
 

 

 

 

  

■ 第２回役員会 30 周年記念式典（10 月４日開催）の内容などを承認 

第２回役員会を 9 月 12 日開催しました。会議に先立ち

細岡大会長は「日頃から芳工連の事業推進について、特段

のご理解とご協力をいただいております。この場をお借り

して感謝とお礼を申し上げます。 

国内の情勢に目を向けて見ますと、10月に控えている消

費税率アップにともなう軽減税率に話題が集中しているよ

うです、少し難しい所はございますが、賢く対応する事が、

結果的に国内経済の潜在成長率に近い成長を維持できると

いうのが、展望の様です。ただ、過激さを増す米中貿易戦

争、日韓関係の悪化に伴うインバウンド需要の伸び悩み、EU離脱問題、安倍政権には世界情勢を

見据えた、経済政策をしっかり取り組んでもらいたいところです。次期内閣改造でその方向性を注

視していきたいと思います。 

さて、芳工連の活動を振り返ってみますと、４部会の活動も順調に実施され、また芳賀町長との

意見交換会では、工業団地を取り巻く課題の解決に向けた意見交換をすることができました。 

更に、芳工連創立３０周年記念の周知活動として、さくらまつり、ロマン花火において「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、地域への感謝を込めたイベント

で華を添えさせていただくなど、活発に活動を展開してまいりました。創立３０周年記念事業の活

動は、10月４日の３０周年記念式典、記念誌発行に向け、華僑を迎えております。実行委員の皆

様には、大変なご苦労を担って頂いております、残り１月ですが、お体に気を付けて準備頂きたく

お願いいたします。 

芳工連は「民・官・学」と連携を取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、引き続き会員企業皆様ご

協力の程よろしくお願いいたします」などと挨拶しました。協議された内容は次のとおりです。 

１ 役員変更の承認については、人事異動に伴いホンダエン   

ジニアリング(株)の浦野誠氏から床井正紀氏への変更が承  

認されました。 

２ 芳工連創立 30 周年記念事業の内容及び予算について 

は、記念式典・イベント・祝賀会及び記念誌の内容等を報 

告して承認されるとともに、予算については当初予算の範 

囲内で収まることを報告し、承認されました。 

３ 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)午後に開催され、カワダロボティクス(株)様の企業見学後、管理センターにおいて(株) 
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ベストロジ栃木様からの会員企業概要報告、会員企業様からの意見・要望への回答、意見交換を

実施することで承認されました。 

４ 芳賀町商工会と芳工連との交流会については、11月 22日(金)午後に開催することで承認さ 

れました。地域経済の振興と相互の発展に寄与することを目的としており、今回は「(仮)LRT 事 

業の現状と未来構想について」の講演会を芳賀町商工会館で行うことで承認されました。 

５ 栃木県県土整備部長への要望書提出については、過去２度にわたり要望したもので未完成のも 

のに、今回の県産業労働観光部長との意見交換会に出されている道路関係のものを追加して要望 

することで承認されました。 

６ BCP（事業継続計画）策定に向けたセミナーの開催については、11月 11日(月)午後２時か 

ら管理センターで開催することで承認されました（９月 27日に御案内の通知を発送しました）。 

７ 第３回役員会については、12月 19日(木)に役員会と正副部会長会議を合同で開催すること 

で承認されました。 

８ 賀詞交歓会については、１月 24日(金)午後５時から東日本ホテルで開催することで承認され 

ました。 

９ その他：町企画課では、工業団地立地企業従業員様から見た芳賀町に対する意見をお聞きし、 

人口の流出防止や移住・定住促進に係る政策立案の参考資料とするため、アンケートを実施しま 

すので、ご協力をお願いします。◆対象者：従業員数に応じて依頼 ◆実施時期・方法：10月 

中旬・WEB アンケート回答フォーム利用（後日、町配布の QRコード活用）◆設問：５問程度 

 

■ 交通防犯部会を開催  

9月 21日から 30日まで実施された、秋の交通安全県民

総ぐるみ運動に合わせ、交通防犯部会メンバーは 9月 19日

に交通安全のぼり旗、交通安全横断幕を管理センター前交差

点及び芳賀台交差点の 2箇所に設置しました。 

続いて開催した第2回交通防犯部会において川崎章部会長

は「今期 2回目の部会を開催したところ、皆様にはご多用の

ところご出席いただき有り難うございます。21日から秋の

交通安全県民総ぐるみ運動が開催されます。皆様には会社内はもとより芳工連関係の交通安全活動

でもご協力をお願いします」と挨拶しました。 

会議により、9月 24 日芳賀町交通安全対策連絡協議会が実施する交通安全街頭広報活動に芳工

連も参加協力することを決定しました。 

10 月 16日（水）開催する安全運転講習会については、「ツ

インリンクもてぎ」からインストラクターを招き、動画によ

る体験型の危険予知訓練を実施することを決定しました。 

また、12月 11日（火）から 31日（月）の期間、年末

交通安全県民総ぐるみ運動が実施されることから「のぼり旗」

の設置と「交通安全ステッカー」を社用車へ貼付いただくよ

うお願いすることを決定しました。 

■ 交通安全街頭広報活動を実施  

9 月 24 日、芳賀町交通安全対策連絡協議会の皆様と一緒に交通防犯部会メンバーなど 12 社



16名が、管理センター前交差点において交通安全街頭広報活

動を実施しました。 

実施にあたり古谷芳賀町副町長は「昨年、町内での死亡事

故が４件ありましたが、今年は今のところ０です。天災は防

げませんが、交通事故は人災です。一人ひとりが注意をすれ

ば事故は防げます」などと挨拶しました。 

同席した真岡警察署野原生活安全課長は「現在、真岡警察

署管内の人身事故は前年比 22 件減の 108 件、死亡事故は５

件減の４件です。芳賀町内では人身事故は前年比11件の減、

死亡事故は前年比４件の減となっています。子どもや高齢者

に優しい３S 運動、ハイビーム走行の奨励、止まってくれな

い栃木県の返上に一時停止の実施など、皆様のご協力をお願

いします」と挨拶しました。 

その後、地域自治会代表者、地元の町議会議員、真岡警察

署警察官などで、交差点の信号で停車したドライバーにチラ

シと反射材のセットを手渡しました。 

 

■ 安全衛生部会を開催  

 今期第２回となる安全衛生部会を 10社 10名の参加で９月５日開催しました。 

髙山大輔部会長は「約半年が過ぎようとしていますが、皆様の御協力のおかげで順調に事業が実

施されております。本日の会議は、後半に予定されています危険予知訓練研修会、優良企業視察研

修会等について協議をお願いします」と挨拶しました。 

 協議による決定内容は次のとおりです。12月 13日（金）実施する１日コースの危険予知訓練

（KYT）については、KYT に関する知識と技能を広く普及させることを目的として、小堀洋平副

部会長を講師に、コーディネーターを前年経験者の中から選考して実施します。受講者は 30名を

予定します。 

 優良企業視察研修会については、今年度は環境整備部会が

担当なので 12 月か２月の実施で検討をお願いしていきます。

また、次回の部会は３月６日（金）午前 11 時開催で決定し

ました。 

 

■ 普通救命講習会  

安全衛生部会が主催する第 3回普通救命講習会を 9月 25

日、会員企業１２社から 21 名の皆様に参加いただき管理セ

ンターで開催しました。 

小堀洋平副部会長は開会の挨拶で「心肺蘇生の方法や AED

の使用方法は、実技で練習しないと、いざというときに使え

ないのが現実です。そうした場面に遭遇したとき、適切に行

えるよう正しい知識と正しい実践方法を身に付けていただき

たいと思います。今回も真岡消防署芳賀分署の皆さんにご協



【10 月の予定 】 

01日 交通安全のぼり旗撤去 

14日 30周年記念式典 

5日  30周年を祝う会 

9日 第 2回総務企画部会 

16日 安全運転講習会 

23日 若手研修会 

23日 資源ごみ回収日 

24日 第 3回クリーン作戦 

25日 栃木県暴力団追放真岡地区大会 

 

【９月の実績 】 

5日 第 2回安全衛生部会 

12日 第 8回 30周年記念実行委員会 

12日 第 2回役員会 

18日 第 41回ボウリング大会 

19日 交通安全のぼり旗設置 

19日 第 2回交通防犯部会 

21日～30日 交通安全県民総ぐるみ運動 

24日 交通安全街頭広報活動 

25日 第 3回普通救命講習会 

25日 資源ごみ回収日 

26日 第 9回 30周年記念実行委員会 

力いただき感謝申し上げます」と述べました。 

 実技では訓練用マネキンを使用し、参加者一人ひとりが心肺蘇生法と AED 使用法について実践

さながらに訓練しました。安全確認、反応確認、119 番通報と協力依頼、呼吸確認、胸部圧迫、

人工呼吸の手順で心肺蘇生を行ないました。 

 心肺蘇生を行なっている際に AED が届けば、直ぐに AED を使用し除細動（電気ショック）を

音声メッセージの指示に従って、必要な手順で使用します。 

受講されていない方は、次回以降の講習会に参加されるようお勧めいたします。 

 

■ 第 41 回ボウリング大会  

総務企画部会主催の第41回ボウリング大会は13社80名

の参加をいただき 9月 18日、宇都宮市内で開催しました。 

  今回は、24 チームの申し込みがありましたが、16 レーン

しか確保できず 2 社 4 チームの方には参加を断念していただ

き申し訳ありませんでした。また、４チームの方は 7時からの

投球となりました。ホイッスルの合図で 7時 30分に 16レー

ン一斉に投球が始まり熱戦を繰り広げました。 

 見事、優勝したチームは（株）ショーワの皆様（写真右下）でした。過去連続３回の優勝経験を

活かして、今回も見事なスコアーで４回目の勝利を手にしました。 

 賞品が漏れなく獲得できることで評判のボウリング大会で

す。豪華商品の提供は、（株）ホンダテクノフォート様、AGC

オートモーティブウインドウシステムズ（株）様、ｴﾇｹｲｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ㈱様、㈱ショーワ様、本田技研工業（株）生産本部栃木

オフィス様、大星電機（株）様、（株）オートテクニックジャ

パン様、協永堂印刷(株)様、日本梱包運輸倉庫（株）様、（株）

栗﨑歯車製作所様、（株）ベストロジ栃木様、ホンダエンジニ

アリング（株）様、ホンダ開発（株）様からでした。今回も豪

華賞品をご提供いただき有難うございました。 

■ 社名変更のお知らせ 

西尾レントオール(株)栃木機材センター様は、10 月１日付けで「日本スピードショア(株)栃木

営業所」に社名が変更されます。よろしくお願いいたします。 

＜ 芳 工 連 日 誌 ＞ 


