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■芳工連 小川審也新会長が就任 

役員新執行体制が定期総会で決定 

  新会長に就任した小川審也様から、会員の皆さまへメッセージをお預かりし

ましたので掲載させていただきます。 

 
芳工連会員の皆様へ 

 
この度、5月23日の第25回定期総会を経て芳賀町工

業団地連絡協議会会長に就任しました㈱本田技術研究所

四輪Ｒ＆Ｄセンター管理室の小川審也でございます。 

ホンダでは1981年の入社から一貫して総務・人事畑を

歩み、研究所部門、生産部門、本社部門で人材育成の仕

事を中心に勤務して参りました。また、2007年からは

タイ駐在を経験し昨年３月末に帰国。現在は当四輪Ｒ＆

Ｄセンター管理室にて勤務をしております。 

これまでの歩みを振り返って見ますと、各部門での経験に加えタイ駐在では成長率が高いアジ

ア市場での事業運営に携わり、今までに経験したことのないことを学ぶことができました。特に、

タイのアソシエイト（従業員）と共に進めたインド、マレーシア、インドネシアに事業所と独立

法人を設立する仕事では、例え国や人種、言葉、文化が違っても、お互いに発展を目指し共通の

想いや目的を持つことが、それらの壁を越えて理解し合い困難を乗り越える「力」になることを

学びました。 

弊社では「想いがあり道がある」とよく言いますが、会長就任後の初仕事として出席した芳賀

町町制60周年記念式典では、芳賀町の発展が「先達の想い」を真摯に受け止め、豊かな自然を

活かし農業・商業・工業のバランスのとれた町づくりに向けた「志」にあったことを実感いたし

ました。まさに「想いがあり道がある」ことの現れだと思います。 

さて、このような素晴らしい環境の中で、芳賀町工業団地連絡協議会会長という新たな役割を

いただきましたが、私の役割は会員企業の皆様が安全で安心な事業環境を維持できるように関係

する行政と連携を保つこと。また芳賀町をはじめ地域社会との調和を図りながら、芳工連の目的

である「工業団地の環境の保全と関連公共施設の維持・管理に対する協力、および会員相互のコ

ミュニケーションと親睦」をバランス良く図っていくことと認識しています。 

このような社外での役目は初めての経験でもあり、不慣れな点も多々あるかと思いますが、進

めるに当たっては皆様のご助言、ご協力を仰ぎつつ役割を担ってゆく所存でございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

㈱本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター 管理室長 小川審也  
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■芳工連 定期総会開催 
1）第 25 回芳工連 定期総会を開催 

第 2５回定期総会を 5 月２３日開催しました。日新航空

サービス岩野慎一郎様の司会で、会員企業 44 社 63 名の

ご出席により開催できました。来賓として豊田征夫芳賀町

長、小林隆志芳賀町議会議長、荒川政利県産業労働観光部

長(代理橋本陽夫様)ほか関係機関や団体を代表者する皆さ

まのご出席を頂きました。 

宮崎侊志郎 芳工連副会長が会員、行政機関並びに関係

団体のご協力に対して謝辞を述べ、総会の開会を宣言しま

した。 

大西義史 芳工連会長代理は、「安全なくして生産なしと

言われるが、芳工連活動も設立以来、完全安心を確立することで、各事業所が本業に専念できる

よう会員企業、地域の皆さまと活動をしてきた。リーマン

ショツク以後、ビジネスモデルの変更を迫られ、国内中心

から国際競争に移行し、それに伴うコスト削減、新興国の

発展やＩＴ化も相俟って生き残りを掛けチャレンジして

いる。 

会員企業と地域が一体となって、一企業では実現できな

いような安全安心を建設的議論と継続的な活動を通して

実現していきたい。」と挨拶で述べています。 

また、ご来賓の芳賀町長、町議会議長から祝辞を頂戴し

た後、大西義史 会長代理が議長に就き議事が進められま

した。 

 

2）議案審議 

平成 25 年度の事業と収支決算について報告した後、三

菱 UFJ 信託銀行栃木芳賀センター長の荒井俊人監事が会

計監査結果を報告し、上程した２議案は賛成多数で承認さ

れました。 

その後、平成 26 年度の事業計画（案）と収支予算（案）

を事務局が説明、賛同多数で上程した２議案が可決されま

した。 

続いて役員改選が上程され、理事会で推薦した役員が賛

成多数で可決されました。 

議事終了後、新役員並びに各正副部会長に就任された皆さまから自己紹介を頂きました。 

閉会の辞は、宮崎侊志郎 芳工連副会長から、全ての議

事が無事に終了したことへの謝辞と、引き続き芳工連の活

動に対し、ご協力を賜りたい旨のお願いで締めくくられま

した。 

 

3）懇親会の開催 

総会終了後、会員・ご来賓の多くの方々にご出席を頂き、

総務企画部会の石戸勇治様の司会で懇親会が開催されま

した。 

開会宣言は、芳工連を代表してエヌケイエンジニアリン
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グ株式会社常務安達賢次様が担当し、乾杯は芳賀町商工会

佐藤政二会長の発声でスタートしました。 

懇親会は、普段はお話するチャンスのない皆さまが名刺

交換をするなど、各テーブルで和やかな雰囲気のなか、歓

談の声が聴かれました。 

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。 

 

■改選された芳工連役員名簿  
役 職 企 業 名 役 職    氏 名 備 考 

会 長 
(株)本田技術研究所 

四輪Ｒ＆Ｄセンター 
管理室長      小川 審也 新任 

副会長 
(株)宮崎工作所 

芳賀工場 
代表取締役     宮崎侊志郎 再任 

副会長 
ジェーピーエス製薬(株) 

栃木工場 
常務取締役工場長   富永 英夫 再任 

副会長 
本田技研工業(株) 四輪事業本部 

生産企画統括部  事業企画室 
室長        万年 博之 新任 

理 事 
池田興業(株) 

宇都宮支店 
支店長       田口 裕幸 再任 

理 事 (株)オートテクニックジャパン 常務取締役     苅部 眞一 再任 

理 事 
川田工業(株) 

ロボティクス事業部 
管理部長      江尻  伸 再任 

理 事 
日本梱包運輸倉庫(株) 

栃木営業所 
所長        清田  淳 再任 

理 事 ホンダエンジニアリング(株) 事業管理部長    中山 勝美 新任 

理 事 
ホンダ開発(株) 

栃木事業部 
執行役員      角川  満  再任 

理 事 
(株)リブドゥコーポレーション 

栃木芳賀工場 
工場長       中島 誠一 再任 

理 事 芳賀町工業団地連絡協議会 事務局長      七井 真人 新任 

監 事 
三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 

栃木芳賀センター 
センター長     荒井 俊人 再任 

監 事 (株)関電工栃木支社 営業部ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ   多部田 学 新任 

参 事 芳賀町建設産業部商工観光課 課長        赤羽 光二 新任 

  

 平成２８年５月２２日までの任期２年間よろしくお願いいたします。 
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■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 2８日に実施

されました。  

工業団地を 5 ブロックに分け６４社 202 名の皆さまに

参加して頂き、それぞれにビニール袋を片手に、歩道・側

溝などに目を配り、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201

４のイベントと同日開催させて頂き、参加された方々の人

数がカウントされています。 

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が真岡消防署芳賀分署員

を講師として開催されました。この講習会については会員

企業の方々の危機管理意識が高いことから、募集とほぼ同

時に定員に達するほど好評です。今年度も 5 回開催するこ

とにしました。 

不慮の事故や怪我に遭遇したとき、救急車が到着する平

均時間 8 分間までに適切な応急手当をすることが救命の

決め手となるとのことです。受講者が不慮の事故に遭遇し

た場合、講習会を思い出して適切な対応をしていただければ幸いです。 

講師を担当して頂いた真岡消防署芳賀分署員の皆様に感謝を申し上げます。 

 

2）真岡労働基準協会 総会開催 

5 月 2０日に真岡市内で真岡労働基準協会総会が開催

されました。基準協会は昭和 23 年から労働環境の改善を

推進する活動をしており、その地域は真岡労働基準監督署

管内「真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、上三川

町」の一市五町を所管しています。 

 総会には、芳工連から藤枝裕安全衛生部会長、澤亮副部

会長及び事務局長の七井が出席いたしました。 

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）栃木工場長が、「管内の休業 4 日以上の労

働災害発生状況は、平成 25 年度１６１件で平成 24 年度

の 190 件に比較して 29 人、１５％減少した。第 3 次産

業を中心に労働災害0を目指す。各事業所の現場で小さい危険な兆候を潰すことが大切である。」

との挨拶があり、労働災害防止対策の取り組みが重要となっている現実を再認識しました。 

議長選出の後、議案の審議を進め、平成２５年度の事業及び収支決算の承認、平成 2６年度事

業計画（案）及び収支予算（案）の議決について、それぞれ賛成多数で可決し総会が終了しまし

た。 

なお、当協会副会長として芳工連前理事の(株)本田技術研究所四輪 R&D センター 筒井哲也 

取締役執行役員が再任されました。 
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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 5 月 14 日に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団体が出席し、高橋拓真岡

労働基準監督署長が挨拶を述べています。 

連絡会が労働災害防止等の活動をするため、行政からの

情報提供を受けるほか、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ことで、真岡労

働基準監督署管内に於ける労働災害の発生を防止する活

動に取り組むことになりました。 

当日は、芳工連から藤枝安全衛生部会長と事務局有坂が

出席し、芳工連の平成 2５年度安全衛生活動の実績及び平成 2６年度活動計画を報告しました。 

 

■町政懇談会開催 

平成 26 年度 町政懇談会開催される 

町政懇談会が 5 月１４日に芳賀町農業者トレーニング

センターにおいて開催されました。 

芳工連からは宮崎侊志郎副会長と事務局長七井が出席

しました。豊田征夫町長から、少子高齢化に対応した新し

い地域社会の構築に向け、「生活習慣病及び寝たきり予防」、

「元気、笑顔、思いやりのあるまちづくり」を行政経営方

針に掲げているとの説明がありました。 

また、重点施策とした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 ⑤農業の振興 以上の 5 重点施策の内容につい

て担当課長から説明がありました。 

 

■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 5 月７日に宇

都宮市内のホテル・ニューイタヤにおいて開催されまし

たので、事務局長七井が出席いたしました。来賓として

栃木県産業労働観光部産業政策課 橋本陽夫企業立地班

長、眞田礼子係長が臨席されました。 

協議会事務局長の金田忠志 宇都宮工業団地総合管理

協会専務理事の進行により、平成 25 年度の事業報告及

び収支決算、平成 26 年度事業計画（案）及び収支予算

（案）等を審議し、6 月 17 日開催される理事会の提案

内容が決まりました。 

団管連は宇都宮工業団地、清原工業団地、鹿沼工業団

地、真岡工業団地、小山市工業団地、佐野工業団地、足利工業団地の各管理団体及び芳賀町工業

団地連絡協議会によって構成する組織です。団管連は県内工業団地管理団体が相互に連携を図り、

企業活動の最適化を推進しています。また、企業活動に支障がある事態には、行政機関等への陳

情を行うことで、影響を最小限に止めるよう活動を強化します。 
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芳工連活動の実績と予定一覧 
 

【5 月の実績 】 

0７日 栃木県団管連幹事会 

0８日 芳工連役員及び正副部会長会議 

0８日 芳賀町観光協会理事会 

1４日 労働災害防止団体等連絡会議 

1４日 芳賀町町政懇談会 

2０日 真岡労働基準協会総会 

2０日 芳賀町観光協会総会 

2２日 芳賀町商工会総会 

2３日 芳工連第 2５回定期総会 

2３日 真岡地区暴力団追放対策協議会総会 

24 日 町制施行 60 周年記念式典 

2８日 普通救命講習会 

2８日 チャレンジデー参加・クリーン作戦 

2８日 資源ごみ回収日 

2９日 第 2回花火大会実行委員会 

【 6 月の予定 】 

1０日 全国安全週間説明会 

1２日 総務企画部会開催 

1６日 交通防犯部会開催 

17 日 栃木県工業団地管理連絡協議理事会 

1８日 安全衛生部会開催 

1９日 環境整備部会開催 

2７日 第１回芳工連役員会開催 

 

■町制施行６０周年記念式典で感謝状 
    

芳賀町は５月２４日に町制６０周年記念式典を挙行

しました。式典で芳工連役員として永年に亘り工業団地

の発展と町政発展に貢献した功績により、澤田知之前会

長、宮崎侊志郎副会長、富永英夫副会長に豊田征夫芳賀

町長から感謝状が授与されました。前会長の澤田知之様

と現副会長の宮崎侊志郎様、富永英夫様に改めてお祝い

を申し上げたいと思います。 

 

 
中央 小川審也会長 澤田知之前会長 

両側 富永英夫副会長  宮崎侊志郎副会長 

 

■お知らせコーナー 

１ 第 48 回芳工連ゴルフコンペご案内 

  総務企画部が会員の親睦を目的として、7 月 5 日（土）ゴルフコンペを開催します。ロ

イヤルメドウゴルフスタジアムが会場でプレー費 12,000 円（食事付）、参加費 2,000

円となります。会員宛て別途送付される参加申込書により 6 月 20 日（金）までに事務

局へお申込みください。 

２ 芳賀町ロマン花火 2014 協賛募集中 

  芳賀町観光協会主催のロマン花火大会が 8 月 2 日（土）に開催されます。今年は町制施

行 60 周年を記念し盛大に尺玉打上げを企画していることから、会員企業様に協賛をお願

いしたいとのことです。別途協賛依頼書が郵送されますのでご協力ください。 

３ 芳賀町長との意見交換会開催 

  7 月 30 日（水）午後 1 時 30 分から町長との意見交換会を開催しますので、会員各位

のご参加をお願いいたします。また、芳賀町長への質問、要望等を 6 月 25 日（水）ま

でに取りまとめますので、別途郵送される通知をご確認くださるようお願いします。 

 


