
 

 

 

 

  

 

 定期総会後、最初の役員会が 6 月 18 日開催さ

れました。 

細岡会長は開会の挨拶で「５月の総会も皆様のご

協力で円滑に議事が進み、今期の事業計画が承認さ

れました。改めて感謝申し上げます。そして本日、

今期の芳工連の本格的な活動をスタートいたしま

すので、変わらぬご支援をお願いいたします。 

 先ほどご挨拶をいただきましたが、芳賀町副町長

が上野哲男さんから古谷一良さんに替わり、昨日就

任されました。副町長は芳賀町と芳工連代表各５名

で組織します工業団地管理センター管理組合の組合長も務めますし、宇都宮ライトレール株式会社

の役員も務められる予定ですので、今後ますます連携をしてまいりたいと思います。 

日本の景気について先行きは、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、

各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されております。しかし、通商問題の動

向が世界経済に与える影響に一層注意が必要で中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する

不確実性、金融資本市場の急変動の影響に注意を向ける必要があると思います。 

雇用情勢は、着実に改善している。とのことですが、人手不足感が高い水準となっていることに

変化は無いようです。芳工連としても昨年度の雇用アンケートに結果に則り施策立案の一歩を進め

たいと思います。 

さて、創立 30周年記念事業ですが、着実の進捗している事を実行委員から報告を受けておりま

す。芳工連の歴史を振り返ると、LRT 事業に関連した交通渋滞対策、リーマンショック、東日本

大震災などもありました。関係機関との話し合いを粘り強く主張すべきことはしっかりと主張して

きた今日の結果は、何事にも代えがたい成果と思います。このことへの感謝と、『安全安心な工業

団地づくりで企業継続性を促す』という理念に基づいて導きだされた重点施策は、後世へ伝えたい

観点かと思います。 

また、本記念事業を通じて、会員・地域の皆様が幸せを感じ、実行委員の皆様が、達成感、充実

感を実感するよう一致団結して活動していきたいと思います。 

芳工連の方針や重点施策をいま一度見つめ、誠心誠意実行委員長職を務めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします」と述べました。 

上程された６議案とその他４件は、次のとおり決定・承認しました。 

１ BCP（事業継続計画）策定支援事業については、BCPを芳工連として策定するのか、企業ご

とに策定するのか、県担当課に確認したうえで取り組むことで決定しました。 
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※  県に確認したところ、どちらの支援も可能との回答でした。このため、個々の企業様の計画と芳工

連組織の計画の両方の策定に取り組んでまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。なお、策定

支援に要する費用は無料で、回数制限もありませんので、積極的に活用していきたいと思います。先

ずは、BCP策定セミナーの開催を計画しますので、日時を決定次第ご案内いたします。 

２ いちご一会（いちえ）募金（とちぎ国体・とちぎ大会）については、「10 万円以上を寄附し

た企業・団体は、栃木県総合スポーツゾーン新スタジアムに企業・団体を記した銘板を設置し顕

彰」されます。工業団地周辺道路整備等、県に配慮いただいていること、また芳工連創立 30周

年を記念して、10万円を寄附することで決定しました。 

３ 芳賀町ロマン花火 2019協賛金については、8月３日（土）午後 7時 30分から打ち上げら

れる花火の協賛金として、芳工連から 25万円を拠出することを決定しました。 

また、花火会場で飲食にご利用いただける５千円分の金券を会員企業様に配布することも決定

しました。 

４ 芳賀町長との意見交換会については、7月 31日（水）午後１時 30分から管理センターにお

いて開催することを決定しました。 

  会員企業様から芳賀町に対する質問や要望を受け、工業団地における事業環境の向上に資する

施策の推進を目的としています。多くの企業様に参加いただきたいと思います。 

 

５ 県産業労働観光部長との意見交換会については、11月１3日（水）午後 3時から管理センタ

ーにおいて開催することを決定しました。企業が抱える課題の解決を図り、安全・安心の向上に

資することを目的としていますので、会員企業様から県に対する質問や要望を後日提出していた

だくことになります。 

６ 人材確保支援に関するワーキングについては、人材確保支援検討委員会（会長：細岡会長、副

会長：富永・渡邉副会長、メンバー：若干名、事務局）を組織し、次回の役員会で展開計画を提

案し、第３回の役員会で事業計画案を提案するなどして、次年度の総会に支援計画を上程するこ

とで決定しました。 

７ 各部会の事業実績及び事業計画については、今年度のこれまで

の事業実績と各部で今後予定している事業計画の詳細を事務局か

らご説明し、承認いただきました。  

８ 創立 30 周年記念事業実行委員会体制の再編については、記念

誌編纂終了後、10月４日の記念式典日に向けて、記念式典担当、

記念イベント担当、祝賀会担当などに再編することで承認いただきました。現実行委員 12名に

加え、各部会員の応援をお願いすることになりますので、ご理解ご協力をお願いします。            

９ 農産物（苺・メロン・米・梨等）のＪＡはが野からの販売斡旋については、「道の駅はがの農

産物直売所から芳工連事務局を通して、地元農産物を会員企業従業員様に紹介させていただきた

い」と芳賀町商工観光課綱川課長から説明があり、承認いただきました。なお、具体的な方法等

につきましては、後日ご案内いたします。 

10 芳賀町社会福祉協議会賛助会員加入のお願い（1 口 3,000 円以上）については、協議会の事業

内容の分かるものを付けたうえで、会員企業様にご案内することで承認いただきました。 
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■ 総務企画部会を開催 

 ６月１２日開催した第１回総務企画部会に10社10

名の皆様に参加いただきました。 

中山克夫部会長が「過日の定期総会では皆様のご協

力をいただきまして無事に終了できました。本日は、

今年度前期の事業を中心に協議してまいりますのでご

協力をお願いします」と挨拶しました。 

 協議事項のうち、第５８回ゴルフ大会は７月６日（土）

ロイヤルメドウゴルフ倶楽部において、第４１回ボウ

リング大会は９月中の水曜日に宇都宮市内で開催することを決定しました。また、人材育成各種研

修会のうち若手研修会は１０月２３日（水）、初級管理者研修会は１１月２７日（水）に開催する

ことを決定しました。 

■ 環境整備部会を開催  

 ６月１７日開催した第１回環境整備部会の会議に先

立ち、ひばりが丘公園運動場の花壇に１３名のメンバー

が集合し、色とりどりのベゴニアを植え付けました。

前々日の降雨によって花壇の土は適度な湿り気があっ

て植付けには絶好の時機でした。 

 半田部会長、阿部副部会長と事務局長渡辺は、工業団

地内の道路や工場周辺の環境パトロールを実施しまし

た。 

道路管理者が中央分離帯や街路樹の剪定等を定期的

に実施していることから、視界を遮る樹木や草はほとん

ど見受けられませんでした。また、各企業様の敷地でも

樹木剪定や草刈り作業を従業員の皆様や委託管理会社

の作業員が行っている状況を確認しました。 

 会議で半田部会長は「今年度も部会長を引き続き務め

させていただきます。副部会長も同様に継続となります

ので、よろしくお願い申し上げます。今年度計画した事

業のうち第１回クリーン作戦は既に実施しました。今年

度も皆様のご協力お願いします」と挨拶しました。 

 協議事項では、７月２５日（木）に第２回クリーン作

戦、１０月２４日（木）に第３回クリーン作戦の実施を

予定しました。 

４部会情報交換会は合同で８月２３日（金）に開催す

ることを決定しました。 

■ 安全衛生部会を開催  

 第１回安全衛生部会を６月６日、９社９名の皆様に参

加いただき開催しました。 



芳工連日誌 

【6月の実績 】 

03日 第 1回交通防犯部会 

15日 芳賀町観光協会通常総会 

6日 第 1回安全衛生部会 

7日 ３０周年記念誌発行部会 

1１日 ３０周年記念事業部会 

1２日 第 1回総務企画部会 

17日 第 1回環境整備部会 

18日 芳工連第 1回役員会 

18日 団管連理事会 

19日 健康づくり講習会 

24日 芳賀町商工会理事会 

26日 資源ごみ回収日 

26日 30周年記念誌発行部会・事業部会 

【７月の予定 】 

1５日 ロマン花火 2019第 2回実行委員会 

16日 第 58回ゴルフ大会 

1２日 芳賀町民祭担当者会議 

16日 正副部会長と正副会長情報交換会 

22日 安全活動事例発表会 

24日 資源ごみ回収日 

25日 第 2回クリーン作戦 

25日 芳賀郡市公衆衛生協会理事会・総会 

30日 第 2回普通救命講習会 

31日 町長との意見交換会 

 

髙山部会長は「昨年度は後半に行事が集中したことから、今年度は分散して開催していきますの

で、ご理解とご協力をお願いします。今年度１年間よろしくお願します」と挨拶しました。 

 協議事項では、６月 19 日（水）午後３時から健康づくり講習会の開催、年間 4 回開催する普

通救命講習会については第 2 回を７月 30 日（火）午前９時から開催、安全活動事例発表会は７

月 22日（月）午前 10時から開催することを決定しました。 

 また、第 2回部会は 9月５日（木）に開催することを決定しました。 

■ 健康づくり講習会（6/19（水）） 

第１部は 17社４４名の受講者のもと、宇都宮記念病院脳神経

外科齊藤寛浩医師を講師に「脳卒中の発症予防～健康なうちに今

知ってほしいこと～」の演題で講演会を開催しました。 

第２部は 31 名の参加のもと、昨年に引き続き「優しいヨガ」

の実技で汗を流していただきました。 

■ 交通防犯部会を開催  

 第１回交通防犯部会を６月３日、１４社１４名の皆様に参

加いただき開催しました。部会長は「今年度から部会長に就

任しました（株）本田技術研究所の川崎章です。分からない

ことが多く何かと皆様にご迷惑をお掛けすることもあると思

いますが、芳工連の発展に尽力する所存ですので、何卒よろ

しくお願いいたします」と挨拶しました。 

 夏の交通安全運動期間である 7 月 11 日（木）から 20 日

（土）まで、会

員企業様には交通安全のぼり旗の掲示と社用車への

交通安全ステッカー貼付をお願いします。 

交通安全講習会を 8月２日（金）午後２時から開

催することを決定しました。夏季休暇を前に交通事

故に対する危険回避、交通安全の意識向上を目的に

真岡警察署交通課長による講演を予定しました。 

9月 21日（土）から 9月 30日（月）まで実施

される秋の交通安全県民総ぐるみ運動に合わせ、9

月 19 日（木）交通安全のぼり旗や交通安全横断幕

を設置するとともに第2回部会を開催することを決

定しました。また、9 月 24 日（火）朝、街頭広報

活動の実施も確認しました。 

その他として「国道408号バイパス開通に伴い、

宇都宮テクノ街道が芳賀台北交差点まで渋滞するよ

うになった。バイパスとの信号機と線路敷道路との

信号機、短い距離に信号機が２か所となり、また板

戸大橋手前で２車線から１車線へと追い越し車線が

絞られることから、渋滞対策を講じて欲しい。宇都

宮市内ですが」との発言があり、関係機関に対策を

お願いすることになりました。 


