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鹿児島県産業教育振興会
（事務局 鹿児島県教育庁高校教育課）

産業教育かごしま

工業農業

水産

福祉

家庭

鹿児島県産業教育振興会は，県内事業所の支援により，本県産業教育の
振興を図ることを目的として，専門高校への各種事業を行っています。

総合

商業看護



令和３年度は，会員の皆様の御支援により次の事業を実施しました。

県内５地区において地域の各専門高校の学習成果の展示・発表等を行うことに
より，専門高校の魅力や役割を広く地域に紹介しました。

地区専門高校フェスタへの助成１

【参加者】小・中学生 1,926人 高校生・一般他 1,074人 合計 3,000人

※ 令和３年度の詳細や
令和４年度の日程，
開催場所については →

↓

鹿児島県教育委員会Webページ
「教育・文化・交流」 >「学校教育」
「教育活動」 > 「産業教育」 >
「専門高校の取組」 に掲載

http://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/
school/koukou/sangyo/index.html

地区専門高校フェスタの開催に合わせ，
５地区で座談会を実施しました。
各地区の事業所，公共職業安定所，高校

の参加により，進路指導の現状と課題，事
業所と高校が連携して行う担い手育成の連
携の在り方などをテーマに意見・情報交換
を行いました。

地区産業教育振興座談会２

豊かな人間性を備えた人材が欲しい。挨拶・コミュニケーション力を伸ばしてほしい。
企業をＰＲする機会が欲しい。企業の実態を事前に知ることで離職を防げるのではないか。
地元企業とのガイダンス等に積極的に参加し，連携の機会が増加している。
コロナ禍でインターンシップや職場見学等が十分に行えず，企業とのマッチングに不安を抱えている。

主な意見から

地 区 期 日 会 場

鹿児島・日置 12月22日(水) かごしま県民交流センター

南 薩 1２月17日(金) 頴娃文化会館

北 薩 12月1５日(水) 鶴翔高校

姶 良 ･ 伊 佐 10月29日(金) 伊佐農林高校

大 隅 11月12日(金) 鹿屋工業高校

小・中・高校生に地元企業を紹介する「事業所ブース」を各会場に設置しています。
※南薩地区の事業所ブースの写真は，令和元年度の内容です。

事業所会員の皆様の出展をお待ちしています！

事業所

高 校
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産業教育に顕著な功労があった教
職員等を表彰しました。
また，専門高校の卒業生のうち，

学業・人物ともに優秀な生徒を表彰
しました。

産業教育功労者や専門高校生徒の表彰４

○ 高等学校10部会（農業，工業，商業，水産，家庭，看護，福祉，総合学科，
進路指導，定時制・通信制），中学校２部会（技術・家庭，進路指導）への助成

○ 農業クラブ，工業クラブ，商業クラブ，家庭クラブへの助成
○ 熊毛・大島地区会員校９校（種子島，種子島中央，屋久島，奄美，大島北，
喜界，徳之島，沖永良部，樟南第二）への助成

各研究部会・クラブ・熊毛･大島地区会員校への助成５

令和３年度（埼玉大会）は，フラワーアレンジメントコンテスト，全国高等学校
ロボット競技大会への参加助成を行いました。いずれも，オンライン配信による競
技大会となりました。

全国産業教育フェアへの参加助成３

ロボット競技大会フラワーアレンジメントコンテスト

【令和３年度】産業教育功労者表彰 １0人（教職員１０人）
産業教育振興会賞 14１人（生徒）

鹿児島県産業教育振興会は

｢産業界と教育界の橋渡し役｣です。
設 立

昭和29年12月

事業所会員
326事業所

学校会員
57校

※ロボット競技大会の写真は，県大会の様子です。



事 業 所 会 員
令和4年3月31日 現在

（熊毛地区は鹿児島地区に含まれています）

鹿児島県産業教育振興会
（事務局 県教育庁高校教育課内）

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０番１号

電話 099-286-5294（直通）

伊集院地区（11）

㈲上原施設 さつま日置農業協同組合 ㈲三愛サービス 南栄リース㈱
濵田酒造㈱ ㈱ヒガシマル 日之出紙器工業㈱ メテック㈱九州事業所
㈱ユー・エム・アイ西日本支社 (福)緑風会 海江田電機㈱

加世田地区（21）

㈱井上工業 ㈱南海自動車学校 枕崎水産加工業協同組合
南さつま農業協同組合 (福)野の花会アルテンハイム加世田
かねだい食品㈱ ㈱中釜電設 ㈱コワダヤ 薩摩酒造㈱ ㈱深水
㈱今給黎建設 ㈲中静商店 南薩食鳥㈱ ㈱山野井 ㈲南薩東京社
東京エンプラ商事鹿児島㈱ ㈱枕崎市かつお公社 枕崎船渠㈱
枕崎市漁業協同組合 明治乳業枕崎センター ㈱ぶるぺん

いせえび荘 指宿中央自動車学校 いぶすき農業協同組合
㈱今林会計 (医)至誠会中村温泉病院 指宿シーサイドホテル㈱
㈱指宿リサイクルセンター ㈱西園組 ㈱東水道工業 青葉
㈲池田興産 (医)浩然会指宿浩然会病院 ㈱指宿白水館
㈲いぶすき秀水園 ㈱指宿フェニックスホテル ㈱岩野建設
(医)明正会今林整形外科病院 えいスポーツ ㈲おりた百貨店
三光機械㈱鹿児島工場 (福)そてつ会竹山苑 ㈱常盤建設
野田印刷 ㈱福尚 ふじリゾート㈱ 松元機工㈱ ㈲まるや食品
㈲丸山印刷 めぐみ写真館 ㈲米永書店

指宿地区（30）

㈱日特スパークテックＷＫＳさつま工場 朝日工業㈱川内事業所
㈱岡野エレクトロニクス ㈱川北電工 中園機工㈱ 県民リフォーム
アサダメッシュ㈱鹿児島工場 ㈱植村組 ㈱宇都組 ㈱祁答院土木
鹿児島県酪農乳業㈱ 北さつま農業協同組合 ㈾下麦建材店
㈱サンテック ㈱川内山形屋 ㈱田島組 ㈱ＴＡＮＡＫＡ ㈱橋口組
中越パルプ工業㈱川内工場 ㈱永留電気工業 ㈱パーツ精工
ネクサスプレシジョン㈱ ㈲富士写真館 ㈱外薗運輸機工
㈱ホープ精工 ㈱南九州自動車学校 ㈱盛岡電工
ヤマシタ機械㈱川内営業所 ㈱セグチ

川内地区（29）

㈱ＮＧＵフードサービス 鹿児島いずみ農業協同組合 ㈱長崎組
スターゼンミートプロセッサー㈱阿久根工場 ㈱小竹組鹿児島支店
㈱西野設計 ㈱平岩熱学 ㈲あかつき電化 ㈲出水合同電設
阿久根建設㈱ ㈱出水ガス ㈱出水ゴルフクラブ 出水商工会議所
㈲エガワテクノ工業 ㈱小田原建設 (福)興正会 ㈱スーパーよしだ
㈲ザム ㈱タイセイ工務店 特別養護老人ホーム鶴寿園 ㈱ナカグマ
㈱春田建設 (合)ホテルキング マルイ農業協同組合 丸久建設㈱

出水地区（25）

鹿児島地区（126）

鹿児島県農業協同組合中央会 ㈱鹿児島銀行 ㈱サナス
（公社）鹿児島県トラック協会 (一社)鹿児島県建設業協会 ㈱山形屋
鹿児島トヨタ自動車㈱ トヨタカローラ鹿児島㈱ 鹿児島経済同友会
鹿児島県管工事業協同組合連合会 鹿児島県漁業協同組合連合会
鹿児島県経営者協会 (一社)鹿児島県住宅産業協会 ㈱菊川鉄工
鹿児島県中小企業団体中央会 鹿児島信用金庫 鹿児島青果㈱
鹿児島相互信用金庫 サンケイ化学㈱ 三洋工機㈱ 三洋ハウス㈱
セイカ食品㈱ 大福コンサルタント㈱ ㈱東条設計 南生建設㈱
㈱久永コンサルタント ㈱フタマタ技建 ㈱南九州ファミリーマート
ＥＮＥＯＳ喜入基地㈱ (一財)九州電気保安協会鹿児島支部
坂本建設㈱ (医)鶴丸会 (福)野の花会アルテンハイム鹿児島
㈱フジヤマ ㈱ホンダさつま 丸岩電機㈱ ㈲種子島総合事務機
(福)天祐会 ㈱Ｍｉｓｕｍｉ 種子屋久農業協同組合 黒木写真館
㈲アート印刷 ㈱朝日印刷 ㈱あすなろ印刷 鹿児島海陸運送㈱
㈱アジア技術コンサルタンツ ㈱市坪建装 ㈱いとう電気 ㈱岩田組
鹿児島県農業共済組合 ㈱インターウェーブ カクイ㈱ ＭＢＣ開発
NPO法人かごしま企業家交流協会 鹿児島くみあい食品㈱
鹿児島県商工会連合会 (一社)鹿児島県建築士事務所協会
鹿児島県中小企業家同友会 (一社)鹿児島県法人会連合会
鹿児島県酪農業協同組合 かごしま大東エンジニアリング㈱
鹿児島中央青果㈱ 内村建設㈱ ㈱栄電社 鹿児島綜合警備保障㈱
㈱カゴシマ月星 (福)鹿児島虹の福祉会 鹿児島みらい農業協同組合
かわち印刷㈲ ㈱九飛勢螺 ㈱共進組 ㈱河野工業所 三州産業㈱
㈱コーアガス日本 コーアツ工業㈱ ㈱国土技術コンサルタンツ
(医)参天会 JTB鹿児島支店 ㈱下堂園 芝浦電子工業㈱ ㈱大進
㈱島津建設 ㈱新日本技術コンサルタント ㈲進行事務機
㈱誠晃障害者就労センターみなよし さつまいも産業振興協同組合
㈱大成電設 竹之内穀類産業㈱ 田中写真館 谷山中央自動車学校
中央建設㈱ 中央工業㈱ 天文館千日通り会 ㈱特香園 ㈱南映殖産
南国殖産㈱ ㈱南生測量設計鹿児島 日研高圧平和キドウ㈱
日清丸紅飼料㈱ ㈱萩原技研 ホテルウェルビューかごしま ㈱久永
濱島印刷㈱ ㈱ファーレン鹿児島 ㈱ブックス太洋 豊和建設㈱
マリックスライン㈱ 南九州向洋電機㈱鹿児島支店 ㈱本坊商店
南九州日野自動車㈱ ㈱南日本銀行 ㈱宮下工務店 ㈱森山(清)組
ヤマシタ機械㈱ ライフエンジニアリング㈱ ㈲イトウ ㈱國上屋
㈱リーチ開発 ㈲三栄石油商会 ㈲西之表自動車整備工場
安全産業㈱ 黒田金物店 ㈱大匠設計 ㈱玉里自動車学校
㈱山口水産 ㈱種子島新生社印刷

大口酒造㈱ 鹿児島空港産業㈱ 空港自動車学校 ㈱迫田興産
㈱テクノクロス九州 マイクロカット㈱ リプサ㈱ ㈱ユピテル鹿児島
㈱アイランドホーム 鎌田建設㈱ 国分隼人ガス㈱ アルバック九州㈱
㈱三翔精工鹿児島工場 あいら農業協同組合 ㈲エビスヤ商事
㈱岩澤組 加治木産業㈱ 九州紙工㈱ ㈱九州タブチ ㈱ホテル京セラ
㈱霧島マキゾノ自動車学校 (医)恵明会整形外科松元病院 ㈱山水
国分酒造㈱ 国分電機㈱ ㈱国分山形屋 ㈱国分進行堂 末重建設㈱
㈱国分隼人自動車学校 第一建設㈱ ㈲田中写真館 ヤマグチ㈱
㈱土佐屋かごしま空港36カントリークラブ ㈲中間モータース
㈱土佐屋かごしま空港ホテル

国分地区（35）

西日本エンジニアリング㈱ 曽於市森林組合 ㈱フジ技研カゴシマ
㈱渡辺組 ㈱ナンチク ㈱ナンチクファーム 菅公学生服㈱志布志工場
㈲入木田鐵工 (医)義貫会中島病院 そお鹿児島農業協同組合
サンキョーミート㈱ 日本ハードウェアー㈱ ㈱ジャスティ 岩川醸造㈱
あおぞら農業協同組合 ㈱内山組 ㈱川原田工務店 ㈱コバルト技建
鹿児島くみあいチキンフーズ㈱大隅食品工場 志布志東洋埠頭㈱
(福)欣生会特別養護老人ホーム小松の里 サンテグレ㈱ ㈱太陽漬物
㈱スズキアリーナ大隅 志布志畜産㈱ マトヤ技研工業㈱ ㈱都食品
㈱山下回漕店 アヤベ㈱九州工場

大隅地区（29）

㈱鹿屋寿自動車学校 ㈱フェスティバロ社南日本酪農協同㈱鹿屋工場
鹿児島きもつき農業協同組合 肝付吾平町農業協同組合 大海酒造㈱
山佐産業㈱ ㈱岡本産業 ㈱鹿児島橘製作所 ㈱新生社印刷
㈱財宝 鹿児島中央青果㈱鹿屋支店 ㈱ＪＡ食肉かごしま鹿屋工場
南州農場㈱ ㈱ライジング ㈱さつき苑

鹿屋地区（1６）

㈱作山建築設計事務所 あまみ農業協同組合 奄美自動車学校
㈲元田製菓

名瀬地区（４）

産業教育の振興に御理解と
御支援ありがとうございます。

学 校 会 員

開陽 明桜館 鹿児島工業 鹿児島南 山川 頴娃 枕崎
鹿児島水産 加世田常潤 薩南工業 吹上 市来農芸 川内商工
川薩清修館 薩摩中央 鶴翔 野田女子 出水工業 伊佐農林
霧島 蒲生 加治木工業 隼人工業 福山 曽於 串良商業
鹿屋農業 鹿屋工業 垂水 南大隅 種子島 種子島中央 屋久島
奄美 大島北 喜界 徳之島 沖永良部 鹿児島商業 鹿児島女子
指宿商業 出水商業 国分中央 鹿屋女子 樟南 鹿児島実業
鹿児島 鹿児島城西 鹿児島情報 鳳凰 神村学園高等部
れいめい 出水中央 鹿屋中央 龍桜 尚志館 樟南第二


