
 

 

 

 

  

 

 細岡 大 会長が就任されて最初の役員会が6月

25日開催されました。 

細岡会長は冒頭の挨拶で「芳工連会長に就任す

ることになり身の引き締まる思いです。役員の皆

様のご支援とご協力を頂きながら一生懸命務める

所存です。よろしくお力添いをいただきたいと思

います。 

大阪府北部を震源とした震度6弱の地震が6月

18 日に発生し、死亡者を含め多くの被災があり

ました。東日本大震災の悪夢がよみがえる大きな地震でした。今後の大規模地震への不安を抱くの

は私だけはないと思います。ＢＣＰの重要性を再認識する機会となりました。 

海外に目を向けると、トランプ米政権による対中制裁関税の７月からの発動決定を受け、中国政

府は農産物などに同規模の高関税をかける報復措置を発表しました。 

また、欧州やカナダ、インドも米国の鉄鋼輸入制限に対抗し、米国製品への報復関税を近く発動

する構えで、世界規模で高関税を掛け合う貿易戦争へと突入する可能性が高まり、世界景気は大き

な下振れリスクに直面しているとの見方が一段と強まってきました。先の米朝首脳会談後の行方も

そうですが、引き続き米国と各国間との貿易や政治に関する交渉を注意深く見守る必要がありそう

です。 

創立から３０年になろうとする芳工連の歴史には、交通渋滞対策、リーマンショック対応、東日

本大震災からの復興など難しい局面がありました。これを乗り越えるため、芳工連が掲げる理念と

真摯に向き合い、今日まで導いてくれた先人に思いを馳せ、あらためて感謝と敬意の念を抱いてい

るところです。これまで諸先輩が築いてきた志を継承し、誠心誠意、会長職を務めたいと思います」

などと述べました。 

 

上程された５議案は、次のとおり決定しました。 

１ 町長との意見交換会については、7月 30日（月）午前 10時 30分から管理センターにおい

て開催することを決定しました。 

  会員企業様から、芳賀町に対する質問や要望を受け、工業団地における事業環境の向上に資す

る施策の推進を目的としています。多くの企業様に参加いただきたいと思います。 

２ 県産業労働観光部長との意見交換会については、９月１２日（水）午後 3 時から管理センタ

ーにおいて開催することを決定しました。企業が抱える課題の解決を図り、安全・安心の向上に

ほそおか ふとし 
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資することを目的としています。7 月末まで

に会員企業様から県に対する質問や要望を提

出いただくことになります。 

３ 創立 30 周年記念事業実行委員会の執行体

制等については、実行委員 12 名が承認され

ました。また、記念式典や記念事業を検討す

る記念事業部門、記念誌編纂を担当する記念

誌発行部門それぞれの役割、委員の担当所属

部門などを決定し、次年度実施する記念事業に向けた準備が始動しました。 

  今後、実行員会において記念事業コンセプト、記念事業メニュー、運営スケジュールなどを  

検討いただき、10月の役員会で決定することを確認しました。 

実行委員会名簿 

実行委員会役職 氏名 芳工連役職 所属企業名 

委 員 長 細岡  大 会長 (株)本田技術研究所 

副 委 員 長 宮崎侊志郎 副会長 (株)宮崎工作所 

記念事業部長 渡邉  猛 副会長 本田技研工業(株) 

記念誌発行部長 富永 英夫 副会長 ジェーピーエス製薬(株) 

実 行 委 員 中山 克夫 総務企画部会長 (株)ホンダテクノフォート 

〃 半田  毅 環境整備部会長 東洋濾紙(株) 

〃 髙山 大輔 安全衛生部会長 ホンダ開発(株) 

〃 種子 俊明 交通防犯部会長 (株)本田技術研究所 

〃 吉冨 孝司 総務企画部副部会長 (株)本田技術研究所 

〃 鎌上  章 環境整備部副部会長 ジェーピーエス製薬(株) 

〃 大久保美華 安全衛生部副部会長 協永堂印刷(株) 

〃 西片 孝治 交通防犯部副部会長 ホンダエンジニアリング(株) 

４ 芳賀町ロマン花火２０１８協賛金については、8 月 4 日（土）午後 7 時 30 分から打ち上げ

られる花火の協賛金として、芳工連から 25 万円を拠出することを決定しました。 

また、花火会場で飲食にご利用いただける 5 千円分の金券を会員企業に発行することも決定

しました。 

５ 各部会の事業実績及び事業計画については、今年度のこれまでの事業実績と各部で今後予定し

ている事業計画の詳細を事務局からご説明し了承いただきました。 

 



■ 創立 30 周年記念事業実行委員会を開催  

 創立 30 周年記念事業実行委員会の初会合が

6月 2６日開催されました。 

会議に先立ち、実行委員へ任命書の交付を行

ないました。実行委員を代表し中山克夫総務企

画部会長に細岡会長が任命書を交付しました。 

開会の挨拶で、細岡大会長は「創立 30 周年

記念事業を次年度実施するにあたり、芳工連の

歴史を振りかえって見ました。先人の努力があ

って様々な困難を乗り越え、何事にも代えがた

い成果となって引き継がれています。このこと

への感謝を胸に『安全安心な工業団地づくりで

企業継続性を促す』という理念を伝えたいと思います。 

また、本記念事業を通じて会員・地域の皆様が幸せを感じ、実行委員の皆さまが達成感、充実感

を実感するよう一致団結して活動していきたいと思います。実行委員各位のご支援をいただきなが

ら、誠心誠意、実行委員長職を務めたいと思いますので、よろしくお願いいたします」などと挨拶

しました。 

会議では、創立 30周年記念事業のコンセプトを検討することになりました。会員企業や地域の

皆さまに創立 30周年記念事業でお伝えしたいこと、我々の想いをアピールできるよう、創立 30

周年記念事業の基本要件をベースに、覚えやすくキャッチなフレーズでコンセプトを表現すること

にします。 

さらに、記念事業のメニューも検討課題となりますので、スケジュールの検討などとともに諸条

件の認識を共有しながら 10月を目途に決定することを確認しました。 

 

■総務企画部会を開催 

 ６月１２日開催した第１回総務企画部会に

９社９名の皆さまに参加いただきました。 

部会長に代わり吉冨孝司副部会長が「過日の

定期総会では皆さまのご協力をいただきまし

て無事に終了できました。今年度も盛り沢山の

事業を計画していますのでご協力をお願いし

ます。 

最近のトピックは、５月２８日実施されたＬＲＴ事業起工式でしょうか。ＪＲ宇都宮駅東の鬼怒

通りの中央分離帯植栽撤去が 6月 4日から施工されています。今後は橋梁工事などが先行して実

施されることになると思います。いよいよ 2022年の運行に向けて動き出した感があります。本

日は平成 30年度事業の日程と進め方を中心に協議をお願いします」などと挨拶しました。 

 協議事項のうち、第５６回ゴルフ大会は７月７日（土）ロイヤルメドウゴルフ倶楽部において、

第３９回ボウリング大会は９月中旬に宇都宮市内で開催することを決定しました。また、人材育成

各種研修会のうち若手研修会は１０月２４日（水）、初級管理者研修会は１１月７日（水）に開催

することを決定しました。 



■ 環境整備部会を開催  

 ６月１４日開催した第１回環境整備部会の会議

に先立ち、ひばりが丘公園運動場の花壇に１５名

のメンバーが集合し、色とりどりのベゴニアを植

え付けました。降雨によって花壇の土は適度な湿

り気があって植付けには絶好の時機でした。 

 半田部会長、阿部副部会長と事務局長七井は 

工業団地内の道路や工場周辺の環境パトロールを

実施しました。 

道路管理者が中央分離帯や街路樹の剪定等を定

期的に実施していることから、視界を遮る樹木や

草は見受けられませんでした。また、各企業様の敷地でも樹木剪定や草刈り作業を委託管理会社の

作業員が行っている状況を確認しました。 

 会議で半田部会長は「今年度も部会長を引き続き務めさせていただきます。二人の副部会長も同

様に継続となりますので、よろしくお願い申し上

げます。今年度計画した事業のうちクリーン作成

は既に実施しました。今年度も皆さまのご協力お

願いします」などと挨拶しました。 

 協議事項では、７月２６日（木）の第２回クリ

ーン作戦、１０月２５日（木）の第３回クリーン

作戦実施を予定しました。４部会情報交換会は８

月２４日（金）開催することを決定しました。 

  

■ 安全衛生部会を開催  

 第１回安全衛生部会を６月６日、１１社１１名のご出席をいただき開催しました。会議の冒頭で

髙山部会長は「引き続き、部会長を務めさせていただくことになりました。なにとぞ皆さまのご協

力をお願いいたします」と挨拶しました。 

 今年度はメンバーの変更が多いことから、自己紹介をいただき、和やかな雰囲気で会議を始めま

した。 

 協議事項で、年間 4 回開催する普通救命講習会については、第 2 回を７月２６日（木）、第 3

回を 9月 19日（水）に実施することを決定しました。部会情報交換会は 8月 24日（金）、危険

予知訓練研修会は 11 月 13日（火）に開催することを決定しました。 

 前年度の会議で議論した新規事業については、

「食事と健康」あるいは「筋力アップトレーニン

グ」など、多くの皆さまが関心を持つテーマで 10

月にセミナーを開催することを決定しました。詳

細は正副部会長に一任いただきました。 

 第 2回部会は 9月 13日（木）に開催すること

を決定しました。 

 



■ 交通防犯部会を開催  

 第１回交通防犯部会を６月７日、１３社１３名

のご出席により開催しました。部会長は「今期か

ら部会長に就任しました（株）本田技術研究所四

輪 R&D センターの種子俊明です。分からないこ

とが多く皆さまにご迷惑をお掛けすることもある

と思いますが、芳工連の発展に尽力する所存です

ので、何卒よろしくお願いします」などと挨拶し

ました。 

 初めて顔を合わせる方が多いことから、自己紹介をいただいた後、早速協議事項を審議しました。 

 夏の交通安全運動期間である 7 月 11 日（水）から 20 日（金）まで、会員企業様には交通安

全のぼり旗の掲示と社用車への交通安全ステッカー貼付をお願いしました。 

芳賀町において交通死亡事故が多発している実態を事務局からご説明しました。企業様において

は社員に対する交通安全の意識啓発に一層努力していただくことを確認しました。 

交通安全講習会を 8月 6日（月）午後 3 時から開催することを決定しました。夏季休暇を前に

交通事故に対する危険回避、交通安全の意識向上を目的に真岡警察署交通課長による講演を予定し

ました。 

9月 21日（金）から 9月 30日（日）実施される秋の交通安全県民総ぐるみ運動に合わせ、9

月 20 日（木）交通安全のぼり旗や交通暗線横断幕を設置するとともに第 2 回部会を開催するこ

とを決定しました。 

また、工業団地内幹線 1 号線で交通事故が多発している丁字路交差点の安全対策について議論

しました。メンバーからは、中央分離帯の植栽撤去、速度違反取締装置設置、白バイによる取締り

強化、路面標示による交差点認知対策などのご意見がありました。これらのご意見を受け、近日中

に種子部会長と事務局長が真岡警察署へ協議することになりました。 

 

■ 役員歓迎会を開催  

 芳工連役員会では、新規に就任された役員さんの

歓迎会を6月25日に宇都宮市内で開催しました。

新任は細岡大会長、渡邉猛副会長、橋本剛成理事、

浦野誠理事、小林治郎監事の 5名です。 

 宮崎侊志郎副会長が「新たに迎えたメンバーとい

っしょに、グローバル化による厳しい時代ではある

が、一致団結して芳工連の未来を切り拓いて行きた

い」などと歓迎の挨拶をしました。 

 新任役員さんそれぞれのご挨拶では、所属する事

業所の実情や経験してきた業務のエピソードなど

を軽妙洒脱な語り口でお話しいただきました。 

 また、サッカーワールドカップロシア大会の戦績に触れ、組織の力を引き出す指導力などについ

てもユーモアを交え、機知に富んだ魅力的なお話がありました。 

 



【７月の予定 】 

1５日 ロマン花火 2018第 2回実行委員会 

1７日 第 56回ゴルフ大会 

09日 団管連幹事会 

1２日 芳賀町民祭担当者会議 

25日 鬼怒工業用水協議会 

25日 資源ごみ回収日 

26日 第 2回普通救命講習会 

26日 第 2回クリーン作戦 

26日 創立 30周年事業第 2回実行委員会 

26日 正副部会長と正副会長情報交換会 

30日 町長との意見交換会 

【6月の実績 】 

0６日 第 1回安全衛生部会 

1７日 第 1回交通防犯部会 

1１日 団管連理事会 

1２日 第 1回総務企画部会 

1４日 第 1回環境整備部会 

25日 芳工連第 1回役員会 

26日 創立 30周年事業第 1回実行委員会 

2７日 資源ごみ回収日 

■ ここは   

 芳賀台交差点と芳賀台北交差点を結ぶ幹線 1号線、東洋ビューティ―(株)宇都宮工場様の西側丁

字路交差点で毎年 2件前後の交通事故が発生しています。 

事故は、交差点を右折する車と幹線

道路を直進する車との衝突事故です。 

 事故発生の時間は、朝夕の通勤時間

帯がほとんどです。 

 真岡警察署交通課長は「2 車線を跨

ぐ右折はドライバーの注意が特に求め

られる」とのお話です。 

 幹線道路は緩やかなカーブとなって

いるので、直進する車と右折する車は

相互に発見が遅れることがあります。 

芳賀町建設課では、交差点を認識し

やすい路面標示の施工を検討するそうです。 

交通事故が多発している交差点であることを改めて認識いただき、注意して安全に走行していた

だきたいと思います。 

 

■ お知らせ  

 街路樹の落葉回収について 

 クリーン作戦にご協力を頂き有難うございます。工業団地内の環境美化につい

ては環境整備部会が中心となって推進しています。 

 街路樹の落葉や枯れ枝を集め、処分する際の収集袋を芳工連がご用意いたしま

す。必要があれば芳工連事務局（ＴEL ６７７－５０３３）までご連絡ください。 

 また、収集袋の回収は芳賀町建設課管理係（TEL ６７７－６０１９）が行い

ますので直接ご連絡をお願いします。 

 

芳工連日誌 
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