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＜計量管理研修・見学会の概要＞ 

 

 平成２８年２月１７日、１８日に行われました 

研修見学会の概要を報告いたします。 

 

〈一日目〉 

会員会社１６社１７名の参加、集合場所の千葉

駅前京葉銀行本店前を８時２０分の出発となりま

した。 

 出発後、社内では計量管理協議会会長の藤原航

様のご挨拶と参加者皆様の自己紹介を頂きました。 

 バスは穴川ＩＣより高速道路にて茨城県常総市

にあるＳＭＣ㈱筑波工場様に向い、１０時１０分

の到着となりました。 

 見学前に計量管理協議会会長の藤原航様のご挨

拶を頂き、続いてＳＭＣ㈱ 千葉エリアリーダー 

吉野様よりご挨拶を頂き、会社概要と施設の紹介、 

注意点等を係長 野原様よりご説明がありました。 

 

■ＳＭＣ㈱筑波工場 概要 

 ・国内シェアー６５％、海外シェアー３３％ 

 ・国内販売攻勢は 

自動車関係 ２２％ 

     半導体 １９％ 

     電気関係 ８％（半導体除く） 

 ・生産拠点 

   国内６箇所 

   海外２箇所 

   海外地域市場向け工場１１箇所 

 ・筑波工場従業員数１,４８７人（男５：女５） 

 ・筑波工場の開設 １９８３年 

   少量多品種製品を製造 

 ・品質保証部門９名 

  また、製造部門各課に品質管理担当２～４名 

 

 ２班に分かれ黒沢様、桜井様の説明を聞きなが

らの工場見学が行われました。 

 第２工場からエアシリンダ製造をしており、Ｃ

Ｑ２シリンダ自動組立機は２８，０００個/月の生

産を誇り、シャフト径φ３２からφ６３、製品ス

トロール長さ１から２００ｍｍまで生産をしてい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１工場では高真空Ｌ型バルブをクリーンルー

ムクラス１００で製造していました。 

 空気使用量測定装置を設置しており、以下の目

的で使用していました。 

① 省エネ把握 

② 異常の発見 

③ 省エネ意識の向上 

 

 第１工場１Ｆの鋳造エリアでは、シリンダチュ

ーブカバーのインパクト加工（アルミ材にパンチ

で衝撃を与え、パンチに沿って伸び上ってくる加

工方法）やアルミダイキャスト（７３０℃ほどに

溶かしたアルミを金属型に流し込み、製品を作る

方法）などを行っています。 
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 見学終了後に質疑応答時間が設けられました。 

 

＜質疑応答＞ 

 Ｑ東日本大震災後に行った震災対策はありま 

か？ 

 Ａ・装置や棚の固定は震災前より実施しており

ます。 

  ・震災後に行いました対策は、天井の耐震強

化として天井と壁との隙間（制震デバイス）

を設置し、揺れを制御し、天井落下を防止

しました。 

 

 Ｑ測定器の管理方法は？ 

 Ａ・リークテスタは半年に１回検査しています。 

  ・秤は自主検査で２年に１回実施しています。 

 

 Ｑ加工機に保護メガネが設置されていましたが、

作業員は装着していませんでした。 

保護メガネは何に使っているのでしょうか？ 

 Ａ加工機の自動運転中は、油の飛散防止が図ら

れているため、保護具や保護メガネは使用し

ませんが、加工機の扉を開けて、例えばメン

テナンス等を行うときは着用させています。 

 

 Ｑ緊急納品対応で工程に影響はありますか？ 

 Ａ全体の工程が後にずれてしまいます。 

 

 Ｑ製造設備のメンテナンスはどうしています

か？ 

 Ａ予防保全は定期的に行っています。予防保全

の例としては、振動計による加工機の主軸診

断を実施しています。 

 

 Ｑ技術伝承はどうしていますか？ 

 Ａ・ＯＪＴ指導を実施し、多能工マップで分か

るようにしています。 

 ・加工部門については定年後に残ってもらい、

引き継ぎをお願いしています。 

 

 Ｑ保全部門の人数は？ 

 Ａ保全３６名です。 

 

最後に当協議会第一副会長 鵜沢様よりお礼のご

挨拶にて見学会を終了しました。 

 

昼食をとり高速にて「水戸偕楽園」へと向かい

ました。 

 

 

 １５時３０分に到着し梅林や弘道館を約３０分

散策しました。今年は暖冬で開花が早いのではと

思いましたが、４分咲きで残念でした。 

 

 これで１日目の研修見学会予定が終了、宿泊場

所である伊香保温泉「ホテル小暮」に向かいまし

た。一日の疲れた体を温泉で癒し、懇親会にて親

睦を深めることが出来ました。 

 

〈二日目〉 

 研修見学会二日目の出発は９時００分にホテル

を出発し、「スバルビジターセンター」様に予定よ

り３０分早い１０時３０分到着、案内される方を

待っての見学開始となりました。 

 

 
 

■富士重工業㈱群馬矢島工場 概要 

 ・エンジン製作を除く、ボディ製作や溶接、組

立て塗装、完成検査後出荷をしています。 

 ・工場の正規従業員２,８２９人 

     期間従業員１,２２２人 

 ・年間生産数４２９，０００台（２直で対応） 

 ・部品取引先２６０社、部品数２８，０００点 

 ・車のリサイクル率９５％まで高めています。 

 

まず初めに「プレス工程」を見学、ロール鉄板 

からプレス機械で各部品を次々と生産していまし

た。 

 次に「ボディ溶接組立工程」ではところ狭しと 

ロボットが動いておりました。 

 「ペイント工程」は見ることが出来ず「トリム 

工程」をまわり、ドアやボンネット、内装を作業 

員の方が手作業で取付けていました。 
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「完成検査」では各動作確認、疑似走行のチェ   

ックやシャワーリングテスト等を行い、細かな厳  

しいテストを経てはじめて出荷になっていました。 

 「トリム工程」以外はほとんど人が居ませんで   

した。とても洗練された最先端工場の印象を受け   

ました。 

 

以上で研修見学会全て無事に終わりました。高速 

道路を順調に走り抜け、１７時頃千葉駅前京葉銀行

本店前に無事到着、参加者全員家路に着きました。 

 

 
 

 

参加された方々、大変お疲れ様でした。そして、ご協力ありがとうございました。 

また、これからも研修見学会にご参加いただけますよう、宜しくお願い致します。 
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平成２７年研修・見学会アンケート報告 
 

Ⅰ．参加業種別 

 
 

 

Ⅱ．参加者所属別 
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Ⅲ．見学場所別 感想 

   
・製作工程を丁寧に説明頂いたので解りやす    ・もう少し開花していれば、尚良かった。 

  かった。                   ・かなり時間が押していたため、見学を止めて 

 ・対応や説明が親切で良く、普段使っている     も良かったのでは？ 

   メーカーなので非常に関心を持って聞けた。 

 

 
 ・時間に追われる作業は大変だが、物作りに 

  シッカリ取組んでいることがよく解った。 

 

Ⅳ．スケジュール及び感想 

 ・朝の通勤ラッシュを避け、１時間ずらし９：２０集合にして欲しい。 

 

Ｖ．研修見学会の気付いた点や感想（抜粋） 

 ・親睦を深める意味では丁度良い人数だったように感じます。 

 ・移動が多かったが、見学場所はゆっくりできて大変良かった。 

 ・業務に直結する研修見学会であり大変良かった。 

 ・物作りの工場であり興味深く見学でき、大変良かった。 

 ・スバルの製造ラインを詳細に見て、工夫されている事が良く理解できた。 

 ・懇親会が内容的に大変良かった。 

 

Ⅵ．今後の研修会に希望すること（抜粋） 

 ・計量器メーカーの制作工程を見てみたい。 

 ・可能であるならば、秋ごろの開催を希望します。 

・昔からの物作り工場を見学してみたい。 

・２日目の午後にも短時間で見学できる場所を入れて欲しい。 

 

アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。 

大変良かった

良かった

普通

ＳＭＣ（株） 筑波工場

大変良かった

良かった

普通

水戸偕楽園

大変良かった

良かった

普通

スバルビジターセンター
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《計量検定所だより》 
 

◎平成２８年度人事異動のお知らせ 

 

退職者・転出者（（ ）は新所属等） 

所長         根本 正志 （防災危機管理部 産業保安課長） 

検定・検査課 課長  宮内 実  （民間企業） 

主任上席計量員    溜  正行 （計量検定所 検定・検査課 上席計量員） 

主任上席計量員    長島 学  （計量検定所 検定・検査課 上席計量員） 

主査         茂木 敦昭 （県土整備部 用地課 主査） 

主事         東二町 淳志（教育庁企画管理部 財務施設課 主事） 

 

転入者（（ ）は旧所属等） 

所長         山田 満  （防災危機管理部 産業保安課 副課長） 

総務企画課 主任上席計量員 黒川 明彦 （産業支援技術研究所 主任上席研究員） 

総務企画課 主査   大畑 清  （中央家畜保健衛生所 課長） 

 

内部異動（（ ）は旧配置・職） 

検定・検査課 課長  西沢 和夫 （検定・検査課 主任上席計量員） 

検定・検査課 副主幹 山﨑 啓延 （総務企画課 副主幹） 

 

 

                                         

 
《理事会だより》               
 

第５２次全体会議（書面審査）のお知らせ 

 

千葉県計量管理協議会が（一社）千葉県計量協会

の会員から計量管理部会に移行されることに伴っ

て会員の皆様から同意頂き、新規制定しました部会

則に基づき、全体会議を書面審査にて行うことを連

絡いたします。 

この全体会議においては従来の通常総会におい

て審議されました事業の運営に関すること、予算・

決算に関すること、役員の選任に関すること、会則

の変更に関すること、その他本部会の運営上特に重

要なことを審議するものです 

つきましては、会員の皆様には５月中旬頃に「第

５２次全体会議議案集および同意書」を郵送いたし

ますので、各附議事項について内容をご確認され、 

 

 

 

 

 

 

同封された同意書に「同意する」あるいは「同意し

ない」に〇印を付けて下記事務局へご回答くださる

ようお願い申し上げます。 

 

同意書の回答期日は５月２５日（水）までと定め

させていただきますので、期日までにご回答くださ

いますよう、宜しくお願いいたします。 

 

尚、ご回答はＦＡＸもしくはＥメールにてお願いい

たします。 

 

（一社）千葉県計量協会 計量管理部会事務局 

 ＦＡＸ番号    ０４３－２８７－１５８６ 

Ｅメールアドレス chibakeiryou@ybb.ne.jp 
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