
［主要事業］ 

 

１ 理事会 

(１) 令和元年度決算に係る監事の監査(4/16) 

(２) 第 1 回正副会長会及び理事会を開催（4/21） 

① 令和元年度事業報告及び決算案について（総会へ提出） 

② 役員改選について(総会へ提出) 

③ 通常総会の延期について 

④ 書面表決及び表決の委任等を活用した通常総会の開催について 

⑤ 入会の承認について 

 

(３) 第２回理事会開催（6/29） 

① 会長及び副会長の選出について 

 

(４) 第２回正副会長会及び第３回理事会を開催（10/13） 

   ア 正副会長会及び理事会を開催 

① 入会の承認について 

   ② 工業倶楽部創立第 30 周年記念式典について     

③ 研究会の設立について 

(報告事項) 

① 職務執行状況報告について 

②「第 10 回食と健康に関するシンポジウム」について 

③ 特定費用準備資金(周年事業積立金)取崩計画について 

④ 配賦基準について 

イ 懇談会（県議会産業観光経済委員会、県と懇談） 

 

(５) 第３回正副会長会及び第４回理事会を開催（3/23） 

① 入会の承認について 

② 令和３年度事業計画及び収支予算について 

③ 理事の選任について 

④ 令和３年度総会について 

 

２ 総会（6/29）城山ホテル鹿児島  

    ① 令和元年度事業報告及び決算の承認について 

    ② 役員改選について 

     ③ 令和２年度事業計画及び予算の報告について 



   ④ 講演会 

   演題「未活用生物資源を用いた食・薬・材の創生」 

    講師 国立研究開発法人産業技術総合研究所食薬資源工学オープンイノ

ベーションラボラトリ副ラボ長  富永 健一氏 

  ⑤ プレゼンテーション 

・(株)久永 野元 潤氏 

「ワークスタイル変革～テレワーク導入のポイント」 

   ・アルバック九州(株)取締役 末重 公徳氏 

「真空技術 未来への期待」 

     ・(株)食品安全推進センター代表取締役社長 佐々木智康氏 

「食品衛生管理(HACCP)の制度化について」 

・鹿児島県知財総合支援窓口 

「知財総合支援窓口に関する事業紹介」 

⑥ 交流パーティー 

 

３ (公社)鹿児島県工業倶楽部創立 30 周年記念式典  

【日時】令和３年２月１日 (月) 16:00～17:00 

【会場】城山ホテル鹿児島(エメラルドホール）  

(１)日 時 令和３年２月１日（月） １６：００～１７：００  

(２)場 所 城山ホテル鹿児島（エメラルドホール） 

(３)内 容  

①開 式 

②式 辞 

(公社)鹿児島県工業倶楽部会長        岩元 正孝 

③来賓挨拶 

九州経済産業局長            米田 健三 

鹿児島県知事              塩田 康一 

鹿児島大学学長             佐野 輝 

④未来への提言  

若手経営者プラザ会長          中崎 啓文 

                           脇野 真梨江  

(４)参加人数 １０９名 

 

４ 第 10 回食と健康に関するシンポジウム  

【日時】令和３年２月１日（月） 14：00～16：00 

【場所】城山ホテル鹿児島（エメラルドホール） 



 （テーマ）「食と健康」で創る！鹿児島の新たな成長産業 

(１)日 時 令和３年２月１日（月） １４：００～１６：００ 

(２)場 所 城山ホテル鹿児島 エメラルドホール 

(３)主 催 公益社団法人鹿児島県工業倶楽部、国立大学法人鹿児島大学 

(４)内 容 

①基調講演 

塩田康一鹿児島県知事 

「鹿児島の豊かな地域資源を活かした未来への挑戦」 

 ②講演 

  堀内正久鹿児島大学教授 

  「未来志向の給食システムの提案～食材連携で鹿児島の健康を創る」 

  磯田博子筑波大学教授 

   「食資源の高度利用で新産業育成を図る」 

(５)参加人数 １７１名 

(６)後 援 

  九州経済産業局、鹿児島県、(独法)中小企業基盤整備機構南九州事務局、 

(公財)かごしま産業支援センター、鹿児島市、(株)鹿児島 TLO、南日本新聞

社、NHK 鹿児島放送局、MBC、KTS、KKB、KYT 

                                                                     

 

５ 知財総合支援窓口について                    
(１)令和２年度鹿児島県知財総合支援窓口の支援件数             単位：件 ％ 

  支援項目 

 

 

計画と実績 

相談支援件数 

合計 A 

専門家活用

支援件数 

（A の内数） 

新規相談件

数 

（A の内数） 

普及啓発の訪

問企業数 

臨時窓口開設 

（県工業技術センター等） 

本土 離島 

 

年間計画  件 ２，０００   ３４０  ３５０ ４００  ３６回  １２回 

実 績   件 ２，０９７   ３９５  ３７８ ４２８  ４４回 １８回  

達成率   ％ １０４．９ １１６．２ １０８．０ １０７．０ １２２．２ １５０．０ 

 

(２)中小企業支援機関担当者連絡会議開催（8/5,3/1） 

・九州経済産業局及びＩＮＰＩＴ並びに県内の中小企業支援機関が出席し、中

小企業の知的財産に関する事業、海外展開等に対する支援事例や来年度の事業

について情報交換を行い、今後の連携支援の検討及び支援の高度化を図った。 

 



６ ベンチャープラザ鹿児島「二水会」 

（１）第 79 回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」 

【日時】令和２年 10 月 14 日（水） 

【会場】鹿児島東急 REI ホテル 

【内容】 第 1部 ビジネスプラン発表 

① カクイ株式会社(鹿児島市) 

   ゼロビオース開発の経緯～なぜ綿屋が機能性物質を～ 

② 三州産業株式会社(鹿児島市) 

   植物検疫に用いられるモジュール型蒸熱処理装置の販路拡大 

 ③ 株式会社イーデン電気(鹿屋市) 

   光触媒を用いた抗菌施工による感染予防対策としての販路拡大 

 
（２）第 80 回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」 

 【日時】令和３年 2月 10 日（水） 

【会場】鹿児島東急 REI ホテル    

 【内容】 第 1部 第 12 回かごしま産業技術賞表彰式       

  第２部 同賞受賞記念報告会 

 ① キリシマ精工株式会社 

   患者と歯科医の負担軽減を実現する歯列矯正具 

② 薩摩総研株式会社 

   金属に代わる射出成形用シリコーン樹脂材料 

 ③ 株式会社日置精工 

   小さな躯体で大きな仕事、多層式ドラム回転型食品選別機 

 

７ プラザ等の活動 

  異業種交流を旨とする当倶楽部の中心的活動であり、グループごとに自発

的に例会を開催し、講演、情報交換、視察、研究などを実施。 

  プラザ、部会、地区プラザ等それぞれの計画に従って随時開催 

（実績：別紙） 

８ 会報の発行 

① 第 66 号（2020 年 7 月） 

  （通常総会、新型コロナウィルス対策で活躍する新ビジネス、部会・プラ

ザ活動状況、若手経営者紹介、新会員情報等） 

② 第 67 号（2021 年 2 月） 

 （鹿児島県工業倶楽部創立 30 周年記念式典、「第 10 回食と健康に関するシ

ンポジウム」、私と工業倶楽部、新会員情報等） 

 



９ その他 

 （１）委員会活動 

（実績：別紙） 

 

１０ その他関連事業 

  （１）鹿児島大学との連携(工業倶楽部と鹿児島大学は包括連携協定締結) 

 ・食と健康に関するシンポジウム(再掲) 

 ・大学地域コンソーシアム鹿児島 地域連携・就業部会 

 ・鹿児島県工業倶楽部賞(今年度は該当者なし) 

 

  (２)インターンシップ 

インターンシップ事業講師派遣 

鹿児島市立吉野中学校:トヨタ車体研究所（11 月 14 日） 

長島町立獅子島中学校:田上康朗氏(地方産業経営研究所) （7月 1 日） 

 

(３）かごしまデザインフェア 2022（2020 年 10 月～2021 年 3 月） 

※今年度はオンライン「YouTube」での開催 

 

 

 

 
 
 



◇ 活 動 実 施 状 況 

令和２年 

４月 ２１日 

 

正副会長会を開催し、令和元年度決算及び令和２年度予算について協議 

理事会を開催し、令和元年度決算及び令和２年度予算について協議 

 

５月 １３日 八日会を開催し、情報交換を実施 

６月 １０日 八日会を開催し、情報交換を実施 

 ２９日 令和２年度 通常総会を城山ホテル鹿児島「クリスタルガーデン」で開催 

令和元年度の事業報告及び収支決算、役員改選、並びに令和２年度事業計画及び収支予算

(案)等について審議を行い承認・可決された。 

 

また「未活用生物資源を用いた食・薬・材の創生」と題し、国立研究開発法人産業技術総

合研究所 食薬資源工学オープンイノベーションラボラトリ副ラボ長 富永 健一氏が

講演 

 

プレゼンテーションとして（株)久永 野元 潤氏による「ワークスタイル変革～テレワ

ーク導入のポイントについて」、アルバック九州(株) 取締役 末重 公徳氏による「真

空技術 未来への期待」、(株)食品安全推進センター 代表取締役社長 佐々木 智康氏

による「食品衛生管理(ＨＡＣＣＰ)の制度化について」、鹿児島県知財総合支援窓口によ

る「知財総合支援窓口に関する事業紹介」を発表 

 

 １３日 ８４プラザを開催し「さつまいもは世界を救う」と題して、鹿児島大学名誉教授 菅沼 俊

彦氏が講演 

 

２０日 若手経営者プラザを開催し、コロナ禍の影響やその対策、リモートワークについて意見交

換を行った 

 

３０日 工農連携（市場に学ぶ）研究会 スマート農業セミナー「スマート農業で挑む～稼げる農

業」と題しセミナーを実施 

 

コーディネーター (公社)鹿児島県工業倶楽部副会長、弓場貿易(株) 代表取締役 弓場 

 秋信氏 

パネラー 

①「コンテナを活用した植物栽培システム活用事例」 

(株)エルム 取締役第１開発部長 桐原 弘氏、取締役第２開発部長 和田 健吾氏 

②「鹿児島市場について」  

 鹿児島青果(株) 代表取締役社長 大山 康成氏 

③「水耕栽培の基本とカリウム低減作物栽培」 

国立大学法人鹿児島大学農学部食料生命科学科 准教授 渡部 由香氏 

④「県が目指すスマート農業の将来像及び推進方策について」 

  鹿児島県経営技術課技術主幹普及企画係長 指宿 浩氏 

 

８月 １１日 ８４プラザを開催し、「地域が「稼ぐこと」～顧客と向き合えば地域が変わる」と題して、 

南さつま市観光協会 切通 真紀子氏・後藤まどか氏が講演 

 



８月１７日 若手経営者プラザを開催し、「世界が求めているものは何か」と題して、タナカサトル技

術支援 代表取締役 田中覚氏が講演 

 

２８日 姶良・霧島地区プラザを開催し、「新型コロナウイルス関連対策の概要について」と題し

て、鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 中野 功久氏が講演 

９月 １日 八日会を開催し、情報交換を実施 

１７日 ８４プラザを開催し「マーケティングについて」と題して、鹿児島相互信用金庫 

営業戦略部地域商社室室長 谷口 克也氏が講演 

２３日 若手経営者プラザを開催し、工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」

内容検討と意見交換会を行った 

１０月 ８日 八日会を開催し、情報交換を実施 

１３日 正副会長会を開催し、令和２年度決算及び令和３年度予算について協議 

理事会を開催し、令和２年度決算及び令和３年度予算について協議 

県議会、商工労働水産部との懇談会を実施 

 

１４日 

 

 

 

第７９回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」を開催 

 

第一部 ビジネスプラン発表 

１.カクイ(株)（鹿児島市）「セロビオース開発の経緯―なぜ綿屋が機能性物質を―」 

２.三州産業(株)（鹿児島市）「植物検疫に用いられるモジュール型蒸熱処理装置の販路拡 

  大」 

３.(株)イーデン電気（鹿屋市）「光触媒を用いた抗菌施工による感染予防対策としての販 

路拡大」 

 

１６日 若手経営者プラザを開催し、工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」内容検

討と意見交換会を行った 

２１日 ８４プラザを開催し、「魚を「食べる楽しみ」と「食べて健康」を両立させる山口水産の

挑戦について」と題して、株式会社山口水産 代表取締役社長 山口 大悟氏が講演 

２３日 工農連携～市場に学ぶ～研究会第１回ラボツアーの開催  

 

視察１ コンテナ＆自動搬送ロボットを活用した植物工場「エコナーセリー」     

（株式会社エコナーセリー、農業法人ＡＧＲＩＣＩＡ） 

視察２ カリウム低減作物水耕栽培ファーム（鹿児島大学農学部渡部准教授実証ほ場） 

視察３ 鹿児島青果(株) 鹿児島市中央卸市場 

 

意見交換会  

 

１１月９日 八日会を開催し、情報交換を実施 

１２日 食産業部会及び貿易部会の合同例会を開催し、「鹿児島の食産品をいかに世界に広げるか 

―その視点とマーケティング手法―」と題し、鹿児島県立短期大学 学長 塩地 洋氏 

講演 

 



１３日 若手経営者プラザを開催し、工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」内容検

討と意見交換会を行った 

１３日 プラザいもづるを開催し、近状報告と意見交換を実施 

１６日 ８４プラザを開催し、「コロナで強制改革された現在、どのようにＩＴを活用してマーケ

ティングを行うか」と題し、Ｐｏｋａｅ代表 德田 喜一氏が講演 

１８日 令和２年度九州各県工業団体事務局連絡会議を開催 

２４日 スーパーシティ研究会を開催し「スマートシティの概要について」の講話と、国土交通省

都市画調査室 専門調査官 天野 亮氏との質疑応答 

 

２７日 姶良・霧島地区プラザを開催し、「―芋焼酎のアフターコロナ―多様な香味で販売促進」

と題して、鹿児島県工業技術センター 所長 瀬戸口 眞治氏が講演 

 

１２月１０日 令和２年度代表者会議を開催 

１４日 ８４プラザ及び食産業部会合同例会を開催し、「鹿児島醤油・味噌の海外戦略におけるマ

ーケティング」と題し、藤安醸造(株) 専務 藤安 健志氏が講演 

１５日 若手経営者プラザを開催し、工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」内容検

討と意見交換会を行った 

１６日 

 

 

 

工農連携～市場に学ぶ～研究会第２回ラボツアーの開催 

 

第一部 鹿児島県農業法人協会との意見交換会  

① 鹿児島堀口製茶有限会社（スマート農業の取り組みについて） 

② 農研機構枕崎茶業研究拠点（スマート農業実証プロジェクト概要） 

③ テラスマイル株式会社（集積したデータを活用する仕組みづくり） 

  ④ 意見交換会 

第二部 視察 

    鹿児島堀口製茶有限会社ほ場 

     

１月８日 若手経営者プラザを開催し、工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」につい

て、資料作成及び意見交換を行った 

１８日 ８４プラザを開催し、「チャレンジ」と題し、宝来メデック株式会社 代表取締役 寳来 

豊晴氏が講演 

２０日 若手経営者プラザを開催し、工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」につい

て、資料作成及び意見交換を行った 

２月１日 （公社）鹿児島県工業倶楽部創立３０周年記念式典及び「第１０回食と健康に関するシン

ポジウム」を城山ホテル鹿児島「エメラルドホール」で開催 

 

「第１０回食と健康に関するシンポジウム」 

◎基調講演「鹿児島の豊かな地域資源を活かした未来への挑戦！」と題し、鹿児島県知事 

 塩田康一氏が講演 

 



 

◎講演１「未来志向の給食システムの提案～食材連携で鹿児島の健康を創る～」と題し、

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 教授 堀内正久氏が講演 

◎講演２「食資源の高度利用で新産業育成を図る」と題し筑波大学生命環境系/地中海・ 

北アフリカ研究センター 教授 礒田博子氏が講演 

 

（公社）鹿児島県工業倶楽部創立３０周年記念式典 

１ 開式 

２ 式辞 (公社)鹿児島県工業倶楽部会長 岩元 正孝 

３ 来賓挨拶 

   九州経済産業局長  米田 健三氏 

   鹿児島県知事    塩田 康一氏 

   鹿児島大学学長   佐 野   輝氏 

４ 未来への提言 若手経営者プラザ会長 中﨑 啓文・脇野 真梨江 

５ 閉式 

 

１０日 第１２回鹿児島産業技術賞発表式及び第８０回ベンチャープラザ鹿児島二水会を開催 

 

第一部 第１２回鹿児島産業技術賞表彰式 

大賞：キリシマ精工(株)【鹿児島市】 奨励賞：薩摩総研(株)【指宿市】 

 特別賞：(株)日置精工【日置市】 

 

第二部 第８０回ベンチャープラザ鹿児島二水会 受賞記念報告会    

１.キリシマ精工(株)「患者と歯科医の負担軽減を実現する歯列矯正具」 

２.薩摩総研(株)「金属に代わる射出成形用シリコーン樹脂材料」 

３．(株)日置精工「小さな躯体で大きな仕事、多層式ドラム回転型食品選別機」 

（さつまいもチップ選別機・落花生選別機） 

 

１２日 工農連携～市場に学ぶ～研究会第３回ラボツアーの開催（鹿児島県農業開発総合センター） 

 

試験ほ場視察 環境制御に関する試験研究の取組紹介（施設園芸） 

野菜研究室、花き研究室 

 

県内のスマート農業の取組の紹介 

①「畜産におけるスマート農業の現状」 

 企画調整部普及情報課 木之下 明弘氏 

②「施設野菜におけるスマート農業～環境制御技術の導入促進への取組～ 

  企画調整部普及情報課 松元 徹氏 

③鹿児島県農業開発総合センターとの意見交換 

 

３月３日 若手経営者プラザを開催し、「YouTubeバトン」及び「オンラインビジネスマッチング」を 

実現するために必要なプロセスの確認と、課題点について意見交換会を行った 

８日 八日会を開催し情報交換を実施 

１９日 スーパーシティ研究会を開催し、「スーパーシティに向けて谷山緑地再生計画の概要」と 

題し、鹿児島県土木部都市計画課長 坪田 大志氏が講演を行った後、「谷山緑地再生 

計画へのスマート化技術導入」についての意見交換を行った。 



◇各 種 会 合 等 一 覧 表 

月 
総会・理事

会 
正副会長会 

委 員 会 等 プラザ・部会・研究会・講演会等 計 

令和

２年 

4 

正副会長会 
理事会 

  2 

5   八日会 1 

6 
通常総会 
理事会 

総務・広報委員会 八日会 4 

7  
特命委員会 
総務・広報委員会 

８４プラザ、若手経営者プラザ、工農連携～市

場に学ぶ~研究会 
5 

8  特命委員会 
８４プラザ、若手経営者プラザ、姶良・霧島地

区プラザ 
4 

9  特命委員会 八日会、８４プラザ、若手経営者プラザ 4 

10 
正副会長会 
理事会 

 
八日会、ベンチャープラザ鹿児島「ニ水会」、

若手経営者プラザ、８４プラザ、工農連携～市

場に学ぶ~研究会 
7 

11  
令和 2 年度九州各

県工業団体事務局

連絡会議 

八日会、食産業部会、貿易部会、若手経営者プ

ラザ、プラザいもづる、８４プラザ、スーパー

シティ研究会、姶良・霧島地区プラザ 
9 

12 代表者会議 特命委員会(2 回) 
８４プラザ、食産業部会、若手経営者プラザ、

工農連携～市場に学ぶ~研究会 
 

7 

令和

３年 

1 

 
特命委員会 
渉外委員会 

８４プラザ、若手経営者プラザ（2 回） 5 

2 

工業倶楽部

創立３０周

年記念式典 
総務・広報委員会 

「第 10 回食と健康に関するシンポジウム」、ベ

ンチャープラザ鹿児島「ニ水会」、工農連携～

市場に学ぶ~研究会 

5 

3 
正副会長会 
理事会 

 
八日会、若手経営者プラザ、スーパーシティ研

究会 
5 

各 種 会 合 回 数 ５８ 回  

 



 

◇  各委 員 会活動 実績 

委員会名 月 日 内 容 場 所 

総務・広

報委員会 

７月 会報Ｎｏ.６６号を作成・発送 鹿児島県 

産業会館 

２月 会報Ｎｏ.６７号を作成・発送 鹿児島県 

産業会館 

渉外 

委員会 

１月２５日 逆ラボツアー打合せ (株 )久 永 

特命 

委員会 

７月１０日 食と健康に関するシンポジウム 

第１回 打合せ 

鹿児島大学 

 

８月１８日 食と健康に関するシンポジウム 

第２回 打合せ 

鹿児島大学 

 

９月２３日 工業倶楽部創立３０周年記念式典「未来への提言」打

合せ（若手経営者プラザと合同） 

中﨑会長宅 

１２月１日 食と健康に関するシンポジウム 

第３回 打合せ 

鹿児島大学 

１２月１５日 工業倶楽部創立３０周年記念式典「未来への提言」打

合せ（若手経営者プラザと合同） 

ﾏｰｸﾒｲｻﾞﾝ 

1 月１２日 工業倶楽部創立３０周年記念式典打合せ 工業倶楽部

事務局 

 

◇  各 部 会 活 動 実 績 

部会名 月 日 内 容 場 所 

食産業 

部会・貿

易部会 

１１月１２日 貿易部会との合同例会 

(１) 講演「鹿児島の食産品をいかに世界に広げるか

―その視点とマーケティング手法―」 

    講師 鹿児島県立短期大学 学長 塩地 洋氏 

（２）近況報告と情報交換 

 

ﾏｰｸﾒｲｻﾞﾝ 

食産業部

会 

１２月１４日 ８４プラザとの合同開催 

（１）講演「鹿児島醤油・味噌の海外戦略におけるマ 

ーケティング」 

講師 藤安醸造(株) 専務 藤安 健志氏 

（２）近況報告と情報交換 

 

ﾏｰｸﾒｲｻﾞﾝ 

 

 



◇  プ ラ ザ 活 動 実 績 

プラザ名 月 日 内 容 場 所 

八日会 ５月１３日 (１）近況報告、情報交換 山形屋 

 ６月１０日 （１）近況報告、情報交換 ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島 

 ９月 １日 （１）近況報告、情報交換 ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

 １０月８日 （１）近況報告、情報交換 ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

 １１月９日 （１）近況報告、情報交換 ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

 ３月８日 （１）近況報告、情報交換 ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

８４ 

プラザ 

７月１３日 (１) 講演「さつまいもは世界を救う」 

講師 鹿児島大学名誉教授 菅沼 俊彦 

（２）今語りたいこと（３分間スピーチ） 
マークメイザン 

 ８月１１日 (１) 講演「地域が「稼ぐこと」～顧客と向き合えば

地域が変わる」 

講師 南さつま市観光協会 切通 真紀子氏 

              後藤 真紀子 

(２) 今語りたいこと（３分間スピーチ） 

 

マークメイザン 

 

９月１７日 (１) 講演「マーケティングについて」 

講師 鹿児島相互信用金庫営業戦略部 

地域商社室室長 谷口 克也氏 

(２) 今語りたいこと（３分間スピーチ） 

 

マークメイザン 

 

１０月２１日 (１) 講演「魚を「食べる楽しみ」と「食べて健康」

を両立させる山口水産の挑戦について」 

講師 (株)山口水産  

代表取締役社長 山口 大悟氏 

(２) 今語りたいこと（３分間スピーチ） 

 

産 業 会 館 

 

１１月１６日 (１) 講演「コロナで強制改革された現在、どのよう

にＩＴを活用してマーケティングを行う 

か」 

講師 Ｐｏｋａｅ代表 德田 喜一氏 

(２) 今語りたいこと（３分間スピーチ） 

 

マークメイザン 

 

１２月１４日 食産業部会と合同開催 

(１) 講演「鹿児島醤油・味噌の海外戦略における  

マーケティング」 

講師 藤安醸造(株)専務 藤安 健志氏 

(２) 今語りたいこと（３分間スピーチ） 

 

マークメイザン 

 



 １月１８日 (１)  講演「チャレンジ」 

講師 宝来メデック株式会社 

    代表取締役 寳来 豊晴氏 

(２) 今語りたいこと（３分間スピーチ） 

 

マークメイザン 

若手経営者

プラザ 

７月２０日 「コロナ禍の影響やその対策、リモートワーク、近況 

 報告」についての意見交換 マークメイザン 

 

８月１７日 (１) 講演「世界が求めているものは何か」 

講師  タナカサトル技術支援  

代表取締役 田中覚氏 

(２) 近況報告 

 

マークメイザン 

 

９月２３日 工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」

について内容検討と意見交換 鹿児島市内 

１０月１６日 工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」

について内容検討と意見交換 
マークメイザン 

 

１１月１３日 工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」

について内容検討と意見交換 
マークメイザン 

 

１２月１５日 工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」

について内容検討と意見交換 
マークメイザン 

 

１月８日 工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」

の資料作成及び意見交換 
ソーホーか

ごしま 

１月２０日 工業倶楽部創立３０周年記念式典の「未来への提言」

の資料作成及び意見交換 
マークメイザン 

 

３月３日 「YouTube バトン」及び「オンラインビジネスマッチ

ング」実現のために必要なプロセスの確認と課題につ

いての意見交換 

 

マークメイザン 

 

プラザ 

いもづる 

１１月１３日 近況報告と情報交換 

鹿児島市内 

◇ 地 区 プ ラ ザ 活 動 実 績 

プラザ名 月 日 内 容 場 所 

姶良・霧島

地区プラザ 

８月２８日 (１) 講演「新型コロナウイルス関連対策の概要につ

いて」      

講師 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 

    局長 中野 功久 氏  

豚 珍 館 

１１月２７日 (１) 講演「―芋焼酎のアフターコロナ―多様な香味

で販売促進」 

講師 鹿児島県工業技術センター  

所長 瀬戸口 眞治氏 

豚 珍 館 



◇ 研 究 会 活 動 実 績 

研究会名 月 日 内 容 場 所 

工農連携

（市場に

学ぶ）研

究会 

７月３０日 スマート農業セミナー 

「スマート農業で挑む～稼げる農業」 

コーディネーター 

 弓場貿易(株) 代表取締役 弓場 秋信氏 

パネラー 

①「コンテナを活用した植物栽培システム活用事例」 

(株)エルム 

取締役第１開発部長 桐原 弘氏 

取締役第２開発部長 和田 健吾氏 

②「鹿児島市場について」  

鹿児島青果(株) 代表取締役社長 大山 康成氏 

③「水耕栽培の基本とカリウム低減作物栽培」 

国立大学法人鹿児島大学農学部食料生命科学科 

准教授 渡部 由香氏 

④「県が目指すスマート農業の将来像及び推進方策に

ついて」 

  鹿児島県経営技術課技術主幹普及企画係長 

 指宿 浩氏 

 

かごしま県

民交流セン 

ター 

１０月２３日 工農連携～市場に学ぶ～研究会第１回ラボツアー 

（１）視察 

① コンテナ＆自動搬送ロボットを活用した植物

工場 

「エコナーセリー」（株式会社エコナーセリー、

農業法人ＡＧＲＩＣＩＡ） 

② カリウム低減作物水耕栽培ファーム（鹿児島

大学渡部准教授実証ほ場） 

③ 鹿児島市中央卸売市場（鹿児島青果（株）） 

（２）意見交換会 

 

日 置 市 

鹿 児 島 市 

１２月１６日 工農連携～市場に学ぶ～研究会第２回ラボツアー 

（１）鹿児島県農業法人協会（茶業部）との意見交換   

会（鹿児島堀口製茶有限会社 事務所） 

① 鹿児島堀口製茶(有)：「スマート農業の取り組

みについて」 

② 農研機構枕崎茶業研究拠点：「スマート農業実

証プロジェクト概要について」 

③ テラスマイル(株)：「集積したデータを活用す

る仕組みづくりについて」 

（２）視察 鹿児島堀口製茶（有）ほ場 

   スマート農業実証プロジェクト現地視察 

（３）意見交換会 

    

志 布 志 市 



 ２月１２日 工農連携～市場に学ぶ～研究会第３回ラボツアー 

（１）試験ほ場視察 

 環境制御に関する試験研究の取組紹介  

野菜研究室、花き研究室 

（２）県内のスマート農業の取組について 

①「畜産におけるスマート農業の現状」 

  企画調整部普及情報課 木之下 明弘氏 

②「施設野菜におけるスマート農業～環境制御技術 

  の導入促進への取組～」       

   企画調整部普及情報課 松元 徹氏 

（３）意見交換会 

 

南さつま市 

金 峰 町 

 

スーパー

シティ 

研究会 

１１月２４日 （１）「スマートシティの概要について」説明  

（２）質疑応答(zoom 使用) 

   国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室 

   専門調査官 スマートシティプロジェクトチー 

ム事務局 天野 亮氏 

（３）近況報告及び情報交換 

 

マークメイザン 

 

３月１９日 （１）講演「スーパーシティに向けて谷山緑地再生

計画の概要」 

講師 鹿児島県土木部都市計画課長 

   坪田 大志氏 

(２) スマート化技術導入についての意見交換 

(３) 近況報告及び情報交換 

 

ソーホーか

ごしま 

 

 




