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■栃木県産業労働観光部長との意見交換会開催
１１月６日県より、産業労働観光部長小林様、
産業政策課斎藤様・眞田様、県工業団地管理連絡
協議会事務局金田様の御出でを頂き意見交換会
が開催されました。
意見交換会前半は、山王テック㈱東日本事業所
様の御協力を頂き、事業所視察となり吉岡取締役
から業容の概要説明を頂いた後、須藤様・山田様
より設計・解析業務についての説明、設計室の現
場では、CAD を用いての設計作業を見学させて
頂きました。
設計現場では、自動車の部品設計から、生産ラ
インの装置設計までと幅広く、山王テック様の業
容の広さを感じました。
視察終了後、会場を管理センターに移して後半
の意見交換会となり、県関係者の 3 名と、工業
団地関係者 20 名程が出席して開かれ、芳工連澤
田会長からの歓迎の挨拶と、小林部長様からの御
挨拶の後、協永堂印刷㈱栃木事業所藤枝所長・ク
ミ化成㈱開発センター野沢課長の両氏による立
地企業の会社概要説明が行われ、それぞれの業容
の幅の広さや専門性の高さに大きく頷いておら
れました。
意見交換会では、事前に芳工連より１項目の意
見・要望及び、当日 2 件の要望項目が出されま
した。
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項目
交通安全環境整備関係

質問・要望項目
工業団地内の横断歩道表示お
よび一時停止線の摩耗による
消えについて、歩行者、自転車
走行の方の安全確保の為、早急
に対応して頂きたい。

県よりの回答
県警交通規制課より、スケージ
ュールとして、設計は終了。
業者に対し、入札をお行い、今
年度中には作業を終了。
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項目

質問・要望項目

県よりの回答

技能五輪全国大会開催 ・技能五輪の認知度アップの
について
施策について
・参加企業を増やす取り組み
について
・育成、補助支援について

休日保育関係について

・周知活動については、ポスタ
ー、チラシ、ＨＰの活用を行い、
広く周知、各種イベントでＰＲ
を実施し認知して頂くように
する。
・参加選手の育成については、
県内企業の協力を頂く為に検
討中です。指導者の研修につい
ても検討致します。
・補助についても検討し、すそ
野を広げ多くの企業様に参加
協力のお願い予定です
休日保育を活用する場合、都度 保護者の就業状況を把握しな
勤務証明書の発行を求められ、 ければならない、勤務詳細につ
事業主・親に負担が生じてお いて、就業証明が最初の提出時
り、簡素化が出来ないか。
との変化が有る場合が有り、都
度確認が必要となります。

■新副会長に大西様が就任されました。
11 月 6 日開催の臨時役員会にて、11 月 1 日で異動になりました、本田技研工業生産企画統
括部 事業企画センター高倉様の後任に、事業企画センター長代行大西義史様の
芳工連理事、及び副会長の就任が承認されました。

■交通防犯部会活動
１）安全運転講習会開催
10 月 31 日 交通防犯部会主催、交通安全講
習会を、ツインリンクもてぎ・アクテブセーフテ
ィトレーニングパーク・チーフインストラクター
荒川様を講師に迎え開催しました。
講習会には、15 社 34 名の若手から中堅の方
まで幅広く多くの人が出席され、まず危険予知訓
練の基本となる 4 ラウンド法について ①潜在
的危険把握 ②危険の絞り込み ③対策樹立
④行動目標設定のストリーについての確認が有りました。
講習は、動画を用いての危険予知の訓練で、スクリーンに映し出された市街地を走行し、危険
と思われる場面の予知を行う内容で、危険と思われる事象について出席者の多くは一致している
場面も有るが、運転経験の違いで危険と認識している箇所の違いが顕著に現れるなど、改めて自
身の運転について見直す機会を得たと思います。
又、運転中は、認知・判断・操作と連続して全てを瞬時に判断をしなければならないが、瞬間
的な時間では決まった事しかできない事も学びました。 安全に運転をするには、①スピードを
落とす ②互いに間隔を取る ③確認を怠らない事が重要で、今回の講習に参加された方は、自
らの運転を振り返る事が出来、無事故につなげる多くの事を学んだ講習会でした。

■総務企画部会
1）第 2 回総務企画部会開催

１１月 15 日管理センター小会議室にて第 2
回総務企画部会が開催され、中山部会長より挨拶
を頂いた後、議事の審議に入りました。
議題としては、①第 9 回芳工連賀詞交歓会の
日程及び総務企画部会としての運営について、
②第 30 回ボウリング大会の開催について、
③4 月開催予定の、新入社員研修開催日程ついて
は、企業に対し希望日程確認後、決定するが確認されました。議事後半は、芳工連活動の情報共
有化と云う事で、各部会・役員会の活動実績・活動予定について事務局より報告をしました。
2）第 6 回ゴルフコンペ開催
11 月 16 日（土）芳賀町ロイヤルメドウゴル
フスタジアムにて、芳工連会員 12 名が参加して
大会を開催しました。
天候状態は、朝からの快晴のコンデションで、
３チームそれぞれに紅葉が盛りのコースで親睦
を図りながらの熱戦を繰り広げました。
優勝は、ドライバーショット、パターと常に安
定し、NET76.8㈱大星電気・若松勇志様が、準
優勝は NET7７㈱PSG・中山克夫様が獲得しま
した。
３）初級管理者セミナー開催
11 月２２日、管理センター大会議室で、管理
者として部下を指導する立場の 11 社２２名が
参加し初級管理者セミナーが開催されました。
セミナーは、管理職として今後、人・モノ・金・
情報を活用し業務を展開して行くうえで必要と
される、コンセンサス(意見合意）
・ソーシャル（性
格分析）理論について学びました。
人の考え方には常に相違が有る事、相手の意見
を認め、互いが納得した上で結論を導く手法につ
いて学ぶ中、特に異業種の方々との小集団による
意見集約については、社内会議では得る事の出来ない多くの事を学んだと思います。
受講者のアンケート結果より、講習の内容はよく理解され、全受講者から今後の仕事に参考
になるとの回答が多くを占めていました。
この講習で得た知見を実践する事により、活力ある職場造りが実現出来、企業が益々繁栄す
ると感じております。
研修会へのご参加有難うございました。

■環境整備部会
１）第２回環境整備部会開催
11 月 12 日、第 2 回環境整備部会を開催しま
した。部会開催に先立ち、ひばりが丘公園の花壇
に、色とりどりのパンジーの花を植栽、公園を散
歩される方の目を楽しませることが出来ると思
います。植栽作業と並行に、工業団地内の環境パ
トロールも実施し、紅葉が終わった樹木からは枯
葉が歩道に舞い落ちているものの、抽出項目は有
りませんでした。
部会の議事については、安全衛生部会と共同で開催が予定されている、優良企業視察について
訪問先・日程等について及び、第 3 回部会開催日について協議をし、各部会の活動報告について
は、栃木県産業労働観光部長との意見交換会についての内容の報告をさせて頂きました。

■安全衛生部会
芳工連日誌
【１１月の実績 】
06 日 産業労働観光部長との意見交換会
06 日 臨時役員会

1）第 2 回安全衛生部会開催
11 月 28 日 14 社１５名が参加し、第２回安
全衛生部会が開催され、冒頭藤枝部会長より 26
日開催された、真岡地区産業安全衛生大会につい
て、芳工連より 25 社 32 名の出席・芳工連より
優良従業員表彰者 2 社 4 名が受賞された事、及び
真岡労働基準監督署管内での労災発生件数は、前
年比マイナス２７％となっているが、9 月には 1
年 3 ヶ月振りに死亡災害が発生した事など報告が
有りました。
部会議事としては、活動実績の報告及び、今後

07 日・08 団管連視察研修
10 日 芳賀町民祭
12 日 第 2 回環境整備部会
環境パトロール
13 日 管理センター管理組合役員会
15 日 第 2 回総務企画部会
16 日 第 7 回担当者ゴルフ大会
21 日 初級管理者研修
22 日 正副部会長情報交換会
26 日 真岡地区安全衛生大会
28 日 第 2 回安全衛生部会
【12 月の予定 】
03 日 芳賀町総合情報館運営協議会
10 日 交通安全横断幕設置
11 日 安全活動事例発表事例報告会
13 日
18 日
21 日

第３回役員会
交通街頭指導
国道 408 号線開通式典

予定されている、12 月 11 日開催の安全活動事
例報告会・1 月開催の普通救命講習会・2 月実施
予定の優良企業視察合同研修会等の内容について事務局より報告をしました。
3 月開催の部会を前に、来期活動計画の検討を実施する為、2 月に臨時の部会開催し、活動内
容の検討を行う事が確認されました。

