
 

 

 

 

 

 

 

 

■役員会の実施 
1）平成 24年度 第 1回役員会開催 

第 1 回目の役員会が 6 月 18 日開催されました、冒頭澤田会

長より、昨年は震災に見舞われ会員企業様にも少なからずの影

響がありましたが、今年は一転して、全ての企業の業績が向上

する事を願いたい、連絡協議会としても、企業様や各部会と協

力し陳情等の活動を進め、安心・安全な環境造りを進めて行く

と云う力強い挨拶の後、案件の審議に入りました。 

第 1回目の役員会での審議案件は、7案件で、 

１～２）08月 01日開催の芳賀町豊田町長との意見交換会開   

催及び 10月 12日開催の栃木県産業労働観光部長との意見交

換会について各項目と展開日程伴に承認されました。 

３）警察・土木事務所等への継続的な陳情とその対応については、陳情内容精査終了後、各行

政との日程調整に入り順次対応することが承認されました。  

４）芳賀ロマン花火開催に伴う 2012 年度協賛について、例年同様各企業様に協力を願う事で了

解されました。 

５）小山高専のインターシップ募集について、各企業様への情報提供を行う事で承認されました。 

６）次回役員会開催の日程検討については、産業労働観光部長との意見交換会対応などが主な議

題になることから、9月 18日の週に開催する事が了承されました。 

７）芳工連慶弔規定改定については、芳工連活動に対して功績の有った方への感謝の気持ちを 

明文化させて頂く事の提案で、提案通り了承を頂きました。 

 

2）新旧役員歓送迎会開催 

6月 18日、市内 雅秀殿に於いて、新旧役員歓送迎会が、中

山総務企画部会長の司会のもと開催されました。副会長宮崎様

の乾杯の発声で宴がスタートされると同時に、各テーブルから

は大きな笑声や、旧役員様の労をねぎらう声が聞こえました。    

河合前会長・飯塚前事務局長よりの挨拶では、震災時で甚大な

被害を受けたにもかかわらず、数カ月で復活し、さらに生産ラ

インを増やすなどした企業の底力の大きさや、行政への陳情な

どの思い出話しも聞かれ、楽しい一時を過ごす事が出来ました。

時間の経つのも忘れる程に酔いも廻る頃、賑やかな歓送迎会も、

安達総務企画副部会長の天にも届く大きな声での一本締めで無

事〆括られました。  河合様 佐藤様 飯塚様永い間お疲れ

様で御座いました。 

時には、芳工連事務所に御出でになり、叱咤激励のお言葉をお

掛けください。 
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■交通防犯部会 
1）交通安全環境巡視の実施 

6月 22月 15時から前田交通防犯部会長、中山・根本両副部会長、河田事務局長の 4名で工業

団地内の交通安全に関する巡視を実施しました。まずは、昨年指摘が有り改善された箇所の再確

認の結果、現状についても問題無い事を確認し、再度団地内の巡視を行いました。その結果、道

路・緑地帯・企業様敷地の 8個所について、不安全な要素であるとの認識から、指摘させて頂き

街頭箇所については、早急に関係機関（者）に連絡を行い対策を、お願いをする予定で御座いま

す。 

『打ち上げ箇所 （８箇所）』  

主な打ち上げ内容(要約) 

① ② 道路沿いの樹木が生い茂り、 

交通標識が認識できない。 

② ④ 路面の案内表示・止まれの警告表示が 

消えかかって認識できない。 

⑤ 道路脇の樹木が道路に覆い被って 

   走行に支障を来す。 

⑥ 企業様の緑地帯樹木が伸びすぎ 

   歩道にはみ出し歩行に支障。 

⑦ 歩道に植栽されている樹木周りに 

   雑草が生い茂り歩行に支障。 

■総務企画部会  
1）第 1 回総務企画部会開催 

6月 14日 総務企画部会が開催されました。総務部会は、各

種研修の企画立案を担当している部会でもあり、各方面との調

整が必要な項目も多々あり、詳細については事務局との連携で

決定とする方向で意思統一がなされました。 

又、親睦会活動については、ボウリング大会を 7 月 18 日に、

第 5回担当者ゴルフ大会を 11月 1７日にそれぞれ開催すること

を決めました。部会情報交換会は、第 2 回部会会議を兼ね 10

月 19日に開催と決定し全ての議事は終了いたしました。 

■環境整備部会 
1）第 1 回環境整備部会開催 

6月 14日 14：00から第 1回目の部会が開催されました。 

14時に芳賀町工業団地管理センターに集合後、ひばりが丘公園

の花壇にベゴニアの花を植栽と同時に豊島部会長と河田は、工

業団地内の環境パトロールを実施、企業の保有するグリーン帯

部の雑草刈取りを各企業に依頼を致しました。         

花壇への植栽終了後部会に移り本年度計画をしている内容

の確認と日程の確定を行いました。主な事業は、町と連動した

クリーン作戦、環境整備の先進工場見学と研修会、情報交換会

については、8月 24日と早々決定されました。皆様、ご多忙の

中での花壇のお手入れご苦労さまでございました。 

参加された皆様 暑い中 ありがとうございました。 
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■安全衛生部会 
1）第 1 回安全衛生部会開催 

6 月 15 日管理センター小会議室にて、第 1 回目の部会が 13

名の参加で行われました。挨拶の席上藤枝部会長から真岡労働

基準監督署管内の定期健康診断での有所見者が多い事、普通救

命講習会につては、案内とほぼ同時に定員になる事などの話が

ありました。今回の議題は、活動内容の詳細の日程と、『健康

づくり講習会』の取り組みテーマの検討が行われました、席上

各自からの意見をまとめ上げ、メンタル関係について開催する

内容で方向性を確認しました。 

例年開催されている情報交換会開催については、交通防犯部会との共催予定で、8月中に実施す

る方向となりました。 

最後に、次回の部会開催を、10月 23日に開催することを決め会議は終了しました。 

2）有所見者研修会の実施 

6月 15日管理センター大会議室で開催されました。 

本研修会は、真岡労働基準監督署管内の企業の定期健康診断

の有所見率が平成 20 年以降減少傾向を維持していたが、平成

23年度は大幅に増加に転じた事を真摯に受け、開催されたもの

です。講演を前に真岡労働基準監督署産業安全専門官増渕様よ

り、管内に於ける労働災害の概要等のお話の後、宇都宮セント

ラルクリニック理事放射線科医 佐藤 俊彦先生の講演がス

タートしました。 

演題は、『100 歳まで現役で生きる人のシンプルな習慣』 震災後発生した、原子力発電所の

事故での放射能による被爆の影響からの切り口で、生涯に渡る健康管理について、熱く語られ出

席者の多くは熱心に耳を傾けておりました。 

 講師の佐藤先生の著書 『100歳まで現役で生きる人のシンプルな習慣』が参加された全員に 

プレゼントされるなど、Surpriseも有り出席者一同大変喜んでおられました。 

『100歳まで現役で生きる人のシンプルな習慣』をお読みになりたい方は 

管理センター事務所にも御座いますので御声をお掛けください。 

■団管連理事会開催 
1）栃木県工業団地管理連絡協議会 理事会開催される 

栃木県工業団地管理連絡協議会理事会が宇都宮市内のホテ

ル・ニューイタヤにて 6 月 13 日県内 8 工業団地管理団体が集

まり、栃木県産業労働観光部長小林様、産業政策課長山口様を

来賓にお迎えをして開催されました。 

席上来賓の小林部長様からは、県内の景気動向に関して及び

電力供給に関し県としても、東京電力・国に対して再度要望書

を提出した事などの内容の挨拶を頂いた後、清原工業団地総合

管理協会・丸山理事長の議長のもと、議事の審議に入り 23 年

度予算の事業報告・収支決算報告があり、芳工連荒井監事様より関係帳票類に間違いのないとの

会計監査の報告で議案は全て承認されました、その後、24 年度予算案・事業計画案が提案され

慎重な審議の後全ての案件について承認されまた。 出席の各理事より、各工業団地の現状が報

告され、リーマン・震災・タイ洪水等の影響について脱しつつはあるが、未だ依然と厳しい状況

にあるとの報告、又、電力値上げ申請の動き・供給不足等を懸念する団体も多く、予断を許せな

い状況であるとの厳しい状況を再度認識させられました。 



芳工連日誌 

【06月の実績 】 

13日 芳賀町ロマン花火実行委員会開催 

13日 団管連理事会 

14日 総務企画部会開催 

14日 環境整備部会開催 

15日 有所見者研修会 

15日 安全衛生部会開催 

18日 第１回役員会開催 

19日 芳賀南小学校社会科見学会 

22日 団地内交通安全環境総点検 

28日 資源ごみ回収日 

【07月の予定】 

03日 商工会財務委員会 

10日 わかものサポート芳賀町開催 

11日 交通防犯部会開催・ノボリ旗設置 

13日 普通救命講習会 

18日 交通安全街頭指導 

18日 第 27回ボウリング大会 

20日 交通防犯部会のぼり旗撤去 

23日 団管連幹事会開催 

25日 資源ごみ回収日 

26日 クリーン作戦実施 

 

 

 

■芳賀南小学校の３年生が来ました 
1）芳賀南小学校の 3年生がやって来ました 

町内の芳賀南小学校の 3年生 53名が、社会科教育の一環で、

町内の公共施設がどの様な働きをしているかを学ぶ為に管理セ

ンターにやって来ました。 

管理センターからの説明は、会議室や体育館をどんな人が利

用しているか、何人ぐらいの利用者がいるかなど又、工業団地

は、何の為に作られたのか、どんな会社が有るのか、説明をさ

せて頂きました。御出でになった 53名全員が熱心にメモを取る

姿に、自分自身小学生の時の役場見学を思い出しました。 色々

な質問の中で、答え窮する質問もあり、楽しい時間を過ごさせていただきました。 

 

■福田知事が御出になりました 
１）福田栃木県知事の事業所訪問 

6月 7日 福

田栃木県知

事が、(株)

栗崎歯車製

作所宇都宮

工場に御出

でになりま

した。 

知事は、時間の許す限り県内で操業をしてい

る企業を訪問している様で、自動車エンジン

に用いる歯車の、量産の為の仕様決めを行う

歯車を製作している当工業団地の(株)栗崎歯

車製作所を選ばれたようです、到着後知事は、

栗崎社長より会社概要の説明を受けた後、工

場内の見学に入りました、普段見る事の出来

ない歯車の加工機を覗込み、かなり専門的な

質問をするなど、時には、若手技術者と気楽

に話すなど普段の政務では見ることのできな

い知事の一面が垣間見られました。 

栃木県知事と云う要職に在りながら、ご多忙

の中を御出で頂きありがとうございました。 

事務局雑感  

梅雨入り前の雨は、木々の緑を濃くし青々と

した葉を大きくしていきますが、梅雨は、心

まで湿らす感じがします・・・・梅雨は別名 

麦雨とも言われています、麦の産地の芳賀野

には、梅雨より 麦雨 がふさわしく感じますね。さて、梅雨空の 6月、芳工連の役員会、各部

会も開催され、本格的に活動がスタートしました。事務局のメンバーもスロットル全開です。 


