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定期総会開催

1）第 24 回芳工連 定期総会が盛大に開催
第 24 回定期総会が、5 月 17 日大会議室にて、日新航空
サービス三重野様の司会で、会員企業 49 社 70 名が出席し
開催致しました。来賓には、豊田芳賀町長様、小林芳賀町議
会議長様、小林県産業労働観光部長様(代理斎藤様)に出席を
して頂き開催されました。
開会の辞は、宮崎芳工連副会長より協議会会員・行政関係
の方々に日頃の芳工連への活動協力に対して謝辞を述べさ
せて頂いた後、総会の開会宣言が行われました。
芳工連澤田会長よりは、日頃より芳工連活動への感謝及び、
平成 24 年度の活動実績の審議と来期の事業計画並びに収支
予算案の慎重審議を会員様にお願いをする旨の挨拶があり、
ました。
御来賓の、芳賀町長様、町議会議長様から祝辞を頂いた後、
澤田会長の議長のもと審議が開始されました。
2）議案審議
平成 24 年度の総括・各部会活動結果報告と収支決算につ
いて報告され、会計監査結果については、三菱 UFJ 信託銀
行センター長の荒井監事より報告され、それぞれの案件につ
いて全て賛成多数で承認されました。
その後、平成 25 年度の活動計画と収支予算（案）が事務
局より報告され、出席者全員の賛同を頂き審議項目は、全て
承認され 25 年度活動のスタートが切られました。
審議終了後、芳工連に新規に加入を頂いた 6 社様より自己
紹介、25 年度新たに就任された役員 3 名及び新副部会長 4
名より自己紹介を頂きました。
閉会の辞は、高倉芳工連副会長より、全ての議事が無事に
終了した事への謝辞と、引き続き芳工連の諸活動に対し協力
を頂く事をお願いするとの言葉で締めくくられました。
3）懇親会の開催
総会終了後、会員・御来賓の多くの方々に出席を頂き懇親
会が、中山総務企画部会長の司会で開催されました。開会宣
言は、芳工連を代表して、ＮＫエンジニアリング株式会社 安
達常務様に頂き、乾杯は、佐藤芳賀町商工会会長の御発声で
スタートしました。
懇親会は、長時間に渡る総会の緊張感から一気に解放され
た感じで、各テーブルでは始終普段聞く事が無い大きな笑い
声や歓談の声が、長時間に渡り聴かれました。
華やかな懇親会も、鈴木総務企画副部会長の中締めの挨拶で
めでたく締め括られました。
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■総務企画部会
1）第４７回ゴルフ大会
5 月２５日、親睦や健康増進を目的に、総務企画部会主
催の第４７回芳工連ゴルフ大会が、芳賀町のロイヤルメド
ウゴルフスタジアムにて、１２社２１名の参加で開催され
ました。
競技は、７時４5 分に OUT よりのスタートし、天候に
も恵まれ、ドライバーやパターの感触もよく、好スコアが
続出し、上位 3 名は参加者に圧倒的な実力の差を見せつ
けた協永堂印刷株式会社 萩原様（写真右）NET 73 で
優勝、2 位は NET73.2ＪＰＳ製薬株式会社 富永様、3
位 NET73.2 三菱ＵＦＪ信託銀行 久志様となりました。
大会開催にあたり各企業様より、多くの景品の御提供を頂きありがとうございました。

■環境整備部会
1）第 1 回 クリーン作戦実施
環境整備部会の第１回クリーン作戦が 5 月 29 日に実施
され、早朝より小雨が有ったものの、開始時間には上がり、
今期初のクリーン作戦は幸先の良いスタートとなりました。
工業団地を 5 ブロックに分け 60 社 183 名を超える
方々に参加をして頂き、それぞれにビニール袋を片手に、
歩道・側溝などに目をやり、空き缶・煙草の吸殻などを拾
い集めました。今回のクリーン作戦は、芳賀町チャレンジ
デー2013 のイベントと同日開催をさせて頂き、参加され
た方々の人数・時間をがカウントされて頂きました。
参加された皆様ありがとうございました。

■安全衛生部会
1）普通救命講習会実施
5 月 28 日管理センター大会議室で 12 社 21 名が参加
し、今期 1 回目の普通救命講習会を講師に、真岡消防署芳
賀分署の方々に御出を頂き開催しました。この講習会は、
企業の方々の危機管理の意識が高い為か、募集とほぼ同時
に定員になる程好評で、今年度も年間 5 回奇数月に開催す
る事に致しました。
不慮の事故や怪我に襲われたとき、救急車が来るまでの
8 分間の短時間に、適切な応急手当が救命の決め手となる
との事。受講者は、不慮の事故に遭遇したら、講習会を思
い出して対応していただければ幸いです。
講師を担当して頂いた芳賀分署の皆様方夜勤開けでの対応ありがとうございました。
2）真岡労働基準協会 総会開催
5 月 21 日 25 年度真岡労働基準協会総会が開催され
ました、基準協会は、厚生労働省の関係団体として、昭和
23 年より労働に関して活動しており、その地域は、真岡
労働基準監督署管内の「真岡市、益子町、茂木町、市貝町、
芳賀町、上三川町」の一市五町に渡り、現在の会員数は、
４５３社数え、当連絡協議会からは、藤枝安全衛生部会長・
事務局長が出席をいたしました。
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開会の挨拶は、真岡労働基準協会会長 黒沢良二 日産自動車（株）栃木工場長様からあり、
管内の休業 4 日以上の労働災害発生状況は、大幅に増加傾向に有る事、今年より第 12 次労働
災害防止計画がスタートとなり、平成 29 年までに死亡災害・労働災害の大幅に減少をさせる旨
お話があり、計画達成への災害防止対策の取り組みが重要となっているとの決意が有りました。
議長及び署名人の選出の後、議題の審査に入り、議題は、24 年度事業計画・計算書類の承認・
25 年度事業計画案及び予算案の審議となり、それぞれ異議無く賛成多数で承認をされ、無事総
会は終了しました。
３）労働災害防止団体等連絡会議開催
真岡労働基準監督署主催の労働災害防止団体等連絡協議会が真岡市内で開催されました。
会議には管内の安全推進関連 10 団体が出席し、冒頭高橋真岡労働基準監督署長様より、管内に
於ける平成 24 年度の休業 4 日以上の労働災害発生件数は 190 件で前年と比較して、50 件の
大幅な増加で、3 か年連続の増加となり、また発生させてはならない死亡災害も 3 件発生し、
平成 25 年度より 29 年まで実施する、第 12 次労働災害防止計画では大幅な削減目標を掲げて
いるとの挨拶が有りました。
連絡会として、災害増加傾向に歯止めをかける為、行政からの情報提供や各団体の安全衛生活
動の取り組み状況の報告、その他の情報交換などを行う事で、真岡労働基準監督署管内に於ける
労働災害の発生を低減させる活動に取り組む事となり、芳工連よりは、藤枝安全衛生部会長・事
務局が出席をし、24 年度安全衛生活動の実績及び 25 年度の活動計画について報告をさせて頂
きました。

■町政懇談会開催
平成 25 年度 町政懇談会開催される
平成 25 年度、町政懇談会が 5 月 23 日芳賀町農業者ト
レーニングセンターにおいて町内の各団体から９０名程が
参加し開催されました。
議会議長挨拶の後、初めに 25 年度町政経営方針、職員
の行動指針説明が町長より有り、各重点施策と、具体的な
取り組み ①学校教育の充実 ②健康づくりの推進
③計画的なまちづくりの推進 ④防災・消防機能の向上の
４施策については、担当課長から説明がありました。
特に学校教育の充実に対して重きを置く施策は、明日を
担う子供育成に力を入れると云う姿勢、芳賀町に住む子育て世代の方々には大きな安心材料とな
るのではないかと感じた懇談会でした。

■団管連幹事会
栃木県工業団地管理連絡協議会 幹事会開催される
栃木県工業団地管理連絡協議会幹事会が宇都宮市内の
ホテル・ニューイタヤにて、栃木県産業労働観光部産業政
策課長斎藤様・主査眞田様を来賓に迎え 5 月 10 日開催さ
れました。
席上、協議会事務局長の富永宇都宮工業団地総合管理協
会専務理事の開会の挨拶のもと、議題に入り 24 年度の事
業計画及び収支決算・25 年度事業計画（案）及び予算（案）
が慎重に審議され、それぞれ承認がなされ、6 月 13 日開
催予定の理事会への提案となりました。
その後、真岡工業団地・川島専務理事、鹿沼工団地・津吹専務理事に対し、長年の協議会発展
に向けての御尽力に対し、協議会より記念品が贈呈され、幹事会は終了いたしました。

3

■入会企業様のお知らせ
4 月以降に芳工連へ加入された企業様の御紹介をさせて頂きます。
【 株式会社 ベストロジ 栃木様 】
総合物流担当企業である株式会社ホンダロジスティクスの子会社
として設立され、栃木県、北海道に営業拠点を設け、業務請負事業・
一般労働者派遣事業・特定旅客自動車運送事業など、お客様と社会
のニーズに応え続ける企業です・・・・加入部会・安全衛生部会
【 ひのやフードサービス株式会社様 】
県内最大手のコントラクトフードサービスを展開するイートラン
ドグループの一員として、芳賀地区に仕出し弁当の製造・デリバリ
ーの拠点として今春、管理センター内に開店。安心できる安全な食
材で、食の提供を実現しています・・・加入部会・安全衛生部会
【 栄光デザイン＆クリエーション株式会社 栃木工場様 】
4 輪部品のデザインから設計支援・ソリッドデータの作成、そして
様々な工法での試作品製造、さらにその試作段階で解析されたデー
タを利用しての金型製造等、お客様のニーズにトータルでお答えで
きる企業様です。・・・・・・・・・・加入部会・環境整備部会
【 サンクレール株式会社様 】
工業団地に拠点を置くバス会社で、栃木県内でも珍しい９人乗りか
ら大型バスまで多様なバスが揃っており、バスのカラーリングは癒
しの落ち着いた色で好評です。栃木県にある約 130 社のバス会社
の中でお顧客満足度が最も高い位置にあるバス会社と云われてい
ます。・・・・・・・・・・・・・・・加入部会・総務企画部会
【 ジェイアールバス関東株式会社 宇都宮支店様 】
宇都宮市内と近郊地域を結ぶ路線バスを担当している宇都宮支店
が、宇都宮市から工業団地内へ移転し、４月１日から営業を開始
しました。工業団地への進出に依り、宇都宮市内方面へは早朝 5
時台が 3 本、宇都宮駅方面からの最終は 22 時 37 分着と利用者
の便が各段に向上しました。・・・・・加入部会・総務企画部会
芳工連日誌
【05 月の実績 】
01 日
09 日
11 日
17 日
21 日
22 日
23 日
23 日
22 日
24 日
25 日
28 日
29 日

商工会理事会
観光協会理事会
栃木県団管連幹事会
芳工連第 24 回定期総会
真岡労働基準協会総会
労働災害防止団体等連絡会議
芳賀町町政懇談会
芳賀町商工会総会
資源ごみ回収日
真岡地区暴力団追放対策協議会総会
総務企画部会主催ゴルフ大会
普通救命講習会
チャレンジデ―参加・クリーン作戦

【 06 月の予定 】
11 日 芳賀町総合情報館運営協議会
11 日 全国安全週間説明会
13 日 栃木県工業団地管理連絡協議理事会
14 日 芳賀町商工会理事会
17 日 団地内交通安全環境総点検
19 日 安全衛生部会開催
21 日 第１回芳工連役員会開催
26 日 資源ごみ回収日
26 日 総務企画部会開催
下旬 環境整備部会開催・環境パトロール

4

