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■役員会開催 
■第４回役員会開催 

3 月 14 日役員１０名が出席し、管理センター

小会議室で役員会が開催されました。澤田会長の

挨拶の後、異動・退職に伴う役員交代につての報

告、町主催の賀詞交歓会・栃木県知事との意見交

換会についての報告及び、各部会の活動として、

優良企業視察・交通防犯環境パトロール・普通救

命講習会等の各活動について報告を致しました。 

審議項目として、各部会の来期活動計画につい

ては、前年を基本として活動を行う事を提案させ

て頂き、承認を頂きました。25 年度新たな取り

組みとして、四部会の正副部会長による情報交換会を開催する事を提案させて頂きました、

互いの部会情報については、事務局を通じて得られるものの、face-to-face で情報交換会を

行う事で、部会運営・活動計画の進め方などの諸課題の共有・解決策が得られ、更なる部会

活動の活性化の為には、必要と感じ提案をさせて頂きました。 

25 年度の芳工連会費額（均等割）について、リーマン以降経済の停滞・その後の東日本大

震災による工業団地内の被害の甚大さから、会費（均等割）については、従来の２/３とさせ

て頂いており昨年の役員会の審議にて 25 年度よりは、従来金額に戻すとの決議でした。 

今回改めて、会費額の審議を行い、意見として、特別な継続する要因も無く、多少景気も

上向いており、昨年の役員会にて今期よりは、従来金額に戻すと決議されているとの意見も

あり、２５年度より従来の会費額（均等割）とすることが確認されました。 

次に、定期総会に向けての資料の確認・役割分担等を決定する為の、役員・正副部会長会

議の開催日程について審議を行い、４月１２日

（金）１５:３０～の開催、５月開催の第２４回定

期総会開催の日程については、例年同様の第３週

目の週末、５月１７日に開催することがそれぞれ

確認されました。 

芳賀町工業団地内町道補修についての優先順

位の意見については、２５年度第１回目の役員会

にご提案を頂く事をお願いさせて頂き、全ての審

議が終了しました。 
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■安全衛生部会 
■第 3 回部会開催 

第 3 回安全衛生部会が 3 月５日、１１名が参加し

管理センターで開催されました。 

議題は、今年度の活動計画に対する実績の確認と来

年度の事業計画並びに予算確認が主体です。今年度の

実績は、５回の普通救命講習会で延べ６４社 107 名

が受講、健康づくり講習会及び労働安全活動事例発表

会と労働基準監督署長の講習会など各 1 回開催し、

当初に計画した事業については、遅延無く全て実施しました。数年前から実施をしている有

所見者対応講習会については、有所見率の低下がみられるとの事で、２5 年度は、秋開催の

健康造り講習会をより充実させる方向で行う事とし、集約させる事にしました。また、来期

の活動計画についても、24 年度を基本として活動を展開することが確認されました。部会の

活動費支出については、当初の予算額内での着地となる見込みです。 

■普通救命講習会開催 

3 月 19 日、普通救命講習会が、13 社２２名が参

加して講師に真岡消防署芳賀分署の皆様に対応して

頂き開催されました。 

万が一事故に遭遇した場合、救急車が到着するまで

の短時間での初動の「救命処置」で、生存率が大幅に

向上します。講習内容は、被災者を救急車に引き継ぐ

までの、正しい救命処置とその手順を学ぶもので心肺

停止状態に陥った時に用いる、心肺蘇生機器「ＡＥＤ」（自動体外式除細動器）の正しい使用

法を習得しました。今年度は、年５回開催を行い、延べ１０７名の方が受講されました。 

■環境整備部会 
■第 3 回部会開催 

3 月５日、部会員１３名が参加し、第 3 回環境整

備部会が管理センターで開催されました。議題は、今

年度の活動計画に対する実績の確認と来年度の事業

計画並びに予算確認が主体で、今年度の実績は、3 回

の部会開催、2 回の花の植栽、2 回の環境整備月間、

３回のクリーン作戦を実施いたしました。 特にクリ

ーン作戦では、工業団地内の企業様より常に 60 数社

150 人程の協力を頂き実施いたしました、資源ごみ

の回収活動に於いては、多くの企業様の御協力により、新聞紙 1,500Kg・雑誌 3,000Kg・

段ボール 9,000Kg を超える数量の回収協力を頂き、その売却益より、町より、工業団地内

に設置をして頂いた防犯灯の一部の費用を提供しました。 

来年度の計画立案については、本年度と同様の事業内容で展開をする事が確認されました。

期末を迎えての多忙の中集まって頂きありがとうございました。 
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■交通防犯部会 
■第 3 回部会開催 

３月７日、部会員 12 名が出席し管理センター小会

議室で開催されました。議題は、今期の実績と来期の

活動計画案について審議しました。 

今期の活動実績については、当初の計画に沿い展開

が出来、特筆出来る活動として、11 月 26 日 栃木

県総合文化センターに於いて開催された『平成 24 年

度安心・安全の道づくり県民大会』に於いて、県内の

工業団地を代表して、前田部会長が意見発表の機会を

頂き、道路は県民の日常生活や、社会経済活動を支える最も基本的な社会資本であり、その

整備は、県民や企業にとって切実な願いで、道路整備事業が着実に推進出来る様お願いをさ

せて頂きました。来期の活動内容については、前期同様の活動内容で行う事を確認しました。 

「団地内交通安全環境総点検」は、防犯灯の設置完了が 12 月 21 日完了を受けて、1 回

目は、1 月 17 日に実施を行い抽出した不安全箇所については、行政に対応をお願いし、2

回目の環境総点検は、3 月 12 日に実施し、防犯灯設置個所の抽出を行いました。 

■総務企画部会 
■第 3 回部会開催 

3 月７日、総務企画部会が、８名参加し管理センタ

ーにて開催いたしました。 

議題は、今年度の活動計画に対する実績の確認と来年

度の事業計画並びに予算立案が主体です。今年度の活

動実績は、３回の部会開催、新人・若手・管理職対象

の人材育成研修会、４回の親睦活動、新年賀詞交歓会

並びに部会の情報交換会を開催しました。年度初めに

計画した事業については、課題等もなく全て実施いた

しました。保育支援関係は、２月２１日に保育支援協議会を開催、芳賀町及び町内保育園の

方をお招きし意見交換会を実施し、休日保育を実施している企業様が私立保育園を訪問する

など、進捗が見られました。来年度の計画立案につては、24 年度と同様の活動内容で展開す

ることが確認されました。 

■団管連幹事会開催 
■第４回幹事会開催 

3 月 26 日、宇都宮工業団地総合管理協会において、平成 24 年度第 4 回幹事会が開催さ

れ芳工連からは、事務局長の河田が参加しました。 

議題は、平成 24 年度の総会に向けての審議ですが具体的には、①平成 24 年度事業報告並

びに収支報告、②平成 25 年度の事業計画並びに収支予算（案）の審議を行い事務局提示の

内容で承認されました。２５年度の第１回目幹事会は、５月１０日開催、理事会については、

６月 13 日県産業労働観光部長をお招きしての開催が決定されました。 
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■「芳賀町地産地消と        

惣誉を愛する会 」開催 

3 月 13 日（水）芳賀温泉ロマンの湯にて町内外

から、1２０名程が参加して開催されました。 

芳賀町生産の農産物による料理の数々と芳賀町生産

米 100 万石を用いて醸造された惣誉の数々を堪能

しました。乾杯のお酒は、上品な香りが特徴の純米

吟醸生酒その後は、数ある惣誉をチョイスし味わい、

やはり参加者の目当ては、おひとり様グラス一杯限

定の惣誉「大吟醸しずく」一口含んだ時に広がる淡

い味わい、舌の上で堪能できるコクと旨み、喉を伝

わり落ちていく心地よさ、芳工連で参加された 1４

名は至福の時間を味わいました。 

■生きがいサロンの活動を伺いました。 

管理センタ

ー会議室で開

催されていま

す、生きがいサ

ロンへ御参加

をされている

方々にお話し

を伺いました。 

生きがいサロンは、町内在住の現役を退いた方々を

対象として、町内の各施設で開催されており、当管理

センターでも毎週金曜日の午前中 10 人前後の方々

が集まり、趣味活動やレクリエーションなどを楽しん

でいます。3 月 8 日金曜日は、真岡消防署芳賀分署

の方を講師に招き、普通救命講習会を開催しておりま

した。最近は、多くの施設内に AED の装置があり、

使用方法を知っていれば、何かのお役に立てればとの

事で企画をされたそうです、余暇を自分の趣味や好き

な事に没頭するのではなく、常に何事にも興味を持つ

事の意欲には脱帽しました。 

■芳賀町観光協会主催 さくら祭り開催 

芳賀町観光協会主催の桜祭りが 4 月５日から１７日

迄、かしの森公園を中心に開催されます、かしの森公

園の桜は県内でも有数の桜の名所とし知られ、例年多

くの方で賑わい、１４日には、各種のイベントが組ま

れております。夜桜も趣があります、是非 足を運んでください。 

芳工連日誌 

【３月の実績】 

05 日 安全衛生部会 

05 日 環境整備部会 

07 日 交通防犯部会 

07 日 総務企画部会 

13 日 惣誉を愛する会 

14 日 役員会 

19 日 普通救命講習会 

26 日 団管連幹事会 

2７日 資源ごみ回収日 

【４月の予定】 

05 日 交通安全のぼり設置 

0６日～１５日 春の交通安全運動 

0９日 交通安全街頭立哨 

08-11 日 新入社員研修会 

12 日 役員会並びに正副部会長 

16 日 管理センター管理組合会計監査 

22 日 芳工連会計監査 

23 日 管理センター管理組合総会 

24 日 資源回収日 


