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去る５月２２日に本会の第５０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 26 年 5 月 22 日（木）14:30～

場 所 オークラ千葉ホテル

出席会員数 出席３１社 委任状２１社

（会員数６２社）

来 賓

千葉県計量検定所所長 秋場 秀樹様

千葉県計量検定所次長 島田 悦男様

１．開会の辞

第一副会長 富士石油㈱袖ケ浦製油所

関副所長

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ＤＩＣ株式会社千葉工場の吉田で

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５０次通常総会の開催に当たり千葉県

計量検定所秋場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。

又本年、本千葉県計量管理協議会が設立５０年

という節目の年を迎えることができましたのも、

これまでさまざまな形で当協議会を支えてきてく

ださった関係官公庁をはじめ会員各社様のおかげ

であり、厚く御礼申し上げます。

さて平成２５年度はアべノミクスの金融・財政

政策により株価が大幅に回復、昨年９月に２０２

０年東京オリンピック開催が決定、今年になって

もソチオリンピックで羽生選手が金メダルを獲得

するなど明るいニュースも出てきました。一方、

東欧ウクライナ、中東アフリカ地域、東南アジア･

タイ等、世界各地で政情が不安定であり、近隣の

中国・韓国とも関係改善は進んでおりません。

平成２６年度は消費税率アップに始まり、環太

平洋経済連携協定（ＴＰＰ）も言葉に余るほどの

厳しい交渉を続けており、景気回復の重要なキー

ポイントになっています。今年の楽しみとしては

６月からのサッカーワールドカップ・ブラジル大

会での日本代表の活躍があげられるのではないで

しょうか。

このような状況下で計量はわたしたちのくらし

や経済・文化の分野において、利便性・安全性・

公正確保などの点で重要な役割を果たしており、
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企業活動においても製品品質の向上、生産性の向

上、更には環境保全の強化に欠かせないものとし

て重要な役割を担っています。

今日、安全安心への関心の高まりなど適正計量

の重要性は増しており、本協議会といたしまして

は計量思想の普及強化の一方、計量に係わる人材

の世代交代が進み技術伝承が喫緊の課題の中、各

会員への必要な情報発信は不可欠であると考え、

これらの要望に応えるべく例年の研修見学、意見

交換、本協議会のホームページ更新に加え、本年

は本協議会設立５０周年を記念し計量講演及びＪ

ＡＸＡの特別講演や記念誌の発行等の記念行事を

企画しており、いずれの活動も担当理事がご尽力

を注がれており、今後とも尚一層のご支援を賜り

たく存じます。

ただ今から、平成２５年度事業活動と５０周年

記念行事を含む平成２６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

せていただき戴きます。

ご静聴ありがとうございました。

３．来賓祝辞

千葉県計量検定所所長 秋場 秀樹様

本日、ここに千葉県計量管理協議会の平成 26

年度、通常総会が盛大に開催されますことを心か

らお慶び申し上げます。

吉田会長をはじめ会員の皆様には、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、厚くお礼申し上げます。

この計量管理協議会は、適正な計量管理と技術

の向上を図るとともに後ほど表彰されます優良事

業場やポスター、標語などの啓蒙普及活動など、

計量管理活動に関しましても、県内はもとより国

内を代表するリーディングカンパニー集団として、

計量の適正化や産業の発展に大きく貢献されてこ

られましたことに深く敬意を表するものでござい

ます。

また、昭和 40 年に設立され、今年で 50 年目と

いう節目を迎えられました。重ねておめでとうご

ざいます。これもひとえに歴代会長をはじめ、関

係者の皆様のご努力の賜物と改めまして敬意を表

する次第です。

また、本日、総会ののちに、計量管理優良事業

場、計量管理功労者、そして優良計量技術者の会

長表彰、さらにポスター、標語の優秀作品の会長

表彰が授与されると伺っております。表彰されま

す皆様方には、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。

この受賞を契機とされまして、その卓越した技

能や技術力を遺憾なく発揮され、今後の業界発展

のために御尽力くださいますとともに、皆様の次

に続く後輩の育成・指導にもよろしくお願い申し上

げます。

さて、グローバル化といわれて久しい状況の中

で、わが国では本県もそうですが人口減少が進む

中、中小企業といえども、新製品開発や独自技術

による海外展開に活路を求める時代になってきて

おりますが、海外展開する場合の規制が多くなっ

てきております。

特に、CE マーキングや ROHS 規制といった国際

規格のへの規制の波が、最近は、東南アジア各国

までそれに追随するようになってきている状況に

あります。

そうした規制への対応は、自己責任で行わなけ

ればならないなど、適格性の確保や品質管理、

千葉県計量検定所 秋場所長
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さらには新製品開発のための計量計測技術の正確

性やスピードが求められてきており、計量管理に

かかわる皆様の役割がさらに重要となってくるも

のと思われます。

昨年の貿易収支が過去最高の赤字を計上する

など、経済情勢などは予断を許さない部分もあり

ますが、計量検定所といたしましては、「適正な計

量の実施を確保して、経済の発展普及等に寄与す

る」ため、検定・検査、啓蒙普及等の事業を積極

的に推進してまいりますので、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益々の御発展

と会員皆様の御健勝を御祈念申し上げまして、御

挨拶とさせていただきます。

４．総会成立報告

本日は出席数３１、委任状２１であり、会員数

６２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ＤＩＣ㈱千葉工場 伊藤氏が議長に選出さ

れた。

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。

７．附議事項

第一号議案 平成２５年度事業報告について

(報告 第二副会長 ㈱荏原製作所富津工場

早川氏)

第５０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２５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 ㈱荏原製作所富津工場

早川氏)

収入決算額 2,651,650 円

支出決算額 2,233,172 円

差引き残高 418,478 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 恵藤計器㈱ 河野氏）

平成２５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２６年４月１０日

監事 恵藤計器㈱

河野 篤志

監事 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。

第三号議案 平成２６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

富士石油㈱袖ケ浦製油所 藤原氏)

平成２６年度収支予算(案)

平成２６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 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。

総会会場…熱心に聴講される会員
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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 第二副会長 ㈱荏原製作所

富津工場 早川氏)

(1) 計量管理優良事業場

平成２５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６日の理事会にて承認を

受けた。

・キッコーマン食品㈱野田工場 殿

・住友化学㈱千葉工場 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。

・佐々木 智弘 殿

古河電気工業㈱千葉事業所

・戸村 寧男 殿

JFE スチール㈱東日本製鉄所（千葉地区）

(3) 優良計量管理技術者

・市川 郁則 殿 三井化学㈱市原工場

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２６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 第二副会長 ㈱荏原製作所

富津工場 早川氏)

① ポスターの部

特 賞 １名 優秀賞 ３名

② 標語の部

特 賞 ４名 優秀賞 １０名

３月６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

内川 千尋 殿 ㈱荏原製作所富津工場

優秀賞

山口 昭芳 殿 JFEｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所

（千葉地区）

巳扇 宏一 殿 出光興産㈱千葉工場

緒方 敏博 殿 出光興産㈱千葉工場

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

ポスターの部 表彰者による記念撮影
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② 標語の部 特 賞

・変わる時代に変わらぬ基本

しっかり実践計量管理

松井 幸雄 殿 古河電気工業㈱千葉事業所

・小さな誤差で大きな損失

みんなで守ろう計量管理

宮崎 和男 殿 DIC㈱千葉工場

・基準を守って正しく計量

誤差を許さぬ厳しい管理

鶴岡 拓 殿 JFE スチール㈱東日本製鉄所

（千葉地区）

・計量管理の両輪は日常管理と定期点検、

継続していく品質管理

永瀬 重典 殿

三井・デュポンポリケミカル㈱千葉工場

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 ㈱荏原製作所富津工場

池田室長

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。

標語の部 表彰者による記念撮影

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

キッコーマン食品株式会社 野田工場

この度、千葉県計量管理協議会第５０次通常総

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事業所の計量管

理の概要について紹介させて頂きます。

１．当事業所の概要

キッコーマン株式会社は、大正６年に野田醤油

株式会社として千葉県野田市に設立いたしました。

その中で、野田工場は設立当初よりキッコーマン

のしょうゆ作りの中心的な役割を果たしておりま

す。宮内庁へお納めするしょうゆも、野田工場の

御用蔵で醸造しております。国内での生産拠点は

しょうゆの需要と共に増え、現在では兵庫県高砂

市、北海道千歳市の３拠点で生産を行っておりま

す。また、海外でも１００ヶ国以上でしょうゆが

使われており、北米、ヨーロッパ、アジアなど７

つの拠点で生産を行っております。

キッコーマングループでは｢消費者本位｣を基本

理念とする、食文化の国際交流をすすめる、地球

社会にとって存在意義のある企業をめざすとの経

営理念をもって事業活動を積み重ねてまいりまし

た。また、環境理念である｢キッコーマングループ

は自然のいとなみを尊重し、環境と調和のとれた

企業活動を通して、ゆとりある社会の実現に貢献

します｣との理念をもとに事業活動を通じて環境

保全の取り組みについても積極的に行ってまいり

ました。

今後も当社のコーポレートスローガンである

｢おいしい記憶をつくりたい。｣の想いをもってお

客様に喜んで頂ける製品をご提供してまいります。
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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 ５００台 温度計４５０台

圧力計 ３５０台 流量計２５０台

体積計 ２５０台

（２）分析計

騒音計 １４台 大気濃度計 ２台

３．計量管理実施の組織

４．計量管理規定類

５．計量器の検査設備

（１）基準器

１級基準分銅、基準ガラス製温度計、基準重

錘型圧力計、基準重ボーメ度浮ひょう計、

基準比重浮ひょう計

（２）標準器

標準フラスコ、標準流量計、温度標準器

６．計量器及び計装設備の管理状況

（１）受入検査

（イ）新規購入及び修理した計量器の受入の際

には、計量担当者が検査を行っており

ます。

（２）定期検査

（イ） 基準器・標準器の検査については、関

係法令又は定められている校正周期によ

って検査を実施しております。また、校

正対象機器の一覧表を作成して管理をす

る事で、校正漏れの無いようにしており

ます。

（ロ） 各ライン上で使用している計量器や計

装機器の検査は、年間検査スケジュール

により、計画的に検査を行っております。

その中でも重要な機器については、オペ

レータによる日常点検によって、異常が

あった場合には早めに把握出来るように

し、速やかに処置出来るようにしており

ます。

７．量目及び品質の検査

（１）量目検査

・野田工場では大きく特定ユーザー様向けの

タンクローリー車や１ＫＬコンテナで出荷

する製品と、一般ユーザー様向けのプラスチ

ックボトル、缶、壜、小袋などの容器に充填

して出荷する製品とに分けられます。

（イ）大型容器の量目管理

特定ユーザー様向けの大型容器について

は、主に流量計を使用して積み込みを行っ

ており、充填作業を標準化し作業の効率化

と作業ミスの防止に努めております。また、

積み込み重量の測定を行い誤差の無い事の

確認をしております。

（ロ）小型容器の量目管理

一般ユーザー様向けの小型容器について

は、充填ライン毎に決められた検査項目内

容に従い、抜き取りチェックを行う事によ

って、日々の充填精度について確認をして

おります。

（ハ）第３者によるチェック

ラインのオペレータ以外の第３者による

量目検査を行っており、ライン上より任意

に抜き取ったサンプルの量目検査を行って

おります。

また、ライン毎の量目検査データを集計

する事で、ラインの充填状態や充填製品に

よるバラツキなどの特性等を把握し、製品
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の表記量通りに充填されるように、量目管

理を行っております。

（二）品質管理

品質管理については、原料の受入から最

終製品が出荷される迄の各工程で、製品が

規格通りの品質で製造されているかを検査

し、全ての商品が高品質で安心・安全の製

品をご提供できるように、管理をしており

ます。

８．計量管理に関する改善活動

（１）充填精度の向上と安定を目的として、日常

の管理項目の把握をする事で、管理状況の分

析を行い充填精度の向上を推進しておりま

す。

（２）関係法令の改訂等の情報を得る為に、定期

的に確認を行う事。その情報を各関係課所に

連絡を行う事によって、更なる計量管理の向

上を推進しております。

９．ＩＳＯ関連取得状況

●ＩＳＯ１４００１

野田工場（野田プラント）平成７年３月認証取得

野田工場（全体） 平成１６年６月認証取得

キッコーマングループ 平成２１年６月認証取得

●ＩＳＯ９００１

野田工場（１部・２部）平成１３年４月認証取得

野田工場（全体） 平成１５年５月認証取得

●ＩＳＯ２２０００

野田工場（全体） 平成２５年５月認証取得

１０．教育・訓練

（１）計量担当者

（イ）定期的に講習会・研修会等に参加する事

によって計量担当者の能力向上をはかる。

（ロ）雑誌や新聞、関係官庁の情報を収集する。

（２）一般従業員

（イ） 計量担当者の知り得た情報を水平展開

する事により、一般従業員の能力向上に

役立てる。

また、計量管理の大切さを知ってもらう

事で、一人ひとりの意識付けから社内全

体へスパイラルアップをしていく。

（ロ）製造ラインの担当者が計量器の検査を行

う場合には、計量担当者による十分な教

育を受けた、教育完了者のみが行う事が

出来るものとし、誰でも検査が行えない

ようにし、正しく検査が実施されるよう

にしています。

（３）協力業者・協力事業場

（イ）野田工場の計量管理について、各教育や

連絡を行う事でキッコーマン全体でのレベ

ルアップを行い計量管理について大切さを

知ってもらう。

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

活動の継続的改善に繋げていきたいと考えており

ます。引き続きご指導、ご鞭撻の程よろしくお願

い致します。
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計量管理優良事業場表彰を受賞して

住友化学株式会社 千葉工場

この度、千葉県計量管理協議会第５０次通常総

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、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工場の計量管理

の概要について紹介させていただきます。

１． 当工場の概要

1967 年、愛媛工場に続き当社の第 2 の石油化学

コンビナートとして、京葉工業地帯で操業をスタ

ートしました。1983 年、石油化学事業の再編・合

理化計画により、石油化学製品の生産が千葉工場

に集約されました。既存製品の能力を増強すると

ともに、愛媛工場の一部誘導品の製造を引き継ぎ

一層の競争力強化を図りました。現在は合成樹脂

合成ゴム、有機薬品のほか、化合物半導体エピタ

キシャルウエハーなどの電子材料分野の製品も展

開しています。高付加価値製品の強化・拡充に努

めるとともに、製造技術の新規開発、ブラッシュ

アップを推進し、シンガポールやサウジアラビア

における大型海外プロジェクトを支援しています。

このように千葉工場はグローバルな石油化学部

門の事業展開の中核となるマザー工場としての役

割を担っています。

住友化学株式会社 千葉工場 全体写真
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・主な製品

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

質量計 ３６２台

温度計 ３，３４６台

圧力計 ５，９２２台

流量計 ６，１８８台

液面計 ４，２２１台

その他 ２，０２１台

（２）分析計

環境用 一般用

騒音計 ２台 １台

振動レベル計 ０台 ３１６台

ＰＨ計 ９台 ２０７台

大気濃度計 ３４台 １６０台

住友化学株式会社 千葉工場の製品
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３．計量管理実施の組織

４．計量管理規定

計量管理規定

工場保全作業要領工場保全基準

量目検査管理要領

ﾌﾚｺﾝ計重機点検作業標準

：

：

工場則

試験器管理基準

はかり検査基準

取引用流量検査基準

原単位計器検査基基準

温度計点検基準

：

：

製造管理規定

設備管理規定

全社保全規格
・

・

・

設備保全規則

（主管者）

工場長 生産管理－物流チーム※

工場長
購買室－千葉（計量器購入）

計装 設計社員 １１名

（内計量士 ７名）工務部 設計チーム

設備チーム

（主管課）

（実施部課）

協力会社

第一製造

第二製造

第三製造

第四製造

第五製造

第六製造

動力用役

計装 保全社員 ２１名

（内計量士 ３名）

計装 保全専門社員 ２３名

上記※印のある製造部には、適正計量管理主任者（１）名を配置
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５．計量器の検査設備

（１）基準器

１級基準分銅、２級基準分銅、基準重錘圧力計、

基準液封型圧力計、

（２）標準機

検査用分銅、直流標準電圧電流発生器、

直流標準電圧電流発生器、

ディジタルマルチメータ、ダイヤル形抵抗器、

標準抵抗器、機械式圧力計、ディジタル温度計、

測温抵抗体、熱電対、ガラス製温度計、

パルスチェッカー

（３）検査設備

温度計検査槽、温度計検査炉、製氷器、

サーモキャリブレータ

６．計量器及び計装設備の管理状況

（１）検査

受 入 検 査

納入した計量器について、設備チームが納入仕

様書と見積仕様書との照合、試験成績書のデータ

確認、及び外観検査を行っています。但し、分析

計などの特殊計器に限り、運転開始前に納入者に

よる性能検査を行っています。

定 期 検 査

「計器点検計画基準」に基づき、設備チームが

機種毎に点検内容（精密点検、校正検査等）を定

め、重要度と劣化度のマトリクス表から決

定した周期に従い一部外注にて行っています。法

令及びＩＳＯに該当するものは、前述とは別

に定めたマニュアルに基づき行っています。

なお、定期検査に合格した計量器には合格証ラ

ベルを貼り付け、検査状態の識別を行っています。

臨 時 検 査

使用中の計量器に機能又は精度に疑念が生じ

た場合は、その状況を確認した後、必要に応じて

保全専門の協力会社（年間請負契約）又はメーカ

ー系エンジ会社による臨時検査を行っています。

（２）保守、点検

実施部課（設備チーム）が保全計画と予算案を

立案し、点検、保守を行っています。その方法は

大きく分けて、運転中に装置を止めずに行う通常

検査（OSI）と装置を停止して行う開放検査

（SDM）があります。

装置を停止して行う検査（SDM）は「長期保全

計画」に基づいて実施しており、その計画及び実

績は設備管理システム（SAP）により管理してい

ます。

日常の稼働状況は製造課が管理しており、異常

が認められた場合は設備管理システム（SAP）又

は電話連絡によりその内容が設備チームに通知さ

れます。設備チームは製造課と点検の内容を協

議・決定した後、その処理を行っています。

日常の点検、保守はゾーン毎に保全請負契約を

締結した保全専門協力会社が行っていますが、保

全専門協力会社で実施困難な点検、保守について

はメーカー系エンジ会社が行っています。

７．量目及び品質の検査

（１）気体、液体原料

量目検査

受け込みラインに流量計を設置し、全量を測定

しています。流量計は基準に基づき定期的に器差

試験を実施しています。

品質検査

基準に基づき全量又は抜き取り検査を実施して

います。

（２）気体、液体製品および固体製品

量目検査

原料と同様に流量計や秤等の計量器を設置し、

全量を測定しています。計量器は基準に基づき定

期的に器差試験を実施しています。

品質検査

基準に基づき全量又は抜き取りで検査を実施し

ています。

８．計量管理に関する改善活動

計量器の高経年化に伴い順次更新を実施してお

り、適正な管理精度の維持に努めています。

また、次年度の計量器の定期検査を計画する際、

本年度の検査結果を検証し、交換部品の選定や検

査周期の見直し作業を行っています。

９．ＩＳＯ関連取得状況

ISO9001 :2008 1995 年 3 月 24 日に取得

ISO14001:2004 1997 年 6 月 26 日に取得
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１０．教育・訓練

一 般 従 業 員

（社内教育）

計装技術教育（5 回/年）

ISO、法令教育（4 回/年）

安全衛生教育（6 回/年）

全社集合教育（計装エンジニアコース）

（社外教育）

各種展示会、講演会への参加

計 量 管 理 要 員

（社内教育）

計量管理推進会議（3 月）

社内メールによる関連情報の供与

（社外教育）

計量管理協議会主催行事への参加

協 力 事 業 場

社員と協力会社合同の専門技術教育（毎月）

毎朝夕の工事連絡会議における工事技術等の教育

（毎日）

保全会社の責任者に対する工事品質教育

（２回/年）

以上、当工場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。

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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○平成２６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」

として，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（土）から１１月３０日（日）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

温計及び血圧計の精度検査を県内市町村で実

施する。

（４）「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市町

村及びその関係団体等が開催する「消費生活

展」及び「産業まつり」等へ「計量展」とし

て参画する。

（５）立看板の掲出

広報のため，計量検定所正面に計量テーマ

の立看板を掲出する。

（６）関係計量団体へ月間行事の協力要請

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。

（７）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

《計量検定所だより》

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 ０４７－４３０－９０３１ＴＥＬ ０４７－４３０－９０３１

はかりのことならなんでも
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１．千葉県計量協会

平成２６年度定時社員総会が、平成２６年６

月２４日（火）オークラ千葉ホテルにおいて開催

され、当会から会長以下３名が出席しました。

社員総会に先だち会長表彰が行われ、当会より

推薦した日本燐酸株式会社が計量管理優良事業場

表彰を受賞されました。

引き続き、付議事項として平成２５年度事業報

告、同年度収支決算及び監査報告の承認、平成２

６年度の事業計画案、同年度収支予算案の承認、

役員の改選について審議され、承認されました。

また、長年勤務精励された斉藤 博之前事務局長が

会長表彰されました。

２．発表会・研修見学会の開催

日 時：平成26年9月18日(木)

見学先：住友化学㈱ 千葉工場

第一高周波工業㈱ 千葉工場

発表会：優良事業場として表彰された

キッコーマン食品㈱野田工場及び

住友化学㈱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

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。

４．創立５０周年事業 記念講演の開催

おかげさまをもちまして、この度、本会は

創立50周年を迎えることとなり、創立50周年

事業の一つとして記念講演を行うこととなり

ました。

つきましては案内書を送付しましたので

記念講演への参加を御検討いただけますよう、

よろしくお願いいたします。

日時：平成26年10月17日（金）14時～17時

場所：オークラ千葉ホテル

講演：①計量に関する講演

演題 「時間、長さの定義の移り変わ

りと質量の定義の変更につい

て」（仮）

講師 独立行政法人

産業技術総合研究所

計量標準管理センター

②特別講演

演題 「日本版GPS衛星みちびきと

測位精度向上がもたらす未

来」（仮）

講師 独立行政法人 宇宙航空研究

開発機構(JAXA)

参加費：無料

５．意見交換会の開催

時期:平成27年2月（詳細未定）

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、多くの参加を募集します。

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50次総会議案集を計量管

理協議会ＨＰへ掲載していますので、是非一読

ください。

http://www.chiba-keiryoukanri.org/

理事会において今年度の実務担当者が決定

いたしました。次のページに千葉県計量管理

協議会実務担当者名簿を記載していますので

御参照下さい。

《理事会だより》

平成２６年ポスター特賞作品

内川 千尋 殿 ㈱荏原製作所 富津工場
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干葉県計量管理協議会実務担当者名簿(平成26年度)

氏 名 事業場名 事業担当

伊藤 幸彦

（会長）

ＤＩＣ㈱

千葉工場

研修委員長

広報委員

藤原 航

(第一副会長)

富士石油㈱

袖ケ浦製油所
広報委員長

横田 洋

(第二副会長)

㈱荏原製作所

富津工場
表彰委員長

小出 勉

(理事・監事)

ＫＨネオケム㈱

千葉工場

研修副委員長

研修見学会

半田 和久

(理事)

日清製粉㈱

千葉工場

研修副委員長

意見交換会

河野 篤志

(理事)
恵藤計器㈱

研修見学会

発表会

鈴木 豊

(理事)
日本サイロ㈱

意見交換会

講演会

林 敏彦

(理事)

アズビル㈱

千葉営業所

意見交換会

講演会

真野 清

(理事)

極東石油工業(同)

千葉製油所

意見交換会

講演会

佐保 文彦

(理事)

旭国際テクネイオン㈱

京葉事業所

研修見学会

発表会

齋藤 秀一

(理事)

日本曹達㈱

千葉工場

研修見学会

発表会

岩崎 文則

(理事)

東京ガス㈱

袖ケ浦工場

研修見学会

発表会

石川 克彦

(理事)

三井造船㈱

千葉事業所
広報委員

藤原 善治

(理事・監事)

JFEアドバンテック㈱

サービス部東日本事業所
広報委員
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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

横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社

■千葉支店
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平成２５年度 計量管理優良事業場 ・キッコーマン食品株式会社 野田工場

平成２５年度 計量管理優良事業場 ・住友化学株式会社 千葉工場


