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賀詞交歓会開催

1 月 18 日（金）ホテル東日本宇都宮において、芳賀
町より来賓 6 名、参加企業 33 社 54 名、事務局 3 名の
総勢 63 名が参加して賀詞交歓会を開催しました。
中山総務企画部会部会長の司会進行で進められ、午後 5
時定刻、富永副会長（写真右）より、年末から大きく環
境の変化があり、円安・株価向上等、生産活動に直接影
響し、尚且つ為替の変化により輸出産業等は一喜一憂と
対応が大変では有りますが、兆しは良い方向となってお
り、期待できる新年のスタートと思っているとの力強い
開会の言葉で賀詞交歓会が開始されました。
■主催者の澤田会長挨拶
主催者を代表して、芳工連澤田会長（写真右）が冒頭
の挨拶をさせて頂き、芳賀町 豊田町長、岩村町議会議長
をはじめ、多くの御来賓の方々への謝辞から始まり、東
日本大震災やタイの洪水被害からの完全復活が期待され
た年でしたが、経済情勢が中々好転しない中、近隣諸国
との関係悪化が経済活動にも暗い影を落とすなど大変に
厳しい環境が続き又、年末には三年振りの政権交代が行
われるなど、内外ともに大きく揺れ動いた一年で有った
事等、芳工連企業を取り巻く環境や、国内外の情勢につ
いて述べられました。
工業団地内の動向については、震災で被災された会員企業様の復旧が着実に進むとともに、新た
に進出される幾つかの企業の情報、また懸案だった管理センター内の空店舗も大手外食関連企業様
の進出が決まるなど、明るさも見え始めてきたこと、芳工連の活動についても、県、芳賀町の御指
導及び会員企業の御協力のもと、4 部会を中心に活動が計画的に推進できたこと、特に、総務企画
部会が実施した人材教育の研修会・安全衛生部会が開催している普通救命講習会などは大変好評で
あった事。 また環境整備部会のクリーン作戦により団地内は美しい環境が保たれており会員企業
への協力に感謝を述べられました。
交通防犯部会は、通常の活動に加え、『平成 24 年度 安心・安全の道づくり県民大会』におい
て県内の工業団地を代表して意見発表を行い、立地企業のみならず地域の方々の声を代弁して道路
整備事業の着実な促進を訴える場を頂いた事を述べ、最後に、会員企業相互の絆を深め、「より安
全・安心な工業団地」に向け更に充実した活動を展開して行く為に、昨年同様、皆様の絶大なるご
支援をお願いさせて頂きますとの挨拶が有りました。

■来賓の御祝辞
御来賓の祝辞は、芳賀町豊田町長 (写真右)より頂き、
芳賀町として、工業団地の働きやすい環境造りに最大限取り
組んでおり、意見交換会で提案された内容については前向き
に対応している事、国の景気回復策として、大型補正予算適
用が検討され、当初 25 年度開通であった宇都宮茂木バイパ
ス線が早期に開通出来る可能性がある事、ＪＲ関東の進出に
伴い、町有地の整備を行い、バス利用者の利便性を向上させ
る事など、工業団地内の環境整備等に取り組んでいる旨のご
挨拶がございました。
岩村議会議長 (写真右)よりは、政権交代後、景気対策施
策に対して、株価の上昇や為替についても明るい兆しが見え
ており、巳年に伴い脱皮しながら、産業界が大きくなること
に期待をしいる事、議会の改革にも積極的に取り組んでいく
旨のご挨拶がございました。
その後、佐藤芳賀町商工会会長 (写真右下)より、芳工連の
益々の繁栄と日本経済の発展を期待して、乾杯の御発声で祝
宴に入りました。
■賀詞交歓会
乾杯の挨拶と同時に懇親会に入り、ビール瓶を片手に各々の
席を廻り挨拶や名刺交換を行う出席者も多く、芳工連の活動
の中には、親睦を図るためのゴルフ大会や、部会での情報交
換会等の活動を行っていますが、企業の役員が参加する機会
は少なく、参加者の多くの人たちによる懇談の輪があちらこ
ちらに出来、大いに懇親が図られました。
今回の賀詞交歓会では、初めての取り組みとして、各企業
より、新年にあたり抱負等が述べられ、企業を代表して挨拶
をした方々は、それぞれに、企業を取り巻く経済情勢・企業
の取り組み・企業の業容の説明等多岐に渡り話しをしました。
賀詞交歓会は、企
業の人のネット
ワーク造りに、大
きく寄与したと
思っております。
時間は瞬く間に過
ぎ、中締めとなり、
芳工連理事の日本
梱包運輸倉庫㈱栃木営業所清田所長の(写真上)芳賀一本〆
で、めでたく御開きとなりました。
今年は巳年、ヘビは脱皮をすることから「復活と再生」
日本経済の飛躍・東日本震災からの完全復興と期待しながら
の賀詞交歓会でした。

■交通防犯部会
１）交通安全「のぼり旗」撤去・備品整備
1 月 8 日、年末・年始の交通安全県民総ぐるみ運動展
開中、工業団地内 2 か所に掲げられていた交通安全横断
幕・のぼり旗の撤去を 12 社 12 名の出席で実施しました。
小寒とは思えない穏やかな日差しの中、暖かい日ざしを背
に受けての作業も手際よく短時間で終了しました。年末年
始の交通事故の情報が無く、交通防犯部会員の地道な活動
が功を奏したと感じています。 撤去後は、春の交通安全
運動に向けて、横断幕・のぼり旗は整備して収納しました
交通防犯部会の皆様ありがとうございました。 新年早々、
参加を頂いた、部会員の皆様お疲れ様でした。
２）工業団地内 防犯環境総点検実施
1 月１７日、工業団地内防犯環境点検を実施いたしました、当初は 15 日実施予定でしたが、大
雪の為延期をさせて頂きました。今期は、町に対して工業団地より、18 基の防犯灯設置(内 4 基
については、芳工連寄贈)をお願いさせて頂き、12 月末全て設置の連絡を頂き、設置後の確認と、
新たな必要個所の抽出を行い 25 年度町への要望とさせて頂く事としました。
25 年度も、設置要望箇所の、数ヶ所については、環境整備部会の了解をいただき、「資源ごみ
回収事業資金」から費用を捻出し、総会にて承認後、寄贈させて頂く予定で御座います。
今回実施の工業団地内防犯環境点検では、同時に交通安全に関する点検も併せ実施し、防犯灯の
球切れの打ち上げ３基・樹木の伸びにより、防犯灯が隠れてしまっている３基、路面よりマンホー
ル部が異常に隆起している１個所、路面舗装の損傷の著しい個所について４個所について抽出を行
い、その対策を町へ要望させて頂きました。

■芳賀町賀詞交歓会開催
芳賀町主催の賀詞交歓会が 1 月 8 日、芳賀町農業者トレーニングセンターにおいて芳工連役員
や、町内各界より 115 名の方が参加し開催され、新春の門出を祝いました。
坪川副町長の開会宣言のあと、主催者を代表して豊田町長のご挨拶があり、念願であった、宇都宮
茂木線芳賀バイパスが平成 25 年度に開通することで、通勤時間の短縮と交通渋滞の解消に大いに
期待していること、工業団地内へのＪＲバスの車両基地新設による宇都宮駅までのバスの増便に期
待しているとのお話が御座いました。
平成 25 年度の町経営方針として、学校教育の充実・
健康づくり推進・計画的な町づくり推進等についてのお
話もございました。来賓の、芳賀町議会議長岩村様、芳
賀町商工会佐藤様のそれぞれより祝辞を頂いた後、乾杯
の発声を、芳工連の澤田会長（写真左）が行い、日頃よ
り芳工連への理解を頂いている事への謝辞、そして、企
業を取り巻く経済環境や周辺環境の厳しさにも景気回復
への期待を込めたお話の後、芳賀町と参加者一同の益々
のご繁栄とご多幸をお祈りして乾杯の発声がありました。乾杯の後は、それぞれに新年の挨拶や情
報交換などを行い、賀詞交歓会が盛大に執り行われました。

■安全衛生部会
１）普通救命講習会開催
1 月 30 日（水）午前 9 時から大会議室にて本年度第
4 回目の普通救命講習会を開催、講習会には、13 社 20
名の皆様が参加致しました。
講習内容は応急手当の重要性、応急処置の手順につい
て学び、中でも迅速な通報、迅速な心肺蘇生、迅速な除細
動、等の初期の適切な対応を行い、専門家による二次救命
処置につなげることが重要である事を学びました。
参加者の数名は過去に受講された方もいましたが、受講
した時は覚えていても、実際に使う機会は無く (よい事
です) 忘れてしまう事も有り、又最新救助方法の知識取
得の為に再度の受講との事です。
この講習会は、真岡消防芳賀分署に引き受けて頂いて
おり、講師の皆様は、夜勤明けの勤務を終え、ボランティ
アで指導を頂いております。今回の指導を頂きました
吉沢様・富山様・西谷様、（写真右上）お疲れの処、あり
がとうございました。
本講習会は、企業で働く多くの方々の危機管理に対する
意識向上の一助となっており、毎回募集とほぼ同時に定員
になってしまいますので、案内が届きましたら、直ぐの申
込みをお願い致します。

■栃木県工業団地管理連絡協議会開催
1 月 16 日、宇都宮市内において、県内の８工業団地で組
織されている、栃木県工業団地管理連絡協議会の第３回幹
事会が開催されました、幹事全員と、県からは産業労働観
光部より伊藤班長（写真右上・左側）を迎え開催、
団管連富永務局長（写真右上・右側）を議長に下記議題を
審議しました。
議題① 平成 25 年 02 月 07 日開催の栃木県知事との意
見交換会出席者は、各協議会から会長を含め 3 名が参加
する。知事との意見交換の場では、各工業団地の状況を短
時間で説明をするとこで意見がまとまりました。
議題② 栃木県産業労働観光部長との意見交換会につい
ては、25 年度も開催をする事で意思統一がなされました。
内容に付いては、県より産業政策等の説明を今迄以上に頂
きたい要望が出されました。
議題③ 平成 24 年度予算執行状況・事業実績関係につい
ては、異議なく承認された。
事務局雑感 紙面の都合で、お休みをさせて頂きます。

芳工連日誌
【1 月の実績】
07 日

仕事はじめ

08 日

芳賀町賀詞交換会

08 日

交通安全のぼり旗撤去

16 日

団管連幹事会

17 日

団地内防犯環境パトロール

18 日

芳工連賀詞交換会

23 日

資源ごみ回収日

25 日

商工会理事会・新年会

30 日

普通救命講習会
【２月の予定】

07 日

知事との意見交換会（団管連）

21 日

運送事業者及び荷主との
労務・安全に係る懇談会

2０日

ボウリング大会

26 日

優良企業視察研修会（ハウス食品）

2７日

資源ごみ回収日

