
平成 29年度 計量強調月間関連行事予定一覧 

－都道府県・特定市計量行政機関及び都道府県計量協会－ 

地域 期日 表題 内容 

1 北海道 10月 24日～25日 

10月 18日 

10月中旬～11月中旬 

計量展 

計量ふれあいひろば 

懸垂幕掲示 

計量器・パネル展示等 

計量器展示、計量体験コーナー等 

｢生活の安心高める正しい計量｣など 

札幌市 10月 18日 

10月下旬～11月 30日 

計量ふれあいひろば 

啓発ポスター掲示 

パネル展示、計量器展示等 

関係各機関 111ヶ所に配布 

旭川市 10月 21日～22日 

11月１日 

あさひかわ消費生活展 2017 計量器展示・ティッシュ配布 

家庭用計量器無料検査 

函館市 11月 3日 

11月中旬 

計量のひろば 

家庭用計量器無料巡回検査 

計量器展示、計量ゲーム、記念品配布 

体重計、体温計等 

小樽市 10月中旬～11月中旬 ポスター掲示、ポケットティシュ配布 

釧路市 10月中旬～11月 30日 計量月間 ポスター掲示、パンフレット配布 

室蘭市 10月７日～８日 

11月 3日 

消費生活展 くらしの広場 

くらしと計量展 

計量器展示、ポスター掲示、ティッシュ配布、家

庭用計量器無料検査 

帯広市 9月 15日～16日 第 48回みんなの消費生活展 計量体験コーナー＊はかりにチャレンジ（キャン

ディー重さ当て）、はかり・分銅の展示、計量記

念日ポスター掲示、ポケットティッシュ・パンフ

レット等配布

苫小牧市 10月 24日～11月 10日 

11月 11日～12日 

懸垂幕・啓発ポスター掲示 

計量コーナー（みんなの消費生

活展） 

ポスター掲示、パンフレット配布、クイズ・重さ

当て 

2 青森県 11月１日～30日 

11月上旬 

計量記念日周知強調月間 

青森県消費者大会 

ポスター・ティッシュ配布、看板掲示 

計量展コーナー出展（計量器・パネル展示、パン

フレット配布等）

弘前市 11月 1日～30日 計量月間 ポスター掲示 

八戸市 10月 29日 計量ひろば キャンディ重さ当て、計量器展示、パネル展示

3 岩手県 11月１日～30日 計量月間 ポスター等配布、ラジオ広報によるＰＲ 

盛岡市 10月 24日～11月 10日 計量強調月間掲示 横断幕市庁舎掲示 

4 宮城県 10月 28日 2017みやぎ計量のひろば 111 グラムを当てよう（飴の目算計量）、ライフ

ライン計量器の展示と説明、計量記念日ポスター

掲示、記念品の配布、重さ当て・長さ当てコーナ

ー（動物）、応援キャラクターの参加演出

仙台市 

5 秋田県 11月 6日 計量月間 パネル展示、計量器展示、ティッシュ配布等、 

重さ当てクイズ 秋田市 

6 山形県 10月 29日 くらしと計量展 計量器の展示、パネル展示、計量クイズ、計量体

験コーナー設置等 

山形市 10月 29日 

10月中 

くらしと計量展 

計量記念日ポスター掲示・配布 

計量器の展示、パネル展示、計量クイズ、計量体

験コーナー設置等 

計量ポスター等配布（市内小中学校） 

7 福島県 10月 25日 

11月 1日～30日 

計量記念日事業街頭 PR参加 

計量強調月間 

啓発チラシ・ポケットティシュ配布 

計量記念日ポスター掲示、パンフレット配布、計

量強調月間についての報道機関への広報活動、計

量出前教室 

福島市 10月～11月 

10月 25日 

〃 

11月 3日 

計量強調月間 

街頭 PR
計量懇談会 

計量ひろば 

ポスター・チラシ等配布 

啓発チラシ・ティッシュ等配布 

計量モニター等による懇談会 

計量ゲーム、体力測定、家庭用計量器無料検査 

郡山市 10月 1日～11月 1日 計量強化月間 ポスター展示 

いわき市 11月 １日～11月 30日 

10月 16日 

計量強調月間 

計量モニター委嘱 

ポスター掲示、電光掲示板によるＰＲほか 



 
 

 地域 期日 表題 内容 

8 茨城県 10月上旬 

11月 1日 

計量強調月間 

街頭広報 

ポスター配布及び掲示 

パンフレット、記念品配布 

日立市 11月 1日 街頭広報（県・協会と共同） パンフレット、記念品配布 

水戸市 11月 1日 

11月 25日～26日 

街頭広報（県・協会と共同） 

水戸市産業祭 

パンフレット・記念品配布 

パンフレット配布、ポスター掲示、計量クイズ 

つくば市 10月 21日 

11月 1日 

11月 6日～13日 

つくば産業フェア 

街頭広報（協会と共同） 

消費生活パネル展 

パネル展示、計量ゲーム、記念品配布 

パンフレット・記念品配布 

パネル・ポスター掲示、パンフレット・記念品

配布 

9 栃木県  8月中 

9月 9日 

10月 1日～31日 

11月中 

親子計量教室 

プラザのつどい 

計量モニター 

街頭広報（協会と共同） 

はかりの工作・重さ調べ 

パンフレット・記念品の配布 

食料品の量目調査（3市 2町） 

パンフレット配布・ポスター配布及び掲示 

宇都宮市 11月 1日 街頭広報 パンフレットの配布 

10 群馬県 10月～11月 

11月中 

 

 

計量展 

計量強調月間 

 

 

「産業祭」等への出展 

ポスター配布、広報紙等への情報提供、はかり

の工作教室。啓発物品、啓発リーフレットを各

市町村の消費生活展にて配布 

前橋市 8月 19日 

10月 29日 

 

11月 1日～30日 

わくわくこどもまつり（出展） 

健康フェスタ in まえばし（出

展） 

計量強調月間 

親子計量教室「棒はかりを作ろう！」 

計量感覚テスト、計量クイズ、パネル展示、パ

ンフレット・ティシュ配布 

ポスター掲示・配布 

高崎市 9月下旬 

11月 

11月中旬 

計量記念日ポスターコンクー

ル 

計量強調月間 

量目試買モニター 

ポスター展で作品展示 

ポスター配布及び掲示 

食料品の量目調査、リーフレットの配布 

伊勢崎市 10月 15日 市民交流まつり・消費生活展 パネル展示、計量ゲーム、リーフレット配布 

太田市 11月中 計量強調月間 ポスター掲示・ティッシュ配布及びリーフレッ

ト配布 

11 埼玉県 7月～8月 

11月中 

11月 1日 

夏休み親子計量教室 

計量強調月間 

県民計量のひろば 

はかりの工作、重さ調べ（3会場） 

ポスター配布及び掲示 

パネル展示、重さ当てクイズ 

さいたま市 11月中 計量強調月間 ポスター配布及び掲示 

川口市 10月 27日～29日 

11月 1日～30日 

川口市産品フェア 2017 

計量強調月間 

ポスター配布及び掲示 

所沢市 11月 1日～30日 

11月 20日～21日 

計量強調月間 

消費生活展 

ポスター配布及び掲示 

パネル・計量器展示、計量ゲーム、 

川越市 11月 1日～30日 計量強調月間 ポスター配布及び掲示 

熊谷市 11月 1日～30日 計量強調月間 ポスター配布及び掲示 

越谷市 12月 2日～3日 こしがや産業フェスタ 2017 パネル・計量器展示、重さ当てゲーム 

草加市 11月 1日～30日 計量強調月間 ポスター掲示、リーフレット配布 

春日部市 10月 21日～22日 

 

 

11月 1日～30日 

かすかべ商工まつり 

 

 

計量強調月間 

計量コーナー｢暮らしの中の計量器｣出展。いろ

いろな計量器の展示、計量法に関するパネル展

示、パンフレット配布 

ポスター掲示、パンフレット配布 

12 千葉県 11月１日～30日 計量正確強調月間 家庭用計量器無料検査、計量教室、ポスター掲

示 消費生活展での計量展（パネル展示） 

 
 
 
 
 



 地域 期日 表題 内容 

12 千葉市 11月中 

 

ポスター掲示 

家庭用計量器無料検査 

消費生活センターでポスターの掲示 

ヘルスメーター、体温計、血圧計の無料精度検査 

柏市 10月１日～11月 30 計量強調月間（普及啓発事業） 市民対象の参加型計量イベント 庁内でのポス

ター掲示、家庭用計量器無料簡易検査 

市川市 11月中 ポスター掲示 庁内でのポスターの掲示 

松戸市 11月中 ポスター掲示 庁内でのポスターの掲示 

船橋市 10月 21日～22日 

10月 24日～11月 6日 

11月 22日 

11月 6日～15日 

生き活き展 

懸垂幕掲示 

消費生活モニター研修会 

家庭用計量器無料検査 

計量ゲーム、パネル等展示 

市庁舎外壁に掲示 

市民ﾓﾆﾀｰ向けの研修会と商品量目立入検査体験 

体重計・血圧計・体温計等の精度確認 

13 東京都 11月１日 

 

 

11月１日～30日 

11月１日～30日 

都民計量のひろば 

 

 

正量取引強調運動 

計量管理強調運動 

都民対象の参加形計量イベント（健康と計量、

水道・ガス・電気と計量、環境と計量、食品と

計量、計量相談、計量体験、計量アトラクション） 

商店街連合会へのポスター配布、正量取引を推進 

適正計量管理事業所等へのポスター配布、計量

管理を推進 

八王子市 10月 28日 生涯学習フェスティバル グラム当てゲーム、資料展示 

14 神奈川県 11月１日 

 

 

11月 3日 

10月 15日～11月 1日 

11月 1日～30日 

計量フェアかながわ 2017 

 

 

親子計量教室 

計量記念日 

計量管理強調月間 

計量クイズ、体組成測定、素肌美人、ストレス

測定、給油体験、発熱測定、電気メーター啓発

パネル展示等 

近隣小学校の親子を対象に計量教室を実施 

看板による PR 

看板による PR、ポスター配布及び掲示 

横浜市 11月１日 

 

11月 1日～30日 

計量フェアかながわ 2016 

 

計量管理強調月間 

計量クイズ、体組成測定、素肌美人、ストレス

測定、給油体験、電気メーター啓発パネル展示 

ポスター配布 

川崎市 11月初旬 

11月 1日～30日 

計量のひろば 

計量管理強調月間 

かわさき市民まつりに出展 

ポスター配布及び掲示 

平塚市 9月 24日 第 46回みんなの消費生活展 重さ当てゲームやリーフレット等配布 

相模原市 10月 20日～21日 みんなの消費生活展 パネル展示、ポスター掲示 

茅ヶ崎市 1月下旬 みんなの消費生活展 パネル展示 

厚木市 11月１日～30日 計量管理強調月間 ポスター配布及び掲示 

大和市 11月１日～30日 計量管理強調月間 ポスター配布及び掲示 

15 新潟県 8月 26日 

11月 1日～30日 

ものづくり体験教室（計量コーナー） 

計量強調月間 

はかり工作、計量感覚ゲーム等 

懸垂幕掲示、各種計量器・パネルの展示（11/1

～11/15） 

上越市 11月中旬 

11月 1日～30日 

家庭用計量器の無料精度検査 

計量強調月間 

体温計・血圧計及び家庭用はかりの無料精度検査 

計量普及啓発ポスターの掲示 

16 山梨県 11月 1日 

11月 18日～19日 

計量強調月間 

県民の日記念行事 

街頭ＰＲ(パンフレット・ノベルティ等配布)等 

パネル・計量器展示、計量クイズ等 

甲府市 10月 7日 第 13 回甲府市消費者フェスティ

バル 

計量器展示、計量クイズ実施 

17 長野県 11月 1日～30日 

 

計量強調月間 

 

啓発チラシの街頭配布、懸垂幕掲示、計量モニ

ター事業の実施 

長野市 11月上旬 

11月１日～30日 

家庭用計量器無料診断 

ポスター掲示 

家庭用はかり、体温計、血圧計の無料検査 

松本市 10月 21日 

10月 27日～11月 26日 

11月 3日 

消費生活展（計量コーナー） 

今昔はかり展 

計量記念日事業 

パネル展示、重さ当てクイズ 

資料展示 

松本市はかり資料館無料開放 

岡谷市 10月下旬 

10月 27日 

ポスター配布 

新聞広告 

市内事業所へポスター配布 

地元紙での記念日 PR 

上田市 11月 27日～30日 家庭用計量器無料精度診断 

ポスター掲示 

家庭用はかり、体温計・血圧計の無料精度検査 

18 岐阜県 11月 1日 

10月 27日～11月 7日 

知事表彰 

計量記念日ポスター展 

計量関係功労者の知事表彰 

県内中学生を対象にポスターを募集、優秀作を展示 

岐阜市 11月中 家庭用計量器無料精度確認検査 体温計・ヘルスメーター等の無料精度確認検査 

19 静岡県 11月 1日 街頭広報 県内主要駅等でチラシ・啓発品等配布 



 
 

 地域 期日 表題 内容 

19 静岡市 11月 11日～12日 

10月 23日～11月 24日 

11月 1日 

計量展示会 

計量啓発活動 

街頭広報 

消費生活展と共催、計量クイズ等 

懸垂幕掲出 

チラシ、啓発品等配布 

浜松市 11月 1日 

11月～2月 

街頭広報 

計量展示会 

浜松駅にてチラシ、啓発品等配布 

協働センターまつりに計量コーナー出展、  

重さ当てゲーム、パネル展示、パンフレット配

布 

沼津市 11月 1日 

11月中 

2月 5日 

街頭広報 

市内スーパーでの広報活動 

沼津フリーマーケットフェステ

ィバル＆消費生活展 

沼津駅にてノベルティ等配布 

重さ当て及び広報活動 

計量ゲーム等 

 

富士市 11月 1日 

11月 4日 

街頭広報 

計量ゲーム 

富士駅にてノベルティ等配布 

富士市商工フェアにおいて計量ゲーム等 

20 愛知県 10月～12月上旬 商品量目立入検査 県及び市町村で一斉に商品を試買して実施 

名古屋市 6・７月、11・12月 

11月 4日 

11月 17日 

商品量目立入検査 

パネル展示 

計量優良店等の表彰 

 

消費生活関連イベントでパネル展示 

計量優良店、計量管理優良従事者、計量功労者

に対し、市長表彰状を授与 

岡崎市 6月～8月、10月～12月 商品量目立入検査 商品の流通量が多い中元時期と歳暮時期に、店

舗等で計量販売しえいる商品の量目立入検査を

実施 

豊橋市 12月 7日 商品量目検査 消費者団体への委託による商品試買の量目調査

を実施 

豊川市 5月 27日～28日 みんなの消費生活展 キャンディ重さ当て 

一宮市 5月～7月、11月～12月 

 

2月 17日～18日 

商品量目調査 

 

消費生活フェア 

消費生活モニターへの委託による試買調査と、

市職員による立入調査 

重さ当てクイズ、チラシ配布など 

春日井市 6月 9日～10日 消費生活展 重さ当てクイズ 

21 三重県 10月下旬～11月上旬 

 

 〃 

 

10月下旬～12月上旬 

計量記念日募集作品等展示 

 

バス車内広告の掲示 

 

商品量目試買検査・計量教室 

県内小学生の図画・ポスター・書道作品及び計

量器等の展示 

三重県内の路線バス 100 台の車内に県独自の計

量記念日ポスターの掲示 

県内の市町（数ヶ所）において試買検査及び計

量教室の実施 

津市 10月 15日 

11月 16日 

11月中 

街頭啓発 

計量器無料検査 

ポスター掲示 

イベント会場において、おかしの重さをはかろうク

イズの実施 

家庭用計量器検査を無料で実施 

小学生優秀作品の中からポスター作成・掲示 

四日市市 1月下旬 みんなの消費生活展 お菓子の重さ当てクイズ・パンフレット配布 

22 富山県 10月 23日～11月 10日 商品量目試買調査会 県内の市町村（7ヶ所）において試買調査の実施 

富山市 7月 22日 

10月下旬～11月 1日 

 

11月 1日 

みんなの消費生活展 

懸垂幕掲示 

 

商品量目試買検査会 

大豆の重さ当てクイズ、計量啓発パネルの展示 

計量記念日・計量強調月間周知懸垂幕を市庁舎

に掲示 

消費者の買上による商品量目検査 

高岡市 10月下旬～11月上旬 懸垂幕掲示 市庁舎に掲示 

23 石川県 10月 8日 計量のひろば 商品試買調査 キャンディ掴み取り、健康チェ

ック（血圧測定）、啓発チラシの配布等 

金沢市 10月 8日 計量のひろば 計量クイズ、ジュース甘さ測定、啓発パネル展

示、啓発用ティッシュの配布、電力量計 子メー

タの検定受検ＰＲ等 

24 福井県 

 

11月 11日～12日 

 

計量のひろば 計量器具等の展示、パネル展示、重さあてゲー

ム、ティッシュ・風船の配布 

福井市 11月 26日 私たちのくらしと計量展 福井市消費者まつりに計量コーナー出展 

 



 
 
 

 地域 期日 表題 内容 

25 滋賀県 10月 28日・29日 

10月下旬～11月 

計量教室 

計量記念日ポスターの配布・掲

示 

小・中学生を対象とした計量教室の開催 

県機関および県内市役所・町役場に配布・掲示 

大津市 11月 1日 街頭広報 ﾋﾟｱｺﾞｰ里山店において、パンフレットの配布 

26 京都府 10月～11月（予定） 

10月～12月 

11月上旬 

11月１日～30日 

消費生活展 

計量教室（試買検査） 

計量功労者等知事表彰 

計量月間 

 

パネル・計量器展示、重さ当てクイズ 

参加者を公募し、商品量目調査を実施 

 

計量関係事業者団体へ計量標語の配布、ポスタ

ー掲示等 

27 大阪府 １０月２６日・２７日（交野市

立青年の家） 

くらしと計量展（交野市消費生

活展） 

「交野市消費生活展」で計量展を開催（計量器・

パネル展示、クイズコーナー、健康器具体験コ

ーナー） 

１０月１７日（住吉公園） くらしの中の計量展（升の市） 「升の市」で計量展を開催（計量器・パネル展

示、健康器具体験コーナー） 

１１月３日 

（大阪府咲洲庁舎（WTC）） 

 

くらしと計量展（消費者フェア） 小学生を対象とした計量教室、計量器・パネル

展示、家庭用計量器無料診断、クイズコーナー、

健康器具体験コーナー 

１１月１９日 

（大阪府立弥生文化博物館） 

くらしと計量展（関西文化の日

事業） 

小学生を対象とした計量教室、計量器・パネル

展示、家庭用計量器無料診断、クイズコーナー、

健康器具体験コーナー 

１１月２２日 

（ホテルアウィーナ大阪） 

大阪府計量関係功労者等表彰式 大阪府知事及び(一社)大阪府計量協会理事長に

よる表彰状の授与 

１０月３日（大阪狭山市） 

１０月２４日（池田市） 

１１月６日（高石市） 

１１月１３日（羽曳野市） 

１１月１５日（大東市） 

１１月１６日（交野市） 

１１月２０日（泉大津市） 

１２月４日（貝塚市） 

商品量目調査 

商品量目調査 

商品量目調査 

商品量目調査 

商品量目調査 

商品量目調査 

商品量目調査 

商品量目調査 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

消費者団体と共催で商品量目調査を実施 

大阪市 10月 17日（住吉大社） 

 

11月 12日（市内百貨店）（午前） 

 

11月 12日（りそな銀行本店）（午

後） 

計量フェスタ（升の市） 

 

一日計量検査所長 

 

第 6回「はかる」シンポジウム 

ブース出展による計量体験、パンフ等配布によ

る計量啓発 

「はかる」シンポジウム出演のパネラー2名が一

日計量検査所長として商品量目検査 

第 1部 基調講演 

第 2部 パネルディスカッション 

堺市 11月 1日～30日 

10月 29日（美原区） 

11月 4日（北区） 

11月 11日（西区） 

11月 12日（南区） 

11月 19日（堺区） 

11月 17日 

 

11月中旬 

 

11月下旬 

 

11月（未定） 

計量強調月間 

区民まつり（フェスタ） 

〃 

〃 

〃 

〃 

家庭用計量器の無料点検 

 

一日計量士 

 

くらしのサポーター量目調査 

 

消費者大会 

ポスター掲示、事業所へポスター配布 

区役所等で開催のイベントで啓発グッズの配布 

        〃 

        〃 

        〃 

〃 

家庭で使用される計量器（体重計、調理用はか

り）の無料点検 

市長、消費者団体が一日計量士となって商品量

目検査 

くらしのサポーターが市内店舗で購入した商品

の量目調査 

パネル展示及び啓発グッズの配布 

八尾市 8月 21日～25日 

11月 14日 

消費生活展 

商品量目試買調査 

パネル展示、計量器の展示、パンフ配布等 

消費者団体に委託して実施 

守口市 11月中 計量強調月間 市広報誌にて記事掲載、ポスターの掲示 

吹田市 11月 18日 消費者フェア 2017 計量器・パネル展示等・計量ゲーム 



 
 
 
 
 

 地域 期日 表題 内容 

27 高槻市 10月 26日～27日 計量展(11 月の計量強調月間に先立

ち、消費者のひろば展と同時開催) 

重さ当てクイズ、家庭用計量器の無料診断 

豊中市 10月 28日 ｢暮らしと計量展｣ パネル展示、計量クイズ、家庭用計量器無料診

断（大阪府と共催） 

岸和田市 11月中 1日計量士事業 1日計量士による計量調査、商品量目当てクイ

ズの実施と啓発 

茨木市 11月中 

 

ポスター掲示、リーフレット配布、 

商品量目試買調査 

ポスター掲示、リーフレット配布、 

調査にかかる消費者協会への教育啓発 

28 兵庫県 10月～11月 くらしと計量展 

ポスター・パンフレット配布 

適正計量管理主任者講習会 

計量ゲーム、パネル・計量器展示、計量クイズ 

適正計量管理事業所等に勤務する計量管理担

当者を対象とした計量管理に関する講習会 

神戸市 10月下旬～11月上旬 

11月中 

 〃 

 〃 

横断幕掲示 

ポスター掲示 

計量教室 

計量講演会 

横断幕掲示 

ポスター掲示、事業所他へポスター配布 

試買テスト・ビデオ等 

市民・企業の計量担当者対象に実施 

尼崎市 11月上旬 

11月中旬 

計量キャンペーン 

くらしいきいきフェア 

リーフレット配布、ポスター配布 

リーフレット配布、家庭用計量器無料検査 

姫路市 11月中 ポスター掲示 ポスター配布掲示（学校、大規模事業所等） 

西宮市 11月 11日～12日 消費生活展 計量コーナーを出展、計量クイズ、リーフレッ

ト配布・ポスター配布(学校) 

伊丹市 11月 10日 家庭用計量器無料検査 体温計・ヘルスメーター・血圧計等の精度確認 

加古川市 11月中 ポスター掲示等 ポスターの掲示（庁内） 

明石市 11月中 

 

計量パネル展 

量目試買検査 

パネル展示 

市民による量目試買検査 

宝塚市 11月中 ポスター掲示等 パネルの展示、リーフレット配布 

29 奈良県 11月中 ポスターの掲示 ポスターの配布掲示 

30 和歌山県 10月中旬～11月中旬 ポスター掲示・パンフレット配布、 

広報誌への掲載、ラジオ放送 

ポスター配布掲示（市町村、振興局等）、パン

フレット配布、広報誌への掲載、ラジオ放送 

31 鳥取県 11月 3日 計量のひろば パネル展示、計量体験コーナー、重さ当てクイ

ズ、パンフレット配布 

32 島根県 11月中 ポスターの掲示 ポスターの配布・掲示 

松江市 11月中 ポスターの掲示 ポスターの掲示 

33 岡山県 11月 3日 

 

11月中 

計量の広場 

(岡山市主催行事に共催） 

ポスターの掲示 

アトラクション、展示・クイズコーナー等の補

助 

ポスターの掲示 

岡山市 11月 3日 計量の広場 

場所：岡山ジョイポリス ピロティ 

主催等：岡山市 

Ⅰ アトラクションコーナー、Ⅱ 展示コーナ

ー、Ⅲ 消費者啓発コーナー、 

Ⅳ 体力・健康測定コーナー、Ⅴ 計量マラソン

コーナー 

倉敷市 11月上旬 

 

家庭用計量器無料検査 

 

キッチンスケール、ヘルスメーター、体温計対

象 

34 広島県 10月下旬～11月上旬 

 〃 

10月中旬 

11月中 

図画ポスター表彰式 

計量に関する図画ポスターの展示 

ポスター配布 

懸垂幕掲示 

県内の小学生対象 

 

県内計量関係行政機関及び計量協会会員へ配布・掲示 

県庁・地方機関に掲示 

      〃 

広島市 10月下旬～11月上旬 

11月上旬 

10月下旬～11月上旬 

懸垂幕掲示 

どうぶつ重さ長さクイズ 

計量に関する図画ポスター展示 

 

ゾウ等の重さ・長さ 

小学生を対象  

 



 
 
 
 
 

 地域 期日 表題 内容 

34 呉市 

 

 

10月中 ポスター配布 計量関係事業所等に掲示 

福山市 10月 23日～31日 消費生活パネル展 計量啓発パネル展示、パンフレット配布 

35 山口県 10月初旬～11月初旬 

 

10月中旬～11月中旬 

 

 

10月 22日 

 

10月下旬～12月上旬 

懸垂幕掲示 

看板掲示 

公用車広告 

ポスター掲示 

 

記念日行事の開催(ふれあいフェ

スタ出店) 

強調月間横断幕掲示 

県山口総合庁舎に掲示 

計量検定所に掲示 

計量検定所公用車 3台にステッカー貼付 

県機関、市町、商工会、計量関係事業者等に配布・

掲示 

キャンディの重さ当て、計量クイズ、健康体力測

定、パネル展示 

計量検定所に掲示 

下関市 10月 7日～8日 計量クイズ キャンディの重さ当てクイズ、パネル展示 

36 徳島県 10月 12日～14日 徳島ビジネスチャレンジメッセ

2017(出展) 

計量器・パネル展示、ポスター展示、計量チャレ

ンジゲーム 

37 香川県 10月中旬～11月中 

11月 10日～11月 13日 

ポスター掲示 

計量パネル・機器展 

関係団体へのポスター配布 

パネルと機器の展示 

高松市 10月中旬～11月中 

11月 10日～13日 

ポスター掲示 

計量パネル・機器展 

庁舎に掲示 

パネル展示（香川県と共同） 

38 愛媛県 11月１日～30日 

11月上旬 

計量月間 

計量クイズ 

計量関係事業所等へのポスター配布 

動物の体重・長さ 

松山市 11月中 

11月上旬 

 〃 

ポスター掲示 

功労者表彰 

1日計量検査所長・取締員 

 

 

消費者代表による市内スーパーへの立入検査 

新居浜市 11月 13日～17日 

 

11月中旬 

市役所ロビー展 

 

1日計量巡視 

はかりの展示、計量啓発パネル展示、計量啓発パ

ンフレット配布 

消費生活モニターによる店舗立入、量目検査 

今治市 11月下旬 計量パネル展 

 

計量啓発パネル展示 

計量啓発パンフレット配布 

39 高知県 11月中旬 

11月 12日 

1日計量指導員 

図画・ポスター表彰式 

図画・ポスターの掲示 

消費者参加の商品量目調査 

県内の小中学生を対象とした計量に関する図画

ポスターコンクール  

県庁舎１階においてコンクール受賞作品を掲示 

高知市 

40 福岡県 11月 1日 

11月 10日 

11月 14日、16日 

街頭広報 

計量記念日式典 

計量のひろば 

啓発用チラシ・記念品配布 

知事及び各団体長の表彰並びに記念講演 

県下 2ヶ所で各 1日ずつ開設（計量器展示、パネ

ル展示、チラシ配布、体力測定、重さ当てゲーム等） 

福岡市 11月 1日 街頭広報 啓発用チラシ・記念品配布 

北九州市 11月１日 

 

11月 1日～11月 30日 

 

11月 11日 

街頭広報 

 

計量啓発パネル展 

 

消費者フェスティバル 

JR 小倉駅付近において、啓発用チラシや記念品

を配布 

市庁舎１階ロビーにおいて計量に関する啓発パ

ネルを展示し、各種パンフレットを配布 

市内の大型スーパーにおいて開催する消費者啓

発事業において、計量思想普及を目的に次のイベ

ントを開催 

１）大型天びんによる体重測定と記念撮影 

２）駄菓子のヤマカン計量ゲーム 

３）計量に関する啓発パネル展 

 ※計量に関する項目のみ掲載 

久留米市 11月 1日 街頭広報 啓発用チラシ・記念品配布 



 
 地域 期日 表題 内容 

41 佐賀県 10月中 

 

11月 11日に実施予定 

ポスター配布 

 

計量啓発イベント 

県内計量関係行政機関、計量協会会員及び各事業

所へ配布 

計量クイズ、重さ当てゲーム、チラシ配布 

42 長崎県 10月 29日 

11月中 

計量啓発イベント 

ポスター掲示 

啓発用チラシ、ティッシュ配布、計量クイズ等 

計量関係事業所、スーパー等 

長崎市 10月 29日 

11月中 

10月中旬～11月中 

計量啓発イベント 

ポスター掲示 

家庭用計量器無料検査 

啓発用チラシ・ティッシュ配布、計量クイズ等、 

スーパー・学校等対象 

 

43 大分県 11月 1日 

 

11月中 

街頭啓発活動(中津市内、豊後高田

市内、杵築市内) 

計量教室 ポスター掲示 

3市でリーフレット配布等 

 

大分市 10月 13日～14日 

11月中 

計量展 

1日計量パトロール 

キャンディはかり当てクイズ・パネル展示 

市民モニターによる量目調査及び意見交換会 

44 熊本県 11月１日～１５日 

11月 18日～19日 

パネル等展示 

くまもと計量フェア 

ポスター・パネル、計量器展示（県庁地下１階） 

重さ当てゲーム、時間当てゲーム、計量クイズ 

パネル・計量器展示（熊本県農業公園カントリー

パーク） 

熊本市 １０月１６日～１１月２日 試買量目審査会 

 

熊本私立幼稚園（１施設 ２０名） 

熊本市立幼稚園（１施設 ２０名） 

市立公民館（１施設 ２０名） 

 

45 宮崎県 10月 29日 計量のひろば パネル展示、記念品配布、計量ゲーム等、計量器

展示（宮崎県計量検定所と合同開催） 宮崎市 

46 鹿児島県 11月 1日 計量のひろば 

（鹿児島市と合同開催） 

健康と計量コーナー、食品と計量コーナー、計量

チャレンジコーナー、環境と計量コーナー 

鹿児島市 10月 24日～11月 30日 

 

11月 1日 

 

 

11月中 

横断幕の掲示 

 

計量のひろば 

 

 

ポスター配布・掲示 

「計量は暮らしの中の道しるべ」の標語入り横断

幕を掲示 

計量チャレンジコーナー、健康と計量コーナー、

食品と計量コーナー、環境と計量コーナー等 

市内関係各所 

47 沖縄県 11月 2日 

 
11月 6日～11月 10日 

計量のひろば 

（県と共催） 

パネル掲示 

計量器展示、質量当てゲーム、リーフレット、テ

ィッシュ配布等、計量器による体重測定、花・野

菜の無料配布 
ポスター・パネル展示、計量思想の普及・啓発の

ためのＤＶＤ上映 
【那覇市役所 1階】 

那覇市 

 


