
 

 

 

 

■交通防犯部会 

１）緊急街頭広報活動の実施 

真岡警察署管内に於いて、6月 30日～7 月 2日

の間に重大な交通事故が発生し、真岡地区に交通死

亡事故多発警報が発令された事を受け、真岡警察

署・芳賀町・地域交通安全推進関係者・芳工連関係

者により 7月 8日管理センター前交差点にて、緊急

街頭広報活動が実施されました。実施に先立ち、坪

川芳賀町副町長より、交通事故に関しては、ハード

面ではそれなりに歩行者安全や、運転者等への安全性は向上しているものの、ソフト面特に、運転

者自身の交通安全への意識向上が必要不可欠であるとの挨拶の後、各自が交通安全の啓蒙パンフや

安全グッズを手に、信号待ちで停車中のドライバーに、交通安全への協力を求めました。 

２）交通安全の横断幕・のぼり旗設置 

芳工連交通防犯部会において、7 月 9 日～22 日

までの 14 日間、夏の交通安全運動を実施しました。

初日の 9 日（火）前田交通防犯部会長の挨拶の後、

16 人のメンバーが 2 手に分かれ、工業団地内で最

も交通量の多い、管理センター前交差点・芳賀台交

差点の 2 か所に、のぼり旗と交通安全の横断幕を設

置しました。 

この交差点を通過する多くのドライバーの方々へ

安全運転の注意を促す為に、部会員一同、強い日差

しを背に受け、流れる汗にもめげず、交通事故発生ゼロを願い設置を致しました。 

３）交通防犯部会 第 1 回部会開催 

のぼり旗設置後、大会議室に集合し、平成 25 年

度に計画されている事業計画の再確認と事業日程及

び進め方を審議しました。夏の交通安全推進期間中

の交通街頭立哨を始め、交通安全講演会・安全運転

講習会等、骨格となる活動内容について、再確認さ

れ本格的な活動のスタートが切られました。 

交通防犯部会の具体的な活動内容については、交

通安全講習会を、8 月 6 日開催で、真岡警察署の矢内交通課長様の講話で、演題は『管内の交通

情勢と、交通安全対策について』で御座います。是非、時間を造りご参加をお願い致します。 
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安全運転講習会は、10 月末開催とする事、講習

内容については、受講者に好評の動画を用いた危険

予知訓練（ＫＹＴ）を実施する事が確認され、日時

が決まり次第『芳工連だより』でもお知らせをいた

しますので是非ご参加ください。 

又、次回の交通防犯部会の開催日程についても審議

され、秋の交通安全県民総ぐるみ運動の展開期間中

の開催が決定されました。 

４）交通安全街頭立哨 

7 月 12 日（金）朝 8 時よりお揃いの黄色帽子を

被り、芳工連の襷を肩に掛け管理センター前の交差

点に於いて交通防犯部会メンバー及び 下高根沢駐

在所古澤巡査部長様のご協力を頂き、猛暑の中街頭

立哨を行いました。 

早朝から降り注ぐ暑い日差しにも負けずに、交通

量の一番多い時間帯での渋滞を目の当たりにしなが

らの立哨、工業団地を走行する多くの方々へ、安全

運転への意識高揚に寄与した朝でした。 

■総務企画部会  
1）第 29 回ボウリング大会開催 

7月 17 日（水）宇都宮ゴールドレーンにおいて、

第29回芳工連ボウリング大会を開催いたしました。

参加企業は 16 社で６４名の参加があり、チーム編

成は、企業毎及び、各企業の混成等様々でしたが、

ゲーム開始と同時に大歓声が至る所から聞こえ、和

気藹々のボウリング大会でした。 

優勝チームは、若さに物を云わせ、団結力でも他の追随を許さない『㈱本田技術研究所様』の  

皆様で、持ちきれない程の商品を Get しました。おめでとうございました        

！準優勝は惜しくも連覇を逃した、日新航空サービス㈱様、3 位は大星電機㈱様でした。 

今回のボウリング大会に際し多くの賞品の提供を頂きありがとうございました。 

■環境整備部会 

１）第 2 回クリーン作戦実施 

7 月 25 日 朝から小雨の空模様、工業団地内を

5 つの地域に分け、各企業様に分担をして頂き、道

路・側溝・緑地帯に捨てられている、空き缶やゴミ

などを拾い集めました。 

各場所から集められるゴミ袋の山も年々少なくな

っているとの事、定期的なクリーン作戦のせいか、

継続的な活動が功を奏していると感じました。 

参加された皆様 雨の中ありがとうございました。 



■安全衛生部会 

1）普通救命講習会開催 

7月２４日（水）に管理センター大会議室において、

真岡消防署芳賀分署の救急救命士の方を講師に招き、

12社 24 名が参加し、本年度 2回目の普通救命講習

会を開催しました。講師の方より芳賀郡内での年間の

救急出動件数は昨年度5953件/一日平均16件の出

動との事、救急車が到着するまでの短時間に救命の処

置をする事で、社会復帰が出来る率が上がるとの事で

す。 講義は、救急車が来るまでの応急手当の重要性と救命処置についてで、受講者の皆さんは講

師の救命士の話を真剣な眼差しで聞いていました。 

いつも講師を引き受けてくださる、真岡消防署芳賀分署の救命士の皆様には、疲れているにも係

らず熱心な指導を頂き有り難うございました。 受講された皆様、救命処置の場面に遭遇したら、

今日習得した知識を実践し人命救助に役立ててください。 

■芳賀町ロマン花火 2013 実行委員会開催 

7 月 5 日（金）第 2 回ロマン花火実行委員会が開

催されました。議題は、全体運営についての協議、大

会収支予算及び、協賛団体毎の協賛金の申し込み状況

についての報告がありました。芳工連よりは、協賛を

頂いた企業数、協賛金について、企業様の御協力の下、

昨年実績を上回った旨の報告させて頂き、併せ当日会

場で使用できる、お食事券についての説明をさせて頂

きました。 

花火の打ち上げを担当する業者の方より、昨年の反省を踏まえ、昨年以上に大輪の華を咲かせる

旨報告があり、今年は昨年にも増して大輪の花火が観られそうで実行委員一同安心しました。 

芳工連会員企業様には、芳工連より、ロマンの湯売店及び、模擬店のみで使用可能な、お食事券

が贈られますので当日は是非、お越しください。 

※ 企業様よりロマン花火への協賛金に御協力を頂き ありがとうございました。 

■団管連幹事会開催 
1）栃木県工業団地管理連絡協議会 幹事会開催 

栃木県工業団地管理連絡協議会第 2回幹事会が、宇

都宮工業団地総合管理協会にて7月２２日県内8工業

団地管理団体が集まり開催されました。席上、来賓の

県産業政策課企業立地班長、斉藤様より挨拶の後、今

期活動内容の具体的な進め方の議事に入り、今秋予定

の栃木県産業労働観光部長との意見交換会の実施概要

について特に、視察企業及び企業よりの業容報告について又、各工業団地での意見交換会の最終日

程について確認がなされ、芳工連は、11 月 6日に決定しました。又、工業団地事務担当者の研修

内容及び、先進地工業団地視察についても協議がなされました。 



芳工連日誌 

【0７月の実績 】 

01 日 真岡警察署に対し 

交通安全環境対策の依頼 

03 日 芳賀町民祭担当者会議 

05 日 ロマン花火実行委員会 

09 日 交通防犯部会開催 

横断幕・のぼり旗設置 

12 日 交通安全街頭指導 

17 日 第 27 回ボウリング大会 

17 日 真岡警察署陳情 

18 日 わかものサポート芳賀町開催 

22 日 交通防犯部会 

 横断幕・のぼり旗撤去 

22 日 団管連幹事会開催 

24 日 普通救命講習会 

24 日 資源ごみ回収日 

25 日 クリーン作戦実施 

25 日 真岡土木事務所へ道路改修提案 

29 日 ロマン花火実行委員会開催 

【0８月の予定 】 

03 日 芳賀町ロマン花火開催 

06 日 交通安全講習会 

13 日～15 日 休館日 

19 日 県土整備部への陳情 

28 日 資源ごみ回収日 

23 日 総務企画部会情報交換会 

30 日 交通防犯・安全衛生部会 

■芳賀町長との意見交換会 

７月３１日 恒例の芳賀町と芳工連との意見交換会

が管理センター大会議室にて午後１3時 30 分から 

芳賀町より豊田町長様・坪川副町長様・見目教育長様を

始め、全ての部課長様、芳工連からは、澤田会長をはじ

め、各企業の方々の出席で開催されました。  

冒頭芳工連澤田会長より、昨年開催時提案させて頂い

た要望項目に対して、町の対応についてのお礼を述べさ

せて頂いた後、芳賀町豊田町長より、平成 25年度芳賀

町経営方針についての説明が有り、重点施策としては、 

１、学校教育の充実 ２、健康づくりの推進 3、計画

的な町づくりの推進 ４、防災・消防機能の向上につい

ての御話が有り、それぞれの具体的な取り組み施策につ

いては担当部課長様よりの説明が有りました。 

その後、芳工連の各企業より提出された、新エネルギ

ー施策周知について・道路環境整備について・交通安全施設の

整備充実についての 3 項目 4 件の意見・質問に対して、担

当課長から、それぞれに詳細な誠意ある説明があり、有

意義な意見交換会となりました。 

企業よりの意見・質問及び、町よりの回答の一覧に付

いては、最終ページに記載させて頂きますので、ご確認

願います。 

■真岡警察署への陳情 

7月 17 日澤田会長・宮崎・髙倉副会長・事務局にて、

大垣真岡警察署長様への交通安全施設の整備充実につい

て陳情に伺いました。陳情内容については、芳工連とし

て過去より継続的に陳情している項目です。真岡警察署

管内での信号機設置要望については、100 基程抱えてお

り、県内全域からの要望箇所も含めると相当数になると

の事で、直ぐに設置できる状況では無いとの事ですが、

芳工連としては、今後も継続的に陳情をさせて頂く旨御

伝えしました。 

今回の陳情では、工業団地内で優先的に設置して頂き

たい箇所を強く御話をさせて頂き、陳情内容について、

真岡警察署として改めて設置の提案を本部にして頂ける

との御話を頂きました。 

■会員企業 社名変更のお知らせ 

会員企業のティエルロジコム株式会社様が、 

6 月 1 日付けで、SBS ロジコム株式会社へ 

変更になりました。 



■芳賀町長との意見交換会へ、企業より寄せられた意見・質問/芳賀町からの回答(要約)一覧です 

項目 表題 内容 

新エネル

ギー施策

周知につ

いて 

 

都市ガスラインの延長に

伴う、芳賀町としての今後

の対応について 

 

 

H25 年 8 月より弊社まで都市ガスラインが延長になります。 

従来のエネルギーに比べ費用・環境面にも都市ガスは優位といわ

れており、この様な有益な情報を新たな進出企業様・既存の企業

様に対しての周知を、町として、どの様に対応して頂けるか御伺

させて頂きます。 

≪町からの回答≫ 

多くの企業様は、当工業団地内にガス管が埋設され、利用可能で

あることは承知していないと思いまが、当工業団地では６社が利

用することになります。都市ガス会社では、配管ルート沿線にあ

る企業様を個別に訪問し、営業活動を進めているとのことです。 

天然ガスは、ＣＯ２を削減できることから、低炭素社会実現に向

けて重要なエネルギー源として期待され、国も補助金制度で天然

ガスシフトを推進しています。町としても、環境負荷が少ない天

然ガスの優位性はホームページ等を利用して周知したいと思いま

す。ただし、導入費用については、設置設備、使用ガス容量、配

管距離等により個別にガス会社の試算が必要となりますので、町

からのご説明は控えさせていただきます。 

道路環境

整備につ

いて 

 

ひばりが丘公園と貯水池

との間の道路不具合につ

いて 

 

 

芳賀町工業団地排水センターへ向かう、ひばりが丘公園横の、 

道路とマンホールの段差について、近隣に企業様の駐車場が有る

為、段差を避け走行車線をはみ出し通行する車両が有り非常に危

険です。早急にマンホールの段差（2 箇所）の補修提案をさせて

頂きます。 

≪町からの回答≫ 

現地調査の結果、補修が必要な段差でしたので、速やかに補修工

事を発注いたしました。 

工業団地内 歩道上の 

街路樹伐採後の対応につ

いて 

 

 

芳賀町工業団地は、工業とみどり(環境)の調和のとれた工業団地と

認識しておりますが、団地内の歩道上の街路樹について、数か所

立ち枯れが発生し、伐採をして頂いております。伐採後の処理に

ついて、切り株にパイロンを置いたままの箇所が見受けられます

ので、根を取り払うとともに、新たな樹木を植え、美しい景観を

保って頂きたい。 

≪町からの回答≫ 

団地内の街路樹については、植樹から２５年以上経過し大木にな

ってきています。根の影響で植樹桝が変形したり破損して危険な

ものについては、順次修繕を行っております。枯損等により伐採

し残った切り株及び桝につきましては、自転車・歩行者の安全な

走行と維持管理の面から、場所により撤去舗装し歩道として有効

利用するものと、新たに植樹するものとで検討したいと思います 

交通安全

施設の整

備充実 

芳賀台 89-4 番地付近の 

変則４差路への信号機設

置要望について 

昨年度町より、信号機の必要性について理解を示して頂き、変則

5 差路の改修についても検討中との事。 

現在の進捗について御伺をしたい。 

信号機の設置を希望していますが、町としても信号機設置の要望

を所轄警察署と協議しているのか、お伺いをしたい 

≪町からの回答≫ 

現交差点改良に伴う用地取得については、概ね関係地権者の理解

が得られたため、所轄警察署と事前協議を行い、現在測量設計業

務発注の準備を進めております。変則の４差路となりますが、今

後も関係機関と協議をしながら年内に工事着手できるよう進めた

いと考えております。町からも信号機の設置要望は行って参りま

す。 

 


