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■創立 30 周年記念事業 抽選会を実施 
 4 月 1 日（月）から 4 月 14 日（日）まで第 27 回さ

くら祭りが開催されました。創立 30 周年記念事業実行委

員会は 4 月 6 日（土）、周知活動の一環として特別ブース

を出展し、抽選会を実施しました。当日は天気にも恵まれ、

桜の花も満開となり会場は沢山の人でにぎわいました。 

抽選会は午前11時と午後2時の2回実施しましたが、

どちらも町内外の小中学生や幼児、保護者の方による長蛇

の列となり、40 分程度で用意した景品がなくなり大盛況

のうちに終了しました。 

「ありがとうの 30 年、地域と共に活力ある明日へ」のコンセプトのもと、これまでの地域   

への感謝の気持ちを込めて実施いたしました。前日の景品の組合せから担当されました皆さま、  

大変ご苦労様でした。 

また、趣旨に賛同いただき、多くの会員企業様から景品の提供をいただき、誠に有り難うござ  

いました。 

 

 

■役員・正副部会長会議を開催 

役員 12 名、正副部会長 9 名のご出席をいただき

4 月 23 日、管理センターにおいて役員・正副部会

長会議を開催しました。 

 ５月 24 日に開催する第 30 回定期総会に上程す

る議案などを審議いただきました。 

 細岡大会長は挨拶で「この時期、新しい門出と環

境変化に悩む新入社員の姿を垣間見る時期ではない

でしょうか。上司、先輩たちの人間関係を構築する

重要な時期であると、この時期いつも感じます。 

さて、もうすぐ新しい元号 令和になります。私

は、西暦で生活しているものですからあまり実感は

わかないのですが、芳工連での総会議案とか予算を検討していると平成 31 年度と令和元年をど

う標記するかなど、今しか味わえないちょっとした議論がなんかうれしいですよね。 
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さて、先日統一地方選挙が終わりましたが、夏には参議院議員の選挙あります。これを見据え

てなのか、自民党萩生田幹事長代行の「６月の日銀短観次第で消費増税延期もあり得る」の発言

が世間を騒がせています。今後の動向を注視していきたいと思います。また、身近な話題の一つ

として、国道４０８号バイパスの野高谷町以北の開通式が、５月１９日に執り行われますので、

通り初め式でくす玉開きをしてまいります。更なる渋滞解消につながるものと期待しています。 

令和元年の今期は、芳工連３０周年の年でございます。実行委員の皆さまにより本格始動され、

記念誌発行部も計画通りの進捗であり、記念事業部におかれましては晴天に恵まれた４月６日の

さくら祭りにおいて大盛況に終った抽選会。芳工連３０周年の訴求ができたのではないかと思い

ます。「ありがとうの３０年、地域と共に活力ある明日へ」のビジョンにありますように会員・

地域の皆さまが幸せを感じ、一致団結し活力ある明日に向かう姿勢は、普遍的なビジョンと思い

ます。 

これからも芳工連は、「民・官・学」と連携を執ることで重点施策であります「安全で安心な

工業団地づくり」を目指し、安定した成長が持続できる環境整備に努力して参りますので、引き

続きご協力の程よろしくお願いいたします。」と述べました。 

役員会の議案は、役員並びに正副部会長変更の承認です。４月の人事異動で一部の役員さんが 

転出によって退任されたことから、所属企業から後任者として推薦のあった１名を承認。同様に

正副部会長についても部会長１名、副部会長１名が変更となります。 

 また、役員・正副部会長会議では、総会に上程する議案内容の確認、総会の役割分担及び運営

方法など、5 月 24 日（金）午後 3 時 30 分から開催する第 30 回定期総会に上程する議案内

容などについて審議いただき、事務局から提案した議案はすべて原案どおり可決いただきました。 

 

■芳工連会計監査実施 
5 月２４日(金)開催される定期総会を前に、4 月

２５日(木)午前１０時０0 分から管理センター小

会議室において、芳工連監事である三菱 UFJ 信託

銀行栃木芳賀センター長 小林治郎様、（株）関電

工北関東・北信越営業本部栃木支店副支店長 多部

田学様による会計監査が実施されました。 

始めに、３０年度の収支決算及び特別会計決算

の報告をさせていただいた後、出納帳ほか会計帳

簿、貯金通帳、領収書それぞれの確認をいただき

ました。 

その結果、適正に執行され、かつ収支に間違い

ないことを確認していただきました。 

 

■総務企画部会  
■新入社員研修会の実施  

4 月１０日、1１日の２日間、総務企画部会主催の

新入社員研修会が、㈲エファ社の菊地、山崎両先生を

講師に迎え開催されました。参加企業８社の新入社員

２２名を対象に管理センター大会議室で開催されま

した。 

研修に先立ち、事務局から受講生に対し、芳工連の

概略説明及び仕事に対する取組みについてお話をさ

せていただき 2 日間の研修をスタートしました。 
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研修内容は、社会人として求められる挨拶・接

遇・マナー・言葉遣い方などいずれも基礎的なこと

ですが、とても重要なことです。大きな声での挨拶

が事務室まで届くなど、今後の活躍に期待いたしま

す。 

研修アンケートには、「改めて挨拶とコミュニケ

ーションの大切さを身を持って実感することが出

来た」、「お辞儀には 3 種類あり、その使い分けが大

切だと分かった」、「尊

敬語・謙譲語・丁寧語

の敬語を使いこなせる

ようにしたい」などの

記述が沢山ありました。また、「大きな声で明るく挨拶する」との

前向きな決意表明も沢山ありました。 

休憩時間には、他社の受講生とも打ち解け、一緒に歓談する姿も

見受けられるなど、受講生同士のネットワークづくりにも一役買っ

た研修でした。                          ［4.10平成最後の桜＆なごり雪］ 

 

 

■管理センター管理組合関係 
1）会計監査を実施 

４月１７日（木）午前１１時００分から定期総会を前に、管理センター小会議室にて、芳工連

理事である池田興業（株）支店長 京條友彦様、芳賀町企画課長 齊藤和之様の両監事により会計

監査が実施されました。 

各帳票類の記載項目について検証・確認をしていただきそれぞれ、適正に執行され、かつ収支

に間違いない事が確認されました。 

 

２）管理センター管理組合総会を開催 

管理センター管理組合は、管理センター施設の

維持管理業務と芳賀町工業団地内の企業で構成

する芳賀町工業団地連絡協議会の諸活動の助長

並びに公共施設の利用促進を目的として設立さ

れたもので、当管理組合は芳賀町から管理センタ

ーの指定管理者に再指定されています。 

この管理組合の総会が、4 月 2３日（火）管理

センター小会議室において、上野組合長以下役員

９名並びに事務局員２名が出席し開催されまし

た。 

総会は、上野組合長の挨拶に始まり、平成３０

年度の事業報告及び収支決算の報告の後、芳賀町

企画課齊藤課長（監事）から全ての帳簿類は適切に処理されている旨の監査報告があり、承認い

ただきました。引き続き、平成３１年度の事業計画（案）及び予算（案）並びに給与規程の一部

改正について審議していただき、全議案が可決されました。 

 総会終了後、芳賀町都市計画課公共交通係佐藤主査から「LRT 事業におけるトランジットセ

ンターの整備に向けた取組」について説明を受けました。地域の特性に合ったトランジットセン

ターを目指して、今後とも関係の皆さまと相談しながら進めてまいりますので、御理解御協力を

お願いしますと話されていました。 
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芳工連日誌 

【 4 月の実績 】 

5 日  さくら祭り特別ブース(抽選会)準備 

6 日  さくら祭り特別ブース(抽選会)出展  

10 日～11 日 新入社員研修 

16 日 栃木県団管連幹事会 

17 日 管理センター管理組合会計監査 

17 日 30 周年記念事業部会 

23 日 芳工連役員及び正副部会長合同会議 

23 日 管理センター管理組合総会 

24 日 資源ごみ回収日 

25 日 芳工連会計監査 

25 日 30 周年記念誌発行部会 

 

【 5 月の予定 】 

9 日 芳賀町ロマン花火大会実行委員会 

9 日 交通安全のぼり旗設置 

13 日 労働災害防止団体等連絡会議 

14 日 芳賀町観光協会理事会 

15 日 交通安全街頭広報活動 

15 日 30 周年記念誌発行部・事業部打合せ 

15 日 30 周年記念事業部会 

16 日 クリーン作戦 

17 日 真岡地区暴力団追放対策協議会総会 

19日 国408号宇都宮高根沢バイパス開通式 

21 日 交通安全のぼり旗撤去 

21 日 普通救命講習会① 

22 日 真岡労働基準協会総会 

22 日 資源ごみ回収日 

23 日 芳賀町商工会総会 

24 日 芳工連定期総会 

29 日 町政懇談会 

■芳賀町シルバー人材センターからのお知らせ 
 芳賀町シルバー人材センター（☎028-677-0246）では、芳工連の企業の皆さまからの清

掃・除草等のご用命をお待ちしています。ただし、大規模なものは、ご勘弁ください。 

 

 

■芳賀町ゴルフ連盟からのお知らせ 
 芳賀町ゴルフ連盟定期総会が3月27日開催され、

31 年度の事業計画（案）が可決されました。 

今期は、6 月 23 日(日)に第 24 回町ゴルフ連盟

の大会が芳賀カントリークラブにおいて、11 月又

は12月に第39回町民チャリティゴルフ大会が開

催され、その他栃木県連盟支部対抗・郡市対抗親善

ゴルフ大会へ参加予定です。 

例年、芳工連の企業の皆さまにチャリティゴルフ

等に参加協力をいただき感謝申し上げます。 

 

 

■芳工連総会を開催 

■第 30 回定期総会の開催予定 

ご案内のとおり５月２4 日（金）午後３時３０分

から管理センターにおいて第30回定期総会を開催

します。平成 30 年度事業報告並びに収支決算の承

認、令和元年度事業計画並びに収支予算の議決、30

周年記念事業の予算・決算等を議題とします。 

会員各位の御出席をお願いいたします。 

 

 

■事務局長の交替 

 七井真人事務局長が平成31年3月31日付けで

退職しました。勤務期間 5 年間の長きにわたり事務

局長として御活躍されました。事務局長として職務

に精励された七井真人様に、会員企業の皆さまとと

もに改めて感謝を申し上げます。大変お世話になりました。 

 

後任として、４月１日付けで渡辺信夫が事務局長に就任いたしまし

たので、自己紹介をさせていただきます。 

１９５8 年生まれの６０歳、芳賀町上稲毛田在住です。今年３月   

３１日付けで芳賀町役場（住民生活部長兼福祉対策課長）を退職しま

した。 

昭和63年3月19日の芳賀工業団地分譲開始時から平成5年3月

31 日までの 5 年間企業誘致に携わっていましたが、26 年ぶりですの

で浦島太郎の気分です。 

芳工連と芳賀町との連携を益々強化し、企業様の経営環境が一層よ

くなるよう努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 


