
テクノセンターニュース
木更津工業高等専門学校　地域共同テクノセンター
2017年 1月発行　第 28号

PIXTA



テクノセンターニュース第28号	 	 	 	 	 	 	 	 2

地域共同テクノセンター	
3年間の成果と課題
地域共同テクノセンター長　　丸岡	邦明

　技術振興交流会会員のみなさまには、いつも本校の教
育・研究に多大なご支援を賜り、ありがとうございます。
また、本校教職員のみなさまには、産学官連携活動・地
域連携活動にご協力くださり、ありがとうございます。
さて私こと、本年 3 月末で地域共同テクノセンター長お
よび技術振興交流会事務局長を退任いたします。お世話
になり、ありがとうございました。
　そこで私なりに任期の 3 年間を総括することにいたし
ます。

本校を取り巻く状況の変化
　地域共同テクノセンターは、教育および研究に続く 3
番目の社会的責務として地域貢献が位置づけられたこと
に伴い、平成 12 年に発足しました。以来、地域共同テ
クノセンターの活動は、いかにすれば地域貢献の責務を
果たせるかという観点から、試行錯誤を重ねながら、基
本的には拡大の一途をたどってきたように思います。
　しかし、ここに来て、地域共同テクノセンターのあり
方を見直すべきいくつかの背景を指摘することができま
す。
　その一つは、運営費交付金の削減です。
　中期計画では、前年度比△ 1%、人件費以外では△ 3%
の効率化係数による削減があります。この削減をも嘆く
向きがありますが、私はこの効率化係数に基づく削減は
当然と考えています。企業で不断のコスト削減努力が続
けられることを考えれば、国の機関でも効率化係数程度
の削減努力は当然だと思います。問題は、効率化係数を
大きく上回る削減が 3 年ほど続いていることです。
　これに対応するため、外部資金の獲得が奨励されてい
ます。しかし、外部資金は募集元が期待する目的を達成
するために交付されるものであり、運営費交付金の削減
を外部資金で補うという考え方には根本的な矛盾があ
ります。外部資金が目的とする事業は高専本来の事業と
オーバーラップしない部分が大きいので、外部資金を獲
得するということは、しばしば新たな業務を抱えること
になります。申請や報告も新たな業務負荷となります。
また、外部資金ごとに事務手続きや規則が異なるため、
事務部門の負荷も増えます。
　もう一つの背景は、少子化・理科離れ・貧困化など入
学志願者の家庭環境をとりまく状況です。
　これらの状況から、少しずつではありますが、長期的
に見ると、入学志願者が減少し、学力が低下する傾向が
見られます。また、発達障害を持つ学生が増加する傾向
も見られます。これらは、留年者および退学者の漸増と
なって現れています。
　このような中で卒業生のレベルを維持するために、教
育および生活指導に昔より手がかかるようになっていま

す。クラス担任や科目担当教員がただ一人の学生のため
に特別に時間を割かなければならないことが珍しくあり
ません。学生相談室は予約でいっぱい、保健室は野戦病
院のような忙しさです。

選択と集中
　以上 2 つの背景から、教職員の業務負荷は増大の一途
をたどっています。少なからぬ教職員が疲弊していると
言っても過言ではないかもしれません。そのため、高専
にとって最大の社会的責務である優秀な実践的技術者を
育成する機能が危うくなりつつあります。
　このため、産学官連携・地域連携関係事業が漫然と拡
大路線を続けることはもはや限界と考えられます。そこ
で、地域共同テクノセンターを運営するにあたって心が
けたことは、2 つあります。
　ひとつは、就任後最初の巻頭言にも書かせていただい
た「喜ぶ顔が見える産学官」です。地域の住民、地域の
企業、教職員のうち誰かが喜ぶように事業の選択と集中
を行おうという考え方です。言い換えれば、誰が喜ぶで
もなく、数あわせや実績作りにしかならない事業はでき
るだけやらないようにしようということです。
　そこでまず、全国高専テクノフォーラム ( 現在の全国
高専フォーラム ) への参加を自主的な教員にお任せする
こととし、学校として参加することを見合わせました。
従来は正副テクノセンター長数名で参加していたようで
すが、開催地が関東でないことが多いため、旅費がかか
ります。地域共同テクノセンターの削減された予算では、
その旅費だけで大半を費やすことになります。参加する
方がよいことはわかっていますが、そのメリットは出費
の金額に見合わないと考えられます。
　また、テクノトランスファー in かわさきに新たに出展
するよう校長からご指示があったときには、従来出展し
ていたものの成果の乏しかったおおた研究開発フェアへ
の出展を代わりに中止することとし、事業が肥大化する
ことを防ぎました。

運営スタッフの負担軽減
　もう一つ心がけたのは、地域共同テクノセンターの運
営に関わる教職員の負担を減らすということです。
　専門的な知識およびスキルだけでなく、積極的・主体
的なマインドをもつ学生を育てるには、教員がそのよう
なロール・モデルを示すことが必要です。この点に関し
ては、学生は教員が言うことでなく、教員の背中を見て
学習します。実践的技術者を育成する機能が保持されて
いても、それが教員の犠牲と疲弊の上に保持されていれ
ば、学生は「大人になったら楽しいことはない」と学習
してしまいます。「仕事をするって楽しいぞ」「早く大人
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になれ」というメッセージを背中で伝えるには、ある程
度のワーク・ライフ・バランスが必要です。特に、子育
て中の教員が家族と過ごす時間をできるだけ仕事で奪わ
ないようにすることが大切です。
　そこで、具体的には、メールで済ませられることはメー
ルで済ませ、地域共同テクノセンター運営委員会の会議
時間を短縮しました。運営委員会の後行われていた副セ
ンター長の打合せはやめました。運営委員会の資料は会
議当日に各提案者が持参するようにし、研究協力・地域
連携係がまとめてコピーしていた作業をなくしました。
副センター長に分担してもらっていた仕事も減らしまし
た。
　また、本校主催イベントの一部の申込みを web ぺー
ジで受け付けていますが、そのためのプログラム製作お
よび運用を、従来は、専門スキルをもつ特定の教員に
依存していました。このため、当該教員に負荷・権限が
集中する問題がありました。そこで、本校のイベントに
マッチし、しかも料金の安い予約システムを探し、年間
使用料約 2 万 5 千円の「スターリザーブ」を導入しまし
た。これにより、Web プログラミングの知識がなくても
誰でも受付システムを運用し、最新の申込み状況を複数
スタッフ間で情報共有することができるようになりまし
た。

地域企業を取り巻く状況の変化
　地域共同テクノセンターのあり方を見直すべき第三の
背景は、地域の企業を取り巻く状況の変化です。
　地域共同テクノセンターが発足した平成 12 年は IT バ
ブルの時期でした。その後、2002 ～ 2007 年の景気拡
大期半ばに技術振興交流会が発足しました。しかし、そ
の後はサブプライムローンの破綻、信用収縮、金融危機
を経てリーマンショックに至ります。その後は回復基調
にあるものの、地方経済や中小企業には景気回復が今ひ
とつ実感しにくい状況が続いています。
　その間、地域共同テクノセンターはさまざまな事業を
展開し、それなりの実績を積んできました。しかし、本
校の産学連携活動が地域経済の浮揚に正味の貢献をした
かと言えば、地域企業の少なからぬ率直な見方としては、
否定的なのではないかと懸念されます。
　そもそも高専の産学連携は、「大学は、研究成果の社
会還元、人材育成、いずれにおいても役に立っていない」
という産業界の批判に答えるべく始まった大学の産学連
携に引きずられる形で始まったようです。もともと高専
に対する産業界の評価は高く、高専が大学と同じように
産学連携を進めなければならない必然性は、産業界側に
はなかったと考えられます。大学の産学連携ブームに引
きずられて始まった高専の産学連携、熱が冷めてみれば、
地域の企業としては「我々が高専に期待していたのは、
共同研究でも高専シーズの事業化でもなかったよなあ」
というのが率直な感想かもしれません。
　地域共同テクノセンター発足から 16 年を経過し、企
業において世代交代が進んでいることも、高専の産学
連携に対して一歩引いた見方が生じる一因かもしれませ
ん。
　このことが、技術振興交流会の会員数減少および会費

未納に表れています。
　技術振興交流会はもう一つ深刻な問題をかかえていま
した。財政赤字です。単年度の収支決算が赤字であり、
前年度からの繰越金を取り崩してつじつまを合わせる状
態が何年も続いていました。原因は会員数の減少および
会費未納です。予算の段階では毎年十分な会費収入を見
込んでいたので、決算が赤字になっていてもその年だけ
の一時的な現象のように見え、誰も気づきませんでした。
私が気づいた時点では、その年度でもう一度同程度の赤
字を出すと、もはや繰越金で穴埋めできないまでに進ん
でいました。

学校中心から顧客満足優先へ
　これらに対して、地域共同テクノセンターを運営する
にあたって心がけたことは、マネジメントの考え方を取
り入れ、学校側の事情や思い入れでなく、顧客満足度 (CS)
を最優先することです。顧客とは主に地域の企業です。
　まず、顧客が最も求めるニーズが何かを検討したとこ
ろ、本校学生を対象に求人の会社説明を行いたいという
ことであることがわかりました。石出・前センター長の
ときに、技術振興交流会会員企業による会社説明会が初
めて企画され、会員企業に好評である手応えを確認する
ことができました。
　そこで、技術振興交流会に入会すれば本校の学生対象
会社説明会に出展できることを前面に出して入会勧誘を
展開するとともに、会社説明会を本格的に開催すること
にしました。その結果、一昨年は会費未納を含め 79 社
まで落ち込んでいた企業会員数が、今年度はほぼ正味で
117 社にまで回復しました。退会したいと挨拶に来られ
た会員が「技術振興交流会に入会すれば会社説明会に出
展できる」というポスターを見て翻意されたこともあり
ます。
　会費の未納も激減しました。その結果、昨年度の技術
振興交流会決算では単年度収支を黒字化することに成功
しました。会費未納の低減については、研究協力・地域
連携係が会費請求の時期および方法を改善してくださっ
たことも大きく貢献しています。
　次に、これまで技術振興交流会会員から「イベントの
案内が遅い」というお叱りがたびたびありました。広報
期間が短いことが参加者低迷の一因ともなっていまし
た。イベントの案内だけでなく、地域共同テクノセンター
の業務全般において、スケジュール管理が行われていま
せんでした。レベルアップ講座の受け付け開始が開催日
の 1 週間前になったり、キッズ・サイエンス・フェスティ
バルの当日、スタッフ集合時に配布するはずの資料が集
合時にまだできていなかったりしたこともあります。
　そこで、主なイベントについて、準備に関わるすべて
のタスクとそれらの依存関係を整理し、PERT の手法を
使ってガントチャートに見える化しました。これによっ
て、たとえば、講師をいつまでに決めなければならない
とか、チラシの決済がいつまでに終わっていなければな
らないなどが見えるようになりました。
　その結果、どのイベントについても広報期間を概ね1ヶ
月以上確保できるようになりました。学内においても、

「直前で申し訳ありませんが、～を至急提出してくださ

巻頭言　
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い」というメールが飛び交うこともなくなりました。こ
れには、研究協力・地域連携係の有能ぶりも大きく貢献
しています。
　一方、顧客に需要のない分科会を名実ともにやめまし
た。技術振興交流会の規則では、分科会を年 1 回以上開
催することが決められていました。しかし、参加者がな
く、開店休業の状態が続いていました。そこで規則を改
正し、「年 1 回以上」という開催頻度の縛りを削除しま
した。需要のない事業を整理・縮小するのは企業なら当
然のことなのに、これまでできていませんでした。

今後の課題
　従来の運営は、今までこうやっていたからこうすると
か、規則で決まっているからこうするとか、予算が付い
たから予算の趣旨と辻褄が合うようにこうするとか、誰
それ先生から頼まれたから顔を立ててこうするというよ
うに、いきさつから出発して行われていた傾向がありま
す。こういう受動的な運営を続けていては、望まぬ状態
にどんどん追い込まれ、身動きできなくなる恐れがあり
ます。
　本来どうあるべきかという最終の姿から逆算して、そ
のためには何をどうするべきかを考える姿勢が重要と思
います。
　その上で、今後に残された課題としては、次のような
ことがあげられます。
　第一に、選択と集中をさらに進める必要がありそうで
す。学科再編や定員削減もささやかれ始めており、教職
員はますます多忙になると考えられます。したがって、
いろいろな事業について、期待される効果と負担とのバ
ランスをよく検討する必要があります。たとえば、千葉
エリア産学官連携オープンフォーラムは、予算削減に対
応して出展者を既に 5 名から 3 名に減らしましたが、来
年度以降は出展を見送ることも視野に入れてよいかもし
れません。
　第二に、地域共同テクノセンターが地方創生にどう貢
献するかを考えなければならないと思います。具体的に
は、本校卒業生ができるだけ多く千葉県内の企業に就職
できるように地域共同テクノセンターが支援することが
重要ではないかと考えられます。

　それと関連して、第三に、技術振興交流会会員企業と
教職員・学生との接点を増やす必要があるように思いま
す。教職員も学生も、技術振興交流会の会員にどんな企
業があり、それぞれがどんな事業を行っているのか、ほ
とんど知りません。一方、「自分の会社のことを木更津
高専の教職員・学生に知ってほしい」という会員企業の
熱望には非常に強いものがあるということが、会社説明
会をやってみてわかってきました。これに答えなければ
なりません。
　これに対し、研究協力・地域連携係からは、会社説明
会のパンフレットのようなイメージで、全学年学生およ
び教職員に対して、希望される全会員企業を紹介するパ
ンフレットを作ってはどうかという提案が出ています。
これは、教員研究シーズ集の冊子体を印刷するよりよほ
ど産学連携の需要にマッチしていると思います。
　第四に、技術振興交流会役員の改選に向けた準備を始
めなければならないと思います。役員の任期は会則で 2
年と決まっていますが、事務局をお預かりしている本校
側の認識不足もあり、ほとんどの役員には、むりをお願
いする形で創設以来留任を続けていただいている現状で
す。昨年、副会長のお一人が健康上の理由から退任され
ましたが、ご年齢を考えれば、本来なら任期の区切りで
事務局の方から留任いただけるかを確認すべきであった
と反省しております。退任の意向を漏らしておられる役
員がほかにもいらっしゃることを考えれば、任期の次の
区切りである 2018 年 3 月 9 日と言わず、できるだけ
早くきちんとした改選の準備を始める方がよいと思いま
す。
　地域共同テクノセンターおよび技術振興交流会が、木
更津高専および地域双方の発展に寄与できることを祈っ
ております。
　最後になりますが、私にこのような役の機会を与えて
くださった工藤敏夫・前校長に感謝いたします。至らぬ
地域共同テクノセンター長を暖かく見守ってくださっ
た前野一夫校長にお礼申し上げます。テクノセンター
ニュースの前編集長田井政行先生および現編集長青木優
介先生、巻頭言に好き勝手を書かせてくださり、ありが
とうございました。 

巻頭言　

濃溝の滝（千葉県君津市笹）
撮影：丸岡 邦明
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千葉県の橋梁	長寿命化	修繕計画について
環境都市工学科　青木	優介

　「国民も、管理責任のある地方自治体の長も、まだ橋
はずっとこのままであると思っているのだろうか」。こ
のあとにも、強い文体の文章が続きます。平成 26 年 4
月に国土交通省から発表された「道路の老朽化対策の本
格実施に関する提言」（社会資本整備審議会 道路分科会）
にある一文です。
　日本には、建設年度がわかっているものだけで約 73
万の橋があります。米国でも 61 万橋ということですか
ら、いかに日本に橋が多いかがわかります。その 19％に
あたる約 14 万橋が都道府県により管理されている橋で
す。また、72％にあたる約 53 万橋が市町村により管理
されている橋です。つまり、全国にある橋の 90％以上が、
地方自治体により管理されている橋ということになりま
す。
　これらの橋は、1960 年ごろから盛んに建設され始め、
1970 年ごろにピークを迎えたあとも、1990 年ごろまで
かなりのペースで建設されてきました。ところで、橋の
供用年数は一般的に 50 年とされています。そうなると、
数字上、2026 年には、全国の橋の約 44％が建設から 50
年を経る、つまり、想定されていた供用年数を超える橋
になります。
　我々の周辺には、供用年数をはるかに超えてなお健全
であり続ける橋がいくつもあります。しかし、年相応に
劣化した橋が現われてきていることも事実です。そう
いった橋は新しく架け替えるのがベストでしょう。しか
し、残念ながら現在の日本は、「あの頃のように」大量
の橋を一気に架け替えられる状況にありません。「使え
る橋はとりあえず使う、補修や補強もやれるならやって
みる、いよいよダメなら順番に架け替える」。現状はこ
のような方針が採られているようです。一部には、さま
ざまな事情に勘案して、「通行止めにする」という方針
も採られてきているようです。
　前置きが長くなりました。千葉県の話に移りましょう。
千葉県では、平成 22 年度に、橋長 15m 以上の橋を対象
とした橋梁長寿命化修繕計画が策定されました。その後、
平成 25 年の道路法改正等を受け、橋長 15m 未満の橋も
含めた計画として見直され、平成 28 年 11 月に改めて発
表されました。なお、橋梁長寿命化修繕計画は、全国の
地方、都道府県、市町村のレベルでほぼ同時期に策定さ

れています。
　平成 28 年版の計画
によると、千葉県が管
理する橋の数は、平成
28 年 4 月現在で 2139
橋。やはり、1960 年～
70 年ごろに大量に建設
されており、2026 年に

地域の話題

は建設後 50 年を経過する橋の割合が 48％に達するとの
ことです。全国平均よりもわずかに「進んでいる」とい
えます。今後、これらの橋の修繕や架け替えのための費
用が必要とされることは明らかで、その確保と平準化が、
千葉県にとっても大きな課題となっているようです。
　そんな中で注目されているキーワードが、橋の「予防
保全」です。劣化が進んでから大規模な修繕や架け替え
を行う「事後保全」に対し、劣化が進む前に小規模な修
繕を細やかに行うことが「予防保全」です。人間に例え
れば、定期的に健康診断を受け、症状が進む前に小さな
処置を繰り返すというイメージでしょうか。
　人間の場合には、「予防保全と事後保全の、どちらが
コスト安か？」を論じるなど、もってのほかです。しかし、
橋の場合にはそれが必要となります。平成 28 年版の計
画にある試算によれば、今後 50 年間に橋の修繕や架け
替えにかかる費用は、予防保全なら 1273 億円、事後保
全なら 3373 億円とされています。あくまで現段階での
試算であり、今後の技術の進展などにより変化するかも
しれませんが、それでも見過ごせない結果だと思います。
　「予防保全」を実現するためには、何よりも、県民全
体の理解が必要だと思われます。千葉県の橋に現われる
劣化としては、交通量の増加による疲労や、海から来る
塩分による腐食が多いようです。これらの劣化に対し、

「事後保全」を行うための技術はすでに開発されており、
それらの中には「予防保全」にも適用できるものも少な
くありません。つまり、技術的な問題はクリアできると
思われます。問題は、「見た目には健全そうな橋に、わ
ざわざお金をかけること」に対する県民からの理解が得
られるか、ということにあると思われます。この問題が
クリアされれば、「予防保全」の技術もさらに進展し、
今後の費用の縮減効果も一層高まるのではないかと期待
されます。私は、千葉県の職員ではありませんが、この
地に家族ともども住ませていただき、日々、有形無形で
の橋の恩恵を受けております。そして、いくばくかでは
ありますが、橋の長寿命化に関する技術について学んで
おります。そんな一人の人間として、そのわずかなお手
伝いでもできればと思っております。
　最後に。千葉県が管理している橋は 2139 橋とのこと
ですが、千葉県にはこの他にも、国や高速道路会社、鉄
道会社などが管理している橋があります。何より、市町
村が管理している膨大な数の橋があります。本稿をここ
まで読んでいただいた方は、ぜひ、お住まいの市町村の
HP 上から、橋梁長寿命化修繕計画をご覧いただければ
と思います。そこには、本当に身近な橋の、今とこれか
らが記されています。

写真：海からの塩によって劣化している橋の様子
撮影：青木 優介
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平成 29年 3月卒業の5年生らの就職意識について
副テクノセンター長　青木	優介

 1.　本記事の趣旨
　木更津高専地域共同テクノセンターの主要事業とし
て、技術振興交流会の皆様との活動があります。近年、
技術振興交流会主催の企画として会員企業様による合同
企業説明会が開催されており、本年も来る３月１１日

（土）に開催される予定です。これに先立ち、会員企業
様のご参考になればと考え、本記事を書かせていただき
ました。ご一読いただけますと幸いです。

2.　概要
　本記事は、平成２９年３月に本校を卒業する予定の５
年生たちの就職意識について紹介するものです。筆者が
全学科（機械、電気電子、電子制御、情報、環境都市）
の５年生の担任の先生方にインタビュー形式で質問し、
その結果をまとめました。

3.　質問と回答結果	
（1）就職を希望する学生の割合
　機械、電気電子、電子制御ではおおむね５割。情報と
環境都市では３～４割の学生が就職を希望しているとの
ことです。この割合は例年と大きく変わらないとのこと
です。

（2）学生が「就職」か「進学」を決める時期
　「４年生になる前後」や「５年生になる直前」など、「幅」
がありました。「入学前から決めている学生もいる」と
のことで、一概にこの時期だと定まらないようです。た
だ、やはり多くは４年生になってからと言えそうです。

（3）具体的な「就職先」を考え始める時期
　４年生の１１月～３月ぐらいとのことです。「年末ま
でに考えるように指導している」、「２月の期末試験で進
級が決まるまでは、なかなか」などの回答がありました。
学科によって、また、担任の先生の指導方針によって、
いくらか違いがあるようです。

（4）学生が就職先について重視していること
　「会社説明会やインターンシップでの印象」、「会社の
規模」、「先輩の存在」などを重視しているという回答が
多かったです。次いで、「先生の勧め」や「初任給・福
利厚生」、「新人教育の充実」などを重視しているとのこ
と。「地元就職」や「保護者の勧め」については、「何人
かの学生は重視しているかもしれない」との回答であり
ました。
　以上。はなはだ簡単な内容でございましたが、わずか
にでもご参考になれば幸いです。

話題提供

イベントのお知らせ
技術振興交流会会員企業会社説明会
　平成 28 年 3 月 12 日、本校の技術振興交流会の会員企業が
参加する「会社説明会」を開催しました。製造関連、情報関連、
土木関連など多様な業種の 50 社が集った今回の説明会では、
参加企業が 13 の教室に分かれてブースを出展し、就職活動
を控えた本科 4 年生・専攻科 1 年生を中心とした学生 119 名
が、各々で関心のある企業のブースをめぐり、各企業担当者
の説明に熱心に耳を傾けていました。
　本年も学生を対象とする技術振興交流会会員企業限定の会
社説明会を 3 月 11 日（土）に開催します。

日時：平成 29 年 3 月 11 日（土） 9：30 ～ 12：00　　
会場：木更津工業高等専門学校
対象：本科学生、専攻科学生の希望者、保護者　　
方式：ブース形式

木更津高専COC＋セミナー
  2012 年に導入された再生可能エネルギーの固定価格買取
制度により、建設計画の申請と認定量 の大幅な拡大が進んで
います。しかしながら実際の電力供給の視点からは、問題無
しとはできないのが現状です。発電システムとして当然期待
される安全性を確保しつつ、発電電力量を精確に把握するこ
とは今後の太陽光発電の利用拡大には不可欠の条件です。
　そこで、太陽光発電システムの現場で活 躍中の 3 名の講師
をお迎えして実習要素を含んだ講演会を計画しました。多数
の市民の皆様のご参加をお待ちしております。

　日時：平成 29 年 3 月 23 日 ( 木 ) 13:40~17:00
　会場：木更津工業高等専門学校
　内容：

• 基礎講座「知っておきたい太陽光発電の基礎知識」
• 木更津高専 PV 測定設備等の見学会
• 講演 1「太陽光発電サイトでの健全性確認、IV 計

測・ストリングチェックの方法について」 
• 講演２「太陽光発電の安全性に関する諸問題」 
• 講演３「改正 FIT 法に応じた太陽光発電設備の保

守管理」

　会社説明会および COC ＋セミナーについての
お問い合わせは

木更津高専 総務課
研究協力・地域連携係（担当：中根）
TEL 0438-30-4032
E-mail arenkei@a.kisarazu.ac.jp

までお願いします。
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公開講座

講座名 実施時期 受講対象者

陸上競技教室－速く走るコツ①－  5 月 7 日 ( 土 ) 小学 4 年生～中学生

陸上競技教室－速く走るコツ②－  5 月 8 日 ( 日 ) 小学 4 年生～中学生

柔道ってどんなもの？  6 月 25 日 ( 土 ) 小学生

夏休みこども工作教室  7 月 28 日 ( 木 ) 小学 4 ～ 6 年生

LED ランタンを作ろう  7 月 29 日 ( 金 ) 小学 4 年生～中学生

君にもできるメディアデザイン−テクノマスコット−  8 月 20 日 ( 土 ) 中学生

簡単なラジオの製作  8 月 23 日 ( 火 ) 小学 4 年生～中学生

移動ロボット製作  8 月 24 日 ( 水 ) ～ 25 日 ( 木 ) 小学 5 年生～中学 2 年生

光の残像でメッセージを伝えよう  8 月 26 日 ( 金 ) 小学 3 年生～中学生

金属探知機を作って大きな宝探し !!  9 月 22 日 ( 木 ) 小学 3 年生～中学生

作って確かめる多面体の不思議  9 月 24 日 ( 土 ) 小中学生

自分のオリジナルイルミネーションを作ろう !! 10 月 15 日 ( 土 ) 小学 3 年生～中学生

電子オルガンを作ろう ! 11 月 ５日 ( 土 ) 小学 3 年生～中学生

レゴロボットを作ろう ! 12 月 ３日 ( 土 ) 小学生

くるくるクリスマスツリーを作ろう ! 12 月 11 日 ( 日 ) 小学 1 年生～中学生

木更津高専キッズサイエンスフェスティバル
 　8 月 10 日（水）本校と木更津高専技術振興交流会の共催、近隣四市の教育委員会及び商工会議所等の後援のもと、
小学生を対象とした木更津高専キッズサイエンスフェスティバルを開催しました。「ものづくりの楽しさ」を体験し
てもらうため、複数のテーマを１箇所に集約した大規模なイベントで、近隣の小学生約 280 名とそのご家族が参加し
ました。

地域連携・産学連携の記録

公開講座「移動ロボット製作教室」

公開講座「くるくるクリスマスツリーを作ろう！」

岩根公民館での出前授業
「ステンドグラス万華鏡を作ろう」

木更津市学校体育指導研修会
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地域連携・産学連携の記録
出前授業
　小中学校等からの依頼を受けて、以下の出前授業を行いました。
講座名 実施担当者 出前授業依頼元
陸上競技教室基礎編～速く走るコツ～ 人文学系　坂田 洋満 木更津第一小学校

祇園小学校

陸上競技教室 ～種目別指導（走種目、リレー、ハー
ドル、走幅跳など）～

人文学系　坂田 洋満 木更津第一小学校
祇園小学校

スクールアドベンチャーキャンプ 2016　ものづく
り体験教室

基礎学系
嘉数 祐子 , 高谷 博史 , 近藤 直美

西清小学校
祇園小学校

木更津市学校体育指導研修会 人文学系　坂田 洋満 木更津市教育委員会

子どもサイエンス「ステンドグラス万華鏡を作ろ
う！」

基礎学系　高谷 博史 木更津市岩根公民館

桜井サイエンスらぼらとりー「自分で作れる万華鏡
＆液体窒素の不思議な世界」

基礎学系　嘉数 祐子 木更津市桜井公民館

「鉛筆オルガンを作ろう！！」 電子制御工学科　泉 源 木更津市鎌足公民館

みんなあつまれ！夏休み科学教室 基礎学系　嘉数 祐子 木更津市清見台公民館

キッズパレット　わくわくサイエンス 基礎学系　嘉数 祐子 NPO 法人キッズパレット

教科農業に関する研修会「農業土木施工」 環境都市工学科　鬼塚 信弘 千葉県高等学校教育研究会農業
部会

清和親子教室「ランニングクリニック～速く走るコ
ツ～」

人文学系　坂田 洋満 君津市清和公民館

『地域のつどい君津地区大会』ゆるキャラ GO!   in  
イオンモール木更津

基礎学系　佐合 智弘 木更津市青少年相談員連絡協議
会

木更津異業種交流プラザオープンセミナー「モノの
形にはそれなりの意味がある !!」

電子制御工学科　伊藤 操 木更津異業種交流プラザ

木更津市授業改善フェスティバル 人文学系　佐合 智弘 木更津市教育委員会

連携講座「続・太陽とまちをつくる」（SSH 関連事業） 電気電子工学科
大澤 寛 , 岡本 保

木更津高等学校

清和親子教室「万華鏡制作と光について」 基礎学系
嘉数祐子 , 高谷 博史

君津市清和公民館

理科ものづくり研究者招へい講座「万華鏡の製作」 基礎学系
嘉数 祐子 , 高谷 博史 , 佐合 智弘

木更津第一中学校

出前授業 in あさひ学級 基礎学系
高谷 博史 , 嘉数 祐子

木更津市まなび支援センター

レベルアップ講座
　技術振興交流会会員の技術力アップを目的として、会員とその御家族向けに、木更津高専教職員が企画・実施する講座です．

講座名 講師 対象者 参加者数
プレゼンテーション技法 機械工学科　丸岡 邦明 パワーポイントなどのプレゼンテーショ

ンソフトの使用経験者
3 名

今さら聞けないビジネススキル 機械工学科　丸岡邦明 会員企業の従業員・家族であればどなた
でも

2 名

ビジネスの作文技術 機械工学科　丸岡 邦明 会員企業の従業員・家族であればどなた
でも

1 名

やさしい電気回路（上）（下） 電気電子工学科  上原 正啓 会員企業の従業員・家族であればどなた
でも

8 名

わくわくプログラミング教室 情報工学科　齋藤 康之 小学生以上 2 名
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展示会ほか	

展示会等名称 開催日 出展者
テクノトランスファー in かわさき 2016

（かながわサイエンスパーク）
平成 28 年 7 月 6 日～ 8 日 機械工学科　高橋 秀雄

機械工学科　板垣 貴喜
教育研究支援センター　高橋 美喜男

千葉県中小企業団体中央会異業種交流グループ
産学連携交流会

（木更津工業高等専門学校）

平成 28 年 9 月 21 日 情報工学科　サプコタ アチュタ
情報工学科　吉澤 陽介
情報工学科　岩田 大志

産学合同技術シーズ交流会
（三井ガーデンホテル千葉）

平成 28 年 9 月 27 日 機械工学科　歸山 智治
電気電子工学科　大澤 寛
電気電子工学科　浅野 洋介
電子制御工学科　沢口 義人
環境都市工学科　青木 優介

千葉エリア産学官オープンフォーラム 2016
（千葉大学）

平成 28 年 11 月 25 日 機械工学科　石出 忠輝
電気電子工学科　柏木 康秀

技術振興交流会総会特別講演・テクノフォーラム講演	

講演題目 講師
総会 世界最先端の心臓シミュレータとその適用例

～ テーラーメード医療への挑戦 ～
富士通（株）ヘルスケアシステム事業本部研究開発統括部 
生体シミュレーション開発室長
渡邉  正宏 氏

第 25 回 GVC による安定した自動走行の支援
～横運動に連係した加減速制御による最適な車
両運動の実現～

神奈川工科大学創造工学部自動車システム開発工学科
山門 誠 教授

ベテランのためのビジネスマナー
～コミュニケーションについて改めて考える～

（株）インソース
市川 紀子 氏

第 26 回 低成長・少子高齢化社会に対応する音楽のイノ
ベーション～ハイブリッド・オーケストラとタ
テ線譜がひらく新時代～

アジア・パシフィック電子キーボード協会代表
阿方 俊 氏

奈良高専の挑戦！地方貢献から地方創生へのギ
アチェンジ～奈良高専における地 ( 知 ) の拠点大
学による地方創生推進事業 (COC+) の紹介～

奈良工業高等専門学校電気工学科 教授・専攻科長
藤田 直幸 教授

地域連携・産学連携の記録

産学合同シーズ交流会

技術振興交流会総会特別講演

第 25 回テクノフォーラム
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地域連携・産学連携の記録
科学研究費助成事業	平成 28年度新規採択

研究課題名 研究代表者

タテ線譜を用いたピアノ初心者向け練習システムの研究開発 情報工学科　齋藤 康之

教育データマイニングによる潜在的スキル構造の可視化とスキル推定 情報工学科　大枝 真一

カレッジ級数学における能動的学習のための動的・静的挿図教材作成支援システムの構築 基礎学系　山下 哲

球面超音波モータを使った宇宙用アクチュエータの研究と設計開発 電子制御工学科　大橋 太郎

生体情報による路面評価法を適用した土系舗装ベースの屋外歩行施設施工と評価 環境都市工学科　鬼塚 信弘

室内実験による水流の阻流効果を利用した魚道の水理特性の解明 環境都市工学科　石川 雅朗

羽ばたき飛行における柔軟翼の有効性と三次元渦構造 機械工学科　石出 忠輝

新潟市新津美術館所蔵・坂口安吾旧蔵書の調査に基づいた創作原理に関する総合的研究 人文学系　加藤 達彦

体外循環装置用血液凝固リスクリアルタイム計測方法の確立 情報工学科　サプコタ アチュタ

超準モデルと理論における証明構造の分析 基礎学系　倉橋 太志

新しい官能試験法による浄水カルキ臭の全体像の解明と超微粉化活性炭による制御 基礎学系　佐久間 美紀

五感を活用して「旋盤作業の安全」を学べる教育支援シミュレータの開発（奨励研究） 教育研究支援センター　金綱 正司

砂型鋳造の転圧感覚の数値化と可視化（奨励研究） 教育研究支援センター　清水 牧夫

感性伝達人工物の安価な相互視線操作システムの構築（奨励研究） 教育研究支援センター　青柳 宏昭

創立50周年記念事業ご支援のお願い

　本校は国立工業高等専門学校として昭和 42 年 (1967 年 )
に木更津市に創立され、 平成 29 年に 50 周年を迎えることと
なりました。設立当初は機械工学科、電気工学科お よび土木
工学科の 3 学科で発足いたしましたが、我が国の高度成長や
電子・情報化に 代表される時代の変遷に伴い、新たな分野の
人材育成と産業界からの多様な人材要請に 応えるため、幾度
かの改組と学科新設を行なってきました。また平成 16 年に
は国立 高専の独立行政法人化により、全国立高専が一つの国
立高専機構に所属する組織体制 となりました。現在、本校は
機械工学科、電気電子工学科、電子制御工学科、情報工学科、 
環境都市工学科の 5 学科体制となり、さらに平成 13 年に新
設された 3 専攻を加えて、千葉県下有数の国立高等教育機関
として充実した教育体制となっております。
　本校に寄せられましたこれまでのご支援に感謝し、今後、
より一層の飛躍を図るため、 このたび創立 50 周年記念事業を
計画し実施することといたしました。つきましては創立 50
周年記念事業の成功と本校の発展のために皆様方の幅広いご
協力、ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

創立50周年記念事業の概要
1. 記念式典、記念講演会等の開催

　平成 29 年 11 月 18 日 ( 土 ) に創立 50 周年記念式典及び
記念講演会、祝賀会を予定して おります。ご来賓、同窓生
及び関係者の方々にご列席いただき、在校生・教職員とと
もに創立 50 周年を祝いたいと考えています。

2. 記念誌の刊行
　記念事業の一環として、本校の歩んだ半世紀の歴史につ
いて具体的な記録を収め た記念誌を編纂・刊行いたします。
併せて記録を電子データにより記念 CD-ROM に まとめて
配布いたします。

3. 学生支援等基金の創設
　社会のニーズを踏まえた実践的・創造的技術者の育成環
境の充実や国際交流の推 進に向けた学生支援等基金を整備
いたします。

4. シンボルマーク ( ロゴマーク ) の制定
　50 周年を機に、伝統ある校章に加えて新時代に向けて木
更津高専への愛着をさらに 深めることができるようなシン
ボルマーク ( ロゴマーク ) を公募により制定いたしました。

時を越えて受け継がれる知恵と技	
創立50周年記念事業実施委員会

制定されたロゴマーク

　募金についての詳細につきましては、以下の木更津高
専のウェブサイトをご覧ください。

URL：http://www.kisarazu.ac.jp/50th/donation/
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　平成27年4月より地域共同テクノセンター副センター
長を務めさせていただきました。地域共同テクノセン
ターは初めての経験で右も左もわからないところから始
まりましたが、なんとか任期を終えることができ、退任
の挨拶ができることに感謝致します。
　副センター長として最も関わった仕事は、本校で開催
される会社説明会でした。技術振興交流会の会員企業の
みが参加できる、本校学生を対象とした説明会です。前
副テクノセンター長が構築した流れを引継ぎながらも、
参加企業の増加に伴い新たな方式へ転換することになり
ました。運営面については発展途上であり、改善の余地

　私は、平成 25 年 4 月から 2 期 4 年間、地域共同テク
ノセンターの副センター長を担当しました。特に、私は
副センター長の役割分担として、主にフォーラム関係を
担当したので、テクノフォーラムや総会の後の特別講演
会での講演者の人選をする上では、科学技術に関する内
容はもちろん、会社経営に少しでもお役に立つような
内容を意識しました。テクノセンターニュース第 21 号

（2013 年 10 月発行）の着任の挨拶の中に「懇親会も含
めて『参加しなければ損だと思わせたい』ということが
目標」、「参加者の目線を意識して、どうすればよいのか
を常に考えていく」と書かせて頂きました。技術振興交
流会の会員の皆様は御多忙であり、その最中をぬってイ
ベントに参加くださるのですから、相応の価値が求めら
れると存じております。逆に、私が学外の会員であった
ときに、果たして参加したいと思うかどうかを基準にし
ました。最初に手掛けた第 19 回テクノフォーラムでは、
本校情報工学科の栗本教授による植物工場のコントロー
ルシステムと、一圓 克彦 先生による「リピータ創出」
に関する講演を開きました。A4 ポスターを作成し、講
演概要、顔写真や略歴を掲載することで、内容はもちろ
ん、講演者についても興味を持ってもらえるように心が
けました（実は、許可を得た上で、一圓先生から頂戴し
たポスターをアレンジして使わせて頂いておりました）。
文字だけの定型の案内文書を各会員に送付するだけで

があるかと思います。参加者にとってより有意義なもの
になりますよう、今後ともご支援・ご協力のほどよろし
くお願い申し上げます。
　2 年間という短い間でしたが、テクノセンターの運営
に携わることができ、教育・研究以外の世界を実感する
ことができました。最後に、丸岡センター長、副セン
ター長、運営委員の皆様、総務課研究協力・地域連携係、
OB 教員、長野会長をはじめとする技術振興交流会の会
員の皆様に感謝申し上げます。今後、地域共同テクノセ
ンターがより一層地域の発展に貢献できるよう願ってお
ります。　 

は、内容がなかなか伝わりきらず、「是非おいで下さい」
という気持ちが届きにくいからです。また、その後の懇
親会もいろいろな方と交流させて頂きました。中には、
その場で企業様同士を紹介して商談成立に結び付くこと
もあり、少しはお役に立つことができ、嬉しい限りです。
　いくつか新しい試みを行って定着したものとそうでな
いもの、思惑通りにいかなかったことがありました。特
に、懇親会の参加者増加が今後の課題として残ったこと
が残念でなりません。試みとして、専攻科生の有志に参
加してもらったり、名札のシールを貼って頂いたりした
こともありましたが、いろいろな背景から継続するには
至りませんでした。御多忙とは存じておりますが、引き
続き皆様の御参加をお願いする次第でございます。
　これまでに、センター長の丸岡先生、前センター長の
石出先生、研究協力・地域連携係の中根係長、松本前係長、
係員の方々、現・前の副センター長や委員の方々、長野
会長をはじめとする技術振興交流会の会員の皆様、各種
イベントに参加された学外の皆様・対応して下さった学
内の教職員、OB 教員の皆様といった、非常に多くの方々
に大変お世話になりました。本当に、どうもありがとう
ございました。私は、この 3 月で副センター長は任期満
了となりますが、次年度は引き続き、地域共同テクノセ
ンター運営委員会の普通の委員を担当します。今後とも、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

４年間、ありがとうございました
情報工学科　齋藤	康之

退任挨拶
基礎学系　田所	勇樹

退任挨拶
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