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■第 2 回役員会開催
10 月 3 日 15:30 より管理センター会議室に
於いて、第 2 回芳工連役員会が開催されました。
開催に先立ち 11 月末に開催予定の、栃木熱気
球インターナショナルチャンピョンシップ開催
における主催者様の説明を、大会実行委員会の町
田委員長様より頂きました。熱気球大会は、茂木
町・芳賀町・宇都宮市内を主な会場としており、
芳賀工業団地内の上空も飛行する為、事前に大会
の情報を頂いたものです。
■報告事項
役員会の会議前半は、６項目の報告事項で、芳賀町豊田町長との意見交換会・各行政陳情内容
について・商工会との交流会について・11 月 6 日開催の栃木県産業労働観光部長との意見交換
会についての開催要領等の報告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、一部に開催日程の変更等は
有るものの順調に推移している旨報告をさせて頂きました。
後半の審議については、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、
企業様より提案された、意見・要望２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１項目を、芳工連の意見・要望として、10 月 11 日県産業労働観光部産業政
策課へ提出をし、意見交換当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、今年度は、山王テック株式会社東日
本事業所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、協永堂印刷㈱栃木事
業所様・クミ化成㈱栃木開発センター様の両社による、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。
■審議事項
栃木県産業労働観光部長との意見交換会への質問や意見については、その内容について、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、採否を決
定致させて頂き、今年度は、審議の結果、１項目を提案させて頂く事に決定しました。
提案意見・要望については、芳賀町工業団地連絡協議会 交通防犯部会より提案の有りました、
『 交通防犯部会において、交通安全環境総点検の際抽出をした、工業団地内の横断歩道表示お
よび一時停止線の摩耗による消えについて早急に対策を講じて頂きたい』との案件です。
新春開催の賀詞交換会について、開催の日程は、例年通り、1 月第 3 週目あたりを予定とさせ
て頂き、昨年好評であった、企業様よりの新年の抱負発表については、新規加入の企業様及び、
参加された企業様より頂く事とし、発表順は、社名のあいうえお順とさせて頂く事になりました。

■交通防犯部会活動
１）のぼり旗・横断幕撤去
10 月 1 日 10 時より秋の交通安全県民総ぐ
るみ運動展開中に設置されたのぼり旗・横断幕
の撤去作業にとりかかりました。
早朝より雨が降り出し実施が危ぶまれましたが、
9 時頃には時折日も差し、予定通り作業が終了
しました。真岡警察署管内では、重大な交通事
故が多発しておりましたが、交通安全運動展開
中には、大きな事故もなく、交通防犯部会の啓
蒙活動が少し寄与できたと思っております。
多忙な中、撤去作業を行って頂いた、10 社 13 名の部会員の皆様、ありがとうございました。
２）平成２５年度 防犯灯設置の要望
10 月 17 日、前田交通防犯部会長と事務局の
2 名にて、芳賀町坪川副町長・総務課大関課長
様に対し、防犯灯の設置についてお願いに伺い
ました。
工業団地内の防犯環境向上に向け、防犯パト
ロールを実施し、抽出された箇所について、数
度の現場の確認経て、２基の設置を町へ提案を
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。

■総務企画部会
1）若手研修会開催

10 月 16 日管理センター大会議室にて講師
に、エファ社の菊地様を迎え若手研修会を開催
しました。
台風 26 号の影響で 15 分繰下げでの開催と
なりましたが、各企業 12 社より入社５～６年
目の 2４名の若手が参加しました。
若手研修会は、会社・職場全体を見据える事
が出来、狎れてきた時期、自己の振り返りを始
め、今後の企業人としてのレベルアップを図る
べく計画したものです。
受講者へのアンケート結果では、研修会の内容はよく理解され多くの受講者からは、今後の仕
事や人間関係特に上司・お客様との対応や、職場内で活用すると回答が見られました。
新人研修とは違い、受講生は毅然とした態度で受講していた事、講習終了後も、講師の先生に
質問をするなど、意欲的な方が多く見られました。

■安全衛生部会
１）健康づくり講習会開催
10 月 4 日 管理センター大会議室に於いて、
22 社 35 名の方に参加を頂き健康づくり講習
会が開催されました。
今回の講習会は、県東健康福祉センターより協
賛を戴き開催したもので、講師に、さいたま市
こころの健康センター所長 岡崎直人先生をお
招きし、飲酒の問題特に、依存症となる前に適
切な対応ができるようになることを目的とし、
演題は、
『アルコールが与える心身への影響及び
職場における大量飲酒者への対応』と題して講演を実施しました。
講演の中では、AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test) アルコール使用
障害識別テストと云われる、WHO が作成した手法を用いて、自身が、アルコール依存症に至っ
ていないかを検証しながらの講演で、出席者の中には、安心した顔、少し控えなければならない
と云うような顔した方が見受けられました。
AUDIT では、飲酒の量をドリンク（単位）と表現し 「純アルコール 10ｇを含むアルコール飲
料」=「1 ドリンク」と定義付けしており、下記にお酒の種類・量・ドリンク数を記載しました
ので、自身のドリンク数をご確認ください。
お酒の種類
お酒の量
ドリンク数
ビール・発砲酒

焼酎お湯割り（コップで）
ウィスキー
カクテル
泡盛

（グラスで）

３５０ｍｌ
５００ｍｌ
大びん 633ml

薄め
中位

。

焼酎 3・お湯７
焼酎５・お湯５

ロック
シングル
コップ
３５度
３０度
２０度

1缶
1缶
1本

１杯
１杯
１杯
１杯
１杯
１合
１合
１合

1.4
2.0
2.5
0.9
1.8
2.8
1.0
1.0
5.0
4.3
2.9

上記の表より、自身のドリンク数を確認して頂き、節度ある飲酒に心がけください。
厚生労働省よりも、アルコールに関しての情報が開示されておりますので、是非ご覧ください。
http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-02-001.html
２）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１０月
23 日管理センター大会議室において、講師に
真岡消防署芳賀分署の小柳様・吉沢様・古内様
を講師に迎え、14 社、24 名が参加し開催され
ました。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（心肺蘇生法・大出血時の止血法・自動体
外式除細動器扱い等）について学びました。今
回講師を務めて頂きました皆様、夜勤開けでお疲れの処ありがとうございました。

■芳賀町商工会と芳工連との交流会開催
10 月 25 日 芳賀町商工会大会議室に於いて、
23 回目の『芳賀町商工会と芳工連との交流会』
が、双方の会員５５名が出席し、来賓に芳賀町
豊田町長様等を迎え開催されました。
来賓の芳賀町豊田町長様・小林様議長より祝
辞を頂いた後、前半の交流会では、商工会・芳
工連の各事務局より、それぞれの活動内容のプ
レゼン、引き続き、商工会加入企業様の嘉久丸
呉服店様・芳工連会員企業の本田技術研究所よ
り自社の業容についてそれぞれプレゼンが有り
ました。
交流会後半は、会場を芳賀温泉ロマンの湯に会場
を移し、商工会・芳工連双方より、50 名程が出
席し、中島芳工連理事により開会の言葉、主催者
の芳工連澤田会長の挨拶・清田理事の乾杯の発声
で懇親会がスタートしました。

懇親会の席上、商工会会員様より、芳工連と云
う組織は知っているものの、具体的な活動につい
ては知る機会がなく、今回のプレゼンで幅広く活
動をしている事や、工業団地に立地している企業
が具体的にどの様な業容なのかを詳細に知る事
が出来、芳工連や、立地企業が身近に感じてきま
したとの御話を頂きました。
今回の交流会を契機に、工業団地の企業と、地
元企業との繋がりが益々太くなる事が期待でき
る交流会と感じました。

芳工連日誌
【１０月の実績 】
01 日 交通安全のぼり旗撤去
03 日 第 2 回役員会
0４日 健康づくり講習会
08 日 町民祭担当者会議
10 日
16 日
2３日
2３日
24 日
25 日
30 日
31 日

総合情報館視察研修
若手研修会
資源ごみ回収日
普通救命講習会
クリーン作戦
商工会との交流会
真岡地区暴力団追放連絡協議会
交通安全講習会
【１１月の予定 】
06 日 産業労働観光部長との意見交換会
06 日 臨時役員会
07 日・08 団管連視察研修
10 日 はが町民祭
12 日 第 2 回環境整備部会
環境パトロール
15 日 第 2 回総務企画部会
16 日
22 日
22 日
26 日

アルコールが入ると時の経つのが早いもので、
中締めを、古谷商工会副会長より頂き、芳賀町商
工会会員と芳工連会員の共存共栄と、これを機会
に更なる交流が図られることをお祈りしますと
の言葉を頂き、懇親会は盛大な中、御開きとなりました。

第 7 回担当者ゴルフ大会
初級管理者研修
正副部会長情報交換会
真岡地区安全衛生大会

