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千葉県計量管理協議会

広報委員会

計量管理協議会々報
＜意見交換会＞

去る２月１ ２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
平成２７年２月１２日（木）13:10～17:00
2.場所

（千葉市）
会場の様子

アズビル株式会社
東関東支店

会議室

3.テーマ

会場の様子

「技術伝承の考え方と実施方法の事例紹介」
①

講

②

演（アズビル株式会社 様）

テーマ
「スマート機器を活用した技術伝承と調節弁
の状態監視による新たな保全について」

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、平成２６年１２月
に募集した「意見交換会テーマに関するアン
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、各社とも人員削減や雇用調整がおこな
われているなかで技術伝承について、色々とご
苦労されている事と思われますので、テーマと
して｢技術伝承の考え方と実施方法の事例紹
介｣と設定いたしました。

活発な意見交換がされた
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会場の全景

会場の全景
１．
[

２．

の事例紹介を交えて講演をしていただき、最後

参加者

に講演に関する質疑応答を行いました。

１７事業所２２名
内容

次に、事前アンケートに基づいた参加各社の
事例紹介が行われ、活発な質疑応答が行われま

今回 もテ ーマ に対 して の自 社事 例及 び協 議

した。

会等への質 問事項 を事 前アンケー トに記 入い

意見 交換 会の 発言 内容 は本 音の 議論 を行 う

ただき、その内容を参加者の方たちに事前配布

ためその記 録は掲 載さ れないこと になっ てい

することで、意見交換会が活発に行えるように

ます。

しております。

次年度以降も引き続き意見交換会にご参加

当日は、千葉県計量検定所の所長秋場様・次

頂けますよう宜しくお願い致します。

長の島田様にも参加いただき、計量管理協議会
会長である DIC(株)千葉工場の伊藤様からのご
挨拶及び計 量検定 所所 長秋場様か らのご 挨拶
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。
まずアズビル(株)

加瀬様から「スマート

機器を活用した技術伝承と調節弁の状態監
視による新たな保全について」という演題で、
保全業務における現状と課題についてメン
テナンススタッフが激減し高齢化している
ことと、老朽化が進むプラント設備の安定操
業を可能にするためＣＢＭ（Condition
Based maintenance）やＰＡＭ (Plant Asset
Management)システム、遠隔診断システム
などの、新しいメンテナンス技術として調節
弁についてのオンライン診断による導入効果

会場の様子
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〔千葉県計量管理協議会

意見交換会アンケート集計結果〕

開催日時：平成２７年２月１２日（木）
参加人数

参加事業場：17 社 18 名

１．あなたの事業所は？（回答数

場所：アズビル㈱東関東支店 会議室

検定所/事務局：3 名

18）

講師 1 名

計 22 名

・スマート機器は最新情報で今後の参考にさせ
てもらいます。

１

食品製造業

鉄鋼業

繊維工業

非鉄金属製造業

・技術伝承するために各社、知恵を出している。
参考になる事例を役に立てたい。

７

化学製品製造業

１ 金属製品製造業

４

石油製品製造業

１ 電気機器製造業

ゴム製品製造業

２ 賛助会員

・本音で話ができて良かったと思います。

窯業土石製品製造業

２ その他製造業

・他社の悩みと同様な項目があり良い交換会で

・人不足で教育が進まないのは他社さんも同様
だという事が分かった。

あった。
・時間がもっとほしい。
２．あなたの所属は？（複数回答可）
３

品質管理部門

１

工務電気部門

８

工務計装部門
製造部門

総務部門
３

施設管理部門
技術管理部門

４

その他

・各社の様々な意見が聞けて大変参考になりま
した。
・自社のみではなく各社、同じ様な問題で苦労
している事がわかりました。
・技術伝承、教育に注力されている事、大変参
考となりました。

３．今回の意見交換会について

・大変、有意義でした。
・とても参考になる内容でした。

＝＝感想＝＝

特に 技術 の伝 承に つい て各 社が どの よう 考
えているか、どういった点で苦労しているかを

・各社の保全の考え方を聞く事が出来て大変良

今後の改善につなげていきたいと思います。

かった。
・機器校正回数、方法について勉強になりまし
た。

＝＝意見＝＝
・今後も続けてほいし。（２）

・地産の事例や意見が聞けてよかった。

・今後もよろしく。

・色々と参考になりました。

・今回のテーマで紹介のあった内容は、技術伝

・よく意見がでてよかったと思います。

承より改善していった内容であったと

・各企業の努力が強く感じられた。

思いました。技術の伝承で新しい伝承は今後、

・他社の情報を聞く事ができて大変勉強になり

どのような形になっていくのか興味を持ちま

ました。

した。
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４．今後の意見交換会への要望・希望・意見等あ
りましたら記入お願いします。

・①について

技術/技能の伝承方法等

・②について

国内で非常に少ない機器を保

（１） 希望するテーマ

有して保全しているが保守メーカーが撤

・世代交代について①

退している。

・技術伝承の方法、取組みなど

・③について

・特殊計器（固有機器で代替品がない様なも

今後採用したい。

（２） 開催形式

の）保守方法について②

・今まで通りでよい。（５）

・保全周期の考え方、保守部品の持ち方

・時間にややゆとりがあってよかったと思

・失敗談をメインとした打合せ

います。特に形式を変える必要はないの

・失敗事例と対策及び水平展開

では。

・工事施工に関する事項（ミスを防ぐ方法）

・特になし（本音で議論できる事が良い）。

・トラブル事例紹介

（３）意見・要望等

・無線機器③

・本日はありがとうございました。

・無線機器の導入について

・参加人数が少ない。

・フィールドバス活用事例

・若い人向けの勉強会的なもの。

・法/規制関係の動向

・ざっくばらんで次回も。

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
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≪計量検定所だより≫
◎お知らせ
◎平成２７年度人事異動のお知らせ
退職者・転出者（（
所長

秋場

次長
主任上席計量員
検定・検査課主事

転入者（（
所長

）は新所属等）
秀樹（退職）

島田 悦男 （退職）
山田 保（退職）
井手 将也（転出）
（木更津県税事務所へ）

千葉市消費生活センター
【転出】主査 平岡 芳和
【転入】主事 樋村 真 （財政局資産経営部
管財課より）
内部異動
主査 松井 智（主査補より）

）は旧所属等）
根本

正志（防災危機管理部産業
保 安 課 副 課 長 (兼 )保
安対策室長）

次長

石野

啓子（職員能力開発センタ
ー主幹）

総務企画課
上席計量員[再任用]

中澤

義明（防災危機管理
部産業保安課
副主幹）

上席計量員[再任用]

本宮

巧（総務企画課主

総務企画課主事

勝村

任上席計量員
典貴（新採）

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
≪理事会だより≫
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≪理事会だより≫
通常総会開催のお知らせ
第５１次通常総会を下記のとおり開催いたし
ます。
お繰り合わせのうえご出席下さいますようご案
内申し上げます。
１．日 時 平成２７年５月１９日（木）
受 付 14:00～
通常総会 14:30～
交 歓 会 16:00～
２．場 所 オークラ千葉ホテル
住所 ： 〒260-0024
千葉市中央区中央港1-13-3
TEL ： 043-248-1111（代表）

JR 京葉線 千葉みなと駅西口より徒歩

千葉県計量管理協議会の部会化が上程されます。
3 月に会員各位に下記書類を郵送しておりますので内容をご確認願います

5 分
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総
総合代理店
横河電機株式会社

横河商事株式会社
■千葉支店 〒299-0111 千葉県市原市姉崎 541
TEL：0436-61-4310

横河ソリューションサービス株式会社
■千葉支店 〒299-0111 千葉県市原市姉崎 727-3
TEL：0436-61-1388

東京電機産業株式会社
■千葉支店 〒260-0825 千葉県千葉市中央区村田町 1211
TEL：043-300-8611
■銚子営業所 〒288-0817 千葉県銚子市清川町 1-4-12
TEL：0479-23-3381

■本社 〒180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32
国内プロダクト営業 1 部 TEL：0422-52-6490

小池ビル 4 階
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