
 

 

 

 

■第 2回役員会開催 

9月 19日 15:00より当会議室に於いて、第 2回芳工

連役員会が開催されました、会議前半は、7 項目の報

告事項、特に今年開催の芳賀ロマン花火協賛について

は、昨年実績を上回る企業様の協力が得られた事、又

10 月 19 日開催の商工会と立地企業との交流会につい

ての開催要領の報告・参加御願いをさせて頂きました。  

芳工連の４部会の進捗状況については、計画通り推

進されており、懸案・課題等は無く順調に推移してい

る旨ご報告をさせて頂きました。    

後半の審議については、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

企業様より提案された、意見・要望 8項目について、芳工連として CONSENSUSが得られるか精査し

て頂き、結果 3 項目を、芳工連の意見・要望として、9 月 21 日県産業労働観光部産業政策課へ提

出をし、10月 12日に回答を頂く段取りとなりました。 

意見交換会当日は、前半立地企業様の視察となっており、今回は㈱栗崎歯車製作所・宇都宮工場

様の協力が得られ訪問をさせて頂く事、後半は意見交換会を前に、㈱ピーエスジー・AGCオートモ

ーティブ高橋㈱様の両社による、立地企業の会社概要説明について、それぞれ承認を頂きました。 

（意見交換会の質問事項の意思統一について） 

意見交換会の質問や意見については、事前に企業様より打ち上げのあった項目を、事務局で取り

纏めその内容については、役員会にて工業団地の課題か、或いは、多くの会員・企業様に該当する

かなどを基準とし、質問項目の採否を決定致しました。 

結果、企業様から打ち上げのあった 8項目を一部集約し、3項目とさせて頂きました。 

※ 意見交換会の要望項目要約  

１電気料金値上げに対する県としての対応 

・将来、電気料金値上げが表面化した場合、産業界にとっては、経営環境に大きな影響を及ぼす為、県と

しての見解について伺う。 

２自転車・自動車が共存できる道路作り 

・幹線道路に於いては、自転車・車それぞれに共存できる環境では有るが、一部自転車通勤者に 

 とっては、安全・安心な環境とは云無い箇所もあり、自転車走行に適した環境整備をお願いする。 

３交通安全施設(信号機)の整備充実について 

・工業団地周辺の道路環境が整備されるに従い、動線等の変化により、渋滞発生箇所が変化し  

工団地内に於いても渋滞が発生してきており、それに伴い交通安全施設(信号機)充実のお願いと、現状

の進捗について伺います。 
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■全国安全衛生週間について 
全国安全衛生週間説明会開催 

今年で 63回を迎える全国安全週間は 9月 1日～9月 30

日迄を準備月間として、10月1日～7日まで実施されます。    

説明会は、9月 6日真岡市青年女性会館にて、真岡労働

基準監督署管内の企業が集まり開催されました。      

席上、真岡労働基準監督署署長より、定期健康診断での

有所見率について、近年減少傾向に有ったものの、23年

度には増加に転じている事、各企業での過重労働対策とし

て、長時間労働者に対して面接指導など、適切に指導がな

されている事、一方、労働災害の発生件数は、前年を大

幅に上回り、今春、真岡地区緊急労働災害防止運動が展

開された旨話がありました。 

全国労働衛生週間実施要領については、労働基準監督

署樋浦安衛課長様より、実施要領についての詳細説明が

有りました、その中でも、職場におけるメンタルヘルス

対策の取り組みが重要な課題となっている事、今年は、

第 11次労働災害防止計画の最終年となる為、労働者の労

働障害の防止、メンタルヘルスケアに積極的な取り組み

をして頂きたいとの説明が有りました。 

今期スローガンは、『心とからだの健康チェック みんなで進める健康管理』 

■交通防犯部会 
１）交通安全のぼり旗設置。 

9月 21日から 9月 30日までの期間、秋の交通安全県民

総ぐるみ運動が展開されました。芳工連交通防犯部会で

は、展開初日の 21 日午前 10 時より、メンバーにて、管

理センター前交差点・芳賀台交差点の 2 箇所に交通安全

啓発の横断幕・のぼり旗の設置を行いました。 

朝からの曇天で開始時間前には小雨となってしまいま

したが、山王テック山田様・品質改革センター小林様の

適切な作業指示により、短時間で取り付けが終了いたし

ました。通行する多くの方々の目に留り、交通事故が  

1件でも少なくなる様にと願いながらの作業でした。 

２）交通街頭指導の実施 

9 月 24 日 07：30～管理センター前の交差点において、

真岡警察署並びに芳賀町・地域自治会・町議会議員・芳

工連等各種団体の方々による街頭立哨を行いました。 

街頭立哨に先立ち、芳賀町豊田町長から、町内の交通

安全への取り組みについて、又真岡警察署長からは、栃

木県内では年当初から減少していた交通死亡事故が 6 月



より増加に転じ、8月には交通事故多発警報が発令されるなど、死亡事故が続発している異常事態

となっており、特に見通しの良い十字路交差点において、車両同士が出合い頭に衝突する重大交通

事故が発生している旨の挨拶を頂いた後、交差点で、信号待ちをしているドライバーに安全運転の

励行のお願いをさせて頂きました。 

3）真岡地区安全運転管理者協議会による 管理センター前交差点にて 緊急街頭広報活動 

9 月 28 日 13:30 より栃木県安全運転管理者協議会・真岡警

察署主催の 緊急街頭広報活動が管理センター前交差点にて

展開されました、8月に、交通事故死多発（全県）警報が発令

される異常事態を受け、栃木県安全運転管理者協議会真岡支部

管内の主要交差点において、緊急街頭広報活動(街頭立哨)が展

開されました。 

管理センター前に於いては、ホンダエンジニアリング 徳丸

氏をはじめ、工業団地内の運転管理者 20 名程で対応し、信号

待ちの運転手さんに対し、交通安全への啓発の品物を配り、安

全運転励行のお願いをさせて頂きました。 

４）平成 24年度 街路灯設置の要望 
前田交通防犯部長と河田の 2名にて芳賀町総務課、上野課長

様に対し街路灯の設置についてお願いに伺いました。    

打ち上げを前に、12 日に設置場所の事前確認を実施、17 日夜

を待ち、前田交通防犯部会長と改めて要望個所について必要性

の有無について精査を実施し、18 基の設置を決定しました。 

内 4 基については、芳工連よりの寄贈とさせて頂く事とし、9

月 21日 設置要望を町に提出をさせて頂きました。 

皆様も夜間、自転車等で工業団地内を走られた際に街路灯が

必要と思われる場所がございましたら、是非ご一報頂ければ、

実現に向け努力させて頂きます。 

■安全衛生部会 
１）第 3 回普通救命講習会の開催 

今年度 3 回目になる普通救命講習会が 9 月 20 日管理センタ

ー大会議室において、講師に真岡消防芳賀分署の皆様をお迎え

し 14社、23名が参加し開催されました。 

講習内容は、普段の日常生活の中では、いつ、怪我や病気に

襲われるかは、予測がつかなく、万が一緊急事態が発生し、救

急車が到着するまでの間「適切な応急手当」が救命のカギを握

る為、救急車が到着する間に対応できる基礎（迅速な心肺蘇

生・迅速な除細動）について学びました。 

冷房は効いている会議室にも拘わらず、実技を学ぶ受講生の

額からは玉の様な汗が流れ落ち、真剣さがひしひしと伝わって

きました。 

今回講師を務めて頂きました、芳賀分署の菱沼様・吉沢様・

印波様夜勤開けのお疲れの処、本当にありがとうございました。 



芳工連日誌 

【09 月の実績 】 

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 

28日 芳賀町ロマン花火第 4回実行委員会 

【10 月の予定】 

01日 交通防犯部会 

02日 健康づくり講習会 

04日 商工会工業部会幹事会 

05日 第 3回商工会理事会 

12日 栃木県産業労働観光部長との意見交換会 

13日 平成 24年度地域安全運動真岡地区大会 

15日 企業労働災害防止協議会会議 

17日 若手研修会 

19日 総務企画部会情報交換会 

19日 商工会・立地企業との意見交換会 

24日 資源ごみ回収日 

25日 第 3回クリーン作戦 

 

■保育支援協議会開催 
１）第 1 回保育支援協議会会議開催 
9 月 21 日工業団地管理センター小会議室において、芳賀町

より、こども育成課長の古谷様をはじめ４名の方々、芳工

連からは企業の担当者 3名が参加して開催致されました。    

議題として、平成 25年度の芳賀町内の保育園園児募集内

容・休日保育に関しての情報、及び町内（私立保育園）新

園舎建築進捗等について、こども育成課大根田様より詳細

な説明・企業からは、今年度は、主に祭日の出勤に対して

のみ、休日保育がなされているなどの、現状の保育の実施

内容についての説明がありました。   

芳工連よりは、先月よりホームページに町内 4保育園のホームページをリンクさせて頂き、 

保育に関する情報の周知に努めさせて頂いている等の報告をさせて頂きました。 

■新会員様 紹介 
１）㈱ネットワークシステムズ様が入会されました 

10月 1日ネットワークシステムズ宇都宮ロジステ

ックセンター様が芳工連に加入されました。 

ネットワークシステムズ様は、チルド配送のエキ

スパートとして、創業以来次世代にも対応し得るロ

ジスティックスの構築を目指しており、徹底した品

質管理・正確な物流を 365 日対応で実現している、

県内屈指の企業様です。 

代表取締役の大塚氏は、茂木町商工会副会長とし

て、芳賀地区の経済界の重鎮として多忙な日々を送

っている方です。 

事務局雑感  

先日、ある企業様の採用試験が管理センターの会議室で

行われました。ロビーに集まる若い方から、『おはようご

ざいます！』と大きな声で挨拶をされ少し驚きましたが、その日、一日は気分よく仕事が出来ました。 

挨拶をくれたあの若い方！！合格し採用される事を祈ってます。 


