
 

 

 

 

 

 

 

 

■役員会の実施 
1）平成 2５年度 第 1 回役員会開催 

第 1 回目の役員会が 6月２１日開催されました。 

冒頭澤田会長より例年開催されてる芳賀町豊田町長様との

意見交換会・県産業労働観光部長との意見交換会等 5つの

議題について、慎重な審議のお願いをしますとの挨拶が有

り審議が開始されました。 

今回の役員会での審議案件は、５案件で、７月３１日 

開催予定の芳賀町豊田町長様との意見交換会開催及び 11

月６日開催の栃木県産業労働観光部長との意見交換会につ

いて各項目の展開日程がそれぞれ承認されました。 

また、各行政（真岡警察署・県土整備部）への陳情に対しては、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。  

芳賀ロマン花火開催に伴う 2013 年度協賛についても、例年同様各企業様に協力を願う事で

了解され、芳工連よりも協賛の協力をさせて頂く事で承認を頂きました。 

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月末日の週に開催する事が了解されました。 

■交通防犯部会 
1）交通安全環境巡視の実施 

6月17月15時から前田交通防犯部会長、小林副部会長、

菅野副部会長、事務局の 4名で工業団地内の交通安全環境に

関する巡視を実施しました。 

昨年は、樹木により交通標識が隠れて見えない箇所が多く

見受けられましたが、今年度は企業が定期的に樹木の剪定を

実施して頂いた様で、各企業の安全への配慮について感謝申

し上げます。 

今回の巡視の観点として、歩行者・自転車の目線からの検証を行い巡視結果、道路面のひび割

れ、穴あき、マンホール面が道路面より浮き出ている所、雨天時の水溜まり箇所の改善等５ヶ所、

横断歩道のライン消え８ヶ所、歩行者・自転車専用

の文字消え３ヶ所について、抽出しました。 

指摘した箇所については、芳賀町に対しては、24

日に対策のお願いをさせて頂き、真岡警察署管内対

応については、7 月 1 日に対応のお願いをさせて頂

く予定で御座います。 
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■総務企画部会  
1）第 1 回総務企画部会開催 

6 月 26 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、詳細については正副部会長・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、既に、ボウリング大会を 7月

17日に、第 6回担当者ゴルフ大会を 11 月頃にそれぞれ開催

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 月末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27日10：00から第1回目の部会が開催されました。 

定刻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

へ移動、前日の雨も上がり、暑い日差しの中での植栽作業では

ありましたが、２つの花壇にベゴニアの花を植栽しました。 

暑い中での花壇のお手入れご苦労さまでございました。 

同時に、豊島部会長と事務局で、工業団地内の環境パトロー

ルを実施し、道路や歩道への樹木の覆い被っている箇所の抽出

等を行い、対策について芳賀町にお願いをさせて頂きました。 

植栽作業終了後、部会に移り本年度計画をしているクリーン

作戦、環境整備、安全衛生部会と合同の優良企業視察、情報交

換会等について、内容確認と日程について審議しました。 

■安全衛生部会 
1）第 1 回安全衛生部会開催 

6月19日第1回目の部会が12社13名の参加で行われま

した。 

冒頭、藤枝部会長よりの挨拶では、労災防止団体連絡協議会

においての情報として、今年度 4 月 1 日～平成 30 年 3 月末

まで開催される、第 12次労働災害防止計画の各施策について

説明が有り、リスクアセスメントに取り組む職場の増加、全産

業における休業 4 日以上の労働災害を平成 29 年度までには、

128 件以下とするなどの目標値を定めた旨の御話がありまし

た。その後、各自自己紹介の後、議題の審議に入り、今秋開催

予定の健康造りに関しての審議を行いました。席上各自から意

見を伺い、単身赴任者にありがちな、食生活の偏りと飲酒、ス

トレス発散におけるアルコールの多量飲酒等、健康造りの観点

から、アルコール摂取に潜む危険性について講習会を企画する

方向で、意見が纏まりました。 

又、例年開催されている情報交換会開催については、部会員

同士のネットワーク形成に寄与できるとの事から、今期も交通

防犯部会との共催予定で、8月末頃に実施する方向となりました。 



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８６回を迎える全国安全週間は６月 1日～６月 30

日迄を準備月間として、７月1日から7日まで実施されます。    

説明会は、６月１１日真岡市青年女性会館にて、真岡労働基

準監督署管内の 100 社程の企業が集まり開催されました。 

主催の真岡労働基準協会長の日産自動車吉田様(代理)より

全国安全週間は、昭和 3年に初めて実施されて以来、「人間尊

重」と云う崇高な基本理念の下、産業界での自主的な労働災害

防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定

着を図ることを目的に、一度も中断することなく続けられ、今

年で 86 回を迎えたとのお話がありました。 

来賓の真岡労働基準監督署署長より、労使が協調して、労働

災害防止対策が展開されてきており、この努力より、労働災害

は長期的には減少してきてはいますが、労働災害による死傷

者は、平成 22年から 3年連続の増加となり、極めて憂慮す

べき事態となっていることから、職場の全員が現場を確認し、

機械設備の安全基準や作業手順などの基本的なルールを守る

ことと、一人ひとりの安全に対する意識や危険感受性を高め

る事によって、業務中の労働災害ゼロを目指していくとの挨

拶が有りました。 

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説明が有り、特に業

種の特性に対応した対策「第三次産業・陸上貨物運送事業」、特定の災害に対する対策「東日本

大震災に伴う復旧・復興工事」の推進について、詳細な説明が有りました。 

安全活動事例発表は、真岡工業団地安全衛生管理者研究会第一分科会より、「設備の本質安全

対策に関する研究」がパナソニックエコソリューションズ住宅設備株式会社木田様より、株式会

社神戸製鋼所、真岡製造所渡辺様より、規律ある職場風土の構築「指導できる監督者の育成」と

題し発表が有り、団塊の世代が定年を迎え、現場力低下が懸念される現状の中、「安全に強い人」

特に班長が自信を持って部下の指導ができる様、班長に対し安全衛生教育３ヶ年計画を推進し、

班長の力量ＵＰと規律ある職場風土構築に一歩前進できたとの事例報告が有りました。 

今期スローガンは、『高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害 』 

【平成24年度真岡労働基準監督署管内 業種別労働災害発生状況】 (震災復旧工事関係) 

 平成 23年度 平成 24年度 増減数 

全産業 死傷者 死亡 死傷者 死亡 死傷者 死亡 

全産業 １４０ ２ １９０ ３ ５０ １ 

製造業 ５１ ０ ６９ ０ １８ ０ 

建設業 （１１） ２９ １ （１２）３８ ２ ９ １ 

交通運輸業 １  １    

道路貨物運送 ２０ １ ２４ ０ ４ -1 

林業 ４ ０ １ ０ -３ ０ 

その他事業計 ３５  ５７ １ ２２ １ 

平成 24年度、真岡労働基準監督署管内で発生した、休業 4日以上の労働災害は、全産業で、

19０件で、対前年比 50件の大幅な増加となっており、業種別に見ても全ての業種で増加して



芳工連日誌 

【06 月の実績 】 

11日 安全衛生週間説明会 

11日 芳賀町総合情報館運営協議会 

14日 商工会理事会 

13日 団管連理事会 

19日 安全衛生部会開催 

17日 団地内交通安全環境総点検 

20日 芳賀南小学校社会科見学会 

21日 第１回役員会開催 

26日 資源ごみ回収日 

26日 総務企画部会開催 

27日 環境整備部会開催 

28日 芳賀町民祭開催委員会 

【07 月の予定】 

01日 真岡警察署交通安全環境対策依頼 

03日 芳賀町民祭担当者会議 

05日 ロマン花火実行委員会 

09日 交通防犯部会開催・ノボリ旗設置 

17日 第 27 回ボウリング大会 

18日 わかものサポート芳賀町開催 

中旬  交通安全街頭指導 

中旬  交通防犯部会のぼり旗撤去 

下旬  団管連幹事会開催 

24日 普通救命講習会 

24日 資源ごみ回収日 

25日 クリーン作戦実施 

 

いる。死亡災害事故に於いても、3件と増加しており、業種としては、建設・警備業で、 

いずれも建設工事に絡んだ業種である。 震災復旧に関連した工事での災害も多いのが、近年

の特徴と云える。 

■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

等を来賓にお迎えをして開催されました。 

来賓の小林部長様からは、県内の工業立地動向についての説

明が有り、栃木県内での企業立地件数が 61 件で、全国では 5

位となり、製造業に限ると、立地件数は、45件となり全国 5

位で、業種特性として、製造業では、食料品・金属製品が各 6

件、木材・木製品、プラスチック製品、鉄鋼業、輸送用機器が

各 4件、その他 17件で、特筆できるものとして、電気業（メ

ガソラ―）が 16件となっているとの御話がありました。 

その後、宇都宮工業団地総合管理協会の藤井理事長の議長

のもと、議事の審議に入り 24年度事業報告・収支決算報告が

あり、鹿沼工業団地総合管理協会の津澤監事より関係帳票類に

適正に執行されているとの監査報告で議案は全て承認されま

した、その後、25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。その後の懇談会では、リーマン・震災

等の影響については脱しつつあり、新政権に大い

に期待はしているが、経済の好転には、実態が伴

っておらず、予断は許さない状況で、設備投資等

には大きな不安材料があるなどの話題が有りまし

た。 

■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 

町内芳賀南小学校の 3 年生４０名が、6 月 20

日社会科教育の一環で、工業団地について学ぶ為

に管理センターにやって来ました。 

説明の内容は、工業団地が造成され始めた時の

姿と今の姿の違いを航空写真用い説明、次に工業

団地の広さや、一番高い建物の説明、工業団地の

会社がどの様な仕事をしているか説明しました。

途中熱心にメモを取る姿に、少し間を開けての説

明と気を遣いなが

らの説明でした。

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。 


