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■ 役員・正副部会長会議を開催
４月２２日 管理センター中会議室におい
て開催した役員・正副部会長会議に役員 11
名、正副部会長 12 名の出席がありました。
小川会長は、「昨年 5 月から会長を務め 1
年が経過した。本日は、役員変更の承認ほか
3 議案を役員会で審議いただく。併せて総会
に付議する議案について正副部会長に同席
いただく 2 部構成の会議となるので、よろ
しくお願いします」と挨拶しました。
■ 役員会
議案１の役員変更については、人事異動等
により一部役員の変更があり、次の５名が新規に就任することを承認しました。
企業名
役職名
氏 名
池田興業（株）
支店長
京條 友彦
宇都宮支店
日本梱包運輸倉庫(株)
所 長
米川 喜久
栃木営業所
ホンダ開発（株）
取締役上席執行役員
主山
功
栃木事業部
（株）リブドゥコーポレーション
工場長
上田 勝男
栃木芳賀工場
芳賀町建設産業部
課 長
手塚 孝幸
商工観光課
議案２ 新規加入企業の承認については、清光電子（株）代表取締役会長 篠澤善次様の
加入が承認されました。
議案３ 工業団地における火災消火訓練の実施については、6 月 14 日（日）午前 6 時から
(株)リブドゥコーポレーション栃木芳賀工場の北側敷地で実施することを決定しました。
会員企業の皆さまも可能であれば、消防団と企業自衛消防隊との連携による火災消火訓練
の様子を見学していただきたいと思います。
議案４ 全国産業安全衛生大会参加費補助金交付要領の制定については、全国産業安全衛生
大会への参加により、労働者の健康管理や職場環境の改善など産業安全衛生に関する意識を
得た者が、芳賀町工業団地連絡協議会会員に優良事例等の情報を発信することで、広く芳工
連会員の自主的な産業安全衛生活動を促すことを目的としています。
審議の結果、役員さんのご意見をもとに一部条文を追加し、制定することを決定しました。

■役員・正副部会長
役員並びに正副部会長会議については、議案 1 総会に上程する議案内容の確認について、
議案２ 総会の役割分担について、議案３ 懇親会の役割分担について、以上の関連 3 議案を
事務局長が朗読説明し、質疑なく全員の賛成で原案どおり可決決定しました。
議案４ 部会長の変更については、安全衛生部会長が澤亮部会長の異動にともない、ホンダ
開発（株）の稲森真樹事業部管理課長への変更を承認いただきました。
議案５ 平成 27 年度各部会活動について、事務局長から朗読説明し、質疑なく全員の賛成
で可決決定しました。

■ 総務企画部会
■ 新入社員研修会を実施
4 月 14 日～15 日開催した総務企画部会
の新入社員研修会に、9 社 21 名の新入社員
が参加しました。4 月に採用された新入社員
を対象とした基礎研修です。
講師からの研修開始の挨拶で、受講生は静
かに覇気のない声で挨拶していたので、大き
な声で挨拶ができるよう何度も挨拶のやり直
しをさせられ、社会人として求められる挨拶
の大切さを冒頭に叩き込まれました。
初日は、CS の必要性、業務・知識・技術の向上と対応力の向上に関する説明を詳しく受講
しました。また、表現する力、共感させる力、いわゆる説得力が必要であり、相手に正当に
受け止めてもらうためのマナーなどについて説明を受けました。
２日目は、身だしなみ、PDCA、接遇用語、敬語の使い方、電話対応の基本など、極めて
初歩的なことですが、しっかり身につけて欲しいことを丁寧に指導していただきました。
受講者のアンケート結果では、内容につ
いて「よくわかった」、活用について「仕事
に大変参考になる」という回答が殆どでし
た。また、研修で何を気づき、何を得たか
尋ねると、
「知っていいるようで意外と知ら
ないことが多く、ためになった」
「苦手であ
る電話対応、敬語の使い方を理解できたの
でよかった」
「社内では教えてもらえない基
本的なマナーを理解できた」などの記述が
見られました。決意として記述されたことは、
「信頼される社員になれるよう日々努力したい」
「報告・連絡・相談を実践する」
「相手に好印象を与えられるような対応を実践したい」など
の記述がありました。2 日間の研修で、社会人として身につけるべき基本をしっかりと理解
できたようです。アンケートに記述された、気づき、決意を読んで、彼らの意気込みが伝わ
りました。
研修の最後に七井事務局長は、受講者それぞれが、各社で期待される人材として育ってい
ただきたいと強く願いながら、一人ひとりに修了証を手渡しました。

■ 交通防犯部会
■ 真岡警察署長、真岡土木事務所長、県産業労働観光部長へ陳情
４月 20 日 小川会長、西東交通防犯部会長及び七井事務局長は、芳賀町から大関総務課長
及び石川交通教育指導員に同行いただき、交通安全と交通渋滞の対策に関し、真岡警察署長、
真岡土木事務所長、県産業労働観光部長に陳情しました。
真岡警察署長に、①（株）ホンダテクノフォート付近の交通事故多発交差点への信号機設
置、②芳賀台交差点への歩行者用信号機及び右折矢印信号機設置の陳情をしました。
真岡署交通課長から、②芳賀台交差点に西進車両の右折矢印信号設置と工業団地管理セン
ター前交差点への右折矢印信号設置を今年度中に実施することを決定した。①交差点につい
ては県警本部に要望している、との説明をいただきました。
真岡土木事務所長に、③バイパス工事早期完成、④バイパス街路樹管理を要望したところ、
実情は把握しているので鋭意努力する、と説明していました。
県産業労働観光部長に、①②③④のほか⑤台の原交差点の車線変更について、関係部局へ
の要請を陳情したところ、早急に現地調査した上で対応する、と回答いただきました。

③県道宇都宮・向田線
バイパス工事早期完成

⑤台の原交差点
車線変更の要望

④県道宇都宮・茂木線
バイパス街路樹管理

② 芳賀台交差点
歩行者・右折信号設置

① HTFT 付近
信号機設置

■ 安全衛生部会
■ チャレンジデー説明会を開催
4 月 22 日 管理センター大会議室にお
いて、5 月 27 日（水）午前 0 時から午
後 9 時の時間帯で実施されるチャレンジ
デーの説明会を開催しました。
芳賀町から見目教育長、小林健康福祉
課長、星係長ほか関係職員のご出席をい
ただきました。
見目教育長から、
「日頃から社員の健康
づくり、スポーツ振興をされていること
と思います。芳賀町は人口減少対策と健
康づくりが喫緊の課題であり、チャレン
ジデー参加を通して住民の運動実施のき
っかけ作りや健康づくりを推進します。
実施にあたっては、町民だけでなく町
内企業の皆さまの参加協力をお願いし、
事業所内の健康づくりの一手段としてご
活用いただきたい。特に、芳工連のご協
力がなければ効率的な事業効果が得られ
ないと考えている」とのご挨拶がありま
した。
対戦相手は鹿児島県阿久根市です。芳
賀町内で、15 分以上継続して運動やスポ
ーツ等で身体を動かし、参加人数を町へ
報告いただきます。
芳工連の環境整備部会が 5 月 27 日に
実施するクリーン作戦もゴミ拾いとウォ
ーキングで 15 分以上実施することで、
クリーン作戦の参加者はチャレンジデー
参加者にカウントさせていただきます。
昨年は芳工連事業所から 1,650 人の
参加がありました。本年度は昨年度を上回る参加をお願いいたします。
各事業所からのご報告をお忘れなく。
「芳賀町チャレンジデー2015」に関するお問い合わせは、実行委員会事務局（芳賀町役
場内）電話番号 028-677-6042 FAX 028-677-2716 へお願いします。
また、チャレンジデー当日の参加報告は、報告専用電話 028-677-5301（当日のみ）
FAX028-677-5312（当日のみ）、メール cd_haga@town.haga.tochigi.jp（当日のみ）
をご利用ください。

■ 会計監査を執行
4 月 10 日 管理センター小会議室におい
て、芳工連の監事である三菱 UFJ 信託銀行
栃木芳賀センター長 荒井俊人様、
（株）関電
工北関東・北信越営業本部栃木支社副部長
多部田学様による会計監査が執行されまし
た。
平成 26 年度一般会計及び特別会計に関す
る出納簿、内訳簿、決算書、預金通帳、領収
書綴をご確認いただきまして、適正に処理さ
れていること、計数に誤りなく収支決算も間違いがないことをご確認いただきました。
監査結果報告書を作成しましたので、5 月 21 日（木）に開催する総会で監査結果につい
てご報告いただくことになります。

■ 芳賀町交通安全対策連絡協議会の開催
４月７日 芳賀町役場において芳賀町交通安
全対策連絡協議会が開催されました。
芳工連から西東交通防犯部会長と七井事務
局長が出席しました。
協議会長である豊田芳賀町長は、「交通死亡
事故０を目指して活動をしているが昨年 1 件
発生した。今年 3 月 13 日に東高橋地内で死
亡事故が発生した。今後とも交通安全対策の推
進にご協力をお願いします」と挨拶しました。
真岡警察署の石川署長が来賓挨拶で、「高齢
者の事故が多発し、今年になって管内で死亡事故が 3 件発生している。5 月 11 日から春の
交通安全県民総ぐるみ運動が始まる。飲酒運転撲滅、過大なスピードの抑制、シートベルト
着用が重点となる。高齢者の交通事故対策では周囲の見守り、高齢者自身の気づきを促した
い」と述べています。
■ 平成２６年の芳賀町の交通事故発生状況を真岡警察署交通課長が次のように説明
① 負傷者数・発生件数とも減少したが、
死者数は前年同数で 1 人である。
② 当事者は 65 歳以上の高齢者が 11 件、
次いで 40 歳代が 9 件、10 代が 7
件と続く。
③ 事故発生時間帯は、通勤時間帯の 6
時から 9 時が 18 件、死亡事故は 18
時から 21 時に発生している。

■ 平成 26 年度交通安全対策実施箇所、交通安全施設設置要望箇所
芳賀町桑木建設課長が実施箇所及び要望箇所を次のとおり説明
実施箇所は町内６箇所中、工業団地地内は次の２箇所
① 東洋ビューティ（株）付近で路面標示による速度抑制対策を実施
② ホンダテクノフォート（株）付近の変則 5 差路交差点の拡幅改良工事を完了
要望箇所は町内９箇所中、工業団地地内は３箇所
① ホンダテクノフォート（株）付近交差点への信号
機設置
② 芳賀台交差点への歩行者用信号機及び右折矢印信
号機設置
③ ホンダ開発（株）付近交差点への信号機設置
■ 平成２７年度芳賀町交通安全対策
推進目標は「交通事故死亡事故０（ゼロ）の町」です。
運動の重点は、交通安全思想の普及・啓発、高齢者の
交通事故防止、事故発生場所の調査と安全な道路交通環
境整備です。
■ 交通安全県民総ぐるみ運動（街頭広報）
春の交通安全街頭指導は、５月１１日（月）から 20
日（水）の期間です。工業団地管理センター前交差点で
5 月 12 日（火）に街頭広報を実施する予定です。

■工業団地管理センター管理組合が総会を開催
４月２８日 芳工連役員４名と芳賀町役
員職員４名の出席を得て、芳賀町工業団地管
理センター管理組合総会を開催しました。
この組合は、管理センター施設の管理運営
及び芳工連活動助長などを芳工連と芳賀町
によって行う組織で、地方自治法に基づく指
定管理者の指定を芳賀町から受けています。
組合長の坪川幹雄副町長は挨拶で、「平成
６年４月に設立し２１年が経過し、芳工連の
皆様に御支援をいただき感謝している。経済は上向き、設備投資も活発になっている。経営
環境は外的要因も大きく影響するので、変動する要因に負けない事業活動を期待している。
これからも工業団地立地企業様との連携を推進したい」と述べました。
第１号議案平成２６年度事業報告並びに収支決算の承認については、事務局の説明に続き、
京條友彦監事から監査報告があり、賛否を諮ったところ全員の賛成で承認されました。
続いて、第２号議案平成２７年度事業計画（案）並びに収支予算（案）の議決については、
事務局の説明に続き、審議をいただきまして、全員の賛成で可決されました。
異動にともなう役員変更で、理事の手塚孝幸 商工観光課長、監事の京條友彦 池田興業（株）
宇都宮支店長のお二人が新規に就任されました。

■ 団管連幹事会の開催
４月２１日 宇都宮市内で開催されま
した栃木県工業団地管理連絡協議会幹事
会に七井事務局長が出席しました。
当協議会は県内 8 工業団地で構成する
組織で、栃木県との連携を通じて、情報共
有を図り工業団地立地企業の事業運営の
充実・強化に必要な各種事案の対応等に資
する活動を行っています。
議題は、理事会に上程する議案内容の審
議です。平成 26 年度事業報告並びに収支決算、平成 27 年度事業計画（案）並びに収支予
算（案）の２議案が諮られ、全員賛成により承認・可決されました。
役員の一部改選では、人事異動により理事 3 人、監事 1 人、幹事 2 人が交代となります。
また、理事会を 6 月 17 日（水）に開催することを決定しました。

■

加入企業のお知らせ
清光電子株式会社 様

4 月 1 日付け芳工連への加入届出のあった、清光電子株式会社代表取締役会長篠澤善次様
につきましては、4 月 22 日開催された役員会で加入が承認されました。
清光電子株式会社様の業務内容をご紹介しますと、省力化装置並びにＦＡ（ファクトーリ
ーオートメイション）装置等において、電気制御（自動制御）のハードﾞ（電気回路図面）設
計及びプログラム設計並びに部品等の手配から制御盤制作及び現地での設置、調整、試運転
等を主な業務として行っております。
今後は、ロボット制御を駆使した自動
制御等を取り入れ、より一層の技術力向
上を図る計画とのことです。
会社所在は、公園と広い道路が隣接す
る芳賀町芳賀台１５２番地にあります。
平成２７年３月２９日に竣工された新
社屋は、高度な技術を駆使する精密機械
業務には最適と思われる、静かな恵まれ
た環境に立地しています。
これからの、躍進をご祈念したいと思
います。

■ 定期総会の開催（お知らせ）
既に、ご案内をしておりますが、５月２１日（木）午後 3 時 30 分から管理センター大会
議室において、芳工連の第 26 回定期総会を開催したします。
できるだけ多くの会員企業のご出席をお願いしたいので、御都合がつきましたら万障繰り
合わせのうえ、ご出席くださるよう改めて紙面でお知らせいたしました。
総会終了後の懇親会は、管理センター中会議室にて総会終了後（午後５時１５分頃から）
に開催しますので、会員企業相互の情報交換と親睦の場として、ご活用くださるようお願い
いたします。

■ 真岡労働基準協会への加入ご案内
事業所における、労働安全衛生の向上に資する支援団体として、一般社団法人真岡労働基
準協会が組織されています。
協会の業務は、労働基準や安全衛生に関する各種の情報提供、監督署の労働行政のお手伝
い、会員事業場への援助、労働者の安全と健康を確保するための活動支援などです。
加入を推奨していますので、未加入の事業所にあっては、加入をご検討くださるようお願
いいたします。
関係する地域は、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１市５町で、会員数は平成 26 年度末現在で 444 事業場です。
※お問い合わせ先
〒321-4305 栃木県真岡市荒町 1203
TEL 0285-82-5185
FAX 0285-82-6854
E-mail t-moka-roukikai@juno.ocn.ne.jp

芳工連日誌
【４月の実績】

【５月の予定】

0７日 芳賀町交通安全対策連絡協議会

01 日

芳賀町商工会理事会

1０日 芳工連会計監査

0７日

芳賀町ロマン花火実行委員会

1３日 管理センター管理組合会計監査

08 日

交通安全のぼり旗設置

1４～15 日 新入社員基礎研修

11～20 日 県民総ぐるみ交通安全運動

16 日 チャレンジデー実行委員会

12 日

交通安全街頭指導

20 日 真岡警察署、真岡土木事務所陳情

12 日

芳賀町観光協会理事会

21 日 団管連幹事会

20 日

真岡労働基準協会定期総会

22 日 チャレンジデー説明会

21 日

芳工連定期総会

22 日 芳工連役員・正副部会長会議

22 日

交通安全のぼり旗撤去

22 日 資源ごみ回収日

22 日

芳賀町商工会定期総会

28 日 管理センター管理組合総会

27 日

チャレンジデー

30 日 商工会工業部会幹事会

27 日

クリーン作戦

27 日

資源ごみ回収日

28 日

普通救命講習会

