
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バッジ （昭和 49 年製作） 
Ｗ（ウエイト）Ｍ（メジャー） 
Ｃ（コンサルタント）3 文字をモデル化した

ワッペン 

年    度   会員数及び予算額       特記事項                                                      
                          ○設立準備委員会設置  委員－小川直久、大木史郎、川合保之、  
昭和48年                                          渡辺藤平   座間勝美、野村光作、原  敏夫  （７名）  

1月18日                   ○設立準備委員会開催・会則  ・活動方針案  ・予算案等原案作成        
                          ○第１期生全員に設立総会開催案内を送付し、入会申し込み受付開始      

昭和48年 会員数    ４５名  ○２月７日、計量器コンサルタント４５名全員が大きな抱負をもつて日本計
        予算額                      量会館に集い、設立総会を開催し次の議案を審議決定した。    
        ¥201,600           ・会則の制定        ・会員の確認        ・役員の選任      
                                    ・事務局員の委嘱                                          
                          ○役員及び事務局                                                    
                                    会   長    小川直久（（株）協立商会）                          
                                    副会長    座間勝美（三興産業（株））  川合保之（英工計器（株））  
                                    理   事     鎌田光次（鎌田  商会）  大木史郎（大木度量衡）  
                                                   野村光作（野村製作所）  出野  貢（（株）森    貞）  
                                                   岩下貞治（岩下度量衡）                          
                                    監   事     原  敏夫（（株）原計器社）  渡辺藤平（渡辺度量衡）  

                            事務局    木原淳雄（（社）東京都計量協会）                          

昭和49年 会員数    ９９名  ○昭和４９年度定時総会  ２月９日（土）東京都勤労福祉会館で開催      
        予算額            ○山之内製薬（株） 東京小豆沢工場研修見学 
        ¥484,000 ○東芝ベッｸマン（株）武蔵工場研修見学
                          ○計量器コンサルタントバッジ及びワッペン製作配布                    
                          ○公害測定計測器「騒音計」「振動計」研修会開催                      

○はかりメーカーとの協調について研修会開催                          

昭和50年 会員数  １４０名  ○事業委員会設置      ○サッポロビール恵比寿工場研修見学会開催      
        予算額            ○会員名簿作成、配布  ○計量器コンサルタントバッジ作成（１５００円）
        ¥310,000 ○計量器コンサルタントワッペン作成配布（５００円）                  

昭和51年 会員数  １６８名  ○計量器コンサルタントバッジ追加作成（７０個）                      
        予算額            ○計量行政審議会専門部会で「計量器コンサルタント」の積極的活用に
        ¥510,000  つい て提言される。                                                      
                            「ﾕｰｻﾞｰにおける計量器の使用方法､管理方法等について一層適切な助
                           言､指導が行えるよう販売事業者のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ能力を一層 向上させ､近
                          時における 計量器の技術進歩に適応させるため､現在計量関係団体が実  

施している計量器ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ制度等の活用について検討する必要がある｡ 」  
○会員の実態調査実施  
○ユニットプライスについて研修し、ラベルプリンターの実演と実習      
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コンサルタントがいる

事業所に掲げられてい

る看板 

 
 

年    度   会員数及び予算額       特記事項                                                      
昭和52年 会員数  ２３８名  ○会員名簿作成、配布  ○会則一部改正      ○団体定期保険に加入      
        予算額            ○東西計量器コンサルタント協会協議会開催  ○東洋ボールドウィン横浜工
        ¥615,000 場研修見学会実施  ○筑波はかり工業団地見学研修    ○単位（曲尺、鯨尺
                          の復活）について研修    

昭和53年 会員数  ２５５名  ○計量器コンサルタントバッジ追加作成（５０個）○会則一部改正（会費）
        予算額            ○計量器コンサルタントワッペン追加作成  ○（株）東京タツノ横浜工場見学  
        ¥672,000 ○計量器販売登録に際して実施される「試験」を免除さる。              

昭和54年 会員数  ２７３名  ○計量器コンサルタントバッジ追加作成（５０個）  ○ライオン油脂東京工
        予算額            場見学研修    ○ＮＨＫ見学「草燃ゆる」「花のステージ」リハーサル見学
        ¥886,000 ○計量器販売登録に当たり販売上必要な知識の講習及び試験免除          

昭和55年 会員数  ２８５名  ○計量器販売登録にあたり販売上必要な知識の講習及び試験免除          
        予算額            ○会員名簿作成    ○都民計量のひろば協賛、参加    ○マスコット温度計
        ¥976,000 １０００個作成配布  ○（株）三豊製作所見学研修                          
                          ○筑波学園都市、計量研究所見学研修                                  

昭和56年 会員数  ２８５名  ○都民計量のひろば協賛、参加    ○「私たちの暮らしと温度」冊子作成  
        予算額            ○東京ガス根岸工場見学研修      ○マスコット温度計１，０００個作成  
        ¥1,268,000 ○会則一部改正                      
        幹部役員          ○役員の業務分担  ・計量計測機器技術進歩への対応                    
        会  長  小川直久                    ・新しい制度、法令等への対応                      
        副会長  座間勝美                    ・各種情報の収集と伝達                            
          同    川合保之                    ・計量器コンサルタント制度のＰＲと社会的評価の高揚
          同    小林良彦  ○第１０回計量器コンサルタント研修会協賛                            
          同    鴨下嘉市  

                                                                    
昭和57年 会員数  ２９０名  ○セールスマニュアル「販売編」の斡旋  ○都民計量のひろば協賛、出展  
        予算額            ○（株）エー・アンド・デイ社電子天びん取扱い研修                            
        ¥1,398,000 ○寺岡デジコンポ研修      ○ジャイロニクス１００の展示と研修        
                          ○講演「計量器コンサルタントから計量士への道」                      
                                 （社）日本計量士会　専務理事　蓑輪善蔵氏                            
                          ○第１１回計量器コンサルタント研修会協賛                            
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年    度   会員数及び予算額       特記事項                                                      
昭和58年 会員数  ３０８名         ○都民計量のひろば協賛、出展                                        
        予算額            ○第１２回計量器コンサルタント研修会協賛                            

¥1,745,000
昭和59年 会員数  ２７６名  ○朝日新聞と警視庁の研修見学      

予算額            ○新日本製鉄（株）君津工場の研修見学
        ¥1,632,000 ○都民計量のひろばに協賛、参加   
                          ○計量器コンサルタント名入りマスコ ット温度計３千個作成、配布       
        ○ミニ情報リブラ第１号編集発行  
                          ○日本計量新報紙上に「祝・計量記念日」「祝・謹賀新年」を掲載        
        ○第１３回計量器コンサルタント研修会協賛                            

昭和60年 会員数  ２６０名  ○ミニ情報　リブラ第２号    第３号    第４号発行    第５号発行        
        予算額            ○都民計量のひろば協賛、出展                                        
        ¥1,780,000 ○第１４回計量器コンサルタント研修会協賛     

昭和61年 会員数  ２６１名  ○電子天びん新製品研修会開催（協力－新光電子（株）
        予算額             （株）エー・アンド・デイ　  ザルトリウス（株）  （株）内田洋行）   
        ¥1,629,000  ○計量器コンサルタント統一看板と記 章製作   
                          ○ミニ情報　リブラ第６号発行    ○日立精機（株）我孫子工場研修見学        
                          ○大型電気抵抗線式はかりの検定、検査説明会開催                      
                          ○計量計測機器の技術革新と生産額推移の講演会 　 講師  小泉袈裟勝氏 
                          ○都民計量のひろば協賛、参加                                        
                          ○第１５回計量器コンサルタント研修会協賛                            

昭和62年 会員数  ２５２名  ○総会併催勉強会共催「売上税について」中央大学教授  富岡幸雄博士    
        予算額            ○都民計量のひろば協賛、参加                                        
        ¥1,527,000 ○東京都工業技術センター見学研修                                    
        幹部役員          ○新製品技術研修会ＰＯＳ入門開催                                    
        会  長  座間勝美  ○研精工業（株）下妻工場見学研修                                        
        副会長  鴨下嘉市  ○ファナック（株）見学研修                                              
          同    川合保之  ○ミニ情報　リブラ第７・８・９号発行                                  
          同    小林良彦  ○第１６回計量器コンサルタント研修会協賛                            
          同    岩下貞治  

                                                                    
昭和63年 会員数  ２３６名         ○リトラ（株）  日本セメント（株）埼玉工場研修、見学                        
        予算額            ○ミニ情報リブラ第10･11･12号発行    
        ¥1,526,000 ○ビデオ「サヤカちゃんの誕生日」 鑑賞                 
                          ○第１７回計量器コンサルタント研修会協賛   

○都民計量のひろば協賛、出展                                        
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年    度   会員数及び予算額       特記事項                                                      
平成元年 会員数  ２２６名  ○消費税説明会開催      ○（株）寺岡精工ショウルーム見学と新製品研修    
        予算額            ○東京都大田市場と日東製粉（株）東京工場の見学                          
        ¥1,423,000 ○都民計量のひろば協賛、参加    ○ミニ情報リブラ第１３号発行        

平成２年 会員数  ２１５名  ○日産自動車（株）座間工場見学研修      
        予算額            ○計量器コンサルタント制度の普及ＰＲ    ○ミニ情報リブラ第１４号発行
        ¥1,549,000 ○メトラー電子天びん研修会      ○音叉式電子天びん研修会            
                          ○クボタ電子台はかり研修会      ○ザルトリウス電子天びん研修会      
                          ○都民計量のひろば協賛、出展                                        

平成３年 会員数  ２１２名  
        予算額            ○計量制度１００周年記念テレカ作成に協賛    ○ミニ情報リブラ第１５号発行    
        ¥1,967,000 ○とうきょう計量フェスタ１００に出展    ○国際単位ＳＩ講習会開催    
        幹部役員          ○大阪工業大学教授前田親良博士の「夢のはかり講演会」共催    
        会  長  鴨下嘉市  ○主力メーカー（（株）寺岡精工・（株）エー・アンド・デイ・（株）島津製作所・
        副会長  小林良彦  　（株）クボタ・（株）イシダ）研修会開催   
          同    川合保之  ○エー・アンド・デイ開発技術センター見学研修  
          同    岩下貞治  ○宇宙開発事業団地球開発センター見学研修                            
          同    大森健次  ○都民計量のひろば協賛、出展                                        

                                                                    
平成４年 会員数    ２０１名 ○新世代ミクロ天びん研修会開催
        予算額            ○第１５回計量計測機器展見学会開催
        ¥1,688,000 ○㈱石田衡器製作所滋賀工場見学会開催
        ○東芝科学館と㈱ミツトヨ見学会開催
        ○㈱共和電業製品研修会開催
        ○都民計量のひろば協賛、出展
        ○ミニ情報リブラ第１６号・第１７号編集発行
        ○東京計量士会と交流（座談会開催）
        
平成５年 会員数    ２０１名 ○アサクラサーモメーターと東京電気三島工場見学研修会開催
        予算額            ○デジタル台秤研修会開催            ○都民計量のひろば協賛、出展
        ¥1,563,000 ○気象と経済「異常気象」講演会開催
        幹部役員          ○とうきょう計量フェスタ’９３に出展
        会  長  鴨下嘉市  ○大阪府計量器コンサルタント協会と交流
        副会長  小林良彦  ○第１８回計量器コンサルタント研修会協賛

        岩下貞治  
        大森健次  
        金子淑男  

平成６年 会員数  ２２３名  ○計量法説明会開催
        予算額            ○計量研究所・研精工業㈱下妻工場研修見学
        ¥1,522,000 ○気象計器の㈱大田計器製作所工場見学
        ○東西計コン合同研修会に参加  情報懇談会開催
            島津製作所創業資料館と三条工場見学
        ○㈱タニタ新製品研修会開催
        ○都民計量のひろば協賛、出展
        ○ミニ情報リブラ第１９・２０号発行
        ○会員名簿作成
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推奨マーク 
（平成 12 年作成）

年    度   会員数及び予算額       特記事項                                                      
平成７年 会員数  ２２４名  ○新計量法説明会開催
        予算額            ○電子天びんの保守管理、質量のトレーサビリティの研修会開催
        ¥1,714,000 ○ＰＬ法Ｑ＆Ａセミナー開催
                          ○東西計コン合同研修会開催（三菱電機㈱名古屋事業所見学と情報懇談会）
                          ○㈱アタゴ寄居工場・㈱チノー藤岡事業所研修見学
                          ○都民計量のひろば協賛、出展
                          ○計量器コンサルタント資格認定書注文製作
                          ○ミニ情報リブラ第２１・２２号発行
平成８年 会員数  ２０８名  ○計量技術講習会開催（実用基準分銅制度等について）
        予算額            ○大正製薬㈱大宮工場・サッポロビール埼玉工場研修見学会開催
        ¥2,216,000 ○ザルトリウス電子天秤研修会開催    ○都民計量のひろば協賛、出展
                          ○工業用はかりの動向について研修  ○ミニ情報リブラ第２３・２４号発行
                          ○東西計コン合同研修会に参加－松下電工（株）彦根工場と秀吉博物館見学研修
                          ○汎用電子はかり技術研修会開催
                          ○計量法施行状況と今後の課題について研修
                          ○第１９回計量器コンサルタント研修会協賛
                          ○会員名簿作成
平成９年 会員数  ２０３名  ○ＩＳＯ９０００シリーズと計量の役割について研修
        予算額            ○東京ガス㈱千住テクノステーション研修見学
        ¥2,783,000 ○計量計測における不確かさについて研修
        幹部役員          ○㈱クボタの防爆はかりについて研修
        会  長  鴨下嘉市  ○会員ニーズ把握のアンケート実施
        副会長  岩下貞治  ○第７回東西計コン合同研修会開催－ライオン㈱小田原工場見学研修
          同    大森健次      小田原城の見学と「ダルマ」で情報懇談会開催
          同    金子淑男  ○都民計量のひろば協賛、出展    ○ミニ情報リブラ第２５号編集発行
          同    山田基夫  ○㈱島津製作所電子天びんとＪＣＳＳ研修
平成10年 会員数  ２１２名  ○講演会開催「海外から見た日本」ザルトリウス㈱社長  山口  剛氏
        予算額            ○第20回計量器コンサルタント研修会開催協賛
        ¥2,824,000 ○第８回東西計コン合同研修会に参加
                              京都酒蔵月桂冠酒造・大倉記念館・幕末の坂本龍馬常宿「寺田屋」見学
                          ○アンリツ㈱厚木事業所研修見学      ○都民計量のひろば協賛、出展
                          ○計量技術研修会「記録計－データロガ」について
                          ○東京都計量検定所施設研修見学会開催
                          ○ミニ情報リブラ第２６・２７号編集発行
                          ○第２０回計量器コンサルタント研修会協賛
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年    度   会員数及び予算額       特記事項                                                      
平成11年 会員数  ２０１名  ○計量講習会開催    ・地方分権の推進  ・規制緩和の動向  ・基準認証制
        予算額                度の見直し  ・届出済証貼付はかりの処置
        ¥3,174,000 ○計量器コンサルタント認定書注文作成
        幹部役員          ○第42回関東甲信越計量協会連絡協議会に協賛（ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ）

名誉会長  鴨下嘉市 　　「計量器コンサルタント制度」普及､活用について提案発表
        会  長  岩下貞治  ○東京計量士会と共催で計量技術研修会開催
        副会長  大森健次  ○第９回東西計コン合同研修会開催    大雄山最乗寺参詣
          同    山田基夫     明治製菓㈱小田原工場見学  「だるま」で情報懇談会
          同    金子淑男  ○都民計量のひろば協賛、出展
          同    植村実敏  ○計量記念日のつどい協賛
平成12年 会員数  ２１１名  ○計量講習会開催    ・東京都における地方分権  ・１３年問題の取扱い
        予算額            ○都民計量のひろばに協賛、出展    ○ロボットのファナック㈱見学研修
        ¥2,986,000 ○㈱エーアンドディの電子天びん新製品研修会

○第43回関東甲信越計量協会連絡協議会に参加
　　「計量器コンサルタント制度」普及､活用について発表

                          ○第２１回計量器コンサルタント研修会協賛
                          ○日本計量新報社の「計量器コンサルタント」座談会でＰＲ
                          ○計量記念日のつどい協賛
                          ○推奨計量器表示制度を立ち上げ
                          ○区、市消費生活展で家庭用はかりの精度確認実施
平成13年 会員数  １９１名  ○計量講習会開催    ・計量行政に係わる最近の動向
        予算額                ＊届出済証貼付はかり結果について
        ¥3,067,000 ○第10回東西計コン合同研修会に参加    大阪造幣局の研修見学
                              情報懇談会開催

○第44回関東甲信越計量協会連絡協議会に参加
　　「計量器コンサルタント制度」普及､活用について提案発表

                          ○新製品技術研修会開催    新光電子㈱の精密電子はかり  防爆はかり等
                          ○インターメジャ２００２団体見学。　○会員名簿作成
                          ○都民計量のひろば協賛、出展    ○計量記念日のつどい協賛
                          ○区市消費生活展で家庭用はかりの精度確認実施
                          ○本田技研工業㈱狭山工場研修見学  ○推奨計量器表示制度の推進
                          ○第２１回計量器コンサルタント研修会協賛
平成14年 会員数  １９１名  ○創立３０周年記念事業準備委員会設置
        予算額                委員長    植村実敏
        ¥3,076,000       Ａグループ  ◎佐藤    哲、福島  昭男、近藤  正孝、木村  俊雄
                                           　   　山本  正之、
                                Ｂグループ  ◎渡辺十六箕、福沢    勇、清水  弘之  中島  一行
                          ○創立３０周年記念事業
                                東京都計量器コンサルタント協会「３０年の歩み」刊行
                                        Ａ４版    ３６ぺージ
                                東京都計量器コンサルタント協会３０周年記念式典開催
                                        日  時    平成１４年９月２６日（木）午後１時３0分～
                                        場  所    主婦会館プラザエフ
                                        内  容    式  典    ・会長あいさつ
                                                            ・来賓祝辞
                                                            ・感謝状贈呈
                                                  講  演    「戦国武将に見るリーダーシップ」
                                                            　　  講談師    宝井馬琴
                                東京都計量器コンサルタント協会創立３０周年記念祝賀会開催
                          ○役  員（平成１４年９月２６日現在）
                              名誉会長    鴨下  嘉市
                              顧    問       小林  良彦
                              会    長       岩下　貞治
                              副会長  　 　 大森  健次、金子  淑男、山田  基夫、植村  実敏
                              理    事       横田賢次郎、福島  昭男、郡    英之、奥野  正典
                                               木村  俊雄、吉川  和男、近藤  正孝、清水  弘之
                                               高比良房喜、八木  佑幸、福沢    勇、佐藤    哲
                                               山本  正弘

　　監　　事　   　藤本　侑宏、　渡辺　十六箕

東京都計量器コンサルタント協会年表


