに無事終了致しました。

不安感を強く感じる年でした。しかしそんな中で

ここにその概要をお知らせ致します。

ロンドンオリンピックでの日本選手の活躍や、京
都大学山中教授のノーベル医学生理学賞受賞など

日

時

平成 25 年 5 月 16 日（木）14:30～

場

所

オークラ千葉ホテル

出席会員数

日本経済は、政権交代以降の経済政策、いわゆ

出席４０社 委任状１４社

るアベノミクスへの期待により、過度な円高の修

（会員数６２社）
来

明るい出来事もあった年でした。

賓

正と株価の上昇も進み、輸出産業を中心に次第に
景気回復へ向かうことが期待される状況です。ま

千葉県計量検定所所長

小林

崇志様

た、雇用情勢は、依然として厳しさが残るものの、

千葉市消費生活センター主査

宮本

道夫様

このところ改善の動きも見られています。ただし

千葉県計量検定所次長

時友

一郎様

一方で、原発停止に伴う電力需給のひっ迫や、ヨ
ーロッパの政局不安をきっかけとする海外景気の
下振れが引き続き景気を悪化させるリスクが存在

１．開会の辞
第一副会長

する状況にあります。
DIC㈱千葉工場
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部

このような状況のなかで、生産活動の基本であ
伊藤部長

ります計量・計測技術の向上が、生産の効率化、
品質の維持向上そして環境保全のために益々重要
となってくるものと考えられます。

(2)
本協議会といたしましても、時代に対応した組

本県の経済と産業の発展に寄与し、計量思想の普

織体制の強化と合理化を進めるとともに、会員相

及・啓発にも大きく貢献され、深く感謝申し上げ

互間のみならず、他の計量関係団体との垣根を越

ます。

えた技術交流と情報の共有化を進め、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

また、本日、表彰が予定され、受賞される皆様
には心からお祝い申し上げます。

発展させることが重要であると考えております。

本日の受賞を機に、皆様の卓越した技術と溢れ

そのために昨年度はリニューアルしたホームペー

る情熱を今後も遺憾なく発揮され、業界発展のた

ジの活用による情報共有の強化を図って参りまし

め御尽力ください。

たが、今後更なる充実を図り有効利用していきた
いと考えておりますので、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。

近年、我が国を取り巻く内外の政治・経済情勢
は、目まぐるしく変化しています。
我が国でも政権が交代し、大震災からの復興を

ただ今から、平成２４年度事業活動と平成２５

進めつつ、長く低迷してきた経済の再生を目指し

年度事業計画につきましてご報告しご審議賜りま

ています。円安、株高により、我が国経済に現在、

すが、皆様におかれましては、忌憚のないご意見

明るい兆しが出始めており、早期にデフレからの

を頂きまして有意義な総会と致したく存じますの

脱却と実体経済の成長、着実な景気回復が期待さ

で、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

れます。

最後に、ご来賓の皆様、会員会社の皆様の尚一

本県では 3 月の知事選で現知事が信任を受け、

層のご支援、ご協力をお願い申し上げますと共に、 2 期目がスタートしました。
皆様方の益々のご繁栄を心から願ってご挨拶とさ
せていただき戴きます。

「日本一の光り輝く千葉県」の実現に向け、国
とも連携しながら、県経済の活性化を図るととも

ご静聴ありがとうございました。

に、治安・安全日本一を目指す等、各種重要施策
を着実に推進してまいります。
このような状況においても、計量管理は、産業
活動をはじめ商取引、日常生活に至るまで、社会
と経済の広範にわたり基盤をなす重要な役割を果
たしています。
そのため、県では、「適正な計量の実施を確保
し、経済の発展及び文化の向上に寄与する」とい
う計量法の目的を達成するため、正確な特定計量
器を供給する「検定」及び取引・証明で使用され
る特定計量器の「定期検査」、さらに県民の皆様に
計量を正しく理解していただくための「計量思想
の普及啓発事業」を貴協議会とも密接に連携しな
がら、積極的に推進し、本県の産業・経済の発展
及び県民生活の安全・安心の確保に努めてまいり

千葉県計量検定所

小林所長

３．来賓祝辞
千葉県計量検定所所長 小林 崇志様
本日、貴協議会の第 49 次通常総会が盛大に開
催され、心からお慶び申し上げます。
皆様には日頃、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。
貴協議会では、各種事業を積極的に展開し、適
正な計量管理の実施と計量管理技術の向上を図り、

ますので、引き続き御支援・御協力を賜りますよ
う、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。

(3)
(2) 監査報告
（報告者

監事

恵藤計器㈱

河野氏）

平成２４年度千葉県計量管理協議会の決算書
及び帳簿類を監査の結果、適正であることを認
めます。
平成２５年４月１１日
監事

恵藤計器㈱
河野

監事

篤志

三井造船㈱千葉事業所
石川

克彦

議案集のとおり報告し承認された。
総会会場…熱心に聴講される会員
第三号議案

４．総会成立報告

平成２５年度事業計画(案)及び同年

度収支予算(案)について

本日は出席数４０、委任状１４であり、会員数

（提案及び説明者 第一副会長 DIC㈱伊藤氏)

６２の２分の１を超えるので、本総会が成立する

平成２５年度収支予算(案)

ことが報告された。

平成２５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。

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 JFE ｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所

戸村氏が議長に

選出された。

第四号議案

役員改選(案)について

（提案及び説明者 第一副会長 DIC㈱伊藤氏）
新役員の改選について、理事輪番制にもとづき
第２７７回理事会にて選出した新役員候補につい

６．議事録署名人の選出
議長一任となり、三井造船㈱千葉事業所
石川氏が議長より指名選出された。

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 DIC㈱千葉工場に、第一副会
長を富士石油㈱袖ケ浦製油所に、第二副会長を㈱

７．附議事項
第一号議案

て提案し、承認された。

平成２４年度事業報告について

(報告 第二副会長 JNC 石油化学㈱市原製造所
水野谷氏)

荏原製作所富津工場に選任することで承認された。
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４９次通常総会議案集のとおり報告し承認さ
第五号議案

れた。

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、
第二号議案

平成２４年度収支決算報告および

特に提案はなかった。

監査報告について
(1) 収支決算報告

以上をもって総会の審議事項は全て終了した。

( 報告 第二副会長 JNC 石油化学㈱市原製造所

水野谷氏)
収入決算額

2,722,121 円

支出決算額

2,243,576 円

差引き残高

478,545 円

議案集のとおり報告し承認された。

(4)
８．表彰式
Ⅰ.表彰委員会審査報告について
（審査報告者

Ⅱ.平成２５年度「計量管理強調月間」ポスター、

JNC 石油化学㈱市原製造所
水野谷氏）

標語の表彰について
（審査報告者

(1) 計量管理優良事業場

計量管理強調月間担当
住友化学㈱千葉工場

小西氏)

平成２４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７日の理事会にて承認を

特

賞

１名

優秀賞

３名

４名

優秀賞

１０名

② 標語の部

受けた。
・古河電気工業㈱千葉事業所
・ＫＨネオケム㈱千葉工場

殿
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。
・石毛
・上田

① ポスターの部

英幸
明久

殿
殿

ヤマサ醤油㈱
三井化学㈱茂原分工場

(3) 優良計量管理技術者
・黒須

洋一

殿

住友化学㈱千葉工場

・富田

邦彦

殿

電気化学工業㈱千葉工場

特

賞

３月７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
巳扇

宏一 殿

出光興産㈱千葉工場

荒井

英幸 殿

三井化学㈱市原工場

緒方

敏博 殿

出光興産㈱千葉工場

藤田

佳克 殿

出光興産㈱千葉工場

優秀賞

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。

ポスターの部 表彰者による記念撮影

計量管理優良事業場、計量管理功労者、
及び優良計量管理技術者による記念撮影

(5)
② 標語の部

特

賞

９．閉会の辞

・基本を守って確かな計量
果たす責任高める信頼
内田

実

殿

出光興産㈱千葉製油所

・確かな計量管理で
松井

幸雄

殿

負けるな日本の物づくり
古河電気工業㈱千葉事業所

・点検・校正たゆまぬ努力
地道な管理で適正計量
八幡

剛司

殿

JNC 石油化学㈱市原製造所

・確かな技術で計量管理
高まる品質

深まる信頼

堀口 誠哉 殿
三井・デュポンポリケミカル㈱千葉工場

標語の部 表彰者による記念撮影
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。

表彰者一同及び
三役による記念撮影

第二副会長

JNC 石油化学㈱市原製造所
美濃部長

以上で、すべての議事および報告を終了し、
１６時００分閉会した。

(6)

計量管理優良事業場表彰を受賞して
古河電気工業株式会社 千葉事業所
この度、千葉県計量管理協議会第4 9 次通常総会

環境への影響を常に認識し、環境汚染の予防と

におきまして、当事業所が「計量管理優良事業場」 地球温暖化防止に努め、火災等によりケーブルが
として表彰を賜り、大変光栄に思っております。

燃えても有毒ガス、腐食性ガスなどの発生を大幅

これも千葉県計量検定所をはじめ、千葉県計量協

に低減できる材料を使用したノンハロゲンケーブ

議会会員皆様のご指導・ご支援によるものと深く

ルやペットボトルのキャップなどの廃プラスチッ

感謝しております。

クを原料とするグリーントラフ（道路及び鉄道等

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頂きます。

のケーブル保護管）等の製造も行っております。
㈱古河電工 アドバ ンス トエンジニ アリン グは
千葉事業所以外にも計量校正サービスを実施し、

１．当事業所の概要

リーズナブルな価格設定と短納期で好評をいただ

古河電工千葉事業所は､千葉県市原市八幡海岸

いております。

２

の埋立地（敷地面積が650,000ｍ で東京ドーム約
１４個分の広さ）に昭和36年から当社の主力工場
として操業を開始しました。

・主な製品
銅線、電力ケーブル、光ファイバケーブル、

当事業所は、暮らしを支えるエネルギー供給に
必要な電力ケーブル、光ファイバーをはじめとす

光関連機器、光デバイス、通信ケーブル、
通信機器、電子線材

る通信ケーブル、電子機器用電線などエネルギー
と情報通信の周辺機器並びにそれらの素材を開発、
製造を行っています。

古河電気工業㈱千葉事業場 全景

(7)
・用途

２．計量管理の概要

４．計量管理規程類

計量器の機種、台数を以下に示します｡
(1)一般計量(測) 器

計量法令

約５千台

計量管理規程
計量管理委員会規程

長さ計

質量計

温度計

体積計

流量計

液面計

(2)分析計

約百台

作業標準

濃度計 大気濃度計

検査規格

騒音計
(3)その他

圧力計

計量管理標準

管理標準
技術標準

数百台

光計測器など

５．計量器の検査設備
(1)基準器

３．計量管理実施の組織

1級基準分銅､基準ガラス製温度計､基準重錘型

（総括責任者）

圧力計､基準液柱型圧力計

所長 （責任者）

（日常点検等）

工場長･部長

各課長

計量管理担当者

(2)標準器
電子式はかり､標準ブロックゲージ､ガラス製

計量管理委員会

標準スケール､キャリブレーションテスター､

計量士

環状ばね型力計､標準光パワーメータ､光波長
計、マクラウド基準真空計、放射温度計、静電

計量管理業務：

結合標準器、標準電圧電流発生装置、標準抵抗

㈱古河電工アドバンストエンジニアリング

器、標準コンデンサー等

（主管者）
社長

サービス技術部長

（実施部門） (3)検査設備
計測技術課

巻尺検査台､黒体炉､検温槽､高真空排気装置、
定盤等

(8)
６．計量器及び計装設備の管理状況
(1)受入検査

②品質
線径、導体抵抗、絶縁抵抗、静電容量など。

・新規購入した計量器、又は外注修理品の受入

光ケーブルについては､コアー径、偏心率、屈

には主管部門及び計量士が受入検査（新品又

折率、ロス、帯域などの測定を実施しています｡

は外注修理 品を受 け入 れる際に行 う構造･性
能及び器差検査）を行っております。

８．計量管理に関する改善活動

・検査の手続きは資材課購買担当者、又は使用

・校正業務の効率化を図るため、パソコンによ

部門担当者が現品に伝票を添付の上、主管部

る検査成績書等の自動作成を積極的に進めて

門に持込み検査を行っております。

おります｡

(2)定期検査
・計量器の使用中のもの及び保管中のものにつ

・法改正等の迅速な情報を得るため、インター
ネットによる検索などの標準化を図りました。

いて計量士及び主管部門が定期検査を行って
おります。検査の手続きについては主管部門

９．ＩＳＯ関連取得状況

にて定期検査予定表を作成し、関係部門に連

ISO 9001 を平成 13 年 3 月に認証取得、

絡しております。

ISO14001 を平成 11 年 6 月に認証取得、

・定期検査は、１～2 回／年の周期で実施し、合
格した場合は、有効期限ラベルを貼付してお

JCSS(ISO17025) を平成17年7月に登録
（No.0164）

ります。
・大型はかり、高周波電気計器など特殊なもの
については、メーカー又は校正業者に外部委
託しております。
(3)臨時検査
・臨時検査には、簡易修理検査と不定期検査が
あります。

１０．教育･訓練
(1)一般従業員
標準書による社内教育、メーカーによる社内展
示説明会、計量管理強調月間行事の一環として
の所内への啓蒙｡
(2)計量管理担当者

・簡易修理検査とは、計量法施行規則第 11 条で

個人技能教育（個々にポイントを勉強し作業組

定められている範囲での修理をした特定計量

内で発表しマニュアル化、標準化を実施する。）

器検査を言い、当事業所では計量法令に従い

多能工化教育（Ｍ⇔E 座学）

計量士により実施しております。

交換実習教育（期間決め要員交代実習）

・計量器の機能に異常を認めた場合・落下衝撃
を与えた場合及びその他の事由による精度に

雑誌｢計量管理・計量ジャーナル｣
新聞｢日本計量新報｣。

疑義を生じた場合等において、使用職場の請
求により計量士及び主管部門が不定期検査を
行っております。

以上､当事業所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､今回の受賞を励みに､更なる計量管理

７．量目及び品質の検査

活動の継続的改善に繋げていきたいと考えており

(1)原料(銅､アルミニウム等)

ます｡今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い

①量目
質量、長さなど。
②品質
化学成分､引張強さなど抜取検査｡
(2)製品（電力ケーブル、通信ケーブル等）
①量目
質量、長さなど全数検査。

致します。

(9)

計量管理優良事業場表彰を受賞して
ＫＨネオケム株式会社

千葉工場

この度、千葉県計量管理協議会第４９次通常総

＜工場のあゆみ＞

会におきまして、当工場が「計量管理優良事業場」

・１９６５年１月

日産石油化学（株）設立

として表彰を賜り、大変光栄に思っております。

・１９８８年７月

日本ｵｷｿｺｰﾙ（株） 設立

これも千葉県計量検定所をはじめ、千葉県計量管

・１９９１年７月

協和油化（株）と合併

理協議会会員皆様のご指導・ご支援によるものと

・２００４年４月

協和発酵ケミカル（株）に

深く感謝しております。

社名変更

この機会に紙面をお借りして当工場の計量管
理の概要について紹介させて頂きます。
１．当工場の概要

・２０１２年４月

ＫＨネオケム（株）に

社名変更
・主な製品

千葉工場は､京葉臨海中央地区コンビナート内

アルコール：ノナノール、イソノナノール、

の市原市五井南海岸で昭和４０年から操業を開始
致しました。

デカノール、トリデカノール
有機酸

製品として､可塑剤原料である工業用高級アル
コールや合成脂肪酸、炭化水素類などの機能性製

：合成脂肪酸

炭化水素 ：イソオクタン、イソノナン
可塑剤

：ＤＩＮＰ、ＤＩＤＰ

品を製造しています。高圧反応器が高級アルコー
ルの効率的な製造を可能にしています。エアコン

・用途

などで使用される代替フロンに対応した潤滑油原

塩化ビニール用可塑剤原料

料のイソノナン酸は国内では当社のみの製造で、

塩化ビニール用添加剤

海外に向けても供給されています。

洗浄剤（塩素系溶剤等を代替）
代替フロン対応冷凍機向け潤滑油原料

ＫＨネオケム㈱千葉工場

全景

(10)
２．計量管理の概要
計量器の機種別台数(概数) を以下に示します｡
(1)一般計量(測) 器
質量計

8台

温度計

(2)分析計
騒音計

0台

750台

振動レベル計

0台

圧力計

1,300台

ガラス電極式

30台

体積計

50台

流量計

400台

液面計

350台

(3)その他

0台

３．計量管理実施の組織

４．計量管理規程類

大気濃度計

4台

(11)
ｶｰ等）に依頼し、不具合内容により立会確認を
実施します。
７．量目及び品質の検査
(1)原料
①量目
・近隣各社との取引に関しては、取引流量計に
て計量します。
取引流量計は、決められた周期にて検査を
実施しています。協定誤差を超えた場合は臨
時検査を実施します。
・タンク受入原料に関しては、トラックスケー
５．計量器の検査設備
(1)基準器
重錘型圧力計
(2)標準器
標準二重式温度計、標準圧力発生器、デジタ
ル圧力計、電圧発生器、デジタルマルチメー
ター、標準可変抵抗器等
(3)検査設備
絶縁測定器、デジタル温度計、照度計、騒音
計、周波数計等
６．計量器及び計装設備の管理状況
(1)受入検査
検査基準及び購入仕様書に基づいて、計装担
当者が外観・構造・寸法・性能検査及び員数検
査等を実施しています。
また、機種等（検査基準による）により製造
工場での立会検査を実施します。
(2)定期検査
法及び取引対象計器は、関係法規、契約等に
定められた周期で検査を実施し、その他の計器
は検査基準（計器の重要度により検査周期を設
定）により検査を実施しています。
秤の検査については、京葉はかり協議会に加
盟し整備・前検後に、計量検定所の検査を受け
ています。
(3)臨時検査
計量器及び計装設備の異常を認めた場合は、
製造課からの依頼により計装担当者が臨時検
査を実施し対応します。
計装担当者で修理不可の場合は外部（製造ﾒｰ

ル又はタンク液面計にて計量します。
・これらの計器は、決められた周期にて検査を
実施し、協定誤差を超えた場合は臨時検査を
実施します。
②品質
・近隣各社取引，タンク受入原料ともに、相手
先分析表による確認検査を実施、定期的に弊
社分析計による検査実施する。
(2)製品
①量目
・ドラム出荷；ドラム充填機にて充填後、取引
用台秤による抜取検査を行う。
・ローリー出荷；トラックスケールにより計量
・船出荷；取引用歯車流量計による計量
②品質
・工程最終点及び製品タンクにてロットごとに
ラボ分析を行う。
８．計量管理に関する改善活動
①改善提案表彰制度があり、従業員の創意工夫
を奨励、表彰する目的で設けられている。
②劣化計器､製造中止計器の更新について、定期
検査結果の傾向や重要性を考慮し計画を立案
し更新を行っています。
③計量器や計装設備の不具合に対し、原因を分
析し、類似計器へ水平展開し不具合対策を行っ
ています、その原因と対策内容によっては基準
書の改訂も行っています。
④計量器や計装設備の関係法令改訂やトラブル
に対し、課内周知する必要がある場合は課内勉
強会を開催し、関係者へ周知・意見反映させて
います。

(12)
９．ＩＳＯ関連取得状況

(3)協力事業場

ＩＳＯ９００１

１９９８年１２月登録

ＩＳＯや基準書改訂や関係法令改定時には、

ＩＳＯ１４００１

２０００年１１月登録

工務課が協力会社監督者への教育を行い、協力
会社の作業員に対しては、当該会社の監督者に

１０．教育･訓練

より、教育指導を実施しています。

(1)一般従業員
社内教育（ＣＵＰ）にて各階層教育を決めて
あり、経験年数に応じてプロセスや計装知識の

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。

教育を実施しています｡

今後も､今回の受賞を励みに､更なる計量管理

(2)計量管理担当者

活動の継続的改善に繋げていきたいと考えており

社内教育（ＣＵＰ）にて各階層教育を決めて
あり、経験年数に応じて計量管理、計測器、測

ます｡今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い
致します。

定器の教育を実施しています｡
また、関係法令・通達や新技術導入に関して
は外部技術 講習会 やメ ーカー主催 セミナ ーへ
参加させ、その内容を課内勉強会にて課員への
伝達教育を実施します。

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

（代 表）

Ｆ Ａ Ｘ

０４３（２４3）２５１９

E-mail

etokeiki@saturn.plala.or.jp

(13)

(14)

《計量検定所だより》
○平成２５年度「計量正確強調月間」行事計画
１．目 的
計量思想及び計量管理の普及推進を図り，併せ
て適正な計量取引を確保するため，１１月１日の
計量記念日から１か月間を「環境と暮らしを守る
正しい計量」のテーマのもと「計量正確強調月間」

（４）計量教室の開催
一般の消費者の方々を対象にした講習会を行
う。座学の他に，実際に商品を購入してもらい，
その内容量の検査も実施する。
（５）「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

として，各種行事を展開し県民の合理的な生活の

量について，その普及啓発を目的とし市町村

向上に寄与する。

及びその関係団体等が開催する「消費生活展」

２．期

及び「産業まつり」等へ「計量展」として参画

間

１１月１日（金）から１１月３０日（土）まで
３．行事内容
（１）知事表彰の実施
計 量 管 理実 施 優良 事 業場（１事業場）及び
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
計量関係事業者や関係企業に対し，計量法の
概要や技術基準及び計量管理の基礎的事項等
についての講習会を開催する。
（３）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

する。
（６）立看板の掲出
広報のため，計量検定所正面に計量テーマの
立看板を掲出する。
（７）関係計量団体へ月間行事の協力要請
一般社団法人千葉県計量協会に対し，各種行
事についての協力要請等を行う。
（８）その他
計量検定所ホームページに検定所からのお知
らせを掲載します。
最新の情報をご確認ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/keiryou

び血圧計の精度検査を県内市町村で実施する。

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
ＴＥＬ ０４７－４３０－９０３１
０４７－４３０－９０３１

(15)

《理事会だより》

４．１１月「意見交換会」の行事

１．千葉県計量協会
平成２５年度定時社員総会が、平成２５年６

換と交流を目的として意見交換会を計画しま

月２５日（火）オークラ千葉ホテルにおいて開

すので、多くの参加を希望します。

催され、当会から会長以下３名が出席しました。

意見交換内容希望は8/5締切で募集しました。
日時：平成25年11月7日（木）

付議事項として平成２４年度事業報告、同年
度収支決算及び監査報告の承認、平成２５年度

計量・計装の管理について会員相互の情報交

５．研修見学会の開催

の事業計画案、同年度収支予算案の承認、定款

時

の一部改正、役員の選任について審議され、承

見学先：県外へ一泊研修会を計画します。

認されました。
総会に先駆け理事会が開催され、今年度に千
葉県で開催される「関東甲信越地区計量団体連
絡協議会」の運営方法が討議されてます。
２．発表会・研修見学会の開催
日

期:平成26年2月（詳細未定）

後日会員に案内をお出しします。
６．その他
本会報とは別に、第49次総会議案集を計量管
理協議会ＨＰへ掲載します。是非一読ください。
http://www.chiba-keiryoukanri.org/

時：平成25年9月19日(木)

見学先：㈱荏原製作所 富津工場
日産横浜工場
発表会：優良事業場として表彰された
古河電気工業㈱千葉事業所及び
KH ネオケム㈱千葉工場に計量管理
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

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25年度)

氏 名
伊藤 幸彦
（会長）
藤原 航
(第１副会長)

早川 弘一

講演・技術研修会として県計量検定所と千葉

(第２副会長)

市及び県計量協会が共同開催する「計量管理基

河野 篤志
(監査･理事)
鈴木 豊
(理事)
林 敏彦
(理事)
真野 清
(理事)
佐々木 保
(理事)
佐保 文彦
(理事)
齋藤 秀一
(理事)
小出 勉
(理事)
岩崎 文則
(理事)
石川 克彦
(監査･理事)
藤原 善治
(理事)

礎講習会」の参加を11月に計画しています。
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。

平成２５年ポスター特賞作品
巳扇 宏一 殿 出光興産㈱千葉工場

事業場名
ＤＩＣ㈱
千葉工場

富士石油㈱
袖ケ浦製油所
㈱荏原製作所
富津工場
恵藤計器㈱
日本サイロ㈱

アズビル㈱
千葉営業所
極東石油工業 (同)
千葉製油所
日清製粉㈱
千葉工場
旭国際テクネイオン㈱

京葉事業所
日本曹達㈱
千葉工場
ＫＨネオケム㈱
千葉工場
東京ガス㈱
袖ケ浦工場
三井造船㈱
千葉事業所
JFEアドバンテック㈱
東日本事業所

事業担当
研修委員長

広報委員
広報委員長
表彰委員長
研修副委員長

研修見学会
研修副委員長

意見交換会
意見交換会

講演会
意見交換会
講演会
意見交換会
講演会
研修見学会

発表会
研修見学会
発表会
研修見学会

発表会
研修見学会

発表会
広報委員
広報委員

(16)

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
横河ｿﾘｭｰｼｮﾝ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

(17)
平成２４年度 計量管理優良事業場 ・古河電気工業株式会社 千葉事業所

古河電工グループ

計測器の校正承ります。
誤解があるかもしれませんが、弊社は古河電工及び関連会社だけの校正サービスをしてい
る訳ではありません。
一般のお客様に多種多様の測定器の管理を含めた校正業務を提供しています。
是非、一度お声を掛けてください。
お問い合わせ
株式会社古河電工アドバンス トエンジニ アリング 営業部
TEL：0436-42-1608 FAX：0436-42-9332

http://www.furukawa-ae.jp/
E-mail : eigyo@feae.co.jp

平成２４年度 計量管理優良事業場 ・ＫＨネオケム株式会社

千葉工場

