
 

 

 

 

 

■ 役員会を開催  

第5回役員会を3月 21日開催したところ

１０名の皆さまにご出席いただきました。 

河合会長は、「国内経済は一部に改善の遅れ

も見られるが、緩やかな回復基調が続き、先

行きも雇用・所得環境の改善が続くなかで、

緩やかに回復していくことが期待される、と

内閣府は 2月の月例報告で伝えているが、景

気変化によっては国内景気を押し下げる懸念

があることから楽観視できないと思います。 

海外に目を向けると、アメリカ新政権の政策動向や利上げの判断、中国ではＧＤＰ成長率の鈍化

傾向、欧州ではフランス大統領選挙、ドイツ連邦議会選挙の行方など不透明感があります。 

全世界の経済情勢を俯瞰すると、先進国、新興国共に多くの国で緩やかながら経済の拡大が見込

まれますが、景気の下振れリスクを抱えていることから、今後の行動には十分に注意を払う必要が

あると考えています。 

芳賀工業団地を取り巻く話題としては、先月 9日に開催された栃木県知事との意見交換会の中

で、清原工業団地とともに再確認した LRT事業における渋滞問題の対応について、県としても重

要課題として再認識していただくことができました」と挨拶しました。 

報告事項とした賀詞交換会、県知事との意見交換会、平成 28年度事業実績及び収支決算見込み

については事務局長からご説明しました。 

特に、知事との意見交換会で取り上げた、①鬼怒通りの交通渋滞対策、②宇都宮テクノ街道の車

線追加整備の要望、③LRT事業着手前に国道 40８号バイパスや主要地方道の整備を完成させる要

望 3件は、立地企業の BCPにおける上位優先の要件である旨、河合会長が発言したことをお伝え

しました。 

栃木県知事から、宇都宮テクノ街道の 4車

線化については、暫定 2車線で全線供用開始

された後の渋滞状況を把握した上で、4車線化

事業着手を検討する 2段構えで考えている旨

の発言がありました。また、408号バイパス

の整備計画についても計画どおり順調に執行

されている旨のご説明があったことをお伝え

し、報告事項は全員の賛成で承認いただきまし

た。 
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また、役員人事については森田昌章副会長（本田技研工業（株）生産本部生産企画統括部）、主

山功理事（ホンダ開発（株）栃木事業所）が 4月 1日付けの異動により退任することが承認され

ました。 

協議事項である平成 29年度事業計画（案）及び収支予算（案）、役員・正副部会長合同会議の

開催日程、総会開催日程については、原案どおり可決されました。 

総会に関する議案内容を審議する役員・正副部会長合同会議の開催は 4月 20日（木）午後 2

時から、総会は 5月 24日（水）午後 3時 30分から開催することを決定しました。 

 

■ 総務企画部会  

 3月 8日開催した第 3回総務企画部会には

10社 10名の参加をいただき、事業実績及び

収支決算、次年度に向けた事業計画（案）及び

収支予算（案）を審議いただきました。 

 中山部会長は、「平成 28年度事業について

は、11月に予定した第 53回ゴルフ大会が雪

で中止になった以外は、すべて予定どおり実施

できました。本日は平成 28年度事業を振り返

り、平成 29年度事業計画（案）などをご審議

いただきたいと思います」と挨拶しました。 

 平成 28年度事業実績については、新採研修から初級管理者研修まで階層別研修会の開催で会員

企業様の人材育成研修に寄与することが出来ました。また、スポーツ大会や視察研修を通した会員

相互の親睦を図る企画も好評でした。平成 29年度もこれまでの実績を踏まえ、効果を検証した上

で会員企業様にとって意義のある事業として実施することを決定しました。 

  

■ 環境整備部会  

 第 3回環境整備部会は 3月 9日に 9社 9名の参加により開催しました。半田部会長は、「部会

長に 10月就任して半年が過ぎます。本日は平成 28年度事業実績について、平成 29年度事業計

画（案）等についてご審議いただきたいと思います。次年度も部会長として皆様の御協力をいただ

き務めすので、よろしくお願いいたします」と挨拶しました。 

 半田部会長が議長に就き、平成 28年度の事業実績と決算見込み額に関する詳細説明を事務局に

求めました。3 回実施したクリーン作成では延べ 178 社 620 名の参加協力をいただき、工業団

地内の環境美化に貢献できました。 

また、公園の花壇や団地内各所のプランタ

ーに植え込んだパンジーやベゴニアの花は、

季節ごとに綺麗に咲いて、多くの人を和ませ

てくれました。 

 平成 29年度事業計画（案）については、

今年度実績を踏まえ、会員企業様の御協力を

いただきながら、団地内の環境美化等に努め

ていくことを決定しました。 



■ 安全衛生部会  

第 3回安全衛生部会は 3月 6日に 8社から

9名の参加をいただき開催しました。 

稲森部会長は、「お忙しいところ御出席いた

だき有難うございました。今年度最後の部会と

なります。本日は平成 28年度事業実績と次年

度事業計画（案）についてご審議いただきます。 

KYT 研修会、普通救命講習会、安全活動事

例発表会を始めとする主要事業を予定どおり執行することができました。皆様のご協力により計画

どおり実施することができ、大変有難く深く感謝申し上げます」と挨拶しました。 

 稲森部会長が事業実績の詳細を説明しました。また、収支決算については予算額 50万円に対し、

決算見込み額は約 28万円で執行率は 5６％であったことを説明し承認いただきました。 

 平成 29年度事業計画（案）については、前年度事業で何点か改善提案のご意見をいただきまし

たので、一部事業については事業効果を高める工夫をした上で、前年度と同様の事業を実施するこ

とを決定しました。 

 

■ 交通防犯部会  

第 3 回交通防犯部会は 3 月 10 日に 12社

12名の参加により開催しました。風呂部会長

は、「日頃から交通防犯部会の活動に御協力を

いただき感謝しています。お陰様で工業団地を

取り巻く交通安全対策や交通渋滞対策などに

ついて確実な成果を上げることが出来ました。

今後も充実した活動を展開できるよう皆様の

御協力をお願いします」と挨拶しました。 

 平成 28年度事業実績については、春と秋の交通安全県民総ぐるみ運動にあわせ、すべての会員

企業様が交通安全啓発のぼり旗掲出や横断幕設置、会社ごとの交通安全啓発活動等で御協力をいた

だきました。交通事故多発交差点の安全対策については、交通量調査や交通実態調査に基づき、見

通しを阻害する街路樹や中央分離帯の樹木撤去を芳賀町にお願いし対策を講じていただきました。 

 また、交通事故多発交差点への信号機設置に

ついても町、県及び警察の御理解と御協力によ

り、管理センター前交差点から北へ向かう

25m 道路の最初の交差点に設置され、3 月 6

日に供用開始されました。これら平成 28年度

の事業実績について承認いただきました。 

 平成 29年度事業計画（案）については、前

年度の事業を踏襲した形で交通安全対策と防

犯対策の実効性を高める工夫をしながら実施

することを決定しました。 
信号機供用開始の模様（ホンダ開発様､日本梱包運輸倉庫様付近） 



【４月の予定 】 

1４日 交通安全のぼり旗設置 

0７日 交通安全街頭広報活動 

1３日～１４日 新入社員基礎研修会 

17日 交通安全のぼり旗撤去 

19日 管理センター管理組合総会 

20日 芳工連役員、正副部会長会議 

26日 資源ごみ回収 

【３月の実績 】 

06日 安全衛生部会 

08日 総務企画部会 

09日 環境整備部会 

10日 交通防犯部会 

21日 第 5回役員会 

22日 資源ごみ回収 

２３日 町交通安全対策連絡協議会 

 

■ 町交通安全対策連絡協議会   

 交通安全対策の推進に関係する各種団体等

の代表者や警察関係者によって構成される芳

賀町交通安全対策連絡協議会が3月２３日開

催され、芳工連から交通防犯部会風呂部会長

と事務局長七井が出席しました。 

 協議会長である見目匡町長は、「芳賀町内で

の交通死亡事故は昨年０であったが、今年 1

月に交通死亡事故が発生した。芳賀型事故と

言われる見通しの良い交差点での事故や高齢

者の事故が多発している。交通事故防止には運転者の意識が重要なので関係団体の皆さまと連携を

図り、しっかり対策をとって行きたい」と挨拶しました。 

伊東毅真岡警察署長は、「昨年は、県内で 76 人が交通事故で死亡し前年対比 22 人減であった。

昭和 27 年以来 64年ぶりに 80 人を下回った。真岡署管内では 2人が死亡し前年対比 7人減で

あった。これは県内警察署で最大の下げ幅であり対策の効果が見られた。子どもと高齢者の交通事

故防止を重点とした春の交通安全県民総ぐるみ運動へのご協力をお願いします」と挨拶しました。 

協議の結果、4 月 6 日（木）から 15 日（土）までの１０日間実施される『春の交通安全県民

総ぐるみ運動』に合わせ、平成 29 年度の推進計画に基づき、4 月 7 日（金）午前７時３０分か

ら工業団地管理センター前交差点で街頭広報活動を実施することを決定しました。 

会員企業様には、春の交通安全県民総ぐるみ運動期間中、『のぼり旗』の掲出や社員に対する交通

安全運動の周知にご協力くださるようお願いいたします。 

 

■ 芳賀町さくら祭り開催   

 4 月 1 日（土）から 14 日（金）までの 14 日間、かしの森公園

を会場として第 25回芳賀町さくら祭りが開催されます。 

 期間中は 17時から 22時までライトアップされますので、お誘い

合わせお出掛けください。 

 4 月 9 日（日）は本田技術研究所様がテストコース見学を実施し

ます。ご家族での見学お勧めします。 

 

 芳工連日誌 

 


