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正会員　募集中！！

会員拡大運動展開中
企業情報や企業をご紹介ください。

会長就任のご挨拶

一般社団法人　宮崎県工業会

会　長 末次　　稔
この度、宮崎県工業会会長に就任いたしました末次でございます。
会員の皆様には平素から宮崎県工業会の運営に多大なご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。
さて、昨年来続く新型コロナウィルスの世界的な感染拡大により、私たち企業を取り巻く事業

環境は大きく変化しました。
医療や感染症対策の最前線で昼夜を分かたず業務に従事いただいている皆様をはじめ、職場

での感染やクラスター化防止に取り組んでいただいている会員の皆様には深く敬意を表します。
また、宮崎県をはじめ各行政にあっては、人口減少問題への対応をはじめ、激甚化する自然災

害などの危機管理、交通インフラ整備等の従来からの重要課題とともに、新型コロナ対策にも重
点的に取り組んでいただいており、感謝申し上げます。
一方で、１年延期された「東京オリンピック・パラリンピック２０２０」はいろんな困難はありつつ

も開催の運びとなり、宮崎県でも「国文祭・芸文祭みやざき２０２０」が開催されるなど、国民、県民
のくらしに明るさを取り戻すきっかけになるものと期待しています。
そのような中、宮崎県工業会は、「会員企業が互いに交流・連携を深めるとともに、組織的な事

業推進を通じて、経営基盤の強化、技術の高度化、新技術・新製品の開発による新規事業分野へ
の進出等を促進し、本県工業の振興、更には地域社会の発展に貢献すること」との設立目的を踏
まえ、引き続き以下３つのテーマに取り組んでまいります。
（１）地域や産業を支える人財の育成・確保
（２）魅力的で持続可能な地域づくり
（３）社会の変化に対応し、成長する産業づくり
まだまだ先行きが見通し難い状況ではございますが、本年度はコロナの先を見据えた新たな

環境下で求められる新しい切り口で以下の具体的事業活動を展開していく所存でございます。
（１）みやざき工業振興交流会議開催等の「提言・要望活動」
（２）産学連携による次世代人財育成への取り組み等の「人財育成・確保に関する事業」
（３）みやざきテクノフェア開催等の「経営基盤強化に関する事業」
（４）宮崎県産学官交流会開催等の「交流・連携に関する事業」
（５）機関紙「こうぎょう」の発行等の「広報活動」
最後に、各種制約の中でも活動を停滞させることのないよう工夫し、会員の皆様にとって有用

な成果に繋げるべく尽力して参りますので、今後ともご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
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■会員企業　社員表彰

（後列左から）㈱ハニー 三棹社長、宮安電機㈱ 井上社長、㈱吉見 平瀬課長
（右上写真）受賞者　㈱吉見　松尾一馬氏
（前列左から）㈱ハニー 長友憲幸氏、㈱ハニー 野田明男氏、末次工業会会長、
濱井工業会前会長、宮安電機㈱ 黒木祐志氏、㈱吉見 川野社長（代理受賞）

今年度の「工業会会員企業社員表彰制度」は、永年勤続優良従業員
表彰に4名の方々の受賞が決まりました。

表彰式は定時総会の後に執り行い、会長に就任された末次会長から
受賞者へ表彰状と記念品が授与されました。
◇受賞者　株式会社ハニー　　長友 憲幸 氏（勤続26年0ヵ月）
　　　　　株式会社ハニー　　野田 明男 氏（勤続21年2ヵ月）
　　　　　宮安電機株式会社　黒木 祐志 氏（勤続29年9カ月）
　　　　　株式会社吉見　　　松尾 一馬 氏（勤続28年１ヵ月）
＊ 永年勤続優良従業員表彰…対象は従業員50名未満の正会員企業で、20年以

上勤務し成績優秀と認められる者（3年に一度の表彰）

■第29回定時総会　開催
第29回定時総会は、７月１日、宮崎観光ホテルを主会場として開催。

今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席対象を原
則本部役員とした主会場とその他の全会員をオンライン（ZOOM）で
結ぶハイブリッド型開催としました。

濱井会長の開会挨拶、河野宮崎県知事（代読：横山県商工観光労働
部長）の来賓挨拶の後、濱井会長が議長となり議案を審議。

2020年度（令和2年度）事業実績及び収支決算報告、2021年度
（令和3年度）事業計画（案）・収支予算（案）、役員の退任と選任につい
て審議され、提案通り可決承認されました。

昨年度は様々な環境要因に対応しきれず中止とした事業が多くあ
りましたが、今年度は不安定な環境変化に対しても目的重視型の柔
軟な達成手段を選択し活動を推進してまいります。

　　　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊
本総会の終結をもって、濱井会長が退任され、新会長に旭化成㈱

上席執行役員延岡支社長の末次稔氏が就任されました。また中内副
会長の退任により王子製紙㈱執行役員日南工場長の島瀨浩氏、石田
副会長の退任により㈱新原産業社長の新原弘二氏が各々副会長に就
任しました。

なお、例年総会後に引き続き開催していた宮崎県との共催の宮崎
県産学官交流会・懇親交流会は、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から延期としました。
◆役員体制は下記のとおり　（任期：第30回（2022年度）定時総会終結の時まで）

今回のZOOM参加方法は、ミーティングIDとパスコード入力 
方式としましたが、数名の方がZOOMミーティングに参加でき 
ない事象が発生いたしました。次回は、対応策を講じます。（事務局）

◆出席状況

地区 会員数 会場出席
( 主に役員 )

オンライン
出席 委任状

県北地区 　94 社    6 社    9 社   45 社

県央地区 　92 社    8 社    4 社   35 社

県西地区 　25 社    3 社    3 社    9 社

県南地区 　16 社    1 社    1 社   14 社

合計  227 社   18 社   17 社  101 社

会　��長� 末次　　稔�（旭化成㈱　上席執行役員延岡支社長）
副�会�長� 森田　邦宏�（㈱モリタ　代表取締役会長）
副�会�長� 吉玉　典生�（吉玉精鍍㈱　代表取締役社長）
副�会�長� 島瀨　　浩�（王子製紙㈱　執行役員日南工場長）
副�会�長� 新原　弘二�（㈱新原産業　代表取締役社長）
専務理事� 山本　卓也�（（一社）宮崎県工業会　専務理事）
理　　事� 脇田　昭治�（旭有機材㈱　管材製造所次長）
理　　事� 島原　俊英�（㈱MFE HIMUKA　代表取締役社長）
理　　事� 甲斐　稔康�（㈱興電舎　代表取締役）
理　　事� 井上　　透�（宮安電機㈱　代表取締役社長）
理　　事� 松田　　哲�（安井㈱　代表取締役社長）
理　　事� 船ケ山保幸�（㈱共立電機製作所　取締役相談役）
理　　事� 山田　孝典�（㈱山洋製作所　代表取締役）

理　　事� 水浦　雅之�（㈱デンサン　取締役副社長）
理　　事� 髙橋　　登�（㈱ホンダロック　代表取締役社長）
理　　事� 柿本　眞司�（南九州化学工業㈱　代表取締役社長）
理　　事� 橋口　光雄�（宮崎ガス㈱　代表取締役社長）
理　　事� 江夏　順行�（霧島酒造㈱　代表取締役社長）
理　　事� 冨吉　博文�（㈱サニー・シーリング　代表取締役会長）
理　　事� 安井　一男�（住友ゴム工業㈱　宮崎工場長）
理　　事� 仙臺　真理�（創宮㈱　代表取締役社長）
理　　事� 渡邊眞一郎�（京屋酒造㈲　代表取締役）
理　　事� 橋本　佳隆�（㈱ニチワ　代表取締役社長）
監　　事� 松田　　清�（㈱池上鉄工所　代表取締役社長）
監　　事� 滝澤　次郎�（㈱フェニックスシステム研究所　代表取締役社長）
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■2021（令和3）年度の主な事業活動計画

Ⅰ． 提言・要望活動 １．みやざき工業振興交流会議　開催

Ⅱ． 人材育成・確保 
に関する事業

１．ものづくり現場改善コース（第18期）　開催　：9月～翌3月、計5～6回コースを予定
２．産学連携による次世代人財育成への取り組み
 ①「企業との協働型人材育成事業」の取組み（宮崎県より事業受託）
 ②工業高校工業部会との連携による人材育成・確保の取組み

《新》 ③「ひむか未来マイスター・ハイスクール事業」推進（別欄に解説）
３．研修会・講演会等　開催　: 新人･若手社員研修会、ＤＸ/IoT関連セミナー　等

Ⅲ． 経営基盤強化 
に関する事業

１．第28回みやざきテクノフェア　開催　：2021年12月3日（金）～4日（土）、宮崎県体育館
２．｢自動車関連産業取引拡大推進事業｣ の取組み（宮崎県より事業受託）
３．｢延岡の産業支援キーパーソン展開事業｣ の取組み（延岡市より事業受託）
４．「５Ｓ」「見える化」専門家派遣事業の実施　
５．会員企業社員表彰制度の実施（表彰式　定時総会時）
６．みやざき飛翔会（若手の会）の活動検討

Ⅳ． 交流・連携 
に関する事業

１．宮崎県産学官交流会　開催（県との共催）
２．第54回工業会交流会　開催（幹事：県北地区）
３．大学・高専等との連携事業推進
４．行政及び諸団体の事業との連携活動

Ⅴ．広報活動 １．諸機関情報の提供活動　：「MIA Information」の発信等
２．機関誌「こうぎょう」の発行　：№78号、№79号
３．会員企業ＰＲ誌の発行（改訂）
４．情報提供手段、内容の充実化　：Ｅメール配信化推進、情報提供の充実化

Ⅵ．関連活動 １．会員拡大活動　：正会員230社（2020年度末）→目標240社

《新たな取組み》
「ひむか未来マイスター・ハイスクール事業」

■みやざきテクノフェア

文部科学省の「マイスター・ハイスクール事業」に、宮崎県
（管理機関：宮崎県教育委員会、延岡市、宮崎県工業会）から提
案した事業「ひむか未来マイスター・ハイスクール事業」が採
択されました。（全国から17件申請、採択12件）

この文科省の事業は、産業界と専門高校が一体・同期化し、
第4次産業革命・DX等で急速に変化する仕事内容に対応しつ
つ、地域の持続的な成長を牽引するための、最先端の職業人
育成システムを構築し、その成果モデルを示すことにより全
国各地で地域特性を踏まえた取組を加速化させることを目的
としています。
◆ひむか未来マイスター・ハイスクール事業

対象校は延岡工業高等学校。IoTやAIなどのデジタル技
術を活用した付加価値の高い商品開発やビジネスモデル変
革を目指すこれからの地域産業界を担う高校段階での人材
育成として、「ICTを活用したものづくり」に力点を置いた 
カリキュラム開発からスタート。延岡工業高校に設置されて
いる各学科の実習環境を含めた教育の現状や地域産業界連
携組織（工業会県北地区部会及び延岡鉄工団地協同組合

（延べ106社））の特徴を考慮し、機械科における実習内容の
充実から着手。
※ この事業は延岡地域での取組みのため、工業会では県北地

区部会中心に関わっていきますが、このような産業界の教
育現場への支援に広く協力いただければ幸いです。

　2020年以降、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点
などからオンライン展示会が急増するなどデジタル化が進展し
ている状況を踏まえ、今回のテクノフェアでは、ICTも活用した
展示の工夫への取り組みを行うべく、テクノフェア実行委員会で
企画検討を行っております。
　また、今回も、｢2021工業教育フェア｣「2021建設技術フェア」

「みやざきの産廃ビフォーアフター」が同時開催の予定です。
　　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊
◆出展募集は、8月中旬から開始します。
　工業会ホームページの「テクノフェア」サイト
　にてご確認下さい。
　URL　https://www.mia.or.jp/news-tekuno/
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◇　会員企業からのお知らせ　◇

◇　工業会事務局からのお知らせ　◇

◇　社名変更・移転のお知らせ　◇

■AJS延岡ショールーム開設の狙いと活用方法
AJS株式会社はリモートワークやDX（デジタルトランスフォー 

メーション）、働き方改革を支援するITソリューションを展示し、 
お客様が実機体験できる「AJS延岡ショールーム」を宮崎県延岡市
のJR日豊線「延岡駅」建屋内に、3月19日（金）に開設しました。
【ショールーム開設の狙い】

TISインテックグループのAJS株式会社は1987年、総合化学メ
ーカーの旭化成から情報システム会社として独立しました。以来、
製造業を中心に「現場」を支えるITから、デジタル経営の根幹とな
るシステム開発まで幅広く、お客様の成長に貢献してきました。

第4次産業革命といわれるデジタルの波が全ての企業に及んで
いる現在、大部分の方がデジタルを活用した事業改革（DX）が急務
だと感じていると思います。

一方で、DXを実際に進めてみると、「どこから手を付けようか？」
や「世の中にはどんな便利なツールがあるのか」、また「他社の事
例が知りたい」といった共通の悩みにぶつかります。

そこで製造現場のデジタル化・IT化に伴う悩みや困りごとを気
軽にご相談いただける場所として、延岡駅建屋内にショールームを
開設しました。

弊社が長年培ってきた知識や経験がきっとお役に立ちます。ぜ
ひ一度お立ち寄りください。　
【ショールームの活用方法】
①	最新IT・DX機器の実機体験をする
　ショールームでは、製造業の現場で使える最新のデジタル機器

を実際に体験することができます。製造現場に導入した場合に、
どのような使い方ができるのか、これまでの仕事がどのように変
わるのかを体験していただき、DXの具体化にお役立てください。
②	プロジェクター映像の活用
　エントランスには120インチ超の大画面プロジェクターに、企業

紹介ビデオを毎日上映し延岡駅やエンクロス利用者にPRしてい
ます。
　工業会会員企業のみなさまは無料でご活用いただけますので、

お気軽にご相談ください。
　　
■ご来場に際して
・ 事前予約制
・ オープン時間：平日のみ
8：30－18：00

  ※ 密回避のため、3名ま
での人数制限を設け
ております。ご了承く
ださい。

【本件に関するお問合わせ先】
ＡＪＳ株式会社　ICTイノベーション事業部ICTイノベーション2部
営業第2グループ　河野　通裕
TEL :　080-6848-0906
HP：https://www.ajs-solutions.com/icross

●工業会県北分室に着任しました　
県北分室・調査員の大笘紀子（社労士資格有）と申します。
以前とは全く違う業種からの挑戦ですが、１日も早く会員企業の皆

様のお役に立てるよう、これまでの経験や知識を活かしながら勉強の
日々です。

県北分室では、県北地区会員企業様の『生産性向上』を目指し、
様々な事業を展開しています。

例えば「現場で短時間に無料でムダ取り！！」を改善のプロの先生方
がお手伝いする『ちょこっと改善』。

改善への第一歩としてお試し感覚で気軽に取り組むことができ、効
果を体感いただくことができます。

しかも『ちょこっと改善』は3～4時間程度の為、「もっと改善したい！」
「もっと生産性向上を！」と感じられた時には、改善のプロの先生方

を派遣する『インストラクター派遣事業』も展開しており、ご活用いた
だけます。

お気軽にご相談ください。
今後は、県北分室事業でのサポート、講習会や補助金等アナウンス

など県北地区会員企業の皆様に寄り添った応対に取り組んでまいりま
す。ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

●工業会をＰRする４コマまんがを作りました。　
工業会ホームページに掲載していますので、ご覧ください。

（ダウンロードできます！）

《社名が変わりました》
■株式会社創宮
　　　　（旧）宮崎高砂工業株式会社 ［県西地区部会］

■富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
　　　　（旧）富士ゼロックス株式会社 [県央地区部会]

■ＭＡＲＵＥＩ　Ｇ．Ｔ株式会社
　　　　（旧）五誠機器株式会社 [県央地区部会]

《移転しました》
■合名会社ミナミ無線電器商会
　　　　（新）〒882-0045　延岡市瀬之口町１丁目15-17

■アサヒビール株式会社　九州南部統括支社宮崎支店
　　　　（新）〒892-0844　鹿児島県鹿児島市山之口町3-3１
 住友生命鹿児島ビル8階

◇　受章おめでとうございます　◇
令和３年春の叙勲　旭日単光章　労働行政功労

池上　武博	氏
（株式会社池上冷熱　代表取締役会長）

URL
http://www.mia.or.jp/

FBページURL
https://www.facebook.com/mia6639


