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令和元年度事業報告について 

１ 会員の状況（令和２年３月３１日現在）※( )は昨年度末からの増減 

   工業部会    ２２(-1)       販売部会    １２２(-11) 

   証明部会    ７４(0)       計量士部会      ８(0) 

    (内環境計量証明：２７）(0)       賛助会員       ５(0) 

   管理部会    １８(-2)            計 ２４９(-14)  (昨年度末２６３) 

 

２ 役員の状況 

（１）役員数  ２１名 

会長１名 副会長３名 専務理事１名 理事１４名 監事２名 

（２）名誉会長等 ７名 

名誉会長 １名  顧問 ４名  参与 ２名  

 

３ 会議等の開催 

（１） 総会 

第８回通常総会 出席者２１３名（本人出席２０名 委任状提出１９３名） 

令和元年５月２３日 群馬県計量検定所 ２階会議室において開催        

   ・平成３０年度事業報告について 

   ・平成３０年度収支決算報告及び監査報告について 

   ・平成３１年(令和元年)度事業計画(案)について 

   ・平成３１年(令和元年)度収支予算(案)について 

   ・役員の選任について 

   ・報告事項について         

（２）理事会 

  ①第１回 令和元年５月２３日 群馬県計量検定所２階会議室 

   ・第８回通常総会の議事進行及び議案の審議について 

  ②第２回 令和元年５月２３日 群馬県計量検定所２階会議室 

   ・会長、副会長及び専務理事の選定について 

  ③第３回 令和２年１月１７日 エテルナ高崎 ※終了後新年交歓会 

・令和元年度事業中間報告について 

・ 副会長の選任について 

・ 就業規則の変更及び定年再雇用規程の制定について 

・ 会報「計量群馬」の見直し 

・ 群馬県計量協会創立５０周年・日本度量衡群馬県支部創立１００周年事業の実施 

について 

・ その他 

 

（３）監査 

  ①令和元年年５月９日 本協会監事による会計監査が行われた。 
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４ 関係団体との連絡協調 

（１）(一社)日本計量振興協会関係 

   ①総会  

第８回定時総会、 

令和元年５月３０日ホテルインターコンチネンタル東京ベイ（東京） 

   ・平成３０年度事業報告及び決算報告について 

・役員の選任について 

   ・公益目的支出計画実施報告書について 

   ・２０１９年度事業計画及び収支予算について 

   計量功労者表彰式（日本計量振興協会長表彰）  

     ○本県受賞者 久松 一夫 （久松商事㈱） 

②理事会 

  第１回 平成３１年４月２５日 日本計量会館(東京) 

  ・平成３０年度事業報告及び収支決算報告について 

  ・公益的支出計画実施報告について 

  ・役員の選任について 

・会長表彰候補者選考について 

  ・第８回定時総会次第について  

第２回 令和元年１１月１４日 メルパルク京都(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 

第３回 令和２年３月１８日 主婦会館プラザエフ（東京） 

・新型コロナウイルスによる影響により、書面表決とした。 

・令和２年度事業計画（案） 

・令和２年度収支予算（案） 

   ③計量記念日全国大会 

   令和元年１１月１日 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ(東京) 

   ・計量記念日式典 

    経済産業大臣表彰及び産業技術環境局長表彰 

  ○本県受賞者 該当なし 

・記念行事 

    何でもはかってみようコンテスト及び標語発表並びに表彰 

  ○本県受賞者 計量啓発標語 最優秀賞 高崎市立長野郷中学校３年 高橋愛実 

         「はかること それは 未来をつくること」 

・特別講演 

     演題 「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－」 

講師 立命館大学 古気候学研究センター長 教授 中川 毅 

   ・レセプション 

 ④賀詞交歓会 

   令和２年１月８日 ホテルグランドアーク半蔵門(東京) 会長欠席 
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（２）日本計量証明事業協会連合会 

①総会 

 通常総会 令和元年５月１０日 ホテルクリスタルパレス（茨城） 

 ・平成３０年度事業報告及び収支決算書について 

 ・令和元年度事業計画及び収支予算書について 

 ・役員の補欠選任について 

②理事会 

令和元年１１月２２日 ハートンホテル京都(京都) 

・会務会計報告について 

・役員補欠選任について 

・令和２年度会長表彰等の推薦について 

・令和２年度通常総会の開催地について 

（３）関東甲信越地区計量団体連絡協議会 

①代表者会議並びに運営委員会 

第１回 平成３１年４月１９日 計機健保会館（東京都） 

・前年度決算報告について 

・関ブロ連絡協議会開催計画について 

・関ブロ連絡協議会の在り方について（運営委員会報告） 

第２回 令和元年７月１２日 計機健保会館（東京） 

・関ブロ連絡協議会感謝状推薦者の採否について 

・関ブロ連絡協議会提案議題の提案理由、採否について 

・関ブロ連絡協議会出席者(来賓等含む)について 

・関ブロ連絡協議会計量士会の在籍者数について 

・関ブロ連絡協議会の在り方について（運営委員会報告） 

第３回 令和元年９月６日 計機健保会館（東京都） 

・関ブロ連絡協議会参加者の最終確認について 

・関ブロ連絡協議会感謝状贈呈について 

・関ブロ連絡協議会提案議題について 

・関ブロ連絡協議会次第(案)について 

・関ブロ連絡協議会の在り方について（運営委員会報告） 

運営委員会 令和元年11月18日 計機健保会館（東京都） 

・関ブロ連絡協議会の在り方について（運営委員会） 

第４回 令和元年１２月１３日 計機健保会館（東京都） 

・関ブロ連絡協議会実施報告について 

・関ブロ連絡協議会提案議題の事後処理について 

・関ブロ連絡協議会収支決算見込みについて 

・関ブロ連絡協議会議事録の校正、確認について 

・関ブロ連絡協議会議事録の必要部数について 

・関ブロ連絡協議会の在り方について（運営委員会報告） 

第５回 令和２年２月１４日 計機健保会館（東京都） 

・関ブロ連絡協議会収支決算(仮)について 

・関ブロ連絡協議会提案議題の事後処理について 

・関ブロ連絡協議会次年度(初回)代表者会議の日程等について 
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・関ブロ連絡協議会の在り方について（運営委員会報告） 

 

 ②連絡協議会(群馬大会)  参加者１７９名 (本県からの参加者３２名) 

   令和元年１０月２４日 渋川市伊香保町「ホテル木暮」 

   ・感謝状及び記念品贈呈 

   ・連絡協議会 

     会務会計報告及び会計監査報告 

     容量線入りグラス推進委員会報告 

     提案議題審議 

     次回開催県確認（茨城県） 

    

５ 計量思想の普及啓発 

（１） 計量記念日のＰＲ事業 

１１月１日の計量記念日の普及啓発のため計量記念日ポスターを関係機関に配布した。 

記念日ポスター  ３００枚 

配布先等は次のとおり 

区 分 県・市町村 関係事業所 合 計 

事業所等数   ３２   ２４０   ２７２ 

（２） 計量強調月間行事 

   計量強調月間(１１月)に際し、適正計量取引の普及促進及び事業所での計量管理の重要性を

喚起した。 

   ２編の標語ポスターの作成枚数 １，８００枚（各９００枚） 

   ・「信頼は ここから始まる 正しい計量」 

   ・「計量器 みんなの公平 守ってる」 

   配布先等は次のとおり  

区 分 県・市町村 関係事業所 合 計 

事業所等数 ７２ １，６４２ １，７１４ 

（３）消費生活展・産業祭への協力 

計量思想のより一層の普及促進を図るため、市町村主催の消費生活展・産業祭への協力を

した。（ティッシュ等ＰＲ用品の配布や計測機器、広報パネルの貸出） 

概要は次のとおり 

開催日 市町村名 開催日 市町村名 

１０月１２日 沼田市 １１月 ３日 邑楽町 

１０月１３日 吉岡町 １１月 ３日 明和町 

１０月１３日 安中市 １１月 ９日 高崎市 

１０月２０日 伊勢崎市 １１月１０日 太田市 

１０月２０日 榛東村    

  １０月２６日 板倉町 

１０月２７日 前橋市 

合    計 延１１市町村 

   ※前橋市及び伊勢崎市において開催された消費生活展では、当協会の職員が参加し計量コー

ナーを担当、市民計量体験やＰＲ用品等の配布を行った。 
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（４）「はかりの工作教室」への協力 

１１月９日に群馬県計量検定所が開催した小学３年生～６年生対象の「さおばかり」 

工作教室に、協会からＰＲ用品を提供し協力した。         参加者１８名 

また、夏休み期間中にみどり市ほか２市町村において開催され、協会からＰＲ用品を提供し

協力した。                           参加者(計)２３名 

（５）計量制度普及資料の配布 

  ①（一社）日本計量振興協会で作成した「計量のひろば」を計量関係事業所等に配布した。 

②（一社）日本計量振興協会が普及啓発活動の一環として行っている｢計量啓発標語｣及び「何 

でも計ってみようコンテスト」の募集について会員に周知した。 

    

６ 計量技術の調査･研究及び情報提供事業 

（１）中小企業向け測定基礎研修会の開催                参加者１８名 

   令和元年１１月２０日 群馬県計量検定所２階会議室 

   講師 埼玉県計量協会  計量士 栗原良一 

群馬県計量協会  計量士 金井喜久雄 

（２）環境分科会活動事業 

①通常総会 令和元年５月１７日 エテルナ高崎           出席者２２名 

②理事会 第１回理事会  平成３１年４月１１日  計量検定所２階会議室 

     第２回理事会  令和元年１１月１４日  群馬県庁「くろ松」 

③各委員会 総務企画・浄化槽・技術・放射線委員会 計量検定所２階会議室 

④北関東環境測定分析機関連絡協議会                参加者４０名 

 令和元年９月１２日～１３日 茨城県「国民宿舎鵜の岬」      （本県１１名） 

⑤群馬県との意見交換会 

・森林環境部環境局 

令和元年１１月２６日  群馬県庁１６１会議室     県７名、理事等１１名 

   ・県土整備部 

令和２年２月７日 前橋テルサ(終了後懇親会あり)    県６名、理事等１２名 

⑥環境白書研修会  令和元年１１月１４日 県庁２２２会議室  参加者２７名 

⑦普及啓発活動 

   ・ぐんま環境フェスティバルへの参画  令和元年１０月５日  ヤマダ電機(高崎) 

（３）計量士活動事業 

  ①協会所有基準器の貸出・代検査業務の推進 

②合格ステッカーの作成・提供 

③郵政計量管理受託業務研修会  

 令和元年５月１４日 日本計量会館(東京)               参加者５名 

④計量士部会活動  

 ア、定期的に開催している「県及び実施計量士・協会事務局との打合せ会」を活用し、諸問

題の検討、情報交換等を随時行っている。  

 イ、視察研修会 新コロナウィスルの感染防止のため延期とした。 

（４）関係事業者への計量に関する情報の提供 

①(一社)日本計量振興協会発行の「計量ジャーナル」及び｢計測標準と計量管理｣の配布 

②冊子「質量計（はかり）の基礎知識」を研修会等に活用している。 
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（５）会報の発行  

   会報「計量群馬」６２号（１１月２１日）を発行し会員及び計量関係事業者等に配布した。 

   年１回 ５００部 

 

（６）ホームページの維持・更新  

ホームページによるタイムリーな情報発信を行っている。 

 

７ 計量関係法令の適正な運用促進事業 

（１）計量関連諸手続きの指導 

   計量法に基づく各種手続きに関する相談に適宜指導した。 

（２）計量管理等受託業務 

  ①指定定期検査業務受託(群馬県・前橋市・伊勢崎市・太田市) 

 期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 区域 ６市４郡(前橋市・伊勢崎市・太田市を含む) 

概要は次のとおり                      令和２年３月３１日現在 

受託先 検査戸数 検査個数 日 数 実施区域 

群馬県 961 2,418 66 
３市(富岡、沼田、藤岡) 

４郡（甘楽、佐波、利根、多野） 

前橋市 298 1,581 68 
上川淵、下川淵、芳賀、桂萱、東、元総社、総社 

南橘、清里、永明、城南 

伊勢崎市 107 320 15 北、南、宮郷、名和、豊受 

太田市 161 435 17 太田、休泊、九合、沢野、韮川 

  計 1,527戸 4,754個 166日  

   

ア、定期検査業務を円滑に実施するための打合せ会を開催した。 

   ・県及び実施計量士・協会事務局との打合せ会を延べ８回開催した。 

   ・県・実施市町村・協会事務局との打合せ会を５回開催した。 

  イ、特定市が行う事業所への立入検査業務に同行した。 

ウ、未受験調査 

・令和元年度検査対象地域における未受検者に対し、戸別訪問等によりハカリの実態調査を

行うとともに要請に応じて所在場所検査を行うなど適切に対応している。        

  ②日本郵政グループ計量管理業務受託 

   期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

概要は次のとおり                     令和２年３月３１日現在 

受託先 事業場数 検査済個数 

日本郵政グループ 
 (11市4郡)    

郵便局等     

窓口用、集配用はかり２３８個 

分銅校正 ４９０ 

計   １９０局等 ７２８個 

  ・受託検査業務を円滑に実施するための打合せ会を６回開催した。 

 

③全国農業協同組合連合会・イオン･リテール㈱等計量管理業務受託 

  期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日  

概要は次のとおり               令和２年３月３１日現在 
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受託先 事業場数 検査日数 

全農ぐんま ５ ８ 

チキンフーズ㈱ １ ２ 

イオン・リテール㈱ ３ ６ 

日清フーズ㈱館林工場 １ ４ 

計 １０ ２０日 

 

８ その他協会の目的のために必要な事業 

（１） 群馬県計量検査体制検討委員会及び群馬県計量検査団体実務者検討会 

令和２年３月１３日(金)に検討委員会の開催を予定していたが、新型コロナウィルスの感

染防止のため新年度開催へ延期した。 

（２）（一社）日本計量振興協会が実施するコンクールへの協賛 

   児童・生徒の計量思想普及作品等を(一社)日本計量振興協会会長賞に推薦した。 

○本県受賞者 計量記念日ポスターコンクール 

（一社）日本計量振興協会長賞 高崎市立金古小学校６年 引間美来 

（３）県証紙売捌き事業 

   協会事務局内において群馬県証紙を販売し、検定・検査申請者等の利便に供した。 

（４）パンフレット「協会のごあんない」を適宜配布している。 


