
 

 

 

 

芳賀町長との意見交換会が実施されました 

8 月 1 日 芳賀町と芳工連との意見交換会が管理センター

大会議室にて午後 3時 30分から開催されました。 

意見交換会には、芳賀町依り豊田町長・坪川副町長・中鉢

教育長及び全ての課長様にも参加して頂き又、芳工連からは、

澤田会長をはじめ、各企業の方々13名の参加で活発な意見交

換がなされました。 

芳工連澤田会長依り、昨年の要望項目等に対して町の対応

についてのお礼の挨拶の後、芳賀町豊田町長より、平成 24

年度芳賀町行政経営方針についての説明が有りました。 

経営方針は、3項目の基本方針及び 4つの重点施策からなり、

それぞれの取組方針の説明がありました。 

(芳賀町の 3つの経営基本方針は以下の通りです) 

・ 精神的な充実を含め、豊かな生活を求めて努力する一人    

ひとりを支援。 

・町民の皆さまが本当に望むサービスを提供。 

・町民の皆様との信頼関係のもとに、開かれた町政で対話 

と協調による町づくりを推進 

その後、芳工連の各企業様よりの意見・質問 13 項目に対

して、行政担当課長から詳細な回答がありました。 寄せら

れた、13項目に対しそれぞれに詳細な誠意ある回答がなされ、有意義な意見交換会となりました。 

     芳工連より寄せられた意見・質問/芳賀町からの回答一覧です （要点のみ記載） 

No ご意見や質問事項 町からの回答 

1 工業団地内の交差点信号機に矢印信号の設置

を希望します。 

 

栃木県公安委員会が交通量や渋滞状況等を調査

したうえで判断。町としても情報の把握に努めま

すので、ご理解をお願いします。 

2 芳賀台 89-4 の信号機設置について未だに設置

されていない、現在の進捗状況は。 

地権者の協力が得られれば、財政状況に合わせ  

用地取得・工事を実施していきたいと思います。 

3 PSG から北に向かう道路の傷みが醜く、PSG 正

門前のアスファルトがひび割れ凹状態である。 

現地を確認したところ、車両の通行に支障が出る

ほどではないと思います。今後も状況を見て、痛

みが著しい場合は補修します。 

４ ひばりが丘公園 T 字交差点にあるマンホール

が隆起しています、補修をお願いします。 

現地を確認して業者に補修工事を発注しました。 

8月 2日確認（補修済） 

□ 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 河田 茂美 

‘１２／０９ 

第 101 号 

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


5 工業団地 西交差点近辺の道路、水溜りが多く

危険。排水口、排水路の見直し工事をしてほし

い。 

大雨が予想される場合には、事前にグレーチング

の清掃、滞留個所はゴミの除去対応をします。 

6 電線に枝がかかっており、危険な個所もある。

落ち葉の季節には、側溝の清掃も含め手間がか

かる。 

危険な状況を見つけた時には、東電に連絡をお願

いし、打上げがあれば東電が処理をします。 

各企業様にも清掃のご協力をお願いします。 

7 芝生が歩道のアスファルトを侵食し、歩行時に

危険を感じます。震災で歩道にひびや縁石・U

字溝が割れています、歩行者や自転車保護の為

に道路との境界に反射板や反射塗料等の対策

をお願いします。 

現地を確認して補修や設置を検討し、歩道部分・

縁石・U 字溝については、業者に補修工事を発注

しました。 

反射板等も現地確認をし、設置を検討しますの

で、ご理解をお願いします。 

8 自転車と自動車が共生できる道路・舗道の整備

をお願いします。 

 

課題も多く、現時点では既存道路の整備は困難で

す。財政状況を考慮の上、必要と思われる個所の

自転車レーンを設置していきます。 

9 大型車が高速で走る為にその振動で精密加工

時に悪影響がでる恐れがあるので、大型車両の

走行を規制して欲しい。 

 

振動防止を目的とした速度規制は無いようでが、 

道路構造に問題があるのであれば改良が必要と

思われますので、具体的な箇所を示して頂けれ

ば、警察署と協議します。 

10 ひばりが丘（公園）駐車場に水銀灯を設置して

ほしい。 

 

交通事故防止と公園駐車場の補助照明の両面か

ら、道路側の電柱に省エネの防犯灯の整備を検

討・樹木の剪定等により照度の回復を図ります。 

11 建物の安全検査を即座に実施して一番良い復

旧方法をアドバイスとか、全壊した機械の購入

支援等。 

全壊した機械は新しく購入しなければ生産が

再開できないのでこのような場合被害者は高

い購入費を支払った上に固定資産税を払う期

間が大幅に伸びるだけです。 

これも古い機械から新しい機械に引き継げる

とかの措置も考えられると思います。 

今後のエネルギー政策の動向も踏まえ省エネ

ルギーの設備や機器に更新する補助を拡充し

ていただきたい。 

技術的に町独自で建築の安全検査・復旧方法をア

ドバイスすることは困難です。全壊した機械設備

の購入への支援は、芳賀町中小企業振興資金制度

の対象となる設備資金であれば、特別利子補給制

度が活用できます。 

今回の震災時同様、今後も災害時の対応として、 

実情に即した新規特別支援制度の創設を検討し

ます。 

税制上についての特例として、固定資産税に係る

震災代替の特例措置が制度化されており、年度毎

減額する措置が受けられます。 
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省エネルギーの設備や機器に更新するのは、ま

だまだ費用がかさむのが現状です。今でも支援

制度はありますが、利用しやすいとはいえませ

ん。今後のエネルギー政策の動向も踏まえ、補

助を拡充して頂きたい。 

芳賀町の省エネ対策に係る補助金制度は、事業

所・事務所等への設置についても、10kw未満の設

備設置に対して、4 万円/1kw で限度額 15 万円の

補助金が活用できるよう改正しました。 
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省エネ対策として、設備（電球・蛍光管）を更

新した場合の旧設備の処分を無償でやってい

ただきたい。 

10 本程度は事業系ゴミとして有料処理になりま

す。 

 

芳賀町長との意見交換会は、行政に対して各企業様が持っている質問や課題を直接伝える事が出来、 

又、直接回答が得られる為、出席された各企業様には、有意義な意見交換会の場で有ったと思いました。 



■真岡警察署・県土整備部・各土木事務所への陳情 
7月 13日～8月 6日に掛け、澤田会長・宮崎・吉原副会長・前田交通防犯部会長にて、真岡警察署・真岡

土木事務所・宇都宮土木事務所・県土整備部に対し、交通渋滞緩和対策と交通安全施設の整備充実について

陳情に伺いました。芳工連として過去より継続的に陳情している項目について、今春『とちぎのみち開通宣

言』にて道路の供用が明確になった箇所も有り、各機関に対し感謝を申し上げました。 

真岡警察署に対しての交通安全施設(信号機設置)充実については、真岡署管内よりの設置陳情数は相当な

数になるが、実際に設置される信号機は年数ヶ所しか設置が出来ないとの事で、今後は継続的な陳情に合わ

せ、DATAを提示し優先順位を上げて頂く事の重要性を認識致しました。 

■交通防犯部会 
１）交通安全講習会が開催されました。 

8月 6日管理センター大会議室にて、真岡警察署交通課交通総務

係長 神長久夫様を講師に迎え、交通安全講習会を開催しました。   

講習会には、企業 27 社より 52 名の参加があり『交通事故防止

に向けた、確認の意義について』を受講しました。席上講師の神

長様が右手に持った携帯電話をかざし会場を移動すると、ほとん

どの受講生は、右手の携帯電話に気を取られ、左手がどの様な状

態になっているかは、全く意識が無い状態で、将に一点のみに気

を取られ全体を認識していない状態でした。 

車を運転している状態で、確認したつもりが実は確認漏れが存

在し事故につながる事が多々あると云う事は、この様な事なのだ

と受講したメンバーは改めて『確認』の意義について認識をした

講習会でした。 

最後に参加者の方の質問で、非常信号用具(発煙筒)に関して、

（最近時 LEDを用いた発煙筒が市販されているが、使用に関して

問題は無いのか？）と云う質問があり、後日改めて神長様よりの

回答で、道路運送車両の保安基準の資料と『要件をクリアしてい

る LED の発煙筒は使用しても問題ない(車検も含む)』との回答を

頂きました。改めて、参加された方々へ紙面をお借りし周知させ

て頂きます。 

2) 国道 408 号線北伸計画説明会 

8月23日宇都宮土木事務所の協力の下、国道408号北伸線（清原工

業団地～国道4号線）の現地説明会が行われ、説明会には、地元清

原地区の交通問題特別委員会メンバー・清原工業団地総合管理協

会等の方々30名程が集まり、工事の全体計画・路線等の説明を聞

きました。408号線の北伸工事は、清原工業団地より北上し、宇都

宮向田線を高架橋で渡り、さらに北上しテクノ街道をも高架橋で渡り、通称（線路道）に合流しそのまま北

上、宝積寺駅手前の奥羽本線を高架で渡ると直ぐに、左に大きく円弧を描いて4号線に合流するルート構想

の様です。 宇都宮土木所管内としては、工事終了予定については、平成28年頃を目指しているようですが、

工事着工迄には地権者の方々の理解を得る事等多くの課題が山積しており、工事期間以上の時間が必要かと

思います。 



芳工連日誌 

【08月の実績 】 

01日 芳賀町長との意見交換会 

04日 芳賀町ロマン花火大会開催 

06日 交通安全講習会開催 

06日 栃木県県土整備部・交通インフラ陳情 

13日～15日 休館日 

17日 宇都宮・清原・芳賀工業団地情報交換会 

23日 国道 408号線北伸計画説明会 

23日 芳賀郡市公衆衛生協会理事会 

24日 環境整備部会情報交換会 

31日 芳賀町観光協会理事会 

31日 交通防犯・安全衛生部会情報交換会 

【09月の予定】 

06日 労働衛生週間説明会 

19日 第 2回役員会開催 

20日 普通救命講習会 

21日 のぼり旗設置 

21日～30日 秋の交通安全運動 

24日 交通街頭指導 

26日 資源ごみ回収日 

■3 部会情報交換会の実施 
1）環境整備部会・安全衛生部会＆交通防犯部会の情報交換会開催 

8月 24日市内にて環境整備部会、8月 31 日、安全衛生部会＆交通防

犯部会合同の情報交換会がそれぞれ開催され、いずれの情報交換会に

も、多忙の中、大勢の部会員の皆様に参加をして頂きました。 

部会の会議や活動では、時間の制約もあり事務的な対応になりがち

ですが、この情報交換会では、アルコールで舌を滑らかにしながらの

情報交換で、会員相互の親睦を大いに図る事が出来ました。 

特に、安全衛生部会・交通防犯部会合同の情報交換会は、初顔の方々

も居り、部会活動の他、仕事や趣味の話に花が咲くなど、企業人とし

てのネットワーク造りにも寄与出来、実り多い合同情報交換会でした。 

いずれの情報交換会も盛大で、今後の部会活動が、更に飛躍が出来

ると確信した情報交換会でした。 

■近隣工業団地情報交換会実施 
１）清原・宇都宮・芳賀の情報交換会が実施されました 

清原工業団地総合管理協会・宇都宮工業団地総合管理協

会・芳賀町工業団地連絡協議会との情報交換会が 17 日

芳賀町内にて開催されました。 宇都宮工業団地総合管

理協会富永専務様より挨拶の後、情報交換会がスタート

しました。 宴途中より参加者全員の自己紹介等があり、

和やかな交換会となりました、仕事の関係上各工業団地

の担当者様とは電話でのやり取りの在るものの、直接お

会いする事は少なく、初めて参加させて頂いた自分にと

って、今後は今迄以上に仕事がし易くなると感じた情報

交換会でした。 

事務局雑感  

 帰宅際に太陽の高さがいつの間にか低くなっている

のに気が付きました、心なしか影もすこし長くなってい

ます！今日は、事務所に珍客(コオロギ)も来ています。   

処暑も過ぎ、過ごし易くなる季節、何かとイベントも多く、抜けもれが心配ですが、急いては事を仕損じ

ると云う様に、ここは一つ深呼吸をし事に当ります。 


