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〇各月第1木曜日を定例役員会予定日とし開催した。
役員会議事の概要をホームページに掲載し情報発信した。

(１)月例役員会及び例会の開催

〇各月第３火曜日を例会予定日としていたが、令和２年度は新型コロナウイルスの影響
で、会員が集まったセミナーや視察会等の開催が見送られた。

開催期日 テ ー マ 概 要

5月14日
令和2年度書面総会
(役員会)

書面回答率73.2%(同承認率)であり、役員会で議案の承認を確認
議案：事業実績・決算及び事業計画・予算の承認

5月21日 総務・情報 「新型コロナウイルス対策支援一覧」を次世代ＨＰへ登録

6月 4日 次世代組織人財
「のおがたわくわーく」中止 キッズプログラミング教室、Webセミナー
検討 夢プロジェクトテーマ協議

7月 9日 次世代組織人財 「次世代夢プロジェクト」応募期間決定

8月20日 次世代事業化 役員勉強会「プロックチェーン技術を用いたまちづくり」

8月25日 次世代事業化 Webセミナー1回目「はじめてのリモート会議・動画活用」

9月 3日 次世代組織人財 「キッズプログラミング教室」開催日時決定

10月30日 次世代事業化 Webセミナー2回目「今話題の”DX”って何？ ～基礎編～」

11月 5日 次世代組織人財 「次世代夢プロジェクト」作品審査会

11月29日 次世代組織人財 「キッズプログラミング教室」開始（11/29, 12/6, 12/20）

12月 1日～ 次世代組織人財
「次世代夢プロ」受賞作品展示 直方イオン12/1-7,直方市役所12/16-23
「次世代夢プロ」賞の表彰式（会長賞含む6賞7作品）12/8-17

2月 1日
メール配信

次世代事業化
「新型コロナ・自然災害に負けない！ 中小企業・組合のための事業
継続計画(BCP)普及Ｗｅｂセミナー」3/8-3/17 福岡県中小企業団体中央会

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告第１号議案
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(２)２０２０(令和２)年度書面総会の開催

２０２０(令和２)年度書面総会の結果について

・送付（会員・賛助会員） ： ４月１４日（火）
・ＦＡＸによる回答締切 ： ５月 １日（金）
・結 果 ： 回答率 ７３．２％ （３０／４１）

議案承認率 ７３．２％
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（３）取り組んだ主な事業

4

①次世代に活躍する人財育成支援
①－１ 「次世代夢プロジェクト2020」の実施
・直鞍地域の次世代を担う小中学生を対象に、より暮らしやすく、地域が発展
する夢のあるアイディアを募集し、優秀作品を顕彰する事業を継続して展開。

・直鞍地域１７校から１７８点の応募があり、内２７作品を顕彰した。
・２７作品については、イオンモール直方、直方市役所で展示し一般公開した。

表彰式

賞審査 作品展示応募チラシ

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告
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「次世代夢プロジェクト2020」の広報・報道関係

読売新聞 朝刊
筑豊版 2020.12.17

西日本新聞 朝刊
筑豊版 2020.12.16

毎日新聞 朝刊
筑豊版 2020.12.27

市報のおがた令和2年9月1日号

直方商工会議所ニュース
2020 7月号

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告
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①－２ 「次世代キッズプログラミング教室」の開催
直鞍地域の小学校高学年生とその保護者を対象に、コンピュータがどのように
動いているかの基礎知識を学習し、 IT に興味を持ち、より高度な知識の習得、
自己学習を促すきっかけになることを期待し実施。

〇 成 果
・３回目の発表会においては５組が発表し、小学
生とは思えないほどの発表と作品を参加者の前
で公表した。

・３回目後半では、「ラジコンカープログラム」
を作成し試走を行った。各保護者のアンケート
では、１，２回で身につけたプログラミングで、
モノが動く体験が出来た事は、子供にとって良
い機会であるとの意見が多かった。

・鞍手高校SSH部の連携支援も得られ、高校生の
地域貢献活動としても役に立った。

回 数
参加組数
（人数）

内 容

１回目 19(39)
micro:bitボードについての基礎、基本表示、
センサーの利用

２回目 17(34) 外部出力、無線通信、おまけ

３回目 14(28)
総合演習（復習）、みんなが作ったものの発
表など

延計 50(101)

表 事業内容および参加組数

応募チラシ

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告
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「次世代キッズプログラミング教室」の広報・実施状況

市報のおがた令和2年10月1日号

直方商工会議所ニュース
2020 10月号

研修室 ロビー

受講者 発表者

スラローム サッカー 鞍手高校教諭・部員への御礼

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告
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第1号議案 2020年度 事業報告

②セミナー等の実施
・次世代の市場研究、事業化等のテーマを基本に、特に令和２年度は新型コロナ

ウイルスの影響による「働き方改革」を模索するため、研究会主体のＷｅｂ
セミナーを２回、他Ｗｅｂセミナーを１回開催した。また、幅広い活動普及
を図るため、関連ある内容については広く一般参加も呼び掛けるとともに、
自動車産業研究会等とも連携開催を行った。

②－１ Webセミナー1回目
日 時：2020年8月25日から10月30日まで配信
配 信：YouTube を用いたWeb配信
演 題：「はじめてのリモート会議・動画活用」
講 師：hi-kick.design 服部憲一 氏（N-biz IT・Webアドバイザー）
視聴回数：43回
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②－１ Webセミナー2回目
日 時：2020年10月30日13:30～15:00 Zoom、12月31日までYouTube配信
配 信：Zoomウェビナー（YouTubeでも配信）
演 題：①「今話題の“ＤＸ”って何？～基礎編～」

～ＤＸを基礎から理解し企業力の向上をめざす！！～ ６０分程度
日本電信電話ユーザ協会西日本ICT推進部長

②「テレワーク時代の業務評価は視える化がポイント」 ２０分程度
西日本電信電話㈱筑豊営業支店長

視聴回数：33回

①「今話題の“ＤＸ”って何？～基礎編～」
資料構成

１.現状の課題
⇒人材不足（特にＩＣＴ系）、新型コロナ禍、
生産性の伸び悩み ⇒ニューノーマル

２.そもそもＤＸとは（定義）
(1)ＤＸでめざすことはデジタル化ｏｒ？
(2)大きなＤＸと小さなＤＸ。

小さな「改革」をめざす。
３.ＤＸは本当に必要か
４.２０２５年の崖 システム更改のピーク
５.デジタル ⇔ リアル（アナログ）
６.ＤＸとＩＣＴ

(1)ＡＩ (2)ロボット (3)リモート（5G）
(4)データ（蓄積）・活用 ⇒ 例

７.お薦めＤＸ実現？の要素は？
DXには「ＩＣＴ」＋「人間力」が必要。

８.中小企業、製造業における（広義の）
ＤＸ事例 ５社

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告
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②－３ 福岡県中小企業団体中央会主催 Webセミナー3回目
（直鞍次世代産業研究会、直鞍自動車産業研究会会員へ開催メール配信）

日 時：2021年3月8日 9:00 から 3月17日 17:00まで Web配信 120分(40分× 3コマ)
配 信：Webセミナー
演 題：「新型コロナ・自然災害に負けない！

中小企業・組合のための 事業(BCP)Webセミナー」120分(40分× 3コマ)
㈲薗田経営リスク研究所 代表取締役 薗田恭久

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告



(４)事業の総括
〇夢プロジェクト事業は、令和２年度コロナ禍のため小中学校の夏休み短縮も有り、応募
期間を延長して行った。応募は集中的に取り組んで頂いた直方市中学校が多く、応募者
数は昨年を上回ったが、直方市外の学校は応募が少なく次年度に向けてＰＲのため各教
育委員会へ報告書を提出した。
本事業も５年間継続し作品の幅が狭くなっており、令和３年度は「将来したい仕事
は？」「町を良くするアイディアは？」等、呼びかけ方式を考慮しながら積極的に取り
組んでいく必要がある。

〇令和元年度より新たに取り組んだ「次世代キッズプログラミング教室」は、令和２年度
も次世代の人財育成に注力し継続を行った。小学校でのプログラミング教育が開始され、
参加者のプログラミングに対する意識も高く、最終回の発表会では５組が小学生とは思
えないほどの発表と作品を公表した。
また、鞍手高校との連携も出来、今後につながる取組となった。令和３年度の取組み継
続も検討する必要がある。

〇情報発信については、昨年度よりホームページの内容を見直し、毎回の役員会、定例会
の概要を掲載するようにした。今年度はホームページ内に、新型コロナウィルス対策支
援一覧を掲載し都度更新を行った。今後も情報発信コミュニケーションのツールとして
充実させる必要がある。

〇コロナ禍に於ける研究会の新たな取組を探るため、会場を用いた勉強会・セミナーを行
わず、Webセミナー形式での発信を行った。また、先進機関等の視察会やものづくりフ
ェアー視察の計画を行ったが、コロナ禍のため視察受け入れ企業が無くものづくりフェ
アーもオンラインとなり視察研修会が行えなかった。令和３年度はWebを用いた活動を
充実させ、コロナ禍においても会員が多く参加できる企画を行う必要がある。 11

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告



第２号議案
２０２０（令和２）年度直鞍次世代産業研究会一般会計決算

（単位：円）収入の部

（単位：円）支出の部
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勘定科目
予算額
（Ｂ）

決算額 比較
摘要

（Ｃ） （Ｃ－Ｂ）

入会金 0 0 0

正会員会費 756,000 378,000 △ 378,000
会費減額(1/2)、2社退会(過年度分納入有)
(現在29社30名)

賛助会員会費 50,000 25,000 △ 25,000会費減額(1/2)

雑収入 200,000 19,010 △ 180,995預金利息、徴収会費を計上

前年度繰入金 1,042,336 1,042,336 0

合 計 2,048,336 1,464,346 △ 583,990

勘定科目
予算額
（Ｂ）

決算額 比較
摘要

（Ｃ） （Ｃ－Ｂ）

総務 450,000 69,096 △ 380,904
コロナ禍のため総会、新年会・情報交換会無
コピー機使用料、お茶代、郵送費、その他

次世代市場研究費 150,000 0 △ 150,000コロナ禍のため会員が集まっての講演会無

次世代事業化事業費 350,000 27,498 △ 322,502合同セミナーはWeb、企業見学会は休止中

次世代組織人財事業費 240,000 362,916 122,916
キッズプログラミング教室(2会場)のためLAN
機器設置・工事、夢プロジェクト

研究会情報提供事業費 140,000 124,134 △ 15,866
ホームページ維持・更新、商工会議所ニュー
ス掲載料

産業振興費 20,000 0 △ 20,000わくわーく(2020年度は無)
視察研修助成金 0 0 0
記念事業費 0 0 0
予備費 698,336 0 △ 698,336

合 計 2,048,336 583,644 △ 1,464,692
収支差額 0 880,702 880,702次年度繰り越し

第2号議案 2020(令和2)年度 決算報告



２０２０（令和２）年度直鞍次世代産業研究会特別会計決算

勘定科目
予算額
（Ａ）

決算額
（Ｂ）

増減
（Ｂ-Ａ）

摘要

記念事業費（前年度積立金） 2,307,337 2,307,337 0

記念事業費（当年度積立金） 0 0 0

預金利息 196 197 1 利息１円増

合 計 2,307,533 2,307,534 1

（単位：円）１．記念事業積立金

勘定科目
予算額
（Ａ）

決算額
（Ｂ）

増減
（Ｂ-Ａ）

摘要

視察研修助成費（前年度積立金） 935,911 935,911 0

視察研修助成費（当年度積立金） 0 0 0

預金利息 80 80 0 

合 計 935,991 935,991 0

（単位：円）２．視察研修助成金基金

13
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２０２０(令和２)年度 監査報告 第2号議案 2020(令和2)年度 決算報告



第３号議案

１．基本方針

本研究会は、2020年度に取組んだ事業の成果・反省を踏まえ、次世代を担う人財育成事業や次世代の組
織・企業のあり方を研究し、参加企業の発展と地域振興を目的とした調査・研究・事業の実施に取組む。また、
コロナ禍に於ける新たな取り組みを探るためWebを用いた活動を充実させ、いち早く新事業やニーズへの情報
提供、本会の活動の発信を持って地域外企業・団体・自治体とのマッチングも進めていく。次世代に向けての
企業活動が迅速かつ円滑に進められるよう自治体・関係所管への提言も行っていく。

２．実施事業

（１） 次世代市場研究事業

・新技術、新サービス等に関する先進事例視察研究、セミナー等の開催

（２） 次世代事業化事業

・コロナ禍に於ける研究会として新たな取り組みを探るため、Webを用いた活動を充実させる

・研究会独自の新規事業に取り組む

・新規事業 ： ソーシャルビジネスへの取り組み（ＳＤＧｓ）

（３） 次世代組織人財事業

・次世代の人財育成に資する取組みや企業人財の高度化に関する勉強会の実施

・夢プロジェクトの実施 ・キッズプログラミング教室の実施

（４） 研究会情報事業

・インターネット、情報媒体の活用による情報の積極的発信

（５） 産業振興ビジョン等支援事業

・のおがた「わくわーく」への支援

（６） 視察研修助成金事業 15

２０２１（令和３）年度 直鞍次世代産業研究会事業計画(案)

第3号議案 2021(令和3)年度 事業計画(案)
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【新規事業の計画】

ソーシャルビジネスへの取り組み

持続可能な開発目標とは17のグローバル目標と169のターゲットから成る国連の持続可能な開発目標。
2015年9月の国連総会で採択された『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』
と題する成果文書で示された2030年に向けた具体的行動指針。

第3号議案 2021(令和3)年度 事業計画(案)
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【新規事業の計画】

ソーシャルビジネスへの取り組み

持続可能な経済と社会の環境を考える

現在とは
未解決な環境問題
慢性的な世界経済の衰退
コミュニティの重要性
ソーシャル・プライベートな情報伝達の
インフラ

産業革命以降
アダムスミスの自己利益の追求が産業革命
以降の技術的創意工夫とともに製品・ブラ
ンドを通しての自己アイデンティティの追
求への
消費主義と変化 所有するための消費

これから
コミュニティへの参加欲求
自分一人だけの消費から複数・共同・長期化

浪費の為に働き消費を目まぐるしいサイクルで行い
大量生産・大量消費で「使い捨て」は当たり前の

社会システムで欲望を慢性的に喚起させる
マーケティングと実経済

ハイパー消費での環境問題や資源・生産・社会の
非持続性

ソーシャルネットワーク・ＩＯＴ等情報交換技術
の発展

製品・サービス・時間・空間などを所有すること
から共同・共有する形態やコミュニティ・経済へ
意味ある活動への欲求 規模から範囲の経済

第3号議案 2021(令和3)年度 事業計画(案)
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【新規事業の計画】

ソーシャルビジネスへの取り組み

次世代型ビジネスとして

大量・安全・アクセスなＩＣＴのインフラの利用
共有資産のコラボ・シェアの流動
域内コミュニティの再構築と循環

空家・空き店舗・余剰社会資本キャパ
ＩＯＴでのサービス・ワーク・交換
域内ポイント

第3号議案 2021(令和3)年度 事業計画(案)



第４号議案
２０２１（令和３）年度 一般会計予算（案）

（単位：円）

（単位：円）

収入の部

支出の部

19

勘定科目
2020年度予算

（A)
2020年度決算額

2021年度予算額
（B)

増減
（B-A)

摘要

入会金 0   0 0 0
正会員会費 756,000 378,000 354,000 △ 402,00029社(30名)、会費減額(1/2)
賛助会員会費 50,000 25,000 25,000 △ 25,00010社、会費減額(1/2)
雑収入 200,000 19,010 200,000 0預金利息、徴収会費を計上
研修助成金 0 0 0 0
記念事業費 0 0 0 0
前年度繰入金 1,042,336 1,042,336 880,702 △ 161,634昨年度繰越金

合 計 2,048,336 1,464,346 1,459,702 △ 588,634

勘定科目
2020年度予算

（A)
2020度決算額

2021年度予算額
（B)

増減
（B-A)

摘要

総務 450,000 69,096 450,000 0

コロナ禍ではあるが、2021
年度予算は2020年度当初
計画並みで策定

次世代市場研究費 150,000 0 150,000 0
次世代事業化事業費 350,000 27,498 350,000 0
次世代組織人財事業費 240,000 362,916 240,000 0
研究会情報提供事業費 140,000 124,134 140,000 0
産業振興費 20,000 0 20,000 0
視察研修助成金 0 0 0 0
記念事業費 0 0 0 0
予備費 698,336 0 109,702 △ 588,634次年度繰越予定

合 計 2,048,336 583,644  1,459,702 △ 588,634
収支差額 0 880,702 0 0

第4号議案 2021(令和3)年度 予算(案)



２０２１（令和３）年度特別会計予算（案）

勘定科目
2020年度決算額

（Ａ）
2021年度予算額

（Ｂ）
増減

（Ｂ－Ａ）
摘要

記念事業費(前年度積立金残高) 2,307,337 2,307,534 197

記念事業費(当年度積立金) 0 0 0

預金利息 197 197 0 2020年度利息を参照

合 計 2,307,534 2,307,731 197

勘定科目
2020年度決算額

（Ａ）
2021年度予算額

（Ｂ）
増減

（Ｂ－Ａ）
摘要

視察研修助成費(前年度積立金) 935,911 935,991 80

視察研修助成費(当年度積金) 0 0 0

預金利息 80 80 0 2020年度利息を参照

合 計 935,991 936,071 80

（単位：円）１．記念事業積立金

（単位：円）２．視察研修助成金基金

20

第4号議案 2021(令和3)年度 予算(案)
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直鞍次世代産業研究会 組織図(案)

常任顧問

監査役

事務局長

会長

副会長 事業化部会長

副会長

副会長

市場研究部会長

組織人財部会長

情報部会長

藤永 勝巳

藤井 福吉

有吉 慶祐

赤松 勝治

杷野 英一

西村 栄一

中村 高明

中村 裕章

谷口 一志

石田 孝彰

藤田 和孝

藤春 優二

直方精機（株）代表取締役社長

（株）紀之国屋 会長

藤井精工（株）代表取締役

直方ガス（株）代表取締役社長

（株）かね萬 代表取締役

（株）直方建材 専務取締役

（株）福岡銀行 直方支店長

西鞍手浄化槽管理（有）代表取締役

（株）アクセス 代表取締役

藤田農園 代表

（株）スリーピースホーム 代表取締役

ADOX福岡

2021年4月1日改定

総会

役員会

（事務局）
直方商工会議所、直方市商工観光課工業振興係
直鞍産業振興センター（ADOX福岡）

正会員

賛助会員

協働会員

会長
藤永 勝巳

直方精機（株）代表取締役社長

第5号議案 2021(令和3)年度 組織(案)



22

添付資料 会員名簿(2021/4/19)直鞍次世代産業研究会 会員名簿

2021/4/19

正会員 会 社 名 役 職 名 氏 名

会長 次世代情報担当 1直方精機 株式会社 代表取締役社長 藤永 勝巳

副会長 次世代事業化担当 2 藤井精工 株式会社 代表取締役 藤井 福吉

副会長 次世代市場研究担当 3 直方ガス 株式会社 代表取締役社長 有吉 慶祐

副会長 次世代組織人材担当 4 株式会社 かね萬 代表取締役 赤松 勝治

常任顧問 5株式会社 紀之国屋 会長 中村 高明

監査役 6株式会社 直方建材 専務取締役 杷野 英一

7株式会社 石橋製作所 代表取締役社長 石橋 和彦

8株式会社 ウチダ 取締役統括部長 大原 大平

9株式会社 紀之国屋 代表取締役社長 中村 大志

10株式会社 ケイ・イ－・エス 代表取締役 飯野 一義

11株式会社 さかい家具 代表取締役社長 坂井 宏太郎

12三泉化成 株式会社 取締役 鈴山 俊丈

13有限会社 ゼロテック 代表取締役 中島 太

14株式会社 田中信鉄工所 代表取締役 田渕 元悟

15株式会社 谷弥 代表取締役社長 谷 弥壽彦

16株式会社 旅ランド 代表取締役 石田 和弘

17株式会社 筑豊産業 常務 小野 龍平

18株式会社 東洋プレシジョン 専務 大森 大輔

19株式会社 トラベルハート 代表取締役 藤井 利春

20福岡金属興業 株式会社 代表取締役社長 横溝 淳弥

21株式会社 フクモト工業 代表取締役 福本 満寿男

22牟田鉄工 有限会社 代表取締役 牟田 淳一

23有限会社 渡辺鉄工 代表取締役会長 阿比留 恭之

市場研究部会長 24株式会社 アクセス 代表取締役 谷口 一志

25有限会社 おおつか 取締役社長 大塚 政徳

26医療法人 健明会 事務長 青見 健志

情報部会長 27株式会社 スリーピ－スホーム 代表取締役 藤春 優二

事業化部会長 28西鞍手浄化槽管理 有限会社 代表取締役 石田 孝彰

組織人財部会長 29藤田農園 代表 藤田 和孝

30イシダファーム 代表 石田 大輔

賛助会員 機 関 名 役 職 名 氏 名

1アドバンテックテクノロジーズ 株式会社 取締役 部長 越智 隆義

2トヨタ自動車九州 株式会社 副社長 馬場 貞仁

3株式会社 西日本シティ銀行 直方支店 支店長 有松 光浩

監査役 4株式会社 福岡銀行 直方支店 支店長 西村 栄一

5株式会社 福岡中央銀行 直方支店 支店長 荒川 裕二

6福岡ひびき信用金庫 直方支店 支店長 深見 初彦

7ホシデン九州 株式会社 総務課主事 尾崎 徹也

8北九州市立大学大学院マネジメント研究科 教授 城戸 宏史

9末次通訳事務所 代表 末次 賢治

10直方鉄工協同組合 理事長 吉田 祐司
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添付資料 会員名簿(2021/4/19)

協働会員 機 関 名 役 職 名 氏 名

1福岡県飯塚中小企業振興事務所 所長 栁瀨 智幸

2直方市 産業建設部 部長 増山 智美

3直方市 商工観光課 課長 水ノ江 秀子

4宮若市 産業建設部 部長 山中 敏範

5宮若市 産業観光課 課長 荒牧 裕二

6直方商工会議所 会頭 谷 弥壽彦

7宮若商工会議所 会頭 中田 正夫

8小竹町商工会 会長 藤本 義房

9鞍手町商工会 会長 許斐 英幸

10若宮商工会 会長 塩川 善和

11 （公財）飯塚研究開発機構 専務理事 中川 和博

名誉顧問 機 関 名 役 職 名 氏 名

1福岡県 知事 服部 誠太郎

顧 問 機 関 名 役 職 名 氏 名

1直方市 市長 大塚 進弘

2宮若市 市長 有吉 哲信

3鞍手町 町長 岡崎 邦博

4小竹町 町長 松尾 勝徳

アドバイザー 機 関 名 役 職 名 氏 名

1経済産業省九州経済産業局 国際部 部長 渡辺 伸仁

2福岡県 商工部 部長 岩永 龍治

3 （独）日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター 所長 山岡 富和

事務局 機 関 名 役 職 名 氏 名

1直方商工会議所 中小企業相談所長岩崎 憲明

2直方市産業建設部商工観光課 工業・交通係係長 後藤 靖宏

〃 工業・交通係 尾崎 麗依奈

3ADOX福岡 センター長 中野 建次

〃 事務局長 髙山 晋二

〃 産業振興課長 中村 裕章
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