
開催風景

家業を継ぎ果敢に挑戦する先輩アトツギ
の歩みに触れつつ、同じ境遇・志を抱くア
トツギ（承継予定者）とともに外部連携
（オープン・イノベーション）による事業
創造プログラムを実施しました。

九州アトツギMeetup
-ツギの事業創造3DAYs-

全体ファシリテーター

①【ゲストトーク】
　先輩アトツギの経験シェア

②【ワーク】
　「オープン・イノベーション」の意義。
　参加者のバックグラウンドシェア

ミナミホールディングス株式会社 代表取締役社長 江上 喜朗 氏

2021年11月4日（木）18：00～21：00　・オンライン開催【日時】

「オープン・イノベーションがなぜ必要なのか」「オープン・イノベーションがなぜ必要なのか」

①【ゲストトーク】
　先輩アトツギの最新の取り組み事例紹介

②【ワーク】
　自社の棚卸＆課題発掘。アトツギつながりを深める。

株式会社乗富鉄工所 取締役生産管理部長 乘冨 賢蔵 氏
株式会社池上鉄工所 専務取締役 松田 拓也 氏

【日時】2021年11月27日（土）13：30～16：30
【会場】iichiko総合文化センター 映像小ホール（大分市高砂町2-33）

「自社の現在を棚卸し、課題を抽出」「自社の現在を棚卸し、課題を抽出」

①【ゲストトーク】
　製造業の強みをコンシューマー事業にも活かす
　事業作りの紹介

②【ワーク】
　経営デザインシートを完成させ、実践に向けての洗い出しを行う。

株式会社友安製作所 代表取締役 友安 啓則 氏

【日時】2021年12月9日（木）18：00～21：00　・オンライン開催

「自社のビジネスにどう落とし込むか」「自社のビジネスにどう落とし込むか」

ミナミホールディングス株式会社
代表取締役社長 江上 喜朗 氏

やまぐち総合研究所有限会社
事業デザイナー
中村 伸一 氏

企画協力

一般社団法人ベンチャー型事業承継
事務局長 大上 博行 氏

株式会社友安製作所
代表取締役長 友安 啓則 氏
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寿防災工業株式会社
取締役 安永 周平

株式会社オーレック
経営総合部課長 今村 健人

㈲白石工業
取締役 白石 周朔

株式会社クニナリ
副社長 石田 貴浩

株式会社乗富鉄工所
取締役生産管理部長 乘冨 賢蔵

株式会社岡部マイカ工業所
社長付 岡部 紗代子

株式会社まるきん
経営企画部長 金子 太郎

島田電子工業株式会社
島田 直弥

株式会社日向屋
専務取締役 請関 仁

株式会社オジックテクノロジーズ
常務取締役 金森 元気

株式会社ヤスナガ
取締役 安永 翔太

株式会社 太平プレテック
営業・生産部 部長 野口 慎平

※開催当時の役職

株式会社池上鉄工所
専務取締役 松田 拓也

株式会社シマブン
国際営業課 課長 島 英雄

当プログラムに参加された動機や
意気込みなどを教えてください

参加してみて得られたもの・変化した意識・
既に開始した取組など教えてください

似たような境遇の方々と出会うことが少ないた
め、彼らがどのようなことを考え、悩んでいるのか
興味があった。

今村

正直に言うとあまり乗り気では無かったが、何事
も挑戦してみることが大事と思い参加を決めた。

石田

アトツギ候補にはなっているけど、何をどうして
いけばいいのかを学んだり、相談できる場や仲
間が欲しかった。

岡部

つながりたいと思うアトツギと知り合うことがで
き、刺激になった。自社では新しい取り組みやあ
るべき姿の設計を行っている最中ですが、改めて
整理が必要だなと思い、施策を検討中。

島田

オープン・イノベーションを通し、課題解決を図る
ということは知っていたが、本プログラムを通し
て自社に如何にして落とし込むべきかという解決
の一端を得ることができた。

金森

新規事業への心意気を社員に話せるようになっ
た事で、社内コミュニケーションが上手になり、自
社で何が作れ、どういったものが作りたいかなど
話ができるようになった。

野口

今後の九州を変えていく、自分達が担っていく
という意識が強くなった。仲間が増えたことで、
九州での仲間意識やともに成長・発展していく
意識が、更に強くなった。

島

九州
アトツギ
Meetup

「将来の会社像」

九州アトツギMeetup／参加者の声

九州にいるイケてるアトツギ達とつながりたい。

安永（周）

新規事業の軸を明確にすること、九州内のアト
ツギと関係を築くことの２つを目的として参加
した。

白石

やる気のあるアトツギと繋がりをつくりたい、ビジ
ネスにつながれば。

乘冨

他のアトツギが何を考えていて、どういう対応を
しているのかを知りたかった。

金子

事業承継をベースにしたベンチャービジネスと
いう発想が生まれた。事業承継を控える同じ立
場の方々との横のつながりが太くなり、連帯感
ができた。

請関

新規事業についてかなり前向きに考えるように
なり、社長へ新規事業をやらせてほしいという
話もできた。

安永（翔）

九州内の新たな熱量や想い、行動力のあるアトツ
ギの方 と々の繋がり。

松田
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この3日間を活かして今後の展望や具体的に取り組んでいきたいことなど教えてください

全国的での後継者支援の取り組みを
おこなっておりますが、参加者の皆様
の圧倒的な熱量に感銘を受けました。
全て自分事として、切磋琢磨し繋がり
を作るアトツギたちをみて、九州の未
来は明るい、と本気で感じました！

一般社団法人ベンチャー型事業承継
事務局長 大上 博行
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九州アトツギMeetup／参加者の声

今後は外部との繋がり創りにも積極的にトライ
していきたい。3日間を終えて方向性は絞れた
が、会社の動きとして具体的にどうしていくかは
固められていないので、検討を続けて行きたい。

今村

人口減が進む中で新たな力を取り込んでいくた
めにも自社ブランディングというものを考えてい
きたい。

石田

「やりたい事リスト」を社長に提出する予定。新事
業としては、農業・食・宇宙に絡めた情報収集を
続けていく。

岡部

ミッション・ビジョンの再策定、事業戦略と組織
戦略をより高い解像度で進めていきたい。

島田

自社と他社の強みが溶けて交じり合うことで、
新たな可能性が誕生することを『融和点』と考え
ることとした。この『融和点』という言葉をキー
ワードにし、社会課題解決のために自社と他社
が協業できる可能性を常に模索していきたい。

金森

自社プロダクトの企画、製造、販売までを１年計
画で行っていきたい。

野口

九州という地域や会社が一体となって日本や世
界とビジネスをしていく。自社だけの価値観だけ
でなく、地域として観ていく必要があると感じ
た。個人的には、農業・林業など、九州の根幹産業
に革命を持ち込み、地域貢献をテーマに取組み
を行っていきたい。

島

将来のビジネスモデルに必要な技術者、資格者
の採用。事業のスケールに耐えうるバックオフィ
ス業務強化。

安永（周）

デザインシートの深堀、それに対するアクショ
ンプランを思考し実践したい。アトツギとの共
創で、何かを生み出したい。

白石

今回のネットワークを生かして九州・アウトドア
をキーワードになにか新しい事業（活動）を構想
してみたい。ツイッターをはじめたメンバーと
「九州アトツギクラスタ」化。メディア露出狙って
いる(笑)。

乘冨

夢・目標を語る。常に新事業を考える頭を持つ。
実行するための協力者を社内に作っていく。

金子

今年立ち上げた商事会社の事業を育てていき
たい。食品卸というまだざっくりとした状態だ
が、自社にしかできないビジネスモデルを模索
して形にしていきたい。

請関

【既に開始】
事業計画作成。コラボしたい人、近い想いを持つ
人と繋がりを持つ、話す。事業のターゲットとな
り得る人にヒアリング。デザイナーさんに会う。
【これから】
来年のアトツギ甲子園に参加

安永（翔）

つながったアトツギの事業や取り組みを自社に
落とし込み取り組んでいきたい。基本的には、取
り組んでいる様々な変革の仕掛けを形にしてい
くことに注力する。

松田
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