
 

 

 

 

 

 

 

■ 芳工連 河合 泰 新会長 就任 

定期総会で新執行体制が決定 

新会長に就任した河合泰様から、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１８日の第２７回定期総会に於きまして芳賀

町工業団地協議会の会長に就任しましたホンダエンジニアリ

ング（株）の河合 泰でございます。 

この重責に身が引き締まると共に、思いを共有する芳工連

会員の皆様と一緒に未来を創造していくことに大きな期待も

持っております。 

ホンダでは生産技術部門で生産管理・事業管理・購買業務

といった管理領域を中心に勤務して参りましたが、その中で

２度のアメリカ駐在を経て本年３月末に帰国し、現在は管理

全般の責任者を担当しております。 

芳工連の役員としては２０１１年から理事を２年間務めさ

せて頂き、工業団地内の多くの皆様とコミュニケーションを図ることができたことは、社会人と

しても大変良い経験をさせて頂いたと感じております。 

芳工連は名前のとおり、芳賀町の工業団地内の横の繋がりを強く持つことで相乗効果を発揮し

ながら、各企業・団体が健全に発展していくことで地域に貢献し、更には行政機関とも連携を持

ち地域の皆さんも含めて、安全で快適な生活環境にも寄与していく重要な連絡協議会であると考

えております。そこで今年度の重点施策としては「安全・安心な工業団地づくり」「交通渋滞緩

和活動」「円滑な運営に資する関係機関・団体との連携強化」の３施策を掲げてまいります。 

しかし地域を取り巻く環境は、熊本でも起きている地震に代表されます自然災害、経済活動を

大きく左右する為替の急変動、一部の政治・企業による信頼失墜問題等、想定を超え自助努力だ

けでは解決できない問題・課題が山積しております。 

この様な難しい時代ではありますが、今こそ地域とのコミュニケーションを密にして未来志向

で行きたいと考えております。 

芳賀町は豊かな自然に恵まれ、農業・商業・工業のバランスのとれた町づくりが推進されてい

ます。この素晴らしい環境を次世代に繋げていくために、不慣れではありますが、皆様のご助言・

ご協力を仰ぎつつ役割を担って参りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

ホンダエンジニアリング（株） 執行役員 河合 泰 
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■ 芳工連の定期総会 

1）第 2７回 定期総会を開催 

第2７回定期総会を5月１８日開催しました。

会員企業５０社から６７名の出席があり、来賓

には見目匡町長（代理上野哲男副町長）、増渕さ

つき町議会議長、香川眞史県産業労働観光部長

（代理田口裕之企業立地班長）ほか関係機関や

団体代表者の皆さまにご臨席いただきました。 

宮崎侊志郎副会長が、出席の会員企業、来賓

として御臨席の行政機関並びに団体関係者の皆

さまに謝辞を述べ、定期総会の開会を宣言しま

した。 

会長代理の富永英夫副会長が、「会員の皆さまとともに、事業の充実と業務の強化を図ってま

いりました。平成２７年度は 3 社が新たに会員としてご加入いただき、事業所数 83、企業数

82の規模となりました。4年前の会員企業数は 74社でしたので、その当時より 8社増えたこ

とになります。 

この一年、会員企業は一致して事業活動を支える『安全で安心な工業団地づくり』に邁進して

きました。特に、交通渋滞対策や周辺道路網の整備促進については、行政の皆さまはもとより関

係する諸団体との連携を強化してまいりました。 

重点施策として掲げた「安全・安心な工業団地

づくり」については総務企画部会、環境整備部会、

安全衛生部会、交通防犯部会それぞれが実施した

事業により確実な成果を得ることができました。 

芳工連が単独企業では実現できない課題の解

決についても会員企業様からのご意見を頂戴し、

意義ある事業を実践するなかで、今後も会員企業

様の満足度をさらに向上したいと思っていま

す。」と挨拶しました。 

来賓を代表して、芳賀町上野哲男副町長、町議

会増渕さつき議長、県産業労働観光部企業立地班

田口裕之班長から祝辞を頂戴しました。 

 

2）議案審議 

富永英夫副会長が議長に就き議事を進行しました。平成 2７年度の事業報告及び収支決算につ

いて各部会長と事務局長が朗読説明した後、監事を代表して株式会社関電工北関東・北信越営業

本部栃木支社の多部田学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。 

また、平成 2８年度の事業計画（案）及び収支予算（案）を事務局が説明し、上程した２議案

は賛同多数で可決されました。 

続いて、会則の一部変更が審議され賛成多数で可決されました。役員改選につても理事会で推

薦した役員が賛成多数で可決されました。 

議事終了後、新たに役員並びに各正副部会長に就任した皆さまに自己紹介をいただきました。 

閉会のことばを富永英夫副会長が述べ、上程した全ての議事を原案どおり可決いただいたこと

に対する謝辞と、新体制による芳工連の活動にご協力を賜りたい旨の挨拶で締め括られました。 

 

富永英夫副会長あいさつ 

上野哲男副町長あいさつ 



3）懇親会の開催 

総会終了後開催した懇親会には、会員並びに来賓

多数のご出席を頂きました。司会を務める(株)ホン

ダテクノフォートの中山総務企画部会長によって

進行されました。 

開会宣言は、(株)本田技術研究所四輪 R&D セン

ターの吉冨総務企画副部会長が担当し、芳賀町商工

会 佐藤政二会長による乾杯の発声で懇親会の宴が

始まりました。 

懇親会には労働基準監督署長、真岡公共職業安定

所長、県担当職員はじめ来賓多数のご出席をいただ

きました。日頃はお話する機会の少ない皆さまですが、名刺交換や情報交換の会話で和やかな一

時を過ごしました。 

親睦を深め、楽しく過ごした懇親会ですが、エヌケイエンジニアリング(株)の安達総務企画副

部会長が中締めの挨拶を述べ締め括られました。 

 

■ 改選された芳工連役員名簿  

役 職 企 業 名 職 名       氏 名 備 考 

会 長 ホンダエンジニアリング(株) 執行役員      河合  泰 新任 

副会長 
(株)宮崎工作所 

芳賀工場 
代表取締役会長   宮崎侊志郎 再任 

副会長 
ジェーピーエス製薬(株) 

栃木工場 
専務取締役工場長   富永 英夫 再任 

副会長 
本田技研工業(株) 

生産本部 生産企画統括部 
生産企画室 室長  森田 昌章 新任 

理 事 
池田興業(株) 

宇都宮支店 
支店長       京條 友彦 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) 業務課長      多田 真一 新任 

理 事 
日本梱包運輸倉庫(株) 

栃木営業所 
所長        米川 喜久 再任 

理 事 (株)本田技術研究所四輪R&Dセンター HG管理室 室長  鈴木 晃博 新任 

理 事 
ホンダ開発(株) 

栃木事業部 
上席執行役員    主山  功 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       上田 勝男 再任 

理 事 芳賀町工業団地連絡協議会 事務局長      七井 真人 再任 

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)関電工北関東・北信越営業本部 

栃木支社 
副部長       多部田 学 再任 

参 事 芳賀町建設産業部商工観光課 課長        手塚 孝幸 再任 

 任期の２年間よろしくお願いいたします。 



■ 環境整備部会 

環境整備部会が主催した第１回クリーン作戦は

5月 2６日に実施しました。  

工業団地を 5 ブロックに分け６８社 2７１名の

皆さまに参加いただきました。それぞれビニール

袋や箒を持って、歩道・側溝、植込みになどに目

を配り、空き缶、吸い殻、ゴミ類を拾い集めまし

た。 

付近一帯の道路の路肩に堆積した土砂やゴミを

清掃専用の自走式吸引清掃機を使用して効率よく

作業を行う事業所も見受けられました。 

工業団地に立地する多くの事業所並びに従業員各位のご協力で、工業団地全体の環境美化が良

好に保たれています。 

参加された皆様ありがとうございました。 

 

■ 安全衛生部会 

５月２４日 管理センター大会議室において今年度第１回目の普通救命講習会を１５社２４名

の受講者を迎え開催しました。昨年度は５回開催し延べ６６社１１４名が受講しました。毎回受

付開始早々に定員を上回る申し込みがある人気の講習会です。 

講師を務めた真岡消防署芳賀分署の救急救命士から、「平成２７年に芳賀広域消防管内の救急

車出動は約６，６００件で、うち心肺停止の搬送は２０４人だった。うち２２人が芳賀町である。

応急措置をした場合は何もしない場合の２倍の蘇生率となる。今日の講習会では心肺蘇生法とＡ

ＥＤ使用方法をしっかり覚えてほしい」と挨拶がありました。 

心肺蘇生は、胸骨圧迫と言われる心臓マッサージ、頭部後屈あご先拳上法と言われる気道の確

保をしたうえで人工呼吸をします。救急隊に引き継ぐまで、この動作を繰り返すことになります

ので、受講者は一人ずつ人形で体験しました。 

そのあとＡＥＤ使用方法、気道異物の除去方法、

止血法について指導がありました。 

ケガや病人の救命措置であっても、場所や状況に

よっては危険箇所から移動するなど、自分の安全確

保も重要であるとの指導がありました。 

受講者に伺うと、「胸部圧迫は全力でやるので予

想以上に疲れる」、「人工呼吸は空気がうまく入らな

かった」、「人工呼吸は勇気がいる」、「とっさの時も

落ち着いて対応できるようにしたい」、「貴重な経験

ができた」などの感想を聞くことができました。 

 

■ 町政懇談会開催 
５月１８日 農業者トレーニングセンターにおいて町政懇談会が開催されました。見目町長は

「昨年の 5月１８日に町長に就任し 1年が経過した。町民の皆さまに町行政についてご理解を

深めていただくため、地区座談会などを通してご説明をしている。本日の町政懇談会も町が進め

る施策を共有いただく機会として有意義なものと思っている。」と挨拶しました。 

見目町長から、行政運営方針である『熱い情熱、確かな責任、将来への展望』について、また、

今年度からスタートした第 6次芳賀町振興計画、芳賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基

づき平成 28年度で取り組む主な事業概要をご説明いただきました。 



 平成 28年度の一般会計 77億 700万円、社会

保障特別会計 37億 3,580万円、その他特別会計

7億６９０万円となる当初予算の概要、歳入歳出の

内訳等について担当課長から説明がありました。 

LRT 事業についての経過、需要予測、収支試算、

今年度の取り組み、今後のスケジュールなどを担当

部長が説明しました。 

芳賀町子ども・子育て支援事業計画に係る幼保連

携型認定こども園及び芳賀町北部第 2地区再圃場

整備事業について、それぞれの担当課長から説明が

ありました。 

 

■ ＬＲＴ事業説明会を開催 
 

5月 18日 管理センターにおいて開催した第 2回 LRT 事業説明会には会員 38社 46 名の

参加がありました。  

今回は芳賀町から、交通への影響に関する検討について、今後の取り組みについて説明があり

ました。併せて宇都宮市 LRT 整備室の職員から市内の導入ルートに関する説明もありました。 

 交通渋滞が最大の関心であることから、LRT導入後の道路交通へ与える影響については、交

通円滑化を確保するため、3段階での検討結果に基づく説明がありました。 

 特に、芳賀台交差点及び管理センター前交差点は、自動車交通への影響が想定されることから、

付加車線の設置や延長、信号点灯サイクルの変更などの組み合わせにより最適化を図ることで、

円滑に処理できるとの説明でした。 

今後、LRTの軌道や停留場等の設計、他の交通との結節点となる施設（トランジットセンタ

ー）の具体的な検討を踏まえ、関係機関などと交通安全対策等の協議を進めていくそうです。 

 参加者から、①工事の作業時間帯について、②宇

都宮市内の車線減少による渋滞見込について、③シ

ミュレーションの車両台数について、④停留場に設

置する駐車場の設置計画について、質問がありまし

た。それぞれの質問に担当者は、①朝夕の渋滞時を

避け夜間等の時間帯で工事、②現状若しくは現状よ

り改善する、③最低限の見込みとして、宇都宮東部

地域全体から 2,000 台を減じた車両数、④乗換え

拠点として、ベルモール前、新 4号国道付近、清

原工業団地総合管理協会付近、芳賀町工業団地管理

センター付近に予定しており、乗換えの促進になる

よう配慮したい。と回答しました。 

 

■ 真岡労働基準協会が総会を開催 

5月１９日 真岡市内で真岡労働基準協会の総会が開催されました。この協会は労働環境の改

善を推進することを目的に真岡労働基準監督署管内一市五町にある４３４事業所によって組織

されています。この総会に芳工連からは、稲森安全衛生部会長及び事務局長七井が出席しました。 

開会の挨拶で、真岡労働基準協会長である橋本修 日産自動車(株)栃木工場長は、「日頃から労

働災害防止活動を活発に行っていて、管内の平成 27年の死傷病者数は 138人で対前年比 25

人減、平成 27年の死亡災害は 1人で対前年比 2人減となり減少傾向にある。しかし業種間で

労働災害発生件数に差が出ているので、すべての業種で労働災害防止の成果が出るよう会員事業

所のご協力をお願いしたい」と挨拶しました。 



【5月の実績 】 

02日 芳賀町商工会理事会 

11日 芳賀町ロマン花火 2016実行委員会 

12日 芳賀町観光協会理事会 

18日 町政懇談会 

18日 ＬＲＴ事業説明会 

18日 芳工連第 27回定期総会 

19日 真岡労働基準協会総会 

20日 芳賀町観光協会通常総会 

24日 芳賀町商工会第 57回通常総会 

24日 普通救命講習会 

2５日 資源ごみ回収日 

2６日 第１回クリーン作戦 

2７日 真岡地区暴追対策連絡協議会総会 

【６月の予定 】 

1２日 工業団地内火災消火訓練 

16日 環境整備部会 

20日 交通防犯部会 

21日 鬼怒工業用水協議会 

21日 団管連理事会 

22日 資源ごみ回収日 

23日 総務企画部会 

24日 安全衛生部会 

29日 第 2回役員会 

 

 栃木労働局労働基準部の長岡部長は来賓祝辞で、

「国では地方創生に向けた全員参加型社会の実現、

公正・適正で納得して働くことのできる職場環境整

備に取り組んでいる。重点としては、①職場におけ

る女性の活躍推進、②働き方改革の推進、③正社員

転換・待遇改善の推進、④若者・高齢者・障害者等

の活躍推進、⑤過重労働による健康障害防止対策等

の推進、⑥労働災害防止対策の推進である。 

ニッポン一億総活躍社会推進プランでは、働き方

改革を強化して長時間労働の削減を最重要課題と

して取り組んでいる。長時間労働による健康障害に

対する監視の強化、年次有給休暇の取得向上につい

てご協力をお願いしたい」と挨拶しました。 

議事は、平成２７年度の事業及び収支決算の承認、平成 2８年度の事業計画（案）及び収支予

算（案）のほか、役員選出（案）が上程され、すべて賛成多数で可決しました。 

 

■ お知らせコーナー 

１ 第５２回芳工連ゴルフコンペのご案内 

   7月 9日（土）ロイヤルメドウゴルフスタジアムにおいて、総務企画部会が会員の親睦

を目的にゴルフコンペを開催します。プレー費１１,３00円（食事付、税込）、参加費 2,000

円です。参加される場合は、既にご案内したとおり 6月 2８日（火）までに事務局までお

申込みください。 

２ 芳賀町ロマン花火 201６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６日（土）に開催されます。会員企業様に

は既に協賛依頼書を郵送させていただきました。既にお申込みを済まされた会員企業様もお

いでですが、まだ申込みされていない場合は６月３０日（木）までに協賛のご協力をお願い

します。 

 

芳工連日誌 

                  
                  


