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発行 千葉県計量管理協議会

広報委員会

計量管理協議会々報
＜ 第 ５ １ 次 通 常 総 会 開 催 ＞

２．会長挨拶
みなさんこんにちは。当協議会の会長を務めます、
ＤＩＣ株式会社千葉工場の藤野光雄でございます。
開会に当たりまして一言御挨拶させて頂きます。
本日、第５１次通常総会の開催に当たり千葉県計
量検定所根本所長様はじめご来賓の皆様、並びに会
員各社様には、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２６年度は、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、記念講
演ならびに記念誌発行という５０周年記念行事を実
藤野会長挨拶

施できたのも、これまでさまざまな形で当協議会を

去る５月１９日に本会の第５１次通常総会が開催
され、盛会のうちに無事終了いたしました。ここに

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

その概要をお知らせいたします。
平成 27 年 5 月 19 日（火）14:30～

日

時

場

所 オークラ千葉ホテル

出席会員数 出席３４社 委任状１７社
（会員数 61 社）
来

賓

さて平成２６年度は４月の消費税率アップ後のＧ
ＤＰの落ち込みはあるものの、秋に実施した新たな
緊急緩和策により株価は高値を維持し、これに加え
円安、原油安が景気を下支えてきました。又、スポ
ーツ界では錦織選手の躍進が続いており、サイエン
ス分野では青色ＬＥＤで赤崎、天野、中村の３博士

千葉県計量検定所所長
(一社)千葉県計量協会会長

根本 正志様
恵藤 敏郎様

がノーベル賞を受賞するなど日本人が活躍した年で
もありました。一方、ＩＳによる日本人人質殺害及
び各地のテロ、東欧ウクライナ内戦継続等、中東ア
ジアをはじめ世界各地で政情が不安定であり、アジ
アインフラ投資銀行への不参加もあって近隣の中

１．開会の辞
第一副会長 富士石油㈱ 袖ヶ浦製油所
水芦 秀夫部長

国・韓国との関係改善もあまり芳しくありません。
平成２７年度は円安に支えられ、春闘では１０年
ぶりのベアーアップを実施する企業が増えており、
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株価も一層の高値をつけております。しかしながら
安倍政権が成長戦略の柱と位置づける環太平洋戦略
的経済連携協定（ＴＰＰ）の進展もいまだ不確定で
あり、又、世界の経済を牽引してきたＢＲＩＣＳの
停滞、なかでも中国が高度成長から安定成長へと新
常態移行に舵を切るなど国内経済に与える影響は予
断を許さない状況であります。
このような状況下、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、また企
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。
こんにち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、一方では計量に関わる人材
の世代交代が進む中で技術伝承が喫緊の課題です。
従いまして当協議会といたしましては計量思想の普
及強化を含めた各会員への必要な情報発信が不可欠
であると考え、これらの要望に応えるべく本年も研
修見学、意見交換、本協議会のホームページ更新を
担当理事の尽力により企画しております。
更に当協議会が会員となっております一般社団法
人千葉県計量協会が組織体制の充実と財政基盤の強
化を目指し、平成２８年度から当協議会を含む関連
７団体の部会化も行われようとしております。
ただ今から、５０周年記念行事を含む平成２６年
度事業活動と平成２７年度事業計画ならびに部会化
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。今回、部会化がご承
認いただければ、当協議会としての総会も今年が最
後となり、来年は計量協会の会員として総会を開
催・参加することになりますので、その際は従来に
増して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。

千葉県計量検定所 根本所長
３．来賓祝辞
ただいまご紹介にあずかりました、計量検定所の
根本です。私は、この４月から、所長として赴任い
たしました。よろしくお願いいたします。
本日は、総会にお招きいただきまして誠にありが
とうございます。
本日ここに千葉県計量管理協議会の第５１次通常
総会が盛大に開催されますことを心からお喜び申し
上げます。
また、会長の藤野様をはじめ、会員の皆様には、
日頃から本県の計量行政の推進にご理解、ご協力を
いただきまして、誠にありがとうございます。
この場をお借りしまして厚くお礼申しあげます。
貴協議会におかれましては、昭和４０年の設立以
来、５１年と半世紀以上に渡り、適正な計量管理の
実施と計量管理技術の向上を図り、本県経済の発展
に寄与され、また、計量思想の普及啓発にも大きく
貢献されてこられましたことに深く敬意を表します。
また、本日、計量管理優良事業場、計量管理功労
者、優良計量技術者及び計量管理強調月間のポスタ
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ー・標語に係る会長表彰が行われるとのことですが、
受賞される皆様には、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。

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。

この受賞を契機に、その卓越した技能・技術をさ
らに発揮され、引き続き適正な計量管理の推進のた
めに御尽力くださいますよう、お願い申し上げます。
さて、内閣府の「月例経済報告」などでは、景気
は、緩やかな回復基調が続いており、個人消費は、
総じてみれば底堅い動きとなっているとのことです
ので、今後も着実な景気の回復を期待したいところ
です。
このような状況においても、計量管理は、あらゆ
る産業における、生産活動や研究開発の基本を担っ
ております。また、県民生活のいろいろな面で深く
かかわりあっています。
計量検定所としましては、今後とも千葉県計量管
理協議会と連携を図り、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。
伊藤議長
結びに、千葉県計量管理協議会様のますますの御
発展と会員皆様の御活躍を祈念申し上げまして、挨
拶といたします。

６．議事録署名人の選出
議長一任となり、ＪＦＥアドバンテック㈱ 藤
原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２６年度事業報告について
（報告者
場

第二副会長

㈱荏原製作所富津工

横田氏）

議案集のとおり報告し承認された。
第二号議案 平成２６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
（報告者 第二副会長 ㈱荏原製作所
富津工場 横田氏）

総会会場 熱心に聞き入る参加者
収入決算額

2,804,575 円

本日は出席数３４、委任状１７であり、会員数

支出決算額

2,351,420 円

６１の二分の一を超えるので、本総会が成立する

差引き残高

453,155 円

４．総会成立報告

ことが報告された。

議案集のとおり報告し承認された。
(2) 監査報告

[4]
(報告者

監事

ＫＨネオケム㈱

小出氏）

平成２６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２７年４月９日
監事 ＫＨネオケム㈱
千葉工場

小出 勉

監事 ＪＦＥアドバンテック㈱
東日本事業所 藤原 善治

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 横田氏）
(1) 計量管理優良事業場
平成２６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５日の理事
会にて承認を受けた。
・出光興産㈱ 千葉工場 殿
・電気化学工業㈱ 千葉工場 殿

議案集のとおり報告し承認された。
第三号議案 平成２７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２７年度事業計画(案)
平成２７年度収支予算(案)
平成２７年度事業費予算明細(案)
議案集のとおり報告し承認された。
第四号議案 役員改正（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）

新役員の改選について、理事輪番制にも
とづき第２８９回理事会にて選出した新
役員候補について提案し、承認された。
その後、別室にて臨時理事会を開催し、

(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。
・水野谷 禎勇 殿
ＪＮＣ石油化学㈱市原製造所

理事の互選により、会長を富士石油㈱袖
ケ浦製油所に、第一副会長を丸善石油化
学㈱千葉工場に、第二副会長を極東石油
工業(同)千葉製油所とすることで承認さ
れた。総会を再開し、臨時理事会の審議
内容を報告した。
第五号議案 千葉県計量管理協議会が(一社)千
葉県計量協会の会員から部会に移
行する件について（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）

議案集のとおり報告し承認された。
第六号議案

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。

(3) 優良計量管理技術者
・鵜澤 宏
殿 丸善石油化学㈱千葉工場
・森 美喜雄 殿 ＪＳＲ㈱千葉工場
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。

[5]

Ⅱ.平成２７年度「計量管理強調月間」ポスター、
標語の表彰について

・数値は世界の共通語

（審査報告者 第二副会長 ㈱荏原製作所

正しい計量 高まる信頼

富津工場 横田氏）
応募数 ポスターの部
標語の部

＊ 笠井

４点

学

殿

ＪＦＥスチール㈱

１１７点

東日本製鉄所（千葉地区）

①ポスターの部
特 賞 １名

優秀賞

２名

②標語の部
特 賞 ４名

・確かな技術を正しく伝承
未来に繋ぐ計量管理

優秀賞 １０名

＊ 下町

３月５日の理事会にて審査を行い選出した。

崚太 殿

三井化学㈱
市原工場
・「日々の管理」と「正しい知識」
信頼築く正確計量
＊ 八幡

剛司 殿

ＪＮＣ石油化学㈱
市原製造所
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。
ポスターの部、標語の部表彰者による記念撮影
①ポスターの部
特 賞 巳扇

宏一 殿
出光興産㈱千葉工場

優秀賞 富里 由加里 殿
㈱荏原製作所富津工場
山口 昭芳 殿
ＪＦＥスチール㈱
東日本製鉄所(千葉地区)
９．閉会の辞
②標語の部

特 賞

第二副会長 ㈱荏原製作所富津工場

・安心と確かさ見つめる厳しい目

緒方 大洋室長

適正管理で高まる信頼
＊ 薄井

義行 殿
富士石油㈱
袖ケ浦製油所

以上で、すべての議事および報告を終了し、１６時
１０分閉会した。
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計量管理優良事業場表彰を受賞して
出光興産株式会社 千葉工場

この度、千葉県計量管理協議会第５１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

【安全・品質・環境・地域社会への取組み】
□安全への取組み
千葉製油所・工場で「安全最優先」を基本に活動を

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

展開しています。

しております。

□品質への取組み

この機会に紙面をお借りして当事業所の計量管理

品質保証の国際規格（ISO）の認証を取得し、
「良い

の概要について紹介させていただきます。
製品を経済的に安定供給する」ことに務めます。
□環境への取組み

１．

当事業所の概要

１９７５年（昭和５０年）に「出光石油化学（株）
千葉工場」として千葉の地で操業を開始しました。
２００４年に出光興産（株）と合併し出光興産（株）
千葉工場として新たなスタートを切りました。
製油所と約５０本のパイプラインを有機的に結び
『出光千葉（製油所＋工場）
』を形成し国内では唯一
製油所と石油

「地元の人々に信頼される製油所・工場づくり」を
目指し、地域の景観と環境に配慮した緑豊かな「公
園工場」をめざします。
□地域社会との取組み
地域社会とともに発展することを大切に、地域活動
に取組んでいます。

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

化学工場が一
・質量計
体化された事

・圧力計 ９８５２台

業所です。製

・体積計

油所からパイ

・その他

プラインで送
られてくるナフサ、ＬＰガス、重質油を原料に石油
化学製品（エチレン、芳香族製品、ポリカーボネー
ト、ポリプロピレン等）を生産しています。

１２５台

６０９台

（２）分析計（環境用）
・騒音計

３台

・ｐｈ計

６台

・大気濃度計 １５台
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３．計量管理実施の組織

電
工

場

気

計

装

課

電 気 計 装 課 長

長

（実 施 部 課）
計

量

士

総 務 課 ・ 人 事 課
安 環 室 ・ 品 管 課
業

務

課

工

務

課

機

械

課

出光興産

各課・室には「適正計量管理主任者」

製

造

各

課

各

課

を配置し情報交換する
プライムポリマー

製

造

４．計量管理規定
工

場

規

設

定

備

基

準

管

理

規

定

計 量 管 理 実 施 要 領 （※計量器検査の実施要領）

計
各

量

管
課

理
要

規
領

定 （※計量管理の定義等を規定）
電気計装課
（※基準器、標準器等の管理）

製造課各課
（※量目管理等に係る要領）
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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
（２）標準器
・標準ガラス製温度計、重錘型圧力計、
鋼製巻尺、直流電圧／電流発生器 他
（３）検査設備
・ポータブルキャリブレーター、恒温槽、
リレーチェッカー、絶縁抵抗計 他

日常運転の稼働状況については製造課が管理し
ています。その中で確認された不具合について
は製造課で補修依頼を発行後に電気計装課が状
況確認し、メーカー及び保全協力会社で対応を
行っています。

７．量目及び品質の検査
（１）原 料（エチレン、触媒、ナフサ等）
①量目検査
原材料の受入れに際しては、流量計（積算体積
計、質量計等）を設置し量目の確認をしていま

６．計量器及び計装設備の管理状況

す。流量計は定められた周期により器差試験を

（１）受入検査

実施しています。

計量器の新規購入又は修理の受入れ時に電気計

②品質検査

装課（実施部課）により個別仕様書に基づき外

受入れ品の品質基準を定め品質検査を実施。

観、寸法、性能等の確認を行います。また、必

納品元の成績書を活用すると共に、バックチ

要に応じ製造者工場での立会検査を行います。

ェックでサンプルを採取し品質検査を実施して

（２）定期検査
①取引証明用計量器で検定対象計量器は年間検
査予定表により、法等で定められた周期に基ず
いて検査を電気計装課が実施します。
②基準器、標準器、検査設備については管理台帳
を作成し、それに定められた校正周期で検査し、
精度、性能を確保しています。
（３）臨時検査
計量器等に不具合がある場合は製造課より依頼
を受けて電気計装課が臨時検査を行ないます。
（４）日常点検、保守について

います。
（２）製品（エチレン、ベンゼン、ポリプロ等）
①量目検査
原材料と同様に実施しています。正味量表記の
品については抜取り検査により計量器の稼働
状況を把握するようにしています。
②品質検査
製品のロット毎に品質検査を実施する事を原則
とし、品質異常がない製品の製造を実施してい
ます。
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８．計量管理に関する改善活動

点から年に数回計量管理の指導を行っていま

（１）計量管理委員会（計量士＋実施部課＋各課

す。また、標準器、検査設備の不良による校

の適正計量管理主任者）を開催し計量管理

正の不具合発生防止のため、協力事業場に対

に係る事項について協議し計量管理の維持

し管理状況の確認及び教育指導を行っていま

、向上に努めている。

す。

（２）機器の不具合発生についてはＢＭ評価を行
い再発防止及び改善を検討している。
（３）日々の業務の中での改善活動（改善提案）
により、点検作業等を改善している。

以上、当事業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

９．ＩＳＯ関連取得状況
（１）ISO－９００２

と考えております。今後ともご指導ご鞭撻の程、
：1992 年取得

よろしくお願い致します。

（２）ISO－９００１，１４００１：1996 年取得

ありがとうございました。

１０．教育・訓練
（１）一般従業員
①技術レベル別に OJT を主体として自己開発
の課題に組入れて社内教育を実施。
②社外教育では学会、メーカーのセミナー等へ
の参加。
（２）計量管理要員
①技術レベル別に OJT を主体として自己開発
の課題に組入れて社内教育を実施。
②社外教育では、計量管理協議会主催の講習会、
学会、メーカーのセミナー等への参加。
（３）協力事業場
協力事業場からの納入製品の不具合防止の観
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計量管理優良事業場表彰を受賞して
電気化学工業株式会社

の一貫生産体制を活かし高品質の製品を提供してい
千葉工場

ます。
・主な製品

この度、千葉県計量管理協議会第５１次通常総会

別紙〈千葉工場の製品〉

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

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

３５台

・質量計

３２５台

・温度計

２１８０台

・圧力計

３６００台

・流量計（体積計） １０６０台

電気化学工業株式会社は大正４年、エレクトリッ

・液面計

７５０台

クケミカルのパイオニアとして、カーバイトと石化

・その他

９０台

窒素の製造販売を目的に設立いたしました。

（２）分析計

１９６５年に操業を開始した当工場は、京葉臨海

環境用

一般用

工業地帯の一角に位置し、電気化学工業株式会社の

・騒音計

２台

１台

石油化学部門の拠点として、スチレンモノマーを源

・振動レベル計

１台

２７台

流とするスチレン系事業を主力に、特殊樹脂「クリ

・ＰＨ計

１台

２３台

アレン」や透明・耐熱樹脂をはじめとした多様なス

・大気濃度計

１６台

３台

チレン系樹脂の開発を追求しています。同時にシー
ト成型加工工場の併設など、原料から最終製品まで

３．計量管理実施の組織
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４．計量管理規程

５．計量器の検査設備
（１）基準器
１級基準分銅、ガラス製温度計、基準液柱型
圧力計、基準分銅式圧力計
（２）標準器
補助分銅、デジタルマルチメーター、ダイヤ
ル抵抗測定、直流電流電圧発生器、デジタル
マノメーター
（３）検査設備
所有なし（外部委託による検査を実施）

６．計量器及び計装設備の管理状況
（１）検査
受入検査
新規購入品及び外注修理品については計装担当者
が、仕様の確認、各メーカー及び下請負業者の出荷
検査成績書の確認及び外観検査を行っています。
また必要に応じてメーカー、外注先工場にて受入
前の立会検査を行っています。
定期検査
社内基準により機種、用途、重要度等に応じて、
各装置の点検周期、点検項目を定めて実施していま
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す。実施に際しては実施もれが無いよう年間スケジ
ュールを策定し部門間の調整を経て行っています
また、年度単位の周期で行う定期検査に合格した

品質検査
基準書に基づき分析・解析部門で品質管理を実施
しています。

計測器には、検査合格シールに年月を記し貼付して
います。
臨時検査
計測器の異常を認めた場合や精度に疑義を生じた

８．計量管理に関する改善活動
設備維持計画を立てて、計画的に老朽化した機器
の更新を進めています。

場合には、その状況を確認した後、臨時検査を行っ
ています。

９．ＩＳＯ関連取得状況

（２）保守、点検

ISO9001：2008

日常点検

OHSAS18001：2007

ISO14001：2004

計量（測）器の日常点検は、各係の日常点検表に
基づいて点検を行っています。日常点検上での疑

１０．教育・訓練

問・不明点については計装担当者が随時指導、教育

一般従業員

を行っています。

（社内教育）

異常処理の方法
使用中の計量（計測）器の異常が発生した場合、
各係より連絡を受け、計装担当者が内容を確認・把
握して修理を行っています。
修理不能な場合には予備器と交換等を行い、生産
活動に支障の無いよう処置しています。

主幹課講師による計量に関する教育
（社外教育）
各種技術研修会、講演会に参加
計量管理要員
（社内教育）
新設備プロセス教育
計量機新設及び更新教育

７．量目及び品質の検査
（１）原料
量目検査
ローリー受入については秤量３０ｔ及び４０ｔの

（社外教育）
各種技術研修会、講演会に参加
協力事業場
計量機等の取り扱い又は管理についての教育

トラックスケールにて計量管理しております。
また、パイプラインによる取引についてはメータ
ーを設置して、計量法に基づき定期的にメーカーへ

以上、当工場における計量管理の概要を紹介させ

持ち込み、実量チェックを行っています。

て頂きました。 今後も、今回の受賞を励みに更な

品質検査

る計量管理活動の継続的改善に繋げていきたいと考

基準書に基づき分析・解析部門で品質管理を実施
しています。
（２）製品
量目検査
袋詰めについてはオートチェッカー及び検貫用は
かりにて実量チェックを実施しています。
ローリー出荷については秤量３０ｔ及び４０ｔの
トラックスケールにて計量管理しております。

えております。 今後とも、ご指導ご鞭馥の程よろ
しくお願いいたします。
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◆◆計量検定所だより◆◆
当計量検定所は、
「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
量法の目的を実現するために、正確な特定計量器
を供給するための検定や定期検査を実施すると
ともに、計量を正しく理解してもらうための啓発
事業を推進しています。
計量に関する主な届等の問い合わせ先は、次の
とおりです。
■総務企画課
 適正計量管理事業所に係る指定申請及び変
更届
 指定製造者に係る指定申請及び変更届
 一般計量・環境計量に係る証明事業の登録
申請・変更届
 特定計量器に係る製造・修理・販売に係る
事業届
 計量士（一般・環境）の登録等

■検定・検査課
〈検定班〉
 タクシーメーターの装置検査
 基準器検査

 質量計・燃料油メーター・液化石油ガスメー
ター・アネロイド型血圧計・圧力計・浮ひょ
う・温度計等の検定
〈検査班〉
 特定計量器の定期検査
 計量士の代検査に係る届出書
提出書類の様式は、千葉県計量検定所ホームペ
ージに掲載しています。
【検索方法】
「千葉県計量検定所」→「千葉県計量検定所が掲
載している主なページ」→「様式ダウンロード」

〒263-0015
千葉市稲毛区作草部1-18-3
TEL

043-251-7209

FAX

043-253-8667

交通機関
ＪＲ千葉駅から千葉都市モノレール
作草部駅下車

徒歩5分

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
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《理事会だより》
１．千葉県計量協会
平成２７年度定時社員総会が、平成２７年６月
１９日（金）ホテルプラザ菜の花において開催され、
当会から会長以下３名が出席しました。
引き続き、付議事項として平成２６年度事業報告、
同年度収支決算及び監査報告の承認、平成２７年度
の事業計画案、同年度収支予算案の承認、当会にお
ける会員７団体の部会化（案）について承認、定款
の一部変更（案）について承認、役員の改選につい
て審議され、承認されました。
２．発表会・研修見学会の開催
日 時：平成２７年９月１７日(木)
見学先：出光興産㈱ 千葉工場
(公財)かずさＤＮＡ研究所
発表会：優良事業場として表彰された
出光興産㈱ 千葉工場及び
電気化学工業(株)千葉工場に計量管理状
況について、発表して頂きます。

平成２７年度ポスター特賞作品
み おうぎ

巳扇

こういち

宏一 殿

出光興産㈱

千葉工場
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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

千葉県計量管理協議会実務担当者名簿（平成 27 年度）

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．意見交換会の開催
時期:平成２７年１１月１２日
（予定）
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。

氏名

事業場名

事業担当

藤原 航

富士石油㈱

研修委員長

（会長）
鵜澤 宏
（第一副会長）
真 野

清

（第二副会長）
小出 勉
（理事・監事）
河野 篤志
（理事）

袖ケ浦製油所
丸善石油化学㈱
千葉工場
東燃ゼネラル石油㈱
千葉工場
ＫＨネオケム㈱
千葉工場

恵藤計器㈱

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、発表会）
研修委員
（研修見学会、発表会）

５．部会運営検討委員会の開催
第１回部会運営検討委員会が

川瀬 和宏

開催され、各種規程の制定、部会

(理事）

化後の会員の会費納入等、総会の
運営などについて討議されまし
た。

長久保 仁志
(理事）
半田 和久

６．その他

（理事）

東京ガス㈱
袖ケ浦 LNG 基地
東洋ガラス㈱
千葉工場
日清製粉㈱
千葉工場

研修委員
（研修見学会、発表会）
研修委員
（研修見学会、発表会）
研修副委員長
（意見交換会、講演会）

本会報とは別に、第51次総会
アズビル㈱

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。

林 敏彦
（理事）

井内 裕二

者が決定いたしました。このページに
千葉県計量管理協議会実務担当者名

ョンカンパニー

研修委員
（意見交換会、講演会）

千葉営業所

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

理事会において今年度の実務担当

アドバンスオートメーシ

（理事）
伊藤 武則

ヒゲタ醤油㈱

㈱クボタ計装
（理事）

研修委員
（意見交換会、講演会）
研修委員
（意見交換会、講演会）

簿を記載していますので御参照下さ
い。

藤原 善治
（理事・監事）
村田

剛

（理事）

ＪＦＥアドバンテック㈱
東日本事業所

三共油化工業㈱

広報委員

広報委員
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総合代理店
横河電機株式会社
■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
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
2015 年 10 月より
■千葉支店 〒299-0111 千葉県市原市姉崎 867

横河商事株式会社
■千葉支店 〒299-0111 千葉県市原市姉崎 541 小池ビル 4 階
TEL：0436-61-4310
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 11-4-12
TEL：0479-23-338
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