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■第 4 回役員会開催 

3 月 14 日、役員の 11 企業 14 名が出席し、総会に向けての

対応を審議致しました。 

議題は、実施事業の報告や来期の事業計画の基本的な部分の

意思統一、また、総会の日程も決めました。 

 

議 題 

１）実施事業報告 

第 3回役員会以降実施の賀詞交歓会など役員会実施の事業６項目の結果報告が説明され、

了承されました。しかし、話題となったのは、団管連から、電力料金抑制のお願いを栃木

県福田知事にお願いした所、団管連の要望を受け入れ、福田知事から東京電力へ「電気料

金値上げの適切な見直しに関する要望」が陳情されました。 

その要望に対し、東京電力の西澤社長から平成 24年 2月 17日付けの回答内容が紹介さ

れましたが、企業からは回答内容に不満の声が聞かれました。企業環境が厳しい中、コス

トを押し上げる電力料金の値上げは、各社関心の高い所ですね。また、栃木県庁の電気代

の負担も相当なもですから、知事自身も危機感を持っておりました。 

 

２）来期の計画 

①事業内容について 

今期の収支は、収入 927万円、支出 886万円、残高

41万円の見込み。今期の実績から、来期は、下記内容

とする。 

ⅰ.事業内容：平成 23年度と同じ事業内容とする。 

ⅱ.会費  ：均等部分の会費は、被災を考慮し、９

万円のところ、平成 23年度と同じ様に、

6万円とし、3万円割引。 

ⅲ.予算  ：来期も会費を割引するので一般会計は不足する。従って、特別会計から

100万円一般会計に繰り入れた予算を立案する。 

 

②次期役員候補について 

  総会に提示する次期役員候補並びに正副部会長候補者の意思統一を図りました。一部

の企業様では、異動が明確になっていますが、後任が明確になり次第更新をする。 

 

③日程について 

第 23回総会開始日程：平成 24年 5月 18日（金）と決めました。 

□ 発行 芳賀町工業団地連絡協議会         □ 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台 ９８        □ＴＥＬ ０２８（６７７）５０３３ 

□ http://www.hokoren.com                   □ E－Mail : information@hokoren.com      □編集責任者 飯塚 政雄 
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↑ 挨拶する河合会長 

↑ 議題審議の役員の皆様 

http://www.hokoren.com/
mailto:information@hokoren.com


2 

■全 4部会開催 

3月 7日と 8日の 2日間で、4つの部会を開催し、実施した事業報告の反省や、今期の経費

の実績見込みから、来期の基本計画や次期正副部会長を決定しました。 

 

●総務企画部会 

3月 8日、11企業 13名が出席して開催しました。 

研修会や親睦会のゴルフ大会など 6項目の活動を報告

致しましたが、異論もなく承認されました。 

尚、芳工連保育支援協議会の報告では、芳賀町の保育

園の広域保育状況は、平成 23年 9月時点より 13名増加

しているとのことです。芳賀町が大勢の広域保育を受け

入れて頂いていることに感謝します。 

来期も、今期と同じ内容の事業内容で、正副部会長も、

同じメンバーで対応することとなりました。 

 

●環境整備部会 

3月 8日、11企業 13名が出席して、開催致しました。 

第 2回花壇の花植えや 2回のクリーン作戦など 6項目

の事業活動について、報告され承認されました。 

また、資源ゴミの 2月迄の回収実績は、28,5トン回収

し、リサイクルされました。 

来期の計画は、今期と同じ事業内容としますが、クリ

ーン作戦は今期 4回を、ゴミが少ないことから来期 3回

とする。正副部会長は、同じメンバーで対応する。 

 

●安全衛生部会開催 

3月 7日、10企業 13名が出席して、開催致しました。 

健康づくり講習会など 5項目の事業活動が、報告され

承認されました。 

来期の計画は、今期と同じ事業内容ですが、普通救命

講習会は、受講者数の関係や事務局の負担から、6回開

催を 5回の開催とする。副部会長は、1名変更し、部会

長と副部会長 1名は同じメンバーで対応する。 

 

●交通防犯部会開催 

3月 7日、12企業 14名が出席して、開催致しました。 

安全運転講習会や街路灯設置など 5項目の事業活動が、

報告され承認されました。 

また、地域住民からの要望の交通安全に関しては、3

月 22日に通達を発行、全会員に協力を御願いしました。 

来期の計画は、今期と同じ事業内容とします。また、

正副部会長は、全て変更することで決まりました。 

↑ 総務企画部会員の皆様 

↑ 環境整備部会の皆様 

↑ 安全衛生部会の皆様 

↑ 交通防犯部会の皆様 
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●普通救命講習会開催 

3月 2日、普通救命講習会が、10社 16名が参加して開催

致しました。講師は、何時もの通り真岡消防署芳賀分署の

皆様に対応して頂きました。 

家庭や職場で事故に遭遇した場合、救急車が到着するま

での正しい「救命処置」で、生存率が大幅に向上します。 

講習内容は、事故者を救急車に引き継ぐまでの、正しい

救命処置とその手順を学ぶものです。 

また、心肺停止状態に陥った時の強力な心肺蘇生機器で

ある、「ＡＥＤ」（自動体外式除細動器）が職場や公衆の場

所に普及して参りましたので、それの正しい使用法を習得します。 

なお、普通救命講習会は、平成 23 年度は、奇数月に開催しましたので、年 6回開催し、受

講者は、述べ 110 名が受講致しました。芳工連会員企業の職場が、より安全性が向上したと

云えるでしょう。イザという時は、受講者の救命処置の実践をお祈りしています。 

 

■第 4回団管連幹事会開催 

3月 12日、宇都宮工業団地総合管理協会において、平成 23年度第 4回幹事会が開催されま

した。芳工連からは、事務局長の飯塚が参加しました。 

議題は、平成 23年度の総会に向けての審議ですが具体的には、①平成 23年度事業報告並び

に収支報告、②平成 24年度の事業計画並びに収支予算案の審議を行いましたが、事務局提示

の内容で承認されました。 

県からは、知事や産業労働観光部長との意見交換会の場で、結論の出なかった項目のその後

の進捗状況の報告がありました。追跡報告は、その後が分かって、良いことですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■芳賀町交通安全対策連絡協議会 

3 月 22 日芳賀町農業者トレーニングセンターにおいて、標記の協議会が開催されました。

芳工連からは、鵜川交通防犯部会長と事務局長が参加しました。 

平成 24 年度の芳賀町の交通安全対策推進計画、年４回の交通安全運動が承認されました。

芳工連の交通安全活動も、芳賀町の内容と連動して活動を行います。

No 意見交換時の項目要約 現在の進捗状況（県の報告内容） 

１ 
三日市台交差点の排水が悪く雨が降

ると水浸し、その対策のお願い 

排水性能の向上工事を、3 月 23 日完了予定で

推進中 

２ 
企業が太陽光発電装置を設置の場

合、補助金制度を設けたらどうか？ 

平成24年度予算で、中小企業が設置の場合は、

融資制度を利用出来る様にした 

３ 
放射能測定と安全証明書は当面無料

ですが、継続して欲しい 

平成 24年度も無料で対応します。今後とも当

面無料を考えています 

４ 
大塚バイパスの「台の原交差点」の

工事の推進のお願い 

信号機が最も遅く、平成 24年 5月頃供用出来

る予定です 

５ 
県道宇都宮・茂木線の三日市から祖

母井の間の工事推進のお願い 

23年度中に 93％で、以降進んでいない 

（芳賀町の情報では、25年供用開始で進捗） 

６ 
工業用水の油流入対策として、井戸

を掘るなどの対応を提案します 

平成 24 年 25 年度の 2 年間かけて、給水が止

らないように、配水池を新設する 

↑ 普通救命講習会 
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芳工連日誌 

【 03月の実績 】 

02日 普通救命講習会 

07日 安全衛生部会 

07日 交通防犯部会 

08日 環境整備部会 

08日 総務企画部会 

12日 団管連幹事会 

14日 役員会 

15日 地産地消「惣誉」実行委員会 

21日 地産地消「惣誉」を愛する会開催 

22日 芳賀町安全対策連絡協議会 

22日 商工会理事会 

28日 資源ごみ回収日 

 

【04月の予定 】 

 05日 交通安全のぼり旗設置 

06-15日 交通安全県民総ぐるみ運動 

 09日 交通安全街頭指導 

11日 新入社員研修会（前半） 

12日 新入社員研修会（後半） 

13日 芳工連役員並びに正副部会長会議 

 16日 交通安全のぼり旗撤去 

25日 資源ごみ回収日 

26日 芳賀町雇用対策会議 

 

●地産地消「惣誉」を愛する会開催 

3月 21日、ロマンの湯大広間にて、120名が参

加し、地産地消「惣誉」お愛する会を開催しまし

た。芳工連から 8名が参加しました。 

挨拶は、主催者

の斎藤惣一様、豊

田芳賀町長、惣誉

の河野社長の後、

岩村芳賀町議長

の乾杯のご発声

で愛する会は、開

始されました。 

地元産の野菜を使った多くの料理やデザート

が提供されました。お酒の「惣誉」は、芳賀町産

の酒米五百万石を使ったお酒など、7種類のお酒

をご提供いただきました。 

非売品の生酒、「大吟醸しずく」は、お一人様

グラス一杯の限定でしたが、旨味が口の中いっぱ

いにひろがり、飲み込めば、食道を通っているこ

とが分かります。これは、効きますね！ 

会は、盛況なうちに、お開きとなりました。 

 

●事務局長が交代 

4月 1日付けで、飯塚事務局長は退任し、新た

に、河田茂美氏が事務局長に就任しました。 

河田氏は、㈱本田技術研究所勤務時代に、芳工

連の総務企画部会に所属して、活動に携わりまし

たので、会員の皆様の

中には、ご存知の方が

多いと思います。 

後任の河田氏をよろ

しくお願いします。な

お飯塚は、事務引き継

ぎの関係で、総会終了

の 5 月末迄在籍します

が、こちらも今しばらくよろしくお願いします。 

 

●芳賀町商工会理事会開催 

3月 22日、商工会理事会が開催されました。議

題は、平成 24 年度 1 月～3 月の事業実績並びに

収支が報告されました。これらは、ほぼ計画通り。 

平成 24 年度の計画は、一般事業として、芳賀

町立地企業との交流会やＢ級グルメの推進が提

案されておりました。 

尚、総会は、5月 23日（水）です。 

 

●少し早いが、飯塚の退任挨拶 

事務局長として最後の4部会が開催されました

が、最後に退任のご挨拶をした後だったので、写

真撮影では、各部会とも、私を前面に押し出して

の撮影となりました。 

どの写真もすごく出過ぎの感がありますが、代

わりの写真もないので、そのまま掲載します。一

生に一度のことなので、お許し下さい。 

私の就任から、退任迄ですが、 

平成 20年 04月 事務局長就任、景気上向き 

平成 20年 09月 強烈なリーマンショック 

平成 21年 10月 芳工連の 20周年記念実施 

平成 22年 05月 有所見者多く講習会を要望 

平成 23年 03月 東日本大震災、原発事故 

平成 24年 03月 局長退任、景気見通し立たず 

激動の 4年間でしたが、芳賀町並びに皆様のご

支援で勤めることが出来ました。成果は、工業団

地に街路灯をコツコツ設置し続け、大変明るくな

り、あと一息のところに来ました。皆様に感謝！ 

6月からは、外野席から応援します。 

河田茂美様 

↑ 芳工連からの参加者 


