
 

 

 

 

 

■ 役員会を開催 

 4月14日 第1回役員会を管理センターにお

いて役員 14名の出席のもと開催しました。 

富永副会長が会長代理で議長を務め 3議案を

審議いただきました。 

 議案１ 事務局長任用に係る議決事項の変更

については、3 月 18 日開催の役員会で芳工連

独自に事務局長を任用することとしましたが、

この決定を取消し、管理組合事務局長を兼務す

る現体制を継続するよう変更するものです。 

 議案２ 平成２８年度収支予算（案）に係る議決内容の変更については、議案 1の議決にともな

い関連する支出予算項目の一部について予算額を変更するものです。これら 2 議案は慎重審議の

結果、全員の賛成で原案どおり決定しました。 

議案３ 関係する組織及び団体の役員推薦については、芳賀町工業団地管理センター管理組合の

役員改選にあたり、芳工連から(株)宮崎工作所の宮崎侊志郎様、ホンダエンジニアリング(株)の河

合泰様、ジェーピーエス製薬(株)の富永英夫様、三菱 UFJ 信託銀行の荒井俊人様、池田興業(株)

の京條友彦様の推薦を決定しました。また、芳賀町観光協会の役員改選にあたり芳工連からジェー

ピーエス製薬(株)の富永英夫様、事務局長七井真人の推薦を決定しました。 

 

■  役員・正副部会長会議を開催 

 4月２２日 役員 12名、正副部会長 11名の

出席により管理センターにおいて役員・正副部会

長合同会議を開催しました。 

会長代理の富永副会長は「4月 14日から熊本

県を中心に発生している大規模地震で被災され

た皆様にお見舞いを申し上げたい。また、熊本市

に隣接する大津町にはホンダ熊本製作所があっ

て、工場が被災して操業停止の状態にあることが

報道されています。従業員さんも被災されている

ことと思います。心からお見舞いを申し上げます。 

本日は、5月 18日に開催する芳工連の第 27回定期総会の議案内容確認、総会の役割分担等を

決める必要から役員並びに正副部会長さんとの合同会議を開催しました。よろしくご審議くださる
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ようお願いします」と挨拶しました。 

 

■ 役員会 

 議案１ 役員変更については、一部役員さんが人事異動にともない退任されることになり、所属

する会社から推薦された次の 4名が役員候補として承認されました。 

  

議案２ 正副会長の互選、理事及び監事の選任については、総会に上程する役員候補者を決定し

ました。また、総会で役員改選の議案が可決された後、速やかに正副会長を公表できるよう協議し

ました。 

議案３ 平成 28 年熊本地震に対する義援金拠出については、過去の大規模地震で芳工連が拠出

した義援金を参考として 30万円の拠出を決定しました。 

 

■ 役員・正副部会長会議 

役員並びに正副部会長会議は、議案 1 総会

に上程する議案内容の確認について、議案２ 

総会の役割分担及び運営方法について、議案３ 

懇親会の役割分担について、以上の 3議案は

原案のとおり可決決定しました。 

議案４ 正副部会長の変更について、新たに

就任する正副部会長を次のとおり承認しまし

た。 

議案５ 平成２８年度各部会活動報告については、新年度の部会活動を次のように報告しました。 

総務企画部会の活動では、４月１１日と１２日に実施した新入社員基礎研修に７社から２７名の

参加があり、実践的な研修内容は参加者から好評だったことを報告しました。 

 また、交通防犯部会の活動では、春の交通安全県民総ぐるみ運動に合わせ、交通安全のぼり旗、

横断幕の設置や街頭広報活動を実施した旨の報告をしました。 

  

企業名 職名 氏名 

(株)本田技術研究所四輪Ｒ＆Ｄセンター ＨＧ管理室 室長 鈴木晃博 

本田技研工業（株）生産本部生産企画統括部 生産企画室 室長 森田昌章 

ホンダエンジニアリング（株） 執行役員 河合  泰 

川田工業（株） 業務課長 多田真一 

部会・役職 企業名 職名 氏 名 

交通防犯部会 会長 ホンダエンジニアリング(株) 事業企画室技師 井戸  一樹 

安全衛生部会 副部会長 (株)ショーワ 安全 BL 渡邉  英祐 

交通防犯部会 副部会長 (有)田野辺運送店 課長 田野邊洋子 

交通防犯部会 副部会長 (株)本田技術研究所Ｒ＆Ｄセンター 安全衛生課研究員 内山 啓一 



■ 総務企画部会 

■ 新入社員基礎研修を実施 

会員企業7社から２７名の新入社員を迎えて

４月１１日と１２日の２日間、新入社員基礎研

修を管理センターにおいて実施しました。 

総務企画部会では、人材育成研修を重点施策

の一つとして位置づけています。この新入社員

基礎研修はその一環として実施しています。 

新入社員として身に着けなければならない基

本をしっかり研修で学んでいただきました。 

初日は緊張からでしょうか、声も小さく 2日

間の研修に堪えられるか心配でした。 

研修を開始する際の挨拶では、小さな声しか

出ず、大きな声で挨拶できるまで何度か繰り返

し挨拶の仕方を指導されていました。 

講師から研修の心構えについて、「素直な気

持ちで聞き入れてほしい、メモをたくさんして

欲しい、マナーは身体で身につけてほしい」と

アドバイスされ、指導どおり素直に行動に移し

ていました。 

研修の最初に、これから勝ち残る企業のサービス、カスタマーサティスファクションなどについ

て深く理解してもらえるよう、講師が熱く語りかけていました。 

次のメニューでは、信頼される社会人になるには挨拶が重要であると、具体例を挙げながら講師

が説明しました。そして、スマートなお辞儀の仕方を身体で覚えられるよう、全員が繰り返し実践

しました。 

身だしなみチェックや、名刺の受け渡し術も

相対で実践しました。接遇用語や敬語の使いこ

なしも丁寧に指導を受けました。また、電話対

応の基礎知識についても時間を掛けて実践の中

で学びました。 

受講後のアンケートには、「自分が無知であっ

たことを痛感しました」、「社会人らしい言葉づ

かい、お辞儀、身だしなみを学べたので職場に

戻ったら活かしたい」、「人に頼られるように努

めます」などの感想が寄せられました。 

2日間で受講者の表情は前日とは明らかに違ってきました。彼らには、やる気、活気が全身から

溢れていました。事務局長七井は、「信頼される社会人、頼りにされる社員に成長することを願う

とともに、生きがいをもって毎日を過ごして欲しい」と心の中で応援しながら受講者に修了証をお

渡ししました。 

 



 

■ 交通防犯部会 

■ 春の交通安全県民総ぐるみ運動 

（１）交通安全のぼり旗を設置 

 ４月５日 交通防犯部のメンバー１８名は、

４月６日から１５日までの１０日間実施され

る春の交通安全県民総ぐるみ運動にあわせ、交

通安全思想の普及と啓発を目的として、横断幕

とのぼり旗を管理センター前交差点と芳賀台

交差点に設置しました。 

 交通防犯部会の井戸部会長は、「会社内でも

交通安全に対する啓発をしっかりとお願いし

たい」と作業開始前に挨拶しました。作業に手

慣れたメンバーは手際よく約１時間で設置を完了しました。 

 会員企業の社員は勿論ですが、通行するドライバーが交通安全の横断幕やのぼり場を見て、「子

供と高齢者の交通事故防止」などの交通安全運動の基本を意識していただけるよう願いながら、部

会メンバーは横断幕とのぼり旗を設置しました。また、４月１８日に１５名のメンバーが横断幕と

のぼり旗を撤去しました。 

 設置及び撤去作業に参加された皆さま、大変有難うございました。 

 

（２）交通安全街頭広報を実施 

 交通防犯部のメンバー１７名は、４月８日の

午前７時３０分から８時まで芳賀町交通安全対

策連絡協議会の皆さまとともに管理センター前

交差点で交通安全広報活動を実施しました。  

 開始にあたり見目政子芳賀町教育長が主催者

を代表し参加者に協力への謝辞を述べました。 

真岡警察署からは池田正署長、青木智交通課

長、町内駐在所警察官の皆様のご協力をいただ

きました。また、地域自治会や地域交通安全推

進関係者、町職員さんなどの参加がありました。 

総勢５０名以上の参加者は、交差点信号機で

止まった車のドライバーに交通安全のチラシな

どを配布して安全運転を呼びかけました。 

 春の交通安全運動の基本は「子供と高齢者の

交通事故防止」です。 

 春は、慣れない通学路を通う児童や中高生も

多いことから、高齢者への配慮とあわせ気配り

運転をドライバーにお願いしました。 

 



■ 芳工連会計監査を執行 

４月２7日 管理センターにおいて芳工連監

事である三菱ＵＦＪ信託銀行の荒井俊人様、

（株）関電工北関東・北信越営業本部栃木支社

副部長の多部田学様により会計監査を執行い

ただきました。 

平成27年度一般会計及び特別会計に関する

書類、預金通帳などを詳細に監査し、適正に処

理されていることを確認しました。 

監査結果については、5月 18日に開催する

定期総会において監査結果報告書に基づきご

報告いただくことになっています。 

 

■ 管理センター管理組合総会を開催 

４月２7日 芳賀町と芳工連で組織する芳賀

町工業団地管理センター管理組合の定期総会

を役員 9名の参加を得て開催しました。 

当組合は管理センターの運営や施設管理を

行うほか芳工連の活動運営の助長などを目的

としています。 

総会に先立ち、上野哲男組合長（芳賀町副町

長）は、「熊本地震の被災者、被災企業にお見

舞いを申し上げたい。管理センターは竣工から

22年経過しているが計画的な修繕と設備更新

をしてきた。今後は LRT事業により工業団地管理センターは新交通網の形成に重要な位置づけを

果たし、交通の要衝になるので新たな利用形態を検討したい。管理センター機能が高まって来ると

思うので、要望に応えながら管理センターを工業団地立地企業の拠点として、また、地域交流の拠

点として運営して行きたい」と挨拶しました。 

上程した議案、平成 27年度事業報告並びに収支決算は全員の賛成で承認されました。平成 28

年度事業計画（案）並びに収支予算（案）は全員の賛成で可決されました。 

役員改選については、ホンダエンジニアリン

グ(株)の河合泰様が新任役員として就任する

ことが承認されました。 

その他、芳工連役員から「事務局体制の規定

に関して規約の一部改正を検討してはどうか」

との意見がありました。協議の結果、事前の相

談をもって合意形成を図りながら対応するこ

ととし、規約の一部改正はしないことになりま

した。 



【5月の予定 】 

02日 芳賀町商工会理事会 

11日 芳賀町ロマン花火 2016実行委員会 

12日 芳賀町観光協会理事会 

18日 町政懇談会 

18日 芳工連第 27回定期総会 

19日 真岡労働基準協会総会 

20日 芳賀町観光協会通常総会 

24日 芳賀町商工会第 57回通常総会 

24日 普通救命講習会 

2５日 資源ごみ回収日 

2６日 第１回クリーン作戦 

2７日 真岡地区暴力団追放対策連絡協議会総会 

【4月の実績 】 

05日 交通防犯部のぼり旗設置 

0６日 芳賀町ゴルフ連盟総会 

0８日 交通安全街頭広報 

11～12日 新入社員基礎研修会 

14日 第１回役員会 

18日 交通安全のぼり旗撤去 

22日 芳工連役員・部会正副会長会議 

26日 団管連第 1回幹事会 

27日 芳工連監査執行 

2７日 管理センター管理組合総会 

27日 資源ごみ回収日 

■ 団管連幹事会を開催 

４月２6日 宇都宮市内で開催された栃木県

工業団地管理連絡協議会の幹事会に事務局長

七井が出席しました。 

この組織は、県内 8工業団地が相互に維持管

理体制強化や課題解決に向けた連携を図るこ

とを目的に活動しています。 

栃木県産業政策課企業立地班の田口裕之班

長は「北関東の企業立地が好調である。栃木県

では、『とちぎ創生１５（いちご）プラン』や

県政の今後 5カ年間の基本指針となる『とちぎ元気発進プラン』などの計画がスタートした。 

また、本県の強みであるものづくり産業をさらに成長させるとともに、企業の誘致に取り組むた

め『とちぎ産業成長戦略』を策定したので、企業立地が好調な群馬県や茨城県に見劣りしないよう、

皆さまからご意見をいただきながら産業振興を図りたい」と挨拶しました。 

幹事会には栃木県担当者と県内 8工業団地の事務局長 13名が出席しました。平成 27 年度事

業報告並びに収支決算、平成 28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）など、理事会に上程す

る議案内容について審議しました。 

理事会は 6月 21日（火）に各工業団地管理組合理事長または工業団地連絡協議会会長などの

出席を求め宇都宮市内で開催されることになりました。 

 

■ 芳工連定期総会、LRT 事業説明会の開催（お知らせ） 

５月１８日（水）午後 3時 30分から工業団地管理センターにおいて、芳工連第 27回定期総

会を開催します。会員企業様におかれましては万障繰り合わせのうえ、ご出席くださるようお願い

いたします。 

また、同日の午後 2時 30分から LRT事業説明会を同じ会場で開催しますので、併せてご出席

くださるようお知らせいたします。 

芳工連日誌 


