
 

   

令和元年度事業報告 
 

第 1 会員の状況(令和 2年 3月 31日現在) 

  工業部会         28 名      環境証明部会      19名 

  計量証明部会      100名      計量士部会      22名        

  計量管理部会       31名      一般              4名 

  販売部会        155名          計   359名  

 

第 2 会 議 

１. 総 会 

 (1)  第 7回定時総会  令和元年 6月 21日  於：水戸京成ホテル 

    平成 30年度 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認について 

    役員の選任について 

① 報告事項 1 平成 30年度 事業報告について 

② 報告事項 2 令和元年度 事業計画及び収支予算について 

③ 令和 2年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会について 

     ◎ 会長表彰 

２. 理事会 

(1)  令和元年 5月 24日   於：水戸京成ホテル 

       平成 30年度 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認について 

         ① 報告事項 1平成 30年度 事業報告について 

      ② 報告事項 2 平成 31年度（令和元年度） 事業計画及び収支予算について 

      ◎  役員改選について 

           ◎ 顧問・参与の委嘱承認について 

      ◎ 会長表彰候補者選考について 

      ◎  新規入会について 

      ◎  会員研修会について 

◎ 令和 2年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会について 

(2)  令和 2年 2月 21日   於：水戸京成ホテル 

     令和 2年度 事業計画及び収支予算について 

     ◎ 会長表彰について 

     ◎ 令和 2年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会について 

     ◎ 新規入会者の承認について 

     会長表彰について 

３. 会長・副会長・専務理事及び常務理事会議 

令和 2年 1月 31日   於：水戸京成ホテル 

    第 8回定時総会、理事会の日程調整について 

    令和 2年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 
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     会長表彰について 

     その他 

 

第 3 事業概要 

 1. 計量思想の普及啓発事業 

   (1)  計量記念日及び計量強調月間行事 

      11月 1日の計量記念日及び 11月の計量強調月間として、次の行事を実施した。 

◇  計量記念日ポスター・計量普及 PRパンフ等を作成し、会員等に配布することにより、

県民の計量意識の向上と計量制度の普及啓発に努めた。 

◇  11 月 3 日にまちづくり特例市（ひたちなか市）と共催し、ひたちなか市総合運動公

園総合体育館で実施された『みんなの消費生活展』において、広報紙・PR用品(救急キ

ット等)を配布し、住民に対しての計量思想の普及活動を行った。 

   (2)  計量全般に関する普及啓発 

    ◇ 協会のホームページにより、計量に係る情報の提供に努めた。 

    ◇ 日本計量振興協会で作成した広報紙(計量のひろば)を一般県民及び会員に配布し、随 

時、計量思想の普及啓発を図った。 

   (3)  市町村等計量啓発事業への協賛実施 

      県内の特定市が行う産業祭等において、協会が作成した PR 用品等を提供し、特定市

が行う計量啓発事業に協力した。 

    ◇ つくば市産業フェア 令和元年 10月 19 日          於：つくばカビオ 

    ◇ 日立市産業祭    令和元年 11月 9日～10日       於：池の川さくらアリーナ 

    ◇ 水戸市産業祭    令和元年 11月 23日～ 24日    於：リリーアリーナ水戸 

(4)  功労者表彰事業 

    ◇ 会長表彰 

      6月定時総会時に、販売部会の(有)水戸衡器製作所 富樫衆一氏、工業部会の(株)タツ

ノ水戸営業所 木村哲也氏、計量管理部会の日本製鉄(株)、計量証明部会の昭和建設(株)、

環境証明部会の(株)ＭＣエバテックつくば分析センター 鈴木ひとみ氏、計量士部会の

戸田哲夫氏の６名（団体）対し、会長表彰を行った。 

    ◇ 上部団体等表彰の推薦 

     ① 一般社団法人日本計量振興協会会長表彰 

       計量功労者として、理事の砂川宏氏を推薦し、5月 30日ホテルインターコンチネン

タル東京ベイで開催された（一社）日本計量振興協会第 8回定時総会の席上において

日計振会長表彰を受賞した 

 

  2. 計量に関する調査、情報の収集提供事業 

   (1)  情報の収集提供 

      計量に関する調査報告書、各種講習会などで情報を収集して、随時関係者に提供した。 

        (日計振発行の計量ジャーナル、計量管理等) 
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   (2)  視察(工場)見学会の開催 

      令和元年 11月 20日 21名参加 

       研修先：カゴメ（株）茨城工場（小美玉市）、タカノフーズ（株）（小美玉市） 

   (3)  協会機関紙「けいりょう IBARAKI」の発行 

      茨城県計量協会の機関紙を第 7号を発行し、会員及び業界関係者に対して計量情報を

提供し、計量思想の普及啓発に努めた。 

      発行部数 5,000部 

 

   3. 団体協調連携事業 

         関係機関及び団体等の会議に参加し、業界の諸問題等について連絡調整と情報の交換を 

図るとともに、関係資料の収集に努めた。 

 (1)  （一社）日本計量振興協会関係 

 ◇ 総  会 

   令和元年 5月 30日   於：ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

   ・平成 30年度事業報告及び収支決算報告について 

   ・役員の交代について 

   ・平成 30年度公益目的支出計画実施報告について 

   ・2019年度事業計画、収支予算について 

 ◇  理 事 会 

 平成 31年 4月 25日  於：日本計量会館 

    ・平成 30年度事業報告及び収支決算報告について 

    ・平成 30年度公益目的支出計画実施報告について 

    ・役員の交代について 

    ・会長表彰候補者選考について 

    ・第 8回定時総会次第（案）について、その他 

       令和元年 11月 14日  於：メルパルク京都 

        ・2019年度中間事業実施状況と今後の事業について 

        ・委員会、部会の設置及び委員について 

        ・その他 

 ◇ 計量記念日全国大会 

   令和元年 11月 1日  於：ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

   ・計量記念日式典 経済産業大臣表彰、産業技術環境局長表彰 

            優良適正計量管理事業所及び計量制度運営等貢献者表彰 

   ・記念行事 何でもはかってみようコンテスト発表・計量啓発標語表彰 

   ・特別講演「現代の「おだやかな」気候はいつまで続くのか」 

              ～ 古気候学が照らす過去と未来 ～ 

立命館大学 古気候学研究センターセンター長 教授 中川 毅氏 

 ◇ 第 15回全国計量士大会（全体 125名、茨城県 1名出席） 

   令和 2年 2月 28日  於：ホテル インターコンチネンタル東京ベイ 

   ・状況報告 「一般社団法人日本計量振興協会の計量士関係事業取り組み状況」 
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   ・講演     「計量行政審議会の概要と計量士への期待」 

           講師 経済産業省計量行政室 室長 吉岡 勝彦氏 

   ・意見交換 メインテーマ：「新しい計量制度への取り組みの状況と課題」 

         コーディネータ：（一社）計量計測技術センター 

計量士部会 委員 堀田 圭一氏  

   ・パネリスト提案・意見交換とフリーディスカッション 

    (2)  日本計量証明事業協会連合会関係 

     ◇ 総会 

       令和元年 5月 10日  於：ホテルクリスタルパレス（茨城県ひたちなか市） 

       ・平成 30年度事業報告及び収支決算について 

       ・令和元年度事業計画及び収支予算について 

       ・剰余金処分（案）について 

       ・役員の補欠選任について、その他 

    ◇ 理 事 会    （役員 56名中出席役員 48名 茨城県 1名） 

      令和元年 11月 22日   於：ハートンホテル京都 

      ・会務会計報告、役員の補欠選任 

      ・令和 2年度各種表彰の選考 

・時期総会開催地について 

    開催日 令和 2年 5月 22日 

    開催地 福島県福島市 

      ・その他 

   (3) 関東甲信越地区計量団体連絡協議会関係 

    ◇ 代表者会議・運営委員会 

     ① 平成 31年 4月 19日 於：計機健保会館会議室 

      ・平成 30年度決算報告について 

      ・平成 31度連絡協議会開催計画と予算案について 

      ・関東甲信越地区計量団体連絡協議会の在り方について、その他 

     ② 令和元年 7月 12日  於：計機健保会館会議室 

      ・連絡協議会について 

             ｱ.感謝状贈呈者の採否について 

ｲ.提案議題の提案理由・採否について 

ｳ.出席者の最終確認について 

             ｴ.各都県の計量士会員の在籍者数確認について その他 

・関東甲信越地区計量団体連絡協議会の在り方について 

          ｱ.運営委員会の設置について その他 

     ③ 令和元年 9月 6日  於：計機健保会館会議室 

      ・連絡協議会について 

ｱ.出席者の最終確認について 

ｲ.感謝状贈呈者の確認について 

ｳ.提案議題について  
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       ・運営員会について その他 

④ 令和元年 12月 13日 於：計機健保会館会議室 

・連絡協議会について 

ｱ.実施報告について 

ｲ.提案議題の事後処理について 

ｳ.収支決算見込みについて その他  

・運営員会について その他 

⑤ 令和 2年 2月 14日 於：計機健保会館会議室 

・連絡協議会について 

ｱ.収支決算（仮）報告について 

ｲ.提案議題の事後処理の確認について 

ｳ.次年度代表者会議等の日程について その他  

・運営員会について その他 

    ◇ 本協議会（全体 184名、茨城県 16名出席） 

      令和元年 10月 24日～25日 於：ホテル木暮（群馬県渋川市伊香保町） 

     ① 功労者表彰 

     ② 協議会 

       ・議事・会務会計報告 

       ・提案議題審議  4題 

       ・次回開催県（茨城県）の確認・挨拶 

③ 記念講演 演題「紅絹の美～よみがえる紅～」 

         講師：高崎市紅の会代表 吉村 晴子氏 

    ◇ 事務担当者連絡会議 

      令和 2年 3月 5日～6日 於：ホテルグランド東雲（茨城県つくば市）での開催を予

定していたが、新型コロナウィルス問題で開催が中止となった。 

          

 4. 計量に関する講演会、講習会等の開催事業 

    (1)  講演会、講習会の開催 

      計量証明事業所の従事者及びこれから従事する者に対し、計量法に基づく一般主任 

     計量者受検資格取得講習会を開催した 

                令和元年  5月 27日実施   6社     9名受講 

        令和元年 10月 23日実施   5社     6名受講 

                              合計    11社    15名 

   (2) 各種計量技術講習会等への派遣 

      当協会が行う事業において、必要に応じて、上部団体が開催する計量講習会等へ関係者

を派遣し、計量技術等の向上を図っている。 

◇ 郵政計量管理検査技術講習会 

令和元年 5月 14日、日本計量会館、2名参加 

   (3)  一般家庭用計量器精度確認検査 

      一般家庭・学校等で使用している家庭用はかり(ヘルスメーター、キッチンスケール、 

    乳児用はかり)の検査については、要望により実施している。 
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     (4)  環境証明部会研修会等の開催 

       ◇ （一社）日本環境測定分析協会北関東連絡会議 

           令和元年 9月 12日～13日、日鉱記念館(日立市)及び国民宿舎「鵜の岬」 

            ・関東支部と群馬県、栃木県、茨城県の連絡会議 

       ◇ 技術研修会 

            令和元年 10月 4日、レイクビュー水戸 

            ・新任者研修会、協賛企業の製品紹介 

◇ （一社）日本環境測定分析協会セミナー 

            令和元年 10月 17日～18日、メルパルク熊本(熊本市) 

            ・水俣病の講演、技術発表 

◇ （一社）日本環境測定分析協会経営セミナー 

            令和元年 11月 7日～8日、アジュール竹芝(東京都) 

            ・環境計量証明事業に関する講演会 

 

 5. 指定定期検査機関等による検査事業 

     茨城県指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関として、県からの業務を受託し次の 

とおり実施した。 

   (1) 250kg以下の質量計(小型はかり) 

     商店・事業所等で取引証明に使用される定期検査対象質量計の検査を実施した。 

      ・検査実施地域   桜川市外 18市町村 

      ・実施事業所、検査個数及び検査日数   2,501事業所 6,918個 134日 

   (2) 250kgを超える質量計(大型はかり) 

     工場・事業所等で取引証明に使用される定期検査対象質量計の検査を実施した。 

    ◇ 定期検査 

      ・検査実施地域   ひたちなか市外 18市町村   

      ・実施事業所、検査個数及び検査日数    145 事業所 440個  76 日 

    ◇ 計量証明検査    

      ・検査実施地域      ひたちなか市外 14市 

・実施事業所、検査個数及び検査日数    40事業所 49個 35日 

   (3)  会議等 

    ◇ 平成 31度定期検査説明会(茨城県計量検定所主催) 

      平成 31年度検査対象市町村担当者との検査実施に係る説明及び調整会議 

      ・平成 31年 2月 29日 茨城県水戸合同庁舎 2階研修室兼会議室 

      ・19市町村 29名出席  県・協会 8名出席 

    ◇ 定期検査技術講習会及び平成 31年度指定検査機関検査実施打合せ会議 

      検査技術講習会及び契約計量士・検査員との検査割振りの調整，その他 

      ・平成 31年 3月 19日 茨城県計量検定所会議室 14名出席 

 

6. 適正計量推進事業 

     計量器使用者からの依頼等により、次の事業を実施した。 
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   (1) 定期検査に代わる検査 

    ・検査実施地域 特定市(日立市、水戸市、つくば市)、その他 

    ・実施事業所、検査個数及び検査日数 

        小型   50事業所  330個  34日 

        大型   51事業所   87個  32日 

   (2) 質量計等の精度確認検査指導 

    ・実施事業所、検査個数及び検査日数   21事業所  155個 18日 

   (3) 計量管理受託事業 

◇ 郵政関係事業所 

      日本郵政事業株式会社の計量管理受託業務については、(一社)日本計量振興協会と業         

     務協定により、次のとおり実施した。 

     ・検査郵便局等数  288局  

   ・検査台数等   はかり 560台、分銅  733個 

   ・検査期間     令和元年年 5月～令和 2年 2月 

          ・検査日数    71日 

  ◇ その他 

    イオン、生協については、販売本部との契約により、関係するスーパー等事業所に定

期的に計量士を派遣し、はかりや商品量目の検査を通じて、適正計量の実施についての

計量管理指導を行っている。 

・イオン        年 2回  12店舗 計量士派遣日数・人員 24日・24人 

・茨城ミートセンター 年 1回  1工場 計量士派遣日数・人員  1日・ 2人 

   (4)  特定市が行う定期検査事業への協力 

     水戸市、つくば市については、市からの依頼に応じて定期検査事業に計量士を派遣する 

など、特定市区域についても適正計量の推進に協力している。 

     ・つくば市   計量士派遣日数・人員   4日・ 8人 

     ・水戸市    計量士派遣日数・人員   10日・20人 

 

  7. その他目的を達成するために必要な事業 

   (1) 会員活動の推進 

     部会員の計量技術向上等のため、連絡協議会への出席者に対し、一部費用を助成した。 

   (2) 会員の勧誘活動 

     講習会、計量証明登録等を通じ、随時、入会書を配布して、勧誘に努めた。 

   (3) 計量法令に基づく各種手続き等指導 

     随時、計量法に基づく各種手続き、計量器の検査等に関する相談に応答、指導した。 

   (4) 県収入証紙売捌き事業 

     茨城県知事より指定を受け、計量関係者の検定、検査等申請の利便を図るため、県収入 

    証紙を購入し、販売した。 

    ・証紙購入枚数  3,879枚  ・購入回数   13回 

    ・証紙販売枚数  3,940枚  ・販売件数   678件 

   (5) 検定申請事務事業 
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     会員からの依頼により、検定申請事務を行った。 

    ・申請件数     215件  ・  10事業所 
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