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■交通防犯部会
8 月 6 日に交通防犯部会主催の交通安全講習
会を管理センターで開催したところ、2３社５２
人が受講しました。
西東竜也交通防犯部会長は主催者挨拶で、「安
全は待ったなしのエンドレス」と題して、三つの
ポイントを次のように話しました。
第一は、「人は見かけによる」です。車の改造
や駐車場・駐輪場のゴミ放置など、心の乱れが事
故を誘発する。整理整頓をして、心の整理をすることが交通事故を防ぐためにも必要です。
第二は、「通勤に命を懸けるな」です。命を懸けて仕事するのは会社の業務であり、通勤は道路
交通法を守り普通の運転をして欲しい。
第三は、
「人（自分・家族・仲間）
・物（衣・食・住・車）
・金（収入・支出）のトライアングル」
の重要性です。安全・健康があっての人生です。人それぞれの夢を叶えるためのお金です。その基
礎となる健康と安全を継続させ安心に繋げて欲しい。基礎にあるのは健康である。健康が安全のベ
ースになる。安全の継続が心の安らぎを生む。掛け替えのない人生を意義あるものにして欲しい。
真岡警察署交通課中村係長の講話概要
管内の交通事故は、どのような事故が多いか
分析したところ、第一位は追突事故である。こ
の事故は携帯電話使用が原因となるケースが多
い。命より大切な電話はない。シートベルトの
着用で防げる死傷事故が多いことから全席完全
着用を厳守してほしい。また、車間距離は最低
2 秒間隔の走行が求められ、最善は 4 秒の間隔
である。
第二位は出合い頭の事故である。田園型（芳賀型）の見通しのよい交差点での事故が管内は特に
多い。この事故のメカニズムを分析すると、ドライバーの視野は中心視野に集中し、周辺視野にあ
る車が視界に映らないことが判明した。また、交差点に入ってくる車がピラーの死角になって運転
手から見えないこともある。
止まれの標識の赤は、事故による犠牲者の血の赤である。見通しの悪い交差点では必ず停止線で
止まり、そのあと、ゆっくりと進み、歩行者、自転車等に注意することが大切になる。
また、夜間の交通事故も多発している。特に高齢者の道路横断中の事故が多発している。そのた

め、照明はハイビームで歩行者や自転車の早期発見に努めていただきたい。
最後に、事故防止のキーワードは、①家の近く ②通り慣れた道 ③慣れ・油断である。このよ
うな状況で事故は発生している、との説明でした。
中村係長からは、事故現場を直視している体験を踏まえ、交通事故現場の映像を交えた具体的で
説得力のある交通事故防止のお話を伺うことができました。大変有意義な講習会となりました。
受講された会員企業の皆さまには、講話のポイントを社員の皆さまに伝えるなど、交通安全意識
の向上に努めていたいただようお願いしたところです。

■芳賀町長との意見交換会開催
8 月５日に芳賀町長との意見交換会を開催し
たところ、芳賀町から見目匡町長、上野哲男副
町長、見目政子教育長を始め、すべての部課長
さんのご出席をいただきました。芳工連からは
小川審也会長ほか役員並びに各会員企業の皆さ
まが出席しました。
芳工連小川会長は、
「芳賀町にはいつも誠意を
もって芳工連からの要望に迅速なご対応をして
いただきお礼を申し上げたい。
我われを取り巻く経済状況は、企業収益では２０１５年１～３月期の経常利益がリーマンショッ
ク前の２００７年以来の水準まで回復するなど堅調です。良好な企業収益の継続や人手不足に係る
雇用環境の改善により、消費の緩やかな回復傾向が今後も続くことを期待しています。
芳工連としても活動目的に沿って、安全・安心をより確かなものとなるよう行政並びに地域との
連携を推進したい。これからも芳賀町の御支援と御協力をお願い申し上げます」と挨拶しました。
見目町長から「芳賀町行政運営方針について」次のような説明がありました。
私の政治姿勢は、「芳賀町を明るい未来につなげる」ということです。そのために、根気強くま
ちづくりを続けていく「熱い情熱」、耳あたりのいいことだけを言うことなく、バランスの取れた
計画行政を行う「確かな責任」、目先のことだけでなく「将来への展望」を見極め、町政運営を行
ってまいります。
「芳賀町を明るい未来につなげる」ための、五
つの「つなげる」を説明いたします。
第一は、「便利をつなげる」です。芳賀工業団
地まで計画されている LRT について、長期計画と
して、祖母井まで延伸し、町全体を便利につなぐ
公共交通網を整備します。LRT は、コンパクトシ
ティを造るための手段と考えています。そうする
ことによって、町民の利便性を図るだけでなく、
町外・県外との交流人口を増やし、芳賀町の魅力
を発信しながら、芳賀町の賑わいを創出し、定住
人口の増加を図っていきたいと考えています。

第二は、「教育をつなげる」です。子どもたち
が、この芳賀の大地の田んぼや雑木林など、自然
の中で遊び、仲間と触れ合う体験をすることで、
自分を律し他人を思いやり協調する心、健康な体
と体力が養われることを期待します。そのために
、「里山わんぱくランド構想」として、子どもた
ちが、里山で自由に遊べるような環境の整備を進
めます。
また、「先進企業と交流構想」として、企業と
の交流から世界先端技術にふれさせ、将来の夢を
広げる事業を推進します。
「学力向上構想」として、芳賀町独自の教科別副読本による学校教育に
より学力アップを図り、日本一のはがまちっ子を育成します。
第三は、「特産をつなげる」です。芳賀町は面積の約半分が農地であり、そのほとんどが水田で
す。したがって、水田農業に力を入れる必要があります。芳賀町は、恵まれた自然環境や豊かな農
地があり、潜在能力は高い町です。しかし、これが上手く生かされていないと感じていますので、
米を中心に農作物のブランド化を図っていきます。特に、芳賀町の水田でとれた良質の「はが米」
の食味の良さを学術的に実証したいと考えております。積極的に町外・県外のみならず、世界に発
信していきたいと思います。特に、町の特産品である梨については、ハワイへ輸出する計画を推進
しています。
第四は、「笑顔をつなげる」です。先ほど申し上げました「里山わんぱくランド構想」もそうで
すが、そのほかにも高齢者の安心した暮らしを支援するため、ひばりタクシーの利便性の向上や地
域密着型介護施設の整備を行います。また、町民の健康増進のため、保健センターの改善を進めま
す。
第五は、「地域をつなげる」です。地域の活性化は、町民の皆様の心豊かな生活に寄与します。
町民の皆様にいつまでも元気で過ごしていただくために、自治会運営補助金や活動補助金を拡充す
ることで、地域活動のよりいっそうの活性化を図
ります。そのことにより、町民のみなさまの安全
安心を守ります。
最後になりますが、これらの公約実現のため、
聖徳太子の教えである、「和を以って貴しと為す
」の精神を忘れず、多くの皆様との「和」を大切
にし、誠心誠意、町政運営を行ってまいりたいと
思います。芳工連の皆さま、よろしくお願いいた
します。
次に、芳工連として交通渋滞対策を重点施策として取り組んでいることから、(株)本田技術研究
所四輪 R&D センターが取り組む交通渋滞対策の経過と効果等について、芳工連の交通防犯部会長
で(株)本田技術研究所四輪 R&D センター安全衛生課の西東竜也課長がご説明しました。
会員企業様から寄せられました質問・要望は 8 件でした。質問・要望を事務局長七井がご紹介
し、それぞれ担当部課長さんから回答をいただきました。詳細は 4 ページから 6 ページでご確認
ください。
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Ａ社は、隣接する「ゆいの

信号機は、真岡警察署管内（真岡市、益子町、芳賀町）

信号機設置

杜」地内に新倉庫を建設中で

で多くの設置要望があることから、交通量、事故発生状況

要望につい

すが、付近の道路は通勤時に

などを参考に優先順位を決め設置されています。工業団地

て

車両が集中し慢性的な渋滞が

内は慢性的に朝夕渋滞していますが、日中渋滞することは

起きていることや、通り抜け

なく、外周道路については全く渋滞が確認されていない状

る車両が一時停止することな

況です。このような状況の中、主線道路以外に信号機の設

く走行していることから、こ

置は難しいと思われます。

れまで以上に交通事故の発生
が懸念される場所です。

ご要望の箇所は南北を通る芳賀町道 1170 号線に宇都宮
市道 5998 号線が接続し変則Ｔ字路となっていますが、宇

新倉庫が完成する 11 月に

都宮市道側には既に一時停止の標識が設置されています。

は、倉庫への進入・退出車両

一時停止違反者が多いという状況であれば、警察官による

が加わることで更なる交通事

指導、取締りについても要望していきたいと思います。

故発生が危惧されます。

また、新倉庫の完成に伴い倉庫への進入・退出車両の更

つきましては、芳賀町道

なる増加が懸念されるとのことですが、朝夕は北側の宇都

1170 号と宇都宮市道 5998 号

宮向田線側からも進入・退出させるなど渋滞解消にご協力

の交差する場所に信号機を設

を頂ければ幸いです。

置していただきたく要望いた
します。
２

芳賀台交差点は通行車両が

右折矢印信

多く、青信号で右折通行でき

号の設置に

ず赤信号で交差点を通行する

ついて

車両が見られることから、右

矢印信号の設置所管は真岡警察署ですが、本年度中に実
施する予定との事です。

折矢印信号の設置をお願いし
ます。
３

Ｂ社のある下高根沢谷津に

【上水道について】

上・下水道の は上下水道がありませんの

上水道事業は、芳賀中部上水道企業団の所管ですが現在、

延長につい

で、上下水道の敷設をお願い

御Ｂ社様付近には上水道本管がありませんが、谷津川対岸

て

します。

には本管がございます。自費工事による配管給水は可能で
す。
町では御Ｂ社様近くに新工業団地造成を計画しており
まして、この計画に合わせて事業所の上・下水道・工業用
水等の普及も行う予定です。その際には近隣事業者様に、
上・下水道等の状況調査を行い、芳賀中部上水道企業団と
上水道の普及に努めます。
【下水道について】
事業者の排水については、芳賀工業団地排水処理センター
をご利用いただけます。利用条件は
①公害防止協定に基づく排水基準以下に処理する。
②処理排水は芳賀工業団地内の下水管に排水する。
③事業所の標高が低い場合は、ポンプアップが必要とな
る。
④必要費用は事業者が負担する、などです。

４

工業団地管理センター交差

昨年度に引き続き皆様のご協力をいただきまして、交通

ＬＲＴ計画

点から北へ敷設されるＬＲＴ

量や地質の調査を実施しており、それらのデータを基に具

に係る情報

軌道は、歩道の外側に設置さ

体的な路線を検討しております。沿線企業様への進入路の

提供につい

れるとの説明ですが、具体的

確保や自動車とＬＲＴが交差する部分の交通処理等が課

て

な路線はどのように計画して

題となっておりますので、８月末を目標に関係機関との協

いるのでしょうか。

議を進めてまいります。

また、用地買収の時期はい
つになるのでしょうか。

今後の予定として、平成２７・２８年度は法的手続きや
測量設計・各種調査を行い、平成２９年度から用地買収や
一部の区間の工事を計画しています。

５

①Ｃ社の出入り口の縁石が

車歩道境の

破損し鉄筋が露出しているの

縁石修復と

で危険です。出入り口である

傾斜歩道部

ことから取引先にも迷惑が掛

出入口の改

るのでないかと危惧しており

善について

ます。一般に通行する自転車

改修工事をすでに実施（発注）しております。

では特に危険があることか
ら、早急に復旧していただき
たいと思います。
② 出入り口の勾配が急で、 当該道路は、道路構造令や設計基準により設計施工されて
出入り時にトラック等が大き

おり一般交通の用に供している町道です。道路管理者以外

く傾き危険です。Ｃ社は精密

の者が個々の事情により道路の構造を変更したりする場

部品を扱っているので、荷崩

合は、道路法第２４条の規定により道路管理者（町）の承

れ、横転の危険性があり取引

認を得て自費で工事を行うことができることになってお

先にも迷惑を掛ける危険があ

ります。

ります。早急に改善していた
だきたいと思います。
６

本件はこれに該当すると思いますので、建設課管理係
(℡:028-677-6019)とご協議願います。

工業団地の幹線道路を避

「路上駐車はご遠慮下さい」等の標識設置で対応したいと

外周道路の

け、通行量の比較的少ない外

思いますが、改善されない場合は警察と協議いたします。

駐車の常習

周道路上にタクシーや大型ト

各企業の皆様においても取引先や出入り業者等に路駐

化対策につ

ラックが待機しています。特

禁止の周知をしていただけると改善効果が高まるのでは

いて

に朝と昼休みの時間に多く見

ないかと思いますので、よろしくお願いします。

られ、外周道路に隣接する企
業は、社員の朝の通勤と昼休
みのウォーキングにおいて危
険を感じています。
道路管理と交通事故未然防
止の観点から、有効な対策を
講ずることはできないでしょ
うか。

７

ホンダ開発(株)様から「けや

前件のけやき台公園付近につきましては、
「冬期路面凍

冬季の凍結

き台公園」へ通じる町道は、

結スリップ注意」の看板を設置や滑り止め砂の配置箇所を

防止対策に

東西への抜け道として多くの

増やすようにいたします。

ついて

車両が頻繁に利用しますが、

後件の外周東の坂道につきましては、路面が非常に傷ん

冬季早朝などは路面凍結のた

でおり早急な改修が必要になっておりますので対策を講

め非常に危険な状況です。

じたいと考えております。スリップ防止にはコンクリート

また、東洋ビュティー様か
ら東へ抜ける道路は外周道路
を通過すると坂道で冬季凍結
時は冬用タイヤでも止まれな

舗装が有効ですが、費用と通行止め期間が長くなることか
ら難しいと思います、注意看板の設置は行います。
また、隣接民有地の立木伐採についても所有者と協議し
ていきたいと思います。

い状況です。
両道路とも日照時間が少な
い等の事情はあるかと思いま
すが、路面形状、排水機能向
上、或いは路面材変更などの
対策をご検討いただけないで
しょうか。
８

健康づくりを県や町が盛ん

現段階では行政主導でのスポーツジムの建設及び誘地

スポーツジ

に奨励し、栃木県では「とち

は、土地の用地取得や経営予測等から非常に困難と思われ

ム設置要望

ぎけんこう２１プラン」や県

ます。近隣地への民間業者の参入に期待したいところで

について

重点戦略で「新とちぎ元気プ

す。

ラン」で健康長寿とちぎの創
造を掲げています。

また、町では町内在住在勤在学の方を対象に子どもから
大人まで誰でも楽しくスポーツに参加できるように、柔

企業で働く従業員は積極的

道・剣道・テニス・ランニング・スキー等の各種教室を開

に健康づくりにチャレンジし

催しておりますので、健康福祉課社会体育係にお問い合わ

て、各種スポーツに親しんで

せいただき、参加いただきたいと思います。

いるところですが、有効に体
を動かすスポーツジムが身近
にあれば、大変有難いと考え
ています。
工業団地管理センターに体
育館もありますが、工業団地
に働く従業員と町民の皆様が
フルに利用していることか
ら、別途工業団地にスポーツ
ジムを設置するよう要望いた
します。

■ 部会情報交換会開催
8 月 2１日に環境整備部会と安全衛生部
会合同の情報交換会を宇都宮市内において
開催しました。
部会メンバーの皆さまは日頃から熱心に
部会活動をしていますが、情報を交換し歓談
する時間的な余裕がないことから、毎年この
時期に情報交換会を開催しています。
正木尚環境整備部会長が、日頃のご協力へ
の謝辞と情報交換会を通してお互いが理解
を深め、事業運営の円滑化が図れるよう期待
する旨の挨拶をしました。
参加者は、それぞれ会社の情報を伝え、自身の近況報告をするなど、ユニークな話題や行動を披
露していただき、笑いの絶えない和やかな時間を過ごしました。
「酔い心地」も手伝って、感動や共鳴を与える会話を互いに楽しみ「よい心地」を実感できたよ
うです。有意義な情報交換会でしたので、今後の部会活動に一層弾みがつく機会になりました。

■芳賀町ロマン花火２０１５
8 月１日午後 7 時 30 分から芳賀温泉ロマンの湯西側
で約 5 千発の花火が打ち上げられました。
夏の夜空を彩る大輪の花火を約５万８千人（主催者発
表）が楽しみました。
主催者である芳賀町観光協会が 5 月から準備を進め、
芳工連会員企業様をはじめとする関係企業の協賛をいた
だきロマン花火２０１５を開催できました。
２８０ｍの高さで２１０ｍの大輪が広がる７号玉の打
ち上げでは、その見事さに観客から拍手と歓声が沸きま
した。
また、花火の打ち上げまで広場では豪華な山車が繰り
出し、お囃子の生演奏もありましたので、お祭り気分が
一層盛り上がりました。
今年は、これまでになく芳工連会員の企業様から多く
の皆さまが会場で花火を鑑賞されたようです。
※ ロマン花火２０１５へ協賛いただきました会員企業
様にお礼を申し上げます。

■

お知らせ

（１）県産業労働観光部長との意見交換会を予定
11 月６日(金)に県産業労働観光部長と芳工連との意見交換会を開催します。芳工連では工業団
地を取り巻く実情を栃木県にご理解いただくとともに、産業振興施策の充実を要望し、工業団地の
安全・安心を向上させることを目的として栃木県産業労働観光部長との意見交換会を開催します。
会員企業様において、企業活動に支障のある事案や改善を図るべき課題等があれば、栃木県への
質問・要望として提出しますので、９月 1８日(金)までに事務局へご提出くださるようお願いいた
します。質問・要望に対しては 11 月６日の意見交換会の際に栃木県から回答をいただく予定です。
また、意見交換会に参加を希望される企業様は１０月９日（金）までに事務局へご連絡ください。

（２）秋の交通安全運動
「マナーアップ！あなたが主役です」をスローガンに
９月２１日（月）から９月３０日（水）までの１０日間、秋の交通安全県民総ぐるみ運動が実施
されます。運動の基本は「子どもと高齢者の交通事故防
止」です。
登下校時間帯の通学路では、児童・生徒に交通安全指
導と保護・誘導活動を行いましょう。また、高齢者の歩
行中の事故に注意しましょう。
右の磁気ステッカーを社用車に貼付し、交通安全に対
する意識の啓発にご協力をお願いします。
事務局にステッカーのストックがありますので、希望
される会員企業様があれば事務局までご連絡ください。
芳工連日誌
【８月の実績 】
0１日 芳賀町ロマン花火２０１５開催
0３日 団管連幹事会
0５日 芳賀町長との意見交換会
0６日 交通安全講習会
0７日 芳賀町ゴルフ連盟役員会
13 日～1６日 休館日
2０日 芳賀郡市公衆衛生協会理事会・総会
2１日 安全衛生部会・環境整備部会合同情
報交換会
2６日 資源ごみ回収日

0１日
0４日
1０日
1５日
1６日

【９月の予定 】
町民祭開催担当者会議
総務企画・交通防犯部会合同情報
交換会
全国労働衛生週間説明会
普通救命講習会
第 3３回ボウリング大会

1６日 資源ごみ回収日
2１日～30 日 秋の交通安全運動
24 日 交通防犯部会第 2 回部会
交通安全のぼり旗設置
25 日 交通安全街頭指導

