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巻	 頭	 言	 

工 学 部	 技 術 部	 

	 	 	 	 	 	 	 技術部長	 高良富夫	 

	 

	 「工学」と「技術」は同じものを表すものとして通常扱われています。しかし、私は、両者は多

少異なるものであると思います。工学は、よりアカデミックなものであり、人工科学の略語と考え

るのがいいと思います。工学は、人工物を科学的に厳密に研究し、人類の知識の限界を打ち破って

いっており、大学の工学部によく合う言葉です。一方、技術は、よりテクニカルなもので、「技能」

に近いと思います。技術は工学を現実的な面から強く支えます。	 

このような意味で、琉球大学の工学部に技術部ができたということは重要な意味を持っていると

思います。工学部の教員は科学的研究を思う存分推進し、技術職員はそれを現実的な面から強力に

支えるという体制ができたことになり、工学・技術分野の教育と研究をさらに発展させることが可

能になったと言えます。	 

	 技術部は、平成 20 年 4 月、「琉球大学工学部における教育、研究、運営等に係る支援業務並びに

専門的技術業務等を円滑かつ効率的に処理するため、技術職員に係る組織として設置」されました。

技術部は、設置以来、技術職員の専門分野に応じて機械システム班、環境システム班、電子情報シ

ステム班、及び工作技術班の 4 つの班に分かれ、平成 23 年度からは、情報部門が分離独立し新た

な班となり、工学部の教育、研究、運営等を支援してきました。また技術部としての組織活動を活

発に行うため、教育支援部会、広報部会、研修・企画部会、運営評価部会の 4 つの専門部会を設け、

部会ごとに活動を行っています。	 

本冊子は、このような技術部の平成 24 年度一年間の活動の記録です。本冊子には日ごろ目につ

かない部分も多く記載されています。工学部教員・職員とともに、本冊子を参照することにより、

前年度の活動状況を把握するとともに、今後のさらなる改善の方策を考案していきたいと思います。	 
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「技術部活動報告書」発刊にあたって	 

	 

工学部	 技術部	 

	 	 	 	 	 	 	 技術長	 伊舎堂義昭	 

	 

	 技術部活動報告書第 5 号の発刊にあたり、ご挨拶を申し上げます。技術部が発足して、5 年が経

過しました。これまで技術部組織、業務運営の在り方や活動について試行錯誤を繰り返しながらま

いりました。その結果、技術職員の組織作りに対する意識の向上や技術部運営の迅速化も進んでき

ました。更に、工学部教員からの業務依頼もスムーズな流れを構築できているように思われます。

また、工学部の各種委員会委員の一員としての役割を果たしております。今年度も子供たち向けの

工作教室（琉球大学公開講座）を開催し、地域に貢献活動しております。「技術部活動報告書」は、

一年間の技術職員の活躍や貢献が手に取るように分かると思います。	 

技術職員の業務内容、学部や学科の業務依頼に対しての関わりについて自問自答することがあり

ます。教育および研究に関する技術的な支援業務が基本的なことは理解しています。果してこれだ

けで良いのでしょうか？自分の業務範囲を決めて、その枠から出ようとしない消極的なことでは、

自らの可能性に蓋をすることになりかねません。技術のスキルアップや科研費などの外部資金獲得

にも積極的にチャレンジする気持ちを持ち続ける大事さを忘れてはならない。学位取得に向けて２

名の技術職員が動き出していることは、頼もしい限りです。	 

日々変化する技術社会において、一人ひとりの技術職員が技術力をあげることが必要不可欠にな

ってきます。技術力を上げることで技術部としての組織力も上がり、工学部に対して多大な貢献に

繋がっていくと確信しております。	 
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機械システム班	 

	 機械システム班は、工学部機械システム工学科 2 年次の材料加工学実習及び安全教育と学生実

験補助、4 年次の卒業研究、大学院の教育研究に対する支援を主たる業務とし、実験室の安全管

理、機械システム工学科の学科運営支援も行なっている。	 

学部内外からの業務依頼についても工作技術班とともに対応している。	 

1	 業務内容	 

(１) 機械システム工学科からの主な依頼	 

① 材料加工学実習の教育支援(昼間主 2 年次Ⅰ組・Ⅱ組、夜間主 2 年次Ⅲ組)	 

② 各実習課題の準備	 

③ 学部 1 年次の機械基礎工学の教育支援	 

④ 学部 4 年次の機械システム工学演習の教育支援	 

⑤ 各講座の実験装置の製作	 

⑥ 実験装置の保守点検	 

⑦ 試験片の製作	 

⑧ 学生の実験、研究に対する教育研究支援	 

⑨ 研究室の安全管理と学生に対する安全指導	 

⑩ 学会、行事のサポート	 

⑪ 学科事務の支援（1 日 1 名 2 時間程度）	 

⑫ 工学部附属工作工場の年 1 回の定期整備（1 週間程度の実施）	 

⑬ 学生の安全教育講習会	 

⑭ その他	 

(２) その他の業務依頼	 

	 	 	 ①センター試験及び二次試験、推薦入学試験等の設営及び当日の入試業務	 

②情報工学科の学生実験補助、技術支援の為の勉強会等への参加	 	 

③学部内外の緊急を要する実験装置・器具の修理・改善	 

④学部安全衛生委員会安全巡視	 

⑤工学部技術部研修企画部会企画のスキルアップ講習会の実施	 

⑥工学部技術部運営への参加	 

2	 業務体制	 

(１) 	 業務依頼対応の仕方	 

技術部の実質化（2008 年）以前、機械システム工学科の機械系技術職員は 9 講座に各 1 名

が配置されていた。以後、9 名体制が 7 名体制と変わり従来の技術支援と技術部の新たな業

務を推し進める組織として業務体制を変更したが、各講座や教員により業務の量や内容にば

らつきが生じたため改めて業務体制を見直し、班長、主任において班員の協力のもと随時業

務を割り振り対応している。	 

	 班長は、班内業務の進行を把握する事が業務上必要であり、班長・主任を中心とした定期

的な班会議の開催、各技術職員の能力に応じた業務の均等配分、さらに積極的に各自のスキ

ルアップを図りながら業務を進めている。	 

又、急を要する業務や人数を要する業務依頼に対しては臨時の会議や工作技術班との合同

会議を開催し対応している。	 
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（２）	 技術の継承活動	 	 

材料加工学実習各テーマの指導方法、各種工具の使用法、各種工作機械の使用法、研削盤

（円筒・平面・芯なし）の詳細な操作技術、数値制御工作機械（NC 旋盤・マシニングセンタ・	 

CNC 旋盤）のプログラミングについての勉強会に参加し技術の継承を行っている。	 

 

 
業務対応方法	 

３	 今後の方針と展望	 

業務のより効率的な運用方法を検討する。地域貢献活動を企画・実施する。科研費の奨励研究

を各技術職員が応募する等積極的に取り組む。奨励研究への応募は、技術部の一員として、新た

な教育研究の支援をする上でも有意義なことだと考える。 
	 

４	 補足資料	 

2012 年度業務内容一部（抜粋）	 

・材料加工学実習 2 年次の実習支援	 	 	 	 	 	 	 	 ・曲げ試験片の製作	 

・1 年次機械基礎工学の体験型学習の学生指導	 	 	 ・73 黄銅疲労試験片製作	 

・4 年次機械システム工学演習の学生指導	 	 	 	 	 	 ・ハイスピードカメラ設置台の製作	 

・2 年次・4 年次安全教育の実施及び準備	 	 	 	 	 	 ・機械システム工学科内の安全巡視	 

・高速流れ場における混合に関する実験的研究	 	 	 ・実験用サボニウス風車の製作	 

・ジャイロ支持台の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・ハイドロフォーム成形用試験片の際作	 

・衝突平板伝熱面の張り替え	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・ピエゾ素子設置台の製作	 

・放電プラズマ焼結装置のメンテナンス	 	 	 	 	 	 ・海藻工場モデルコンテナ設置工事	 

・海水濃縮制御器の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・研究室 PC 管理	 
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・プレス成形用の金型製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・自動計測プログラムの開発	 

・機械の日イベント実演支援	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・SK85 疲労試験片の製作	 

・シリンダーヘッドの加工	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・実験用海水の取水作業	 

・波力タービンの円筒形羽根車の製作	 	 	 	 	 	 	 ・鋳物室工具棚の固定安全対策	 

・後方流れステップ実験装置の製作	 	 	 	 	 	 	 	 ・圧縮成型用治具の製作	 

・真空電気炉の修理	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・工作工場機械整備	 

・第 5 回アーク溶接入門講習会の開催	 	 	 	 	 	 	 ・第 5 回ガス溶接入門講習会の開催	 

・暴露試験片取付台の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・琉球大学オープンキャンパスの対応	 

・万能試験機治具の改善	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・特別講演立て看板製作および設置	 

・飛来塩分量測定用木枠の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・大学院入試の会場設営及び案内等	 

・第 2 回板金技術継承講習会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・就職説明会会場設営及び片付	 

・重量計シェルターの製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・ステンレス鋼溶接用試験片の製作	 

・3 方コネクタと供給樋の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・NS50C－G ピストン延長部の製作	 

・ガラス板の切断作業	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・延長スタッドボルトの製作	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

後方流れステップ実験装置の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 2 回板金技術継承講習会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

暴露試験片取付台の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 材料加工学実習風景	 
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	 	 	 	 	 	 	 SK85 疲労試験片の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 万能試験機治具の改善	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 ピエゾ素子設置台の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 飛来塩分量測定用木枠の製作	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

圧縮成型用治具の製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 機械の日イベント実演支援	 

	 

	 

	 

	 

12



環境システム班	 

環境システム班は、主として環境建設工学科（土木･建築両コース、教員 23 名）を支援する

技術職員（5 名）で構成されている。環境計画学、設計工学及び環境防災工学の 3 大講座を基

盤として教育・研究支援を行っている。又、学部･学科など共通的業務支援も行っている。	 

	 

1	 業務内容	 

	 

（1）教育支援	 

環境建設工学科の各種教育（学生実

験・実習、卒業研究生及び大学院生の技

術支援）を行っている。	 

①環境計画学講座	 

a.学生実験（建築環境工学実験／建築コ	 

	 ース）の指導。	 

b.環境学研究室の卒業研究生及び大学院	 

	 生への技術支援	 

・支援テーマ：「住宅用太陽光発電に関	 

する研究」。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

②設計工学講座	 

a.土木構造工学研究室の支援（卒業研究生及び大学院生の支援、試験監督補助等）。	 

・支援テーマ：「鋼材腐食環境評価に関する研究」、「鋼材腐食耐久性に関する研究」の現

地調査補助、実験補助および実験結果などの整理指導。	 

b.学生実験（コンクリート工学実験／土木コース）の指導。	 

c.学生実験（建築材料構造実験／建築コース）の指導。	 

d.耐震･建築構造研究室の支援（卒業研究生及び大学院生の支援、試験監督補助等）。	 

・支援テーマ：「耐震補強に関する種々の実験的研究」	 

e.建築材料研究室の支援（卒業研究生及び大学院生の支援、試験監督補助等）。	 

・支援テーマ：「セメントペーストのレ

オロジー特性に関する

研究」	 

f.土木材料研究室の支援（卒業研究生及

び大学院生の支援）。	 

・支援テーマ：「遅延膨張性アルカリ骨	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 材反応の促進実験」「含	 

	 	 	 	 	 	 	 	 浸材によるコンクリー	 

	 	 	 ト中の鉄筋腐食抑制に	 

	 関する研究」	 

③環境防災工学講座	 

a.学生実験（水工学実験／土木コース）。	 

b.水工学研究室の支援（卒業研究生、大学院生の支援）。	 

耐震補強実験	 

温熱環境測定	 
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c.学生実験（土質工学実験Ａ／土木コース）の指導。	 

d.学生実験（土質工学実験Ｂ／建築コース）の指導。	 

e.岩盤･地盤工学研究室の支援（卒業研究生及び大学院生への技術支援、試験監督等）。	 	 	 	 	 

f.建築基礎構造学研究室の支援（卒業研究生への技術支援、講義支援、試験監督等）。	 

・支援研究テーマ：①水中における密な砂地盤の破壊に関する研究	 

②砂の非排水せん断特性に関する研究	 

③浸透流による砂地盤の破壊に関する研究	 

	 

	 	 

	 

④講座外	 

a.学生実習（測量学実習Ⅰ、Ⅱ／土木コース）の指導、実習場所の事前準備。	 

b.学生実習（測量学実習／建築コース）の指導。	 

c.測量機器（土木･建築両コース）の維持･管理。	 

d.土木情報処理での学生への指導。	 

e.学生実験（情報工学科）の指導。	 

f.非常勤講師の教育支援（視聴覚機器のセット、現場見学の引率）。	 

g.就職説明会の参加（視聴覚機器のセット）。	 

（2）研究支援	 

環境システム班では、教員（土木・建築両コース）の研究支援を行っている。	 

①環境計画学講座	 

a.建築計画学研究室（実験室の管理、運営）。	 

②設計工学講座	 

a.土木構造工学研究室の支援（実験室の管理、運営、実験支援）。	 

・「鋼橋架設地点における腐食環境評価に関する研究」に関する現地調査、実験支援、実

験結果の整理、試験機の管理など。	 

	 ・研究室備品管理支援。	 

b.耐震･建築構造研究室の支援（実験室の管理、運営、実験支援）。	 

c.建築材料研究室の支援（実験室の管理、運営、実験支援）。	 

土質工学実験の風景	 土質工学実験	 測量学実習	 
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③環境防災工学講座	 

a.水工学研究室の支援（実験室の保守・

管理）。	 

b.岩盤･地盤工学研究室の支援（実験室の	 

	 保守・管理）	 

c.建築基礎構造学研究室の支援（実験室	 

	 保守・管理）。	 

④講座外	 

・特になし	 

	 

	 

（3）学部・学科支援	 

環境システム班では、学部共通業務や環境建設工学科の学科行事及び事務（一部）に

関して支援を行っている。尚、業務の担当者については班会議やメール会議にて決めて

いる。	 

①学科会議及び土木コース教室会議への参加。	 

②学科予算管理の補助。	 

③大学入試（センター試験及び２次試験、推薦入試、推薦入試Ⅱ、３年次編入学試験、大

学院入試など）。	 

④修士論文発表会及び卒業研究発表会

（土木・建築両コース）対応。	 

⑤緊急業務（講義室の視聴覚機材等のト	 

ラブル対応）。	 

⑥土木コース JABEE 認定審査に関する	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

会議への出席、資料作成支援。	 

⑦工学部広報･図書委員会（正式委員）	 

への出席。	 

⑧工学部施設･環境委員会（正式委員）	 

への出席。	 

⑨工学部安全衛生委員会の参加協力。	 

⑩就職説明会の設営と段取り。	 

フォークリフト運転スキル保持講習会（削除）	 

修士論文発表会	 

津波の研究	 
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電気電子システム班	 

電気電子システム班は電気・電子分野を専門とする技術的業務を行っている。電気電子工学科の

教育，研究，事務支援が主であるが，学部，大学運営等にも携わっている。技術専門員 1 名，技術

専門職員	 3	 名，教務職員	 1	 名，技術職員 1 名，再雇用職員	 1 名で構成される。	 

	 

1	 教育支援	 	 

①	 電気電子工学科（昼間主，夜間主）の学生実験	 

電気電子工学科では 2	 年次後期から	 4	 年次前期までの	 4	 学期間に，電気・電子工学の基礎か

ら専門までの幅広い分野の実験が行われている。学期ごとに各人が	 1～2	 件のテーマを担当してい

る。また，担当者はオフィスアワーを設置し，実験や実験レポートの相談や指導も行っている。電

気電子工学科の実験検討委員会の委員でもあり，実験検討委員会に参加し実験テーマに関する予備

実験，実験室の清掃・整備，実験テキスト原稿作りなど，学生実験に関する諸々の業務を行ってい

る。	 

	 

a.	 電気基礎実験（昼間主，夜間主）	 

b.	 電気電子システム工学実験Ⅰ（昼間主）	 

c.	 電気電子システム工学実験（夜間主）	 

d.	 電気電子システム工学実験Ⅱ（昼間主）	 

e.	 電気電子システム工学専門実験（夜間主）	 

f.	 電力工学実験（昼間主）	 

g.	 電子・システム工学実験（昼間主）	 

	 

	 

	 

②	 電気電子工学科工作室関連	 

電気電子工学科工作室の管理・運営を行っている。工作室管理業務として，工作室利用者記録，

安全巡視記録，備品・工具等の借用記録，燃焼器具等保安点検，工具類・消耗品等の購入を行って

いる。	 

工作室は教員および学生も利用することから，安全教育として，工作室利用者講習会を毎年実施

している。平成 24 年度の工作室利用者講習会は以下の日程で実施した。	 

	 

日時：平成	 24	 年	 5	 月	 16	 日	 2	 回，22	 日	 2	 回，23	 日	 2	 回	 	 各 3	 時間	 

受講者数：54	 名	 

講習内容：工作室利用における義務，帯ノコ(バンドソー)，卓上グラインダー，ボール盤，シャ

ーリング，高速切断機，スライド丸ノコ，ディスクグラインダ，移動式電動ドリル，

丸ノコ，ジグソー，コードリールの使用方法	 	 

	 

	 

	 

	 

実験室の清掃 
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③	 直流電動機の製作実習	 

	 電気電子工学科の学生を対象に、直流電動機の製作実習を行った。この実習は、講義で学んだ直

流電動機を実際に製作することによって、直流電動機に関する理解をさらに深めることを目的に行

われている。実習は以下の日程で実施した。	 

日時：平成 25 年 2 月 13 日	 4 時間	 

	 受講者数：8 名	 

	 

2	 研究支援	 

教員の研究支援ならびに教員との協力体制のもとで研究を行っている。教員、学部生、院生の研究

用実験装置および部品等の製作ならびに工作指導、技術相談等を行っている。	 

	 

	 

3	 学科運営支援	 

電気電子工学科の事務全般ならびに学科行事に関する支援をしている。	 

	 

①	 学科事務関連	 

a.	 予算関連，決算報告資料作成	 

b.	 納品物品検収	 

c.	 郵便物発送，授受	 

d.	 文書作成，発送，授受	 

e.	 学科会議資料作成補助	 

f.	 出勤簿，休暇簿の管理	 

g.	 就職情報の資料整理	 

h.	 授業評価アンケートの集計	 

i.	 什器の購入	 

j.	 掲示物の掲示	 

k.	 その他学科事務全般に関すること	 

	 

工作室利用者講習会 直流電動機の製作実習 
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②	 学科行事関連	 

a.	 入学式・卒業式における学科別懇談会ならびにオリエンテーション	 

b.	 オープンキャンパス	 

c.	 電気電子工学科外部評価委員会	 

d.	 各種入学試験業務	 

e.	 各種イベント等でのサンシン演奏ロボットの紹介，実演等，オープンキャンパスでの実演紹介	 

	 

③	 電気電子工学科各種委員会	 

a.	 実験検討委員会	 

学生実験のテーマ，実験担当者割振，その他実験の運営について検討している。	 

b.	 計算機システム管理運営委員会	 

学生実験用	 PC の保守・管理，サーバーの保守・設定，ネットワーク関連作業等を行っている。	 

c.	 安全委員会	 

安全衛生に関することの検討および安全巡視を実施した。	 

d.	 電気主任技術者および電気通信主任技術者関連の事務および学生の資格取得に関わる事務的	 

支援を行っている。	 

	 

④	 就職活動支援	 

電気電子工学科の学生の就職活動を支援するため平成	 21	 年より就職情報システムを構築し運

営している。敏速に情報を提供するため，ウェブによる求人情報の閲覧や，就職説明会などのアナ

ウンスを行っている。また，メーリングリストを利用した情報も提供している。	 

	 

4	 工学部運営支援	 

①	 工学部安全衛生委員会（月	 1	 回）	 

②	 工学部安全巡視（月	 1	 回）	 

③	 工学部ホームページの管理	 

④	 工学部メールサーバーの管理	 

	 

5	 工学部外活動	 

①	 極低温センターの講習会登録システムのサポート	 H.24.5	 

②	 平成 24 年度愛媛大学総合技術研究会	 参加	 H25.3/7～8	 
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工作技術班	 

工作技術班は技術専門職員 2 名､技術職員 1 名、再雇用職員 1 名で構成され、工学部附属

工作工場に配置されている。	 

 

1	 業務内容	 

日常業務では、機械の点検整備、機器の補修、工具管理、工場内の施設・設備の維持・管

理を担当している。工学部各学科に関する教育支援では、材料加工学実習補助や試験片の製

作、実験装置の製作、補修等で協力を行い、さらに当工場を利用する大学院生や学生に対し

て機械操作や安全作業の指導を実施している。	 

	 

①	 業務依頼・教育研究支援	 

機械系の技術職員として基本的に必要な技術の継承を伴う業務に関しては、機械システ

ム班との協力体制のもとで行っている。	 

a.	 定期工作機械整備	 

b.	 材料加工学実習補助（Ⅰ組	 Ⅱ組	 Ⅲ組）	 

c.	 材料加工学実習課題試作	 

d.	 安全教育（2 年次・4 年次）	 

e.	 技術相談	 

f.	 実験装置製作・補修等	 

	 

②	 その他の機器の製作・補修・技術相談	 

a.	 工作工場	 

・工作機械維持管理	 

マシニングセンタ切削油交換	 

CNC 旋盤切削油交換	 

平面研削盤研削液交換	 

円筒研削盤研削液交換	 

b.機械システム工学科	 

・燃料噴射制御回路の構築	 

・機械システム工学演習 CAD/CAM 補助	 

・延長シリンダーの製作、面研削	 

・日射による水位制御器の作製	 

・湿度センサー制御器の作製	 

c.機械システム工学科外	 

・高電圧実験室	 床銅板張	 

・5 号引張試験片の製作	 

・試料研磨板の作製	 

・鉄製測定棚の切断作業	 

・モルタルセンサー型枠製作	 

・実験用架台の製作	 
完成した実験用架台	 

立型マシニングセンタ	 

19



③	 事務支援業務	 

・学会支援（看板製作・設置）	 

・センター試験業務対応	 

・学科事務支援(機械システム工学科)	 

・就職説明会対応	 

	 

④	 機械の日イベント｢NC 工作機械の紹介｣	 

小学生及び保護者を対象に当工作工場の NC 工作機械を紹介し、マシニングセンタによる

デモンストレーションを行った。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2	 工作機械取り扱い講習会	 

第 7 回工作機械取扱い講習会（フライス盤）、	 

第 8 回工作機械取扱い講習会（旋盤）、	 

第 2 回 CNC 旋盤スキルアップ講習会	 

を実施し、技術職員の工作技術の	 

スキルアップを図った。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

「機械の日イベント」お土産のストラップ	 「機械の日イベント」NC 工作機械紹介	 

第 2 回 CNC 旋盤スキルアップ講習会	 

第 7回工作機械取扱い講習会（フライス盤）	 第 8 回工作機械取扱い講習会（旋盤）	 
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3	 附属工作工場の主な工作機械・器具	 

旋盤 4 尺（3 台）	 旋盤 6 尺（2 台）	 倣い旋盤 6 尺（1 台）	 大型旋盤（1 台）	 	 

NC 旋盤（1 台）	 CNC 旋盤（1 台）	 木工旋盤（１台）	 

立型フライス盤（3 台）	 横型フライス盤（2 台）	 立型マシニングセンタ（1 台）	 

円筒研削盤（1 台）	 平面研削盤（1 台）	 工具研削盤（１台）	 芯なし研削盤（１台）	 

形削盤	 （2 台）	 

アーク溶接機（6 台）	 

ガス溶接機（7 台）	 

アルゴン溶接機（1 台）	 

スポット溶接機（1 台）	 

プラズマ切断機（1 台）	 

コンターマシン（1 台）	 

アクリルカッタ（1 台）	 

木工盤	 	 	 	 （1 台）	 

卓上ボール盤	 （4 台）	 

ラジアルボール盤（1 台）	 

可傾式重油炉（1 台）	 

放電加工機	 （1 台）	 

エアハンマ	 （1 台）	 

スプリングハンマ（1 台）	 

機械ノコ（１台）	 

	 

4	 今後の方針	 

	 	 	 工学に関する教育研究に必要な実験機器の製作支援を、安全に行える作業環境を整える。	 

また、より多くの技術職員に対して工作機械のスキルアップを図るため、旋盤、フライス盤、

CNC 旋盤、CAD/CAM 等の機械取扱いの講習会を継続していきたい。 

工作工場棟 A 棟	 
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情報システム班	 

	 

2012 年度より新任職員を加え、技術専門職員１名、技術職員２名で構成されている。講義実験支

援と学科システム運営を主な業務としている。	 

	 

1	 業務内容	 

（1）講義実験支援	 

	 	 ①学生実験Ⅰ〜Ⅳ	 

情報工学科の学生実験は、2 年次前期（実験Ⅰ,Ⅱ）から 3 年次後期（実験Ⅲ,Ⅳ）までの 4

つに分かれており、情報科学の基礎から専門までの幅広い分野の実験を提供している。	 

この内、回路設計・電子制御テーマにおける講義補助、及び実験機材の整備を行なってい

る。	 

 
	 	 	 

	 	 ②プログラミングⅢ、Ⅳ	 

情報工学科提供科目の一つであり、1 チーム 2〜4 人でアプリケーションの開発を行う実践

型講義である。Android、iPhone アプリやプロジェクト管理ツールの企画設計、開発までを

一貫して行うことで総合的な情報技術を習得するのを支援している。	 
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③プロジェクトマネジメント演習・プロジェクトデザイン	 

理工学研究科情報工学専攻の提供科目の一つであり、プロジェクトマネジメントに関する

基礎・適用事例などの知識体系を紹介する講義を支援した。事前研修や社会人経験から得ら

れた知見などを共有した。また、学部講義プロジェクトデザインのグループ演習に院生とと

もに参加し、マネジメントを実践する機会を提供した。	 

	 

	 

	 

④実践演習Ⅰ、Ⅱ	 

理工学研究科情報工学専攻の提供科目の一つであり、IT 業務における企画・提案・要件定
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義・設計開発までのサイクルを包括的に扱う講義に参加した。特に上流工程の PBL タイプ演

習を行うことで、実際の企業内業務に近い環境を用意し、実践的な経験を提供している。今

年度は沖縄県庁／県内森林事業従事者からの依頼をヒアリングし、導入が想定されている現

場を調査するなど、より実践的な取り組みを行なっている。	 

	 

	 	 関係者へのヒアリング	 

⑤システムリリース業務（システム管理チーム）	 

情報工学科で提供しているサーバー・クラスター環境の運用を行う。これはメール、ウェ

ブ、認証系を含めた全サービスであるため影響が広く、サービス処遇・構築と運用・障害対

応などにあたった。週次ミーティングを行い、サービス提供に関わる問題点などの検討と対

応を、学生とともに行っている。	 
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⑥学科備品管理業務	 

情報工学科で保有する備品の保守管理を行う。情報工学科ではほぼすべての講義で PC が必

須であるため、急な故障で PC が使用できなくなると学習に支障を来す。そのため学科に貸出

専用の PC を用意し、学生へ提供している。また、アプリ開発を行うためのタブレット端末等

も同様に貸し出している。	 

	 	 	 

(2)学科運営支援および情報工学科の事務全般	 

①学科事務関連	 

学科の予算管理、郵便物発送、授受、文書作成、学科会議資料作成補助、出勤簿、休暇簿

の管理、その他学科事務全般に関することを支援している。	 

	 

(3)	 工学部外活動	 

①第 8 回情報技術研究会発表参加 H25.3/18,19	 
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専門部会活動	 
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教育支援部会	 

概要	 

	 教育支援部会は、工学部の教育及び研究の支援を検討する部会である。教育の面については、工

学部各学科の教育に関する支援、特に情報工学科の実験実習等の支援を検討するものである。又研

究の面では、工学部教員の研究に関する支援の検討するものである。教育支援部会の構成メンバー

7人（情報システム班：1人、電気電子システム班：2人、機械システム班：2人、環境システム班：
2人）からなる部会である。 

 
活動状況	 

	 本年度は去年と同様な活動として、支援グループを中心に情報工学科の学生実験の支援を行った。

又今後、教育・研究活動に必要な技術職員の技術の継承を目的としたスキルアップ講習会を行った。 
 
・情報工学科の学生実験支援（情報工学実験室の整備）ついて	 

	 学生実験は、情報工学実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等の業務を継続することになった。情報工学実験室

の整備、情報工学実験で使用する測定器の整備、測定機器の使用方法、デジタル回路、アナログ

回路等の予備実験を行った。又、実験で使うＰＩＣについてもハードウエアおよびプログラム等

の予備実験を行った。 
	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予備実験風景	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 情報工学実験室の整備風景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実習風景（情報工学実験Ⅲ）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 実験装置（情報工学実験Ⅲ） 
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･技術部の年齢構成と今後の取組み 
	 琉球大学工学部技術部は、今年が来て発足5年目に入った。技術部当初、情報工学科の実験実習
等の教育支援を主として、教育支援の業務を行った。技術部情報システム班（旧名：電気情報シス

テム班）の人数は、技術部発足時は1人の状態であったが、技術部2年目に情報系の技術職員が１人
採用された。更に今年度、新たに情報系の技術職員が採用され、情報工学科からの業務依頼を徐々

に対応できるようになった。 
技術部の年齢層と人数の関係を示したものが表１になる。工学部技術部の年齢構成は50歳前後が

多く、若年層が少ない年齢構成からなる。今後、退職に伴う教育、研究活動への影響から（班を越

えた）技術の継承も必要になる。そのため、スキルアップ講習会を検討することを考えている。 

 

表１	 技術部の年齢層と人数との関係 
 
・研究支援及び共同研究について 
	 「厳しい腐食環境下における被覆防錆法の大気暴露試験」 
	 「プレートガーター橋の桁間への飛来塩分流入特性究」 

共著、土木学会平成２4年度全国大会 
	 「二円柱を有するサボニウス風車の研究」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 共著、ターボ機械学会 
	  
今後の活動について	 

・情報工学科学生実験の支援について	 

	 情報工学実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの支援のありかたについて検討する。 
・技術職員の技術の継承を目的としたスキルアップ講習会について 
退職者が続くので、今後もスキルアップ講習会が必要である。 

・現場見学について 
	 技術職員のスキルアップのため現場見学を取り入れたい。 
・研究支援について 
	 積極的に教員と共同研究を進める必要がある。 
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広報部会	 

	 広報部会は技術部の活動を広く大学内外に広報するとともに、大学の中期計画の方針の一つで

ある地域貢献活動を企画し、実施を行なう組織である。メンバーは 8 人で構成される。 
 
1	 広報活動	 

①	 技術部 Web ページを利用した、技術部関係行事の告知	 

技術部 Web ページを利用して、技術報告会、夏休み工作教室、技術講習会、他技術部関係の

告知を行った。	 

 

 

技術部ホームページ	 

	 

②	 技術部の活動記録	 

技術部の各種活動（技術報告会、技術講習会など）の記録を資料として残した。	 

 

２	 地域貢献活動	 

① 平成 24 年度夏休み工作教室について	 

技術部による公開講座「夏休み工作教室」は小学校 5 年生から 6 年生を対象として、7 月 25

日(水)に「固形燃料で走る船」、8 月 1 日(水)は「TV ゲーム」と「折り紙建築」の 2 講座、8

月 8 日(水)には新講座として「合金を溶かして風鈴づくり」の合計 4 講座を開催し、合計 41

名が受講した。受講者に行ったアンケートによると「楽しかった」との回答が多く、難易度

は『ちょうどよかった』が半数、『難しかった』が 1/3 で、受講者全員が作品を完成させるこ

とが出来て達成感を感じている様子でした。	 
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テレビゲームの製作	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ケント紙を使った折り紙建築	 

	 	 

ポンポン船の製作（銅パイプの焼きなまし）	 	 	 	 	 	 合金を溶かして風鈴づくり	 

	 

②	 平成 25 年度琉球大学公開講座への応募	 

1.	 平成 25 年度の公開講座は、技術部主催の「夏休み工作教室」の 4 件、「真空管－歴史から

実験・ラジオ制作まで－」の 1 件と「第二種電気工事士試験対策講習」の 4 件、合計 9 件

を開講するために、取りまとめて応募した。	 

2.	 平成 25 年度公開講座は、以下の日程で行う。	 

○	 夏休み工作教室	 

・「電子回路の製作」	 	 	 	 	 7 月 27 日(土)	 

・「合金を溶かして風鈴づくり」	 	 7 月 27 日(土)	 

・「固形燃料で走る船」	 	 	 8 月 3 日(土)	 

・「折り紙建築」	 	 	 	 8 月 3 日(土)	 

○	 「真空管－歴史から実験・ラジオ制作まで－」	 

・9 月 26 日(木)、9 月 28 日(土)、10 月 5 日(土)の 3 日 

○	 「第二種電気工事士試験対策講習」	 

・	 筆記・上期	 	 	 5 月 11 日～6 月 1 日の毎週土曜日	 

・	 技能・上期	 	 	 6 月 8 日～7 月 27 日の毎週土曜日	 ただし、7/20 は 7/21 に変更。	 

・	 筆記・下期	 	 	 9 月 7 日～9/28 日の毎週土曜日	 

・	 技能・下期	 	 	 10 月 12 日～11 月 30 日の毎週土曜日	 
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研修・企画部会	 

 
1	 概	 要  
技術部職員の技術力向上を図るために、出張研修、技術報告会、技術研修会、資格取得、講習・

講演会および見学会等の企画を行い、業務運営委員会に議案を提案する部会である。今年度は、

新規採用の技術職員も加え、部会員 7名の構成で協力しながら活動を行っている。 

 
2	 活動状況  
平成 24年 5月に技術部年度計画表を作成し、これをもとに活動した。計画表は、６項目（出張

研修等、技術報告会、技術研修会、資格取得等、講習・講演会、その他）に分類され、実施する

ための予算案について検討し、計画表に基づいて研修・企画部会の活動を行った。 
	  
3	 出張研修等	 

	 	 	 平成 24年度は、技術職員のスキルアップを目的に地盤工学会やガス溶接技能講習およびアーク
溶接特別教育を受講している。また、技術職員スキルアップ研修 Aや中堅技術職員研修に参加し
ている。更に、大学や研究機関との情報交流を踏まえ、九州工業大学の情報技術研究会に１名、

愛媛大学の総合技術研究会に５名参加し、教育研究活動や組織運営の情報収集に役立てた。 
	 	 ・材料学会疲労シンポジウムにおける口頭発表 

・九州工業大学情報技術研究会における口頭発表 
・愛媛大学総合技術研究会における口頭およびポスター発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛媛大学総合技術研究会における口頭発表･ポスター発表と情報交換会の様子	 

31



4	 技術報告会	 

	 平成 24 年度は、工学部技術部で計 11 回の技術報告会を実施した。今年度は、３名の新規採用

があり、彼らのフレッシュな口頭発表が行われた。また、１名の技術専門職員が退職を迎えるに

あたり、これまでの業務内容を踏まえた発表が行われた。さらに平成 25 年 1 月には、機器分析支

援センターや医学部、総合情報処理センターの技術職員と協働で、第 9 回琉球大学技術報告会を

開催し、医学部保健学科の國吉緑教授の特別講演や技術職員の口頭発表を行った。	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 

第 52 回	 工学部技術部	 技術報告会	 	 	 	 	 第 53 回	 工学部技術部	 技術報告会	 

	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

第 58 回	 工学部技術部	 技術報告会	 	 	 	 	 第 61 回	 工学部技術部	 技術報告会	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

第 9 回	 琉球大学	 技術報告会	 

技術報告会 
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技術研修会	 

	 平成 24 年度は、「第 7 回工作機械取り扱い講習会(フライス盤)	 」、「アーク・ガス溶接入門

講習会」、「第 8 回工作機械取扱い講習会(旋盤)」、「CNC 旋盤スキルアップ講習会」、「板金

工作講習会」、「平成 24 年度	 PIC 講習会」の計 6 件の技術研修を行った。専門性の異なる技術

職員が情報交換することで、技術指導の再確認とお互いのスキルアップに役立てた。	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「アーク・ガス溶接入門講習会」平成 24 年 9 月 10 日	 

	 

資格取得等	 

	 平成 24 年度は、研修・企画部の資格取得に伴う取り組みでガス溶接技能講習、アーク溶接特別

教育講習、自由研削といしの取替等の業務に係る特別教育講習、高圧・特別高圧電気取扱業務に

係る特別教育講習、認定電気工事従事者認定講習に新規採用の職員を中心に、各１名参加した。

工学部技術部も発足後５年が経過し、資格取得に向けた取り組みも継続的に行われ、技術職員の

スキルアップに繋がっている。	 

	 

今後の活動  
	 琉球大学工学部技術部は、発足から５年目を終えた。毎月開催される工学部技術報告会は、技

術職員の業務内容の理解と発表力の強化を目的に継続している。第 55 回技術報告会では、科学研

究費の採択率を上げる取組として、平成 24 年度科学研究費奨励研究に採択された新田宗宏教務職

員が発表を行った。また、琉球大学技術報告会は初の試みとして、医学部保健学科の國吉緑教授

の特別講演を含め技術職員２名の発表を行った。技術報告会は、工学部技術部をはじめ学部を超

えた技術職員の情報交換とコミュニティの場として、継続した取り組みが出来れば幸いである。 
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運営評価部会 
	 

１．概	 要	 

運営評価部会は、技術部の円滑な運営が図れるよう運営体制（人事、予算、年度計画、中期目

標・中期計画等）について検討し、業務運営委員会に提案する審議事項の事前調整や資料作成等

を行う部会である。	 

平成 24 年度の部会開催は全 6 回（他メール会議 3 回）行われ、意見や情報収集を行い審議し、

業務運営委員会へ提案した。その審議内容および提案事項は次のとおりである。	 

	 

２．活動状況	 

第１回	 

H24.4.19	 

	 

	 

	 

	 

1．部会長の決定について	 

2．議事録担当者の順番について（輪番制）	 

3．各専門部会の規程（案）作成について	 

4．来年度からの先任技術専門職員について	 

5．学部外からの業務依頼に関する課金について	 

6．先任技術専門職員、班長及び主任の待遇改善について	 

7．部会開催日時等について	 

（メール会議）	 

H24.5.2	 

・技術部部会規程（案）について（検討）	 

第 2 回	 

H24.6.28	 

・各班の業務形態について（報告）	 

	 

（メール会議）	 

H24.7.4	 

・業務依頼内容の各班の統一化について（案）の検討	 

第 3 回	 

H24.7.19	 

・業務依頼内容の各班の統一化について（案）	 

	 	 	 （業務依頼に関する申し合わせ（案）として検討）	 

第 4 回	 

H24.9.27	 

・先任技術専門職員に関する事項の検討	 （業務内容・選任方法等）	 

第 5 回	 

H24.10.18	 

・先任技術専門職員に関する検討	 

	 	 （先任技術専門職員に関する申し合わせ（案））	 

（メール会議）	 

H25.2.12	 

・運営評価部会予算について（検討）	 

第 6 回	 

H25.3.5	 

・業務依頼システムの内容変更について	 

	 期間（「長期・短期」「学期」）を削除	 

	 	 「週作業時間」の表現を変えること及び班長が修正可能とする	 
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＜業務運営委員会に提案した事項＞	 

	 ・各専門部会の規程（案）作成について	 

	 ・各班の業務形態について集計報告	 

	 ・業務依頼内容の各班の統一化（業務依頼に関する申し合わせ（案））として	 

	 ・学部外からの業務依頼に関する課金について	 

	 ・先任技術専門職員に関する事項について	 

	 ・業務依頼システムの内容変更について	 

	 ・25 年度技術部予算（案）	 
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委員会活動	 
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第 1 回平成 25 年度工学部予算配分委員会	 

平成 25 年 3 月 13 日	 

時間	 10：00	 	 

場所	 工学部小会議室	 

	 

	 

平成 25 年度の予算の配分について審議が行われ、技術部からの予算（案）が認められた。	 

	 

	 

	 

第 1 回工学部技術部管理運営委員会	 

	 平成 25 年 3 月 11 日	 	 

審議事項 
・平成 25 年度技術部予算（案）について	 

	 	 

 
第 2 回工学部技術部管理運営委員会	 

	 平成 25 年 3 月 22 日	 

審議事項 
・技術部技術職員人事について	 
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技術部業務運営委員会	 

１	 業務内容	 

	 業務運営委員会は、技術長、各班の技術班長、技術主任、及び先任技術専門職員の委員 12 人で	 

構成される委員会であり、議題の内容により必要に応じてオブザーバーが参加することもある。	 

	 委員会は、技術部の業務の実施及び総括、企画・開発・改善、他部局の支援に関する事項など	 

を審議し、業務の円滑な遂行を目的する。	 

	 平成 23 年度は、原則として毎週水曜日の 15 時 30 分から定期的に開催された。	 

第１回（平成 24 年 4 月 11 日）から第 17 回（平成 25 年 3 月 27 日）まで合計 17 回の会議が	 

開催されている。	 

２	 平成 22 年度の業務運営委員会の審議内容	 

回/日付	 審	 議	 内	 容	 

第 1 回	 

H24.4/11	 

・各部会の構成メンバーについて 
・ガス溶接技能講習認定校について 
・出勤退勤表について	 

	 

第 2 回	 

H24.5/9	 

	 

・業務依頼中及び業務依頼における時間外労働の発生について	 

・出勤退勤表について	 

・アーク溶接等特別教育インストラクター養成について	 

・部会の規定について	 

・再雇用職員の位置付けについて	 

・各班の業務依頼内容の統一化について	 

第 3 回	 

H24.6/6	 

・広報部会の年度計画について	 

・再雇用職員の位置付けについて	 

・部会の規定について	 

・技術部のホームページ管理について	 

第 4 回	 

H24.6/27	 

・部会の申し合わせ事項（案）について	 

・班長、主任の業務内容（案）について	 

・工学部ホームページの管理に関する業務依頼について	 

・先任技術職員について	 

・職員採用試験（面接）における業務説明会について	 

第 5 回	 

H24.7/11	 

・部会の申し合わせ事項（案）について	 

・班長，主任の業務内容（案）について	 

・先任技術専門職員について	 

・「平成 24 年度九州地区国立大学法人等技術専門職員・中堅技術職員研修」参加

者の推薦について	 

第 6 回	 

H24.8/15	 

・業務依頼に関する申し合わせ（案）について	 

・技術部ホームページ管理と運用の方針（案）について	 

・業務依頼（学部外）の課金に関する申し合わせ(案)について	 

・先任技術専門職員に関する申し合わせ（案）について	 

ｓ第 7 回	 

H24.9/5	 

・ガス溶接技能講習施設の認定申請について	 

・業務依頼に関する申し合わせ（案）について	 
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・技術部ホームページ管理と運用の方針（案）について	 

・業務依頼（学部外）の課金に関する申し合わせ（案）について	 

・先任技術専門職員に関する申し合わせ（案）について	 

第 8 回	 

H24.9/12	 

・技術部ホームページ管理と運用の方針（案）について	 

・業務依頼（学部外）の課金に関する申し合わせ（案）について	 

・先任技術専門職員に関する申し合わせ（案）について	 

第 9 回	 

H24.10/10	 

・コンピュータシステム管理・運用担当者の選任について	 

・ホームページ管理者選任について	 

・出張等の報告書提出について	 

・先任技術専門職員に関する琉球大学内規程の改定について	 

第 10 回	 

H24.10/24	 
・先任技術専門職員に関する事項(業務内容・選考方法・規程等)について	 

第 11 回	 

H25.1/9	 

・先任技術専門職員に関する事項について	 

・機械システム班技術補佐員の採用について	 

・平成 25 年度公開講座開催について	 

・平成 24 年度技術部予算執行について	 

第 12 回	 

H25.1/23	 

	 

・先任技術専門職員の推薦について	 

・平成 24 年度技術部予算の執行状況と今後の執行計画について	 

・平成 25 年度技術職員の採用予定の職種区分について	 

第 13 回	 

H25.2/6	 

・平成 24 年度技術部残額予算の執行計画について	 

・環境システム班の班長・主任候補について	 

・平成 25 年度技術部予算の計画について	 

・平成 25 年度の教育支援部会の在り方について	 

・先任技術専門職員の業務内容の申し合わせについて	 

	 

第 14 回	 

H25.2/20	 

・平成 25 年度工学部各種委員会の推薦について	 

・研修・企画部会における年度計画表の項目削除と遂行について	 

・業務依頼における短期と長期の最大業務時間について	 

・事務部との合同退職者送別会について	 

・平成 25 年度の教育支援部会の在り方について	 

第 15 回	 

H25.2/27	 

・平成 25 年度技術部予算案の作成について	 

・平成 25 年度研修・企画部会の年度計画（案）について	 

・業務依頼における短期と長期の区別撤廃について	 

第 16 回	 

H25.3/6	 

・平成 25 年度からの教育支援部会の在り方について	 

・安全衛生対策委員会の設置について	 

・工学部ニュース編集ＷＧ委員の推薦について	 

第 17 回	 

H25.3/27	 

・業務依頼システム入力の内容変更について	 

・工学部安全衛生委員会委員の推薦依頼について	 

・安全衛生対策委員会（仮称）の設置について	 

・専門部会の部会員の任期について	 
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工学部広報・図書委員会	 

	 

１．業務内容	 

	 

	 「工学部広報・図書委員会」は各学科及び技術部から選出された者によって組織される。	 

	 今年度の委員会の業務としては	 

	 ・「受験生のための工学部案内」の編集、発刊	 

	 ・「工学部紀要（web 版）」の編集、発刊	 

	 ・「工学部英文誌」の編集、発刊	 

	 ・「工学部広報」の編集、発刊	 

	 ・工学部 SNS(電子井戸端会議)についての検討	 
	 などである。	 

	 	 技術部としては、委員会に参加して上記の業務を行うほか、委員会から工学部のウェブサーバ	 

ーの管理を委託され、ホームページの管理、「工学部紀要（web 版）のホームページでの公開、委

員会のメーリングリストの管理業務を行っている。	 

	 

２．審議内容	 

	 

回／日付	 審	 	 議	 	 事	 	 項	 

第 1 回	 

H24.4.20	 

1.	 委員長の選出	 

2.	 前年度からの引き継ぎおよび申し送り事項の確認	 

3.	 「受験生のための琉球大学工学部案内」の企画と役割分担	 	 

第 2 回	 

H24.5.31	 

1.	 受験生のための工学部案内原稿最終確認	 

2.	 工学部紀要について 
3.	 工学部 SNSについて 

第 3 回	 

H24.6.22	 

1.	 「受験生のための琉球大学工学部案内」の校正 1回目確認 

2.	 工学部紀要の企画とスケジュール確認 
3.	 工学部ホームページの管理などについて 
4.	 工学部 SNSについて	 

第 4 回	 

H24.8.2	 
	 	 	 英語版広報誌の企画について	 

第 5 回	 

H24.9.18	 

1.	 紀要の進捗状況	 

2.	 英語版広報誌の進捗状況と英文校正依頼について 
3.	 工学部 SNS等の進捗状況について	 

第 6 回	 

H24.10.25	 

1.	 工学部広報誌の企画について	 

2.	 工学部 SNS等のWEBページについて	 

第 7 回	 

H24.12.26	 

1. 工学部広報誌の進捗について	 

2. 工学部 SNS等のWEBページについて	 

3. 工学部学部長会議 HPコンテンツ更新について	 
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工学部安全衛生委員会	 

	 

	 平成 16 年 4 月から国立大学より国立大学法人に変わり，従来の人事院規則から厚生労働省の労

働基準法及び労働安全衛生法が適用されることになった。琉球大学安全衛生委員会の下部組織と

して，工学部安全衛生委員会が位置づけられている。	 

	 工学部安全衛生委員会は、本学部における安全及び衛生について，労働災害を防止して快適な

教育研究環境の実現と教職員及び学生等の安全と健康を確保することを目的としている。委員会

会議は，毎月１回定期に行なわれている。平成 24 年度は、技術部から琉球大学安全衛生委員会と

工学部安全衛生委員会の委員として 1 名参加している。また、工学部における各学科の安全巡視

を衛生管理者の技術職員 4 名が毎週行い，工学部安全衛生委員会に巡視記録報告書を提出してい

る。さらに、同委員会の会議において、報告書に不明瞭な点があればオブザーバー参加して説明

を行なっている。	 

	 

回／日付	 審	 議	 事	 項	 

第 1 回	 

H24.4.25	 
・平成 24 年度工学部安全衛生委員会年度計画について	 

第 2 回	 

H24.5.23	 
・学部長、安全衛生委員長および衛生管理者による化学実験室の巡視について 

第 3 回	 

H24.6.27	 
・平成 24 年度琉球大学安全衛生委員会（千原事業場）の議題および報告について 

第 4 回	 

H24.8.1	 

・工学部避難訓練実施について	 

・工学部「普通救命講習Ⅰ」の実施について	 

第 5 回	 

H24.10.24	 

・工学部避難訓練実施について	 	 

・安全衛生委員会全委員による巡視について	 

第 6 回	 

H24.11.27	 
・工学部消防訓練実施について	 

第 7 回	 

H24.12.19	 
・産業医による工学部の巡視について	 

第 8 回	 

H25.1.22	 
・改善報告書の未提出について	 

第 9 回	 

H25.2.26	 
・巡視記録及び改善報告書の見直しについて	 

第 10 回	 

H25.3.26	 
・巡視記録及び改善報告書の見直しについて	 
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工学部施設・環境委員会	 

	 

概	 要	 

	 工学部施設･環境委員会は、工学部内における施設環境の整備や建物及び施設等の使用申請、「エ

コアクション 21」に関する取組等について、各学科（2 名ずつ）、技術部（1 名）の計 9 名の委員

で審議を行なってきた。平成 24 年度の委員会開催は全 4 回で、その大半が「エコアクション 21」

関連の審議事項であった。土地建物の一時使用申請（1 件）に関しては、①安全面に十分配慮を

払うこと。②撤去時の原状回復を行うこと。などを条件に承認された。また、本年度は新たに新

棟（総合研究棟＜仮称＞）建設に伴う審議事項が加わった。	 

	 

活動状況（委員会審議）	 

回／日付	 審	 議	 事	 項	 備	 考	 

	 

第 1 回	 

H24.4.27	 

1.委員長の選出	 	 

2.土地建物の一時使用申請について	 

・移動式コンテナ倉庫の設置継続（工作工場）	 

3.	 「エコアクション 21」について	 

・平成 23 年度環境活動レポートの提出について調

査と資料作成を行う。	 

－委員長：安藤徹哉	 

	 

－承認された	 

－総務係へ報告のこと	 

第 2 回	 

H24.5.25	 

1.	 「エコアクション 21」について	 

・平成 23 年度環境活動レポートの提出について資

料の確認	 

－委員長説明	 

	 

第 3 回	 

H24.7.6	 

1.	 「エコアクション 21」について	 

・様式 A-3 第 1 四半期分の提出について	 

（化学物質使用量･保管量調査報告.7/26 迄）	 

2.	 「エコクリンデー」について（7 月 18 日実施）	 

・各学科へ通知	 

・役割分担	 

・作業手順	 

－委員長説明	 

	 

	 

	 

	 

第 4 回	 

H25．3.13	 

1.工学部 1号館横新設駐車場整備に伴う支障物の取扱

について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

・暴露試験架台･鉢･樹木の取扱について	 

2.総合研究棟における「大学院スペース」について	 

・基本的な考え方･方向性	 

－施設運営部説明	 

	 

	 

	 

＜その他の活動＞	 

・「ＥＡ21」に関わる各種事項（自己チェック等）の調査及び報告（総務係へ）。-H24.6 月	 

・「ＥＡ21」エコクリーンデーin 琉大：工学部敷地内の大掃除（技術部 20 名参加）。-H24.7 月	 

・「ＥＡ21」第 3 四半期（2013.11.15～2012.2.15）の①廃棄物排出量及び廃棄物最終処分量	 	 	 

②化学物質使用量（使用量/保管量）③エネルギー使用量･･･の報告（総務係へ）。-H25.1 月	 

	 

（平成 24 年度.委員：上洲	 孝）	 
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工学部交通指導委員会	 

	 	 

工学部交通指導委員会では、大学の環境・施設マネージメント委員会からの全学一斉交通指導

依頼に基づいて工学部担当の駐車場および駐車場外の交通指導を行った。	 

本年度は、2 回の会議（メール会議 1 回）を持ち、学内の駐車状況・指導方法及び指導用具等

の議論を行い、指導方法と担当割り振りを決めて行うことにした。	 

割り振りは次の通りに決まった。4 月（事務部）、5 月（機械システム工学科）、6 月（環境建設

工学科）、7 月（電気電子工学科）、11 月（情報工学科）、12 月（技術部）、1 月（機械システム工

学科・環境建設工学科）、2 月（電気電子工学科・情報工学科）が交通指導を行った。	 

毎月第 3 週目を基本に、駐車車両が多いと思われる適当な週と曜日と時間を設定して行い、技

術部は各班の技術職員の協力を得て 5 人で交通指導及び調査を行った。また、今回 2 号館サイド

の進入禁止場所のゲートの開閉に工夫し（写真 1	 写真 2）、こまめのチェックと注意喚起で、進

入違反車両を減らすことが出来た。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 写真１	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 写真２－拡大	 

	 

＜指導内容として＞	 

・駐車場内の駐車台数あたりのカード式許可証の取得率の調査	 

・違反車両への違反内容の張り紙の指導とその台数調査	 

・建物周辺の違反車両の指導とその調査等	 

	 

＜感	 想＞	 

・駐車場内でも、カード式許可証を表示してない車両が多い（表示忘れ？or 未取得？）	 

・駐車ライン外の緑地帯への違反駐車もある。ちょっと遠いが新たな駐車場も出来たので、遠

くても守って欲しい。	 
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技術部技術報告会	 

	 

回/日付	 報告者	 題名/概要	 

第 51 回	 	 H24.4.26	 中山	 清光	 

「九州地区総合技術研究会 in 鹿児島大学の参加報

告」	 

平成 24 年 3 月 1 日～2 日に行われた「九州地区総合

技術研究会 in 鹿児島大学」の九州地区大学等技術

研究協議会「代表者連絡会議」に技術長代理で参加

し、初日の午前は『九州地区大学等技術研究協議会

規則』の制定及び活動、次回以降の開催機関につい

て審議を行った。	 

1 日目の午後及び 2 日目は、パネルディスカッショ

ン「今後の技術職員の業務と組織のあり方」や口頭

発表・ポスター発表を聴講し情報収集を行った。口

頭発表での「島嶼県沖縄における ICT 技術普及のた

めの人材育成の取組み」・「技能士を目指してのスキ

ル向上の取組み」やポスター発表での「盲学校生徒

への技術職員の技術を生かした教材開発」は興味深

い内容だった。	 

上記の内容について技術報告会で報告した。	 

第 52 回	 	 H24.5.31	 山里	 將史	 

「Self	 Introduction」	 

平成 24 年 4 月 1 日付で技術部に採用されたため、

学生時代の話や趣味などを含めた簡単な自己紹介

を行った。また、自身の大学・大学院在学中の研究

について発表した。	 

第 53 回	 	 	 H24.6.28	 山下	 大輔	 

「自己紹介」	 

平成 24 年 4 月に採用されたので、自己紹介を行っ

た。また、大学・大学院生のときに行っていた研究

について発表した。	 

第 54 回	 	 H24.7.26	 伊舎堂	 龍之介	 

「自己紹介」	 

平成 24 年度 4 月付で採用されたので自己紹介を行

った。まだ学生という立場なので、取り組んだ研究

等は無く、主に趣味や今後の業務内容について発表

した。	 

第 55 回	 	 H24.8.30	 新田	 宗宏	 

「科学研究費補助金（奨励研究）研究計画調書」	 

平成 24 年度の科学研究費奨励研究に採択され、	 そ

の内容の発表を行った。	 

主な内容として、研究計画書の中身の説明を行っ

た。	 
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第 56 回	 	 H24.9.27	 屋比久	 祐盛	 

「平成 24 年度	 機器･分析技術研究会	 大分大会	 出

張報告」	 

2012 年 9 月 5 日～9 月 8 日(3 泊 4 日)の日程で出張

し、「平成 24 年度	 機器･分析技術研究会	 大分大会」

に参加した。その研究会前日に、大分大学・名古屋

工業大学・鳥取大学・琉球大学の 4 大学で、各大学

における技術部の状況確認と意見交換を行った。今

回の報告は、組織体制やその変遷および業務内容に

触れ、各大学が抱える課題や取り組みについて報告

を行った。	 

第 57 回	 	 	 H24.10.25	 勢理客	 勝則	 

「新たなスタート～第二種電気工事士講習会の在

り方，そして・・・～」	 

平成 19 年度より学生および教職員の教育支援を目

的として第二種電気工事士の資格取得講習会を開

催してきた。その目的は，学生が資格取得を目指す

ことで，学業での意欲を高め，また技術や能力を向

上させることにある。また，教職員も受講者対象と

している。その結果，これまで培ってきた経験から

学外向けの講習が可能ではないかと考えた。そこ

で，一般の方の受講も可とし，新たに琉球大学公開

講座として開催することにした。今回は琉球大学公

開講座の紹介と申込方法，さらには技術部に求める

展望について発表した。	 

第 58 回	 	 H24.11.29	 翁長	 竜盛	 

「自己紹介」	 

プロフィールや学生時代の研究内容を紹介した。ま

た、技術職員を務める上で自分の抱負を発表した。	 

第 59 回	 	 H24.12.20	 玉那覇	 厚雄	 

「電気電子工学科	 学生実験支援の紹介」	 

電気電子工学科 2 年次電気基礎実験テーマ 3．単相

交流量の測定の実験内容と学生への指導方法を紹

介した。	 

第 60 回	 	 H25.2.28	 大城	 成栄	 

「アーク溶接入門講習会の実施報告」	 

2008 年から毎年、工作工場において機械システム班

が主催し、技術部職員のスキルアップを目指し、ア

ーク溶接入門講習会を実施している。第 1 回から第

5 回までの講習会担当者、受講者、講習内容の変遷

等、これまでを振り返って講習会内容を検討し、今

後の課題を報告した。	 
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第 61 回	 	 H25.3.28	 中山	 清光	 

「定年退職を迎えて	 ＝ものづくり・教育・研究支

援を通して＝」	 

定年を迎え、38 年余り技術職員として実施してき

た、ものづくり及び教育・研究支援等について発表

した。	 

新人の頃の、加工と精度と残留応力における苦労話

に始まり、多種の試験片加工や測定装置の製作など

から治具の必要性を学んだことや、大型実験装置を

製作した際に仲間の協力得て完成させたものづく

りの苦労や楽しさについて報告した。	 

技術職員の教育・研究支援への参加として、1 年次

の機械基礎工学演習（体験型）、2 年次の材料加工学

実習、4 年次の機械システム工学演習（エンジニア

リング教育）、卒業研究支援を例に、教員と技術職

員が連携し、ものづくりの技術・楽しさ・工夫にお

いては、技術職員が専門的立場から学生に教えてい

る状況について報告した。また自身のスキルアップ

の一例を紹介した。	 
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第 9 回琉球大学技術報告会	 

	 

回/日付	 	 報告者	 題名/概要	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 9 回	 琉球大学

技術報告会	 

H25.1.30	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

口頭発表	 

	 

医学部保健学科	 

教授	 

	 

国吉	 緑	 

「高齢者虐待を考える」	 

平成 18 年度より高齢者虐待防止法が施工され、

それに基づいて全国の自治体では高齢者虐待へ

の対応がなされてきているが、実態では年々増加

傾向にある。超高齢社会のなか、いかに高齢期を

安定して豊かに生活するか？身近なこととして

高齢者虐待について考える必要性を問題提起し

た。	 

医学部細菌学	 

講座	 

	 

比嘉	 直美	 

「細菌感染の基礎研究に関わって」	 

技術職員の仕事といっても教室付けの専門性に

よって研究内容はかなり専門的になる。その中

で、研究の楽しさや技術職員としての苦労話など

を発表した。	 

総合情報処理	 

センター	 

	 

大川	 康治	 

「あなたのメール大丈夫ですか？」	 

普段何気なく使っているメール、設定の方法など

気付かずに誤った使い方をしていないでしょう

か。電子メールとユーザ ID・パスワードの重要

性について説明を行った。	 

	 

48



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術部外活動	 
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学外における活動      

      

2012 機械の日イベント「ちびっこエンジニア体験教室」 報告書 

所属 工学部 技術部 機械システム班 ・ 工作技術班 

担当者 
機械システム班  中山清光    大城成栄   宮城紀良  與那覇敏明 

工作技術班     野原幸則   照屋泰彦 

期間 2012 年  10 月  27 日（土）  13:15 – 16:30  

会場 琉球大学 工学部 附属工作工場 機械棟 

受講者 近隣小学校以下児童及び父母 ３0 名 

目的 

 日本機械学会主催「機械の日イベント」である「ちびっこエンジニア体験教

室」の中で工学部ツアー4 部門の一つである工作工場の工作機械見学等を

担当し、受講者の子供達に機械によるモノ作りに興味を持ってもらう目的で

担当教員の要請に応えて開講した。 

日程 

10 月 25 日 

 

機械システム班  

 担当職員で課題を検討し、児童が旋盤を操作できるよう検討し材料・刃物

及びジグを準備した。 

 

工作技術班 

 担当職員で課題を検討し、児童が数値制御機械の動きを見学できるようカ

メラ・スクリーンを設置し、材料・刃物及び完成品ストラップを準備した。 

 

10 月 27 日 

「ちびっこエンジニア体験教室」を開講実施及び片付け 

 

機械システム班 

講習内容 

 

 

１、時期と参加者数を勘案し、「金属コマ」のテーパー部切削を課題とする。 

２、材料をφ19 長さ 10 ミリ黄銅とし、片端面に M4P＝0.7 深さ８㎜のメネジを 

  切っておく。参加者数が 40 名前後とのことで 50 セット用意した。 

  平行して旋盤へのセットの時間短縮のためのジグ２本、ステンレス 

  丸棒（φ１２長さ１００㎜ M4 ネジ長さ５㎜突き出し）を製作した。 
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３、開講当日、10：00 に集合し、旋盤の刃物台 120°にセットジグもセットして 

  受講者を待つ。 

４、参加児童 26 名を 3 グループ 8～9 名ずつとし、さらに工場見学ツアーの 

  中で汎用旋盤（機械システム班担当）とマシニングセンター（工作技術班 

  担当）2 グループに分けて各々15 名ずつをめどに見学体験とした。 

５、13:15 より交替で 3 グループ児童 26 名、父母 4 名を対象に合計 6 ローテ

ーションを随時、汎用旋盤のテーパー部を手動で切削させ、金属コマを製

作し待ち時間に実際に各々回転させて完成とした。今年はコマの上面に工

作技術班照屋に文字を入れてもらい記念品として質が向上した。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

51



 

工作技術班 

講習内容 

１、「NC 工作機械の紹介」をテーマとし、マシニングセンターでデモ加工を行

い、CNC 旋盤で記念メダルストラップを作成する。 

２、開講時間と参加者数を勘案し、マシニングセンター稼働状況をカメラとス

クリーンで見学させた。（目視はマシニングセンターに近く切削油の飛散と

危険防止の為不可とした。） 

 

 

 

 

３、開講当日、10:00 集合し、マシニングセンターに材料をセットして受講者

を待つ。 

４、参加児童 26 名を 3 グループ 8～9 名ずつとし、さらに工場見学ツアーの 

  中で汎用旋盤（機械システム班担当）とマシニングセンター（工作技術班 

  担当）2 グループに分けて各々15 分ずつをめどに見学体験とした。 

５、13:15 より交替で 3 グループ児童２６名、父母４名を対象に合計 6 ローテ

ーションを随時、マシニングセンターデモ加工し、NC 旋盤、CNC 旋盤で加

工した記念メダルストラップを持ち帰りとした。 

６、記念メダルストラップの文字は「機械システム工学科 琉球大学」として 

1２0 個製作し、担当職員や外部の参加者へも配布した。 

結果 

昨年より参加者は増えたが事前の情報として聞いていたため余裕をもって対

応した。対象については年齢のばらつきはあったが昨年の経験があり保育

園生の参加もあったが、結果としては問題なく終了した。 
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外部資金・課金等	 

 

配分された予算以外で平成 24 年度技術部への入金があった外部資金、課金等は以下のとお

りである。	 

 

	 

課金等	 

	 項	 	 	 	 	 目	 	 

1	 課金収入（極低温センター）	 1 件	 

2	 課金収入（理学部）	 3 件	 

3	 課金収入（機器分析支援センター）	 1 件	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 合計金額	 62,200 円	 
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学外出張研修・研究報告	 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 浦添市	 牧港	 新牧港橋下暴露場 

期	 間 2012年	 4月	 23日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼材腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
浦添市牧港に架かる、新牧港橋下に設置した暴露場において以下の作業を行った。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、ACMセンサー
計測データ回収、暴露鋼板の観察を行った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 恩納村	 OIST	 2号橋 

期	 間 2012年	 4月	 24日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
OIST構内にかかる 2号橋の腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 国頭村	 辺野喜	 辺野喜橋跡地暴露場 

期	 間 2012年	 4月	 25日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
塩害により全崩落した辺野喜橋跡地に設置した辺野喜暴露場にて、腐食環境評価のため以下の

作業を実施した。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 浦添市	 牧港	 新牧港橋下暴露場 

期	 間 2012年	 5月	 28日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。本作業は月 1回定期的に行っている。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、ACMデータの
回収、暴露鋼板の観察を行った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 恩納村	 OIST	 2号橋 

期	 間 2012年	 5月	 29日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。本作業は月 1回定期的に行っている。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 国頭村	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2012年	 6月	 6日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。本作業は月 1回定期的に行っている。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
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所	 属 工作技術班 氏	 名 山里	 將史 

出張先 浦添・宜野湾漁業協同組合（学科）、那覇工業高校（実技） 

期	 間 2012年	 6月	 12日	 ～	 2012年	 6月	 14日 

目	 的 	 アーク溶接特別教育受講のため 

【報告内容】 
	 6月 12日（木） 
	 浦添・宜野湾漁業協同組合にて、アーク溶接特別教育（学科）を受講した。 
	 6月 13日（金） 
	 浦添・宜野湾漁業協同組合にて、アーク溶接特別教育（学科）を受講した。 
	 6月 14日（土） 
	 那覇工業高校にて、アーク溶接特別教育（実技）を受講した。アーク溶接は大電流を流すた

め、小さなミスが大事故につながる可能性がある。このため、実習で学生に指導する際には、

常に安全に気を付け、事故を起こさないよう心掛けたい。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 恩納村	 OIST	 2号橋 

期	 間 2012年	 7月	 3日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。本作業は月 1回定期的に行っている。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 国頭村	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2012年	 7月	 10日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。本作業は月 1回定期的に行っている。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
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所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 勢理客	 勝則 

出張先 	 琉球大学 熱帯生物圏研究センター 西表研究施設 

期	 間 2012年 7月 17日	 ～	 2012年 7月 18日 

目	 的 	 局所排気装置の定期自主検査および産業医巡視の実施 

【報告内容】 
7/17 琉球大学 熱帯生物圏研究センター 西表研究施設における局所排気装置 2 台の定期自主

検査の実施，並びに産業医巡視（オブザーバー）を行った。 
 
7/18 移動日 

所	 属 工作技術班 氏	 名 山里	 將史 

出張先 	 中部建設会館（沖縄市） 

期	 間 2012年	 7月	 24日 

目	 的 	 自由研削といしの取替等の業務に係る特別教育受講のため 

【報告内容】 
	 7月 24日（火） 
	 中部建設会館にて、自由研削といしの取替等の業務に係る特別教育を受講した。といしは取

扱方法を間違えると破損につながり、危険性の高い道具である。このため、今回受講した内容

をしっかりと守り、安全に作業するよう努めたい。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 恩納村	 OIST	 2号橋 

期	 間 2012年	 8月	 7日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。本作業は月 1回定期的に行っている。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 国頭村	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2012年	 8月	 13日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。本作業は月 1回定期的に行っている。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 うるま市	 富祖橋 

期	 間 2012年	 8月	 14日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
3年暴露鋼板の観察と回収、設置機材撤収を行った。 
 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 浦添市	 牧港	 新牧港橋 

期	 間 2012年	 8月	 15日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、ACMデータの
回収、暴露鋼板の観察を行った。 
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所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 山下	 大輔 

出張先 	 浦添・宜野湾漁業協同組合および基準協会実技教習所(2日目のみ) 

期	 間 2012年	 8月 21日	 ～	 2012年	 8月 22日 

目	 的 	 高圧・特別高圧電気取扱業務に係る特別教育講習 

【報告内容】 
8月 21日 
	 浦添・宜野湾漁業協同組合 1階大ホールにおいて、3つの科目の講習を受講した。高圧又は
特別高圧の電気に関する基礎知識、安全作業用具に関する基礎知識および電気設備に関する基

礎知識を得ることができた。 
8月 22日 
	 午前中は前日と同じ会場において、2つの科目の講習を受講した。午後は基準協会実技教習
所において、実技を行った。講習によって、高圧活線作業および活線近接作業の方法と関係法

規に関する知識を得ることができた。また、実技において電柱の登り方や碍子の交換方法など

を体得することができた。 

所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 渡嘉敷	 直盛 

出張先 平成 24年度九州地区国立大学法人等技術職員・中堅技術職員研修（佐賀大学） 

期	 間 2012年 8月 27日	 ～	 2012年 8月 29日 

目	 的 	 中堅技術職員研修にて専門知識、技術等を習得するため 

【報告内容】 
8月 27日 
	 台風のため到着が遅れてその日の研修は受けられず。よって懇親会も参加できず。 
8月 28日	 9時から 12時まで 
	 株式会社フォーブレーンの講師より「教える技術」について講習をうける。 
「教える技術」は知識、技能、態度に分けられ、自動車教習所で例えると、学科が知識、運転

技術が技能、安全な運転のビデオが態度に相当する。 
8月 28日	 午後 
	 唐津にある佐賀大学海洋エネルギー研究センターの見学をした。 
海洋温度差発電について説明を受ける。アンモニアを海洋の温度差を利用して蒸気にしてター

ビンを回し発電するのが原理である。夜は長崎大の方と情報交換会をした。 
8月 29日	 9時から 12時まで 
	 佐賀大保健管理センターの佐藤所長より「職場におけるメンタルヘルス」について講習をう

けた。佐賀大環境安全衛生管理室長の市場氏より「研究室における環境安全管理」について講

義を受ける。エコキャンパスに取り組んでいるのは、佐賀大と琉球大だそうだ。 
＊自己評価を行っているか各大学調査をしました。 
長崎×	 鹿児島○	 佐賀○	 宮崎○	 九工×	 熊本○	 大分○	 九州○ 
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所	 属 電気電子システム班 氏	 名 長田 克之 

出張先 佐賀大学 

期	 間 2012年	 8月	 27日	 ～	 2012年	 8月	 29日 

目	 的 	 平成 24年度九州地区国立大学法人等技術専門職員・中堅技術職員研修参加 

【報告内容】 
8月 27日 
	 台風の影響のため初日の全プログラムに参加できなかった。名簿上参加者は 58名。 
8月 28日 
	 9時から 11時 30分まで株式会社フォーブレーンの講師による「教える技術」の講義・演習
に参加した。「教える」「ほめる」「叱る」について講義を受け、ケーススタディで 2件につい
て隣の席の受講者とディスカッションを行った。参加者 10数名ほどの方々の回答を全員で聞
き、「教える、ほめる、叱る」ことについて学ぶよい機会であった。12 時 30 分からバスで移
動し 17:00まで佐賀大学海洋エネルギー研究センターを見学した。 
8月 29日 
	 9時から 10時 10分まで佐賀大学保健管理センター所長の佐藤武氏による「職場におけるメ
ンタルヘルス」の講義、10時 20分から 11時 30分まで佐賀大学環境安全衛生管理室長の市場
正良氏による「研究室における環境安全管理」の講義を受講した。11時 30分に閉講式が行わ
れ、修了証書を受領した。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 宇座	 俊吉 

出張先 	 九州地区国立大学法人等技術専門職員・中堅技術職員研修（佐賀大学） 

期	 間 2012年 8月 27日	 ～	 2012年	 8月 29日 

目	 的 研修 

【報告内容】 
8月 27日 
	 開校式 
	 講話「技術職員の役割」について 
講話「伝える技術」について 

	 台風のため１日目は欠席 
8月 28日 
	 講話「教える技術」について 
	 講師の講義があり、隣席と意見交換会を行った。 
	 施設見学（佐賀大学海洋エネルギー研究センターの見学）。 
8月 29日 
	 講話「職場におけるメンタルヘルス」について 
	 講話「研究室における環境安全管理」について 
	 閉講式	  
	 受講者数	 59名（琉球大学から４人参加） 
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所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 山下	 大輔 

出張先 	 浦添市てだこホール 

期	 間 2012年	 8月 30日	 ～	 2012年	 8月 31日 

目	 的 	 第 22回インテリジェント・システム・シンポジウム 

【報告内容】 
8月 30日 
	 浦添市てだこホールの市民交流室において、午前中は計算知能の理論とロボットへの展開に

関する様々な研究発表を聴講した。また、午後はバイオミメティック知能とその応用に関する

様々な研究発表を聴講した。 
8月 31日 
	 浦添市てだこホールの市民交流室において、「エネルギー散逸を利用した量子計算の有用性

に関する考察」と題して研究発表を行った。発表後、多くの方にご意見をいただき今後の研究

の新たな展開を見出すことができた。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 浦添市	 牧港	 新牧港橋 

期	 間 2012年	 8月	 31日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
防錆塗膜を施した試験体の紫外線劣化に関する研究として、塗膜の劣化状況調査を実施した。 
塗膜厚計測、白亜化試験、表面付着塩分の計測、防錆塗膜試験体の観察を行った。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 名古屋市	 名古屋大学 

期	 間 2012年	 9月	 5日	 ～	 	 2012年	 9月	 8日 

目	 的 	 土木学会全国大会参加 

【報告内容】 
土木学会全国大会に参加し、研究に関する発表を聴講した。 
9/5	 移動日	 9/6	 全国大会聴講	 9/7	 全国大会聴講	 9/8	 移動日 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 	 	 	 屋比久祐盛 

出張先 	 平成 24年度 機器・分析技術研究会（大分大学） 

期	 間 2013年	 9月 5日	 ～	 2013年 9月 8日 

目	 的 
	 技術研究会における口頭発表および大分大学・名古屋工業大学・鳥取大学の技

術部に関するヒヤリング調査	 

【報告内容】 
9月 5日	 

技術研究会の前日、大分大学（奥林・國分・三浦・嶋田）・名古屋工業大学（玉岡）・鳥

取大学（丹松）・琉球大学（屋比久）の 4 大学で技術部に関する情報交換会を開催し、各大

学の状況報告を行い貴重な情報を得る事が出来た。 

9月 6日 
大分大学工学部 104 号、大講義室において特別講演会を聴講した。また、工学系の学生実

験に関する取組や地域貢献活動について聴講し、貴重な情報を得る事が出来た。さらに、産

官学連携推進機構 2 階セミナー室においてポスター発表を聴講した。	 

9 月 7 日	 

	 	 大分大学工学部 104 号大講義室および工学部知能情報応用化学棟 107 号室において、技術

職員の震災に関する取組や、衛生管理者の安全衛生に関する発表について聴講した。 

所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 山下	 大輔 

出張先 	 教育福祉会館 

期	 間 2012年	 9月 11日 

目	 的 	 認定電気工事従事者認定講習 

【報告内容】 
9月 11日 
	 教育福祉会館において、認定電気工事従事者認定講習を受講した。講習は 4科目で「配線器
具並びに電気工事用の材料及び工具」、「電気工事の施行方法」、「自家用電気工作物の検査方法」

および「自家用電気工作物の保安に関する法令」であった。自家用電気工作物の特定のものに

関する施工法・検査法および法令に関する知識を得ることができた。 
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所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 山下	 大輔 

出張先 	 熊本大学 

期	 間 2012年	 9月 12日	 ～	 2012年	 9月 14日 

目	 的 平成 24年度九州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ研修 A 
【報告内容】 
9月 12日 
	 熊本大学 2号館において、2つの講演を聴講した。熊本大学が震災の復興に貢献している事
業や、熊本大学の人事評価の取り組みについて知ることができた。 
9月 13日 
	 「振幅変調・復調回路」の分野別講義を聴講した。また、復調回路とゲルマラジオを作製し

た。これらは熊本大学が学生実験や夏休みの工作教室として行っているものであった。この講

義と実習で振幅変調・復調回路について理解を深めることができた。 
9月 14日 
	 熊本大学 2号館において、熊本大学の自然エネルギー導入への取組みに関する講演を聴講し
た後、施設の見学を行った。熊本大学は太陽光発電を導入していることや、学生が自由に「も

のづくり」を行える施設があることが確認できた。 

所	 属 工作技術班 氏	 名 	 山里	 將史 

出張先 	 熊本大学 

期	 間 2012年	 9月	 12日	 ～	 2012年	 9月	 14日 

目	 的 平成 24年度九州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ研修 Aへ参加 

【報告内容】 
9月 12日（水） 
講演 1「熊本大学震災復興・日本再生支援事業－気仙沼湾海底調査－」、講演 2「熊本大学

の人事評価について」を聴講。人事評価の講演では、技術部・技術職員の将来について考えさ

せられた。 
9月 13日（木） 
	 機械コース講義・実習「電気系とのアナロジーを意識した機械振動実験」を受講した。講義

の内容は学生実験と同じであり、機械系と電気系の振動の相関関係が興味深い内容だった。 
	 その後、中央工場と研究資料館の見学をした。工場は琉大と比較して NC機械が多く、鋳造
場と、現在は使われていない鍛造場は広かった。研究資料館では、機械遺産として登録されて

いる古い工作機械が展示されており、実際に動く状態で保存されているのに感動した。 
9月 14日（金） 
	 熊本大学工学部 2号館にて、講演 3「熊本大学の自然エネルギー導入への取組み」を聴講し
た。その後、実際に学内に設置してあるソーラーパネルと学生が自由に使えるものクリ工房の

見学をした。特に、ものクリ工房の設置目的が興味深く、学生が使用したい機械のライセンス

を取得する制度となっていた。他大学を含め、工学系の学生のために琉大でも取り入れられれ

ば面白いと思った。 
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所	 属 工作技術班 氏	 名 	 野原	 幸則 

出張先 	 熊本大学 

期	 間 2012年	 9月 12日	 ～	 2012年 9月 14日 

目	 的 	 平成 24年度九州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ研修Ａに参加 

【報告内容】 
9月 12日 
講演 1「熊本大学震災復興・日本再生支援事業－気仙沼湾海底調査－」 
講演２「熊本大学の人事評価について」、「工学部技術部における人事評価の取組み」を聴講

した。講演１では世界 先端の性能を有する音響解析装置とモニタリングロボットで気仙沼

湾の地形や底質を調査し、海中に沈んだガレキの位置を特定してガレキの撤去に貢献するな

ど、東日本大震災からの災害復旧、産業復興のために活動している様子を知ることができた。 
9月 13日 
	 機械コース講義・実習「電気系とのアナロジーを意識した機械振動実験」を受講し、固有振

動数と共振現象の概念や機械振動系と電気振動系との類似性を講義と実験を通し学んだ。さ

らに、構造物模型や無限次元系の振動実験を通して、振動工学が広く工学の分野に関わって

いることが分かった。特に、動吸収器を用いて振動を止める実験や構造物模型の振動を止め

るデモを見ることができた。その後、中央工場および研究資料館の見学をした。	  
9月 14日 
	 講演3「熊本大学の自然エネルギー導入への取組み」を聴講した。その後、学内にある太陽
電池システムや、太陽電池で充電した電動アシスト自転車による電チャリプロジェクト施設

の見学、学生が授業時間の内外に、モノを組み立てたり分解したりする場所と設備を提供し

ていた。必ずしも授業に関係する必要は無く、個人の自転車やバイクの修理等に利用しても

良いとのことであった。バイクの整備やボール盤で穴あけを行う学生がいた。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 国頭村	 安田	 普久川橋、	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2012年	 9月	 19日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
【普久川橋】 
1年暴露試験体の回収 
【辺野喜暴露場】 
飛来塩分捕集試料の回収、温湿度計測データの回収、風向風速データの回収、暴露鋼板の観察

を行った。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 恩納村	 OIST構内	 2号橋 

期	 間 2012年	 9月	 21日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
暴露鋼板の写真撮影、飛来塩分ガーゼの交換、風向風速データ収集、温湿度データの収集を行

った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 宮古島市	 伊良部大橋 

期	 間 2012年	 9月	 26日 

目	 的 	 伊良部大橋の調査 

【報告内容】 
建設中の伊良部大橋の桁内の腐食環境調査を行った。 
台風 17号接近のため、予定を短縮し、打合せと現地見学のみを行った。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 浦添市	 牧港	 新牧港橋下牧港暴露場。	 那覇市	 松川	 松川高架橋 

期	 間 2012年	 9月	 28日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
 
【牧港暴露場】 
試験体写真撮影、飛来塩分ガーゼ交換、計測機器点検。 
 
【松川高架橋】 
3年暴露鋼板の回収。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 国頭村	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2012年	 10月	 10日 

目	 的 	 腐食環境調査。暴露試験体の搬入立会い 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
暴露鋼板の錆厚計測と写真撮影、試験鋼板の回収。温湿度データの収集。 
台風 17号の影響で、暴露場のフェンスなどが破損していたため、応急処置などを施した。 
また、新たに行う共同研究の暴露試験体の搬入、設置に立ち会った。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 うるま市	 工業技術センター 

期	 間 2012年	 10月	 24日 

目	 的 	 試験設備の見学 

【報告内容】 
紫外線劣化促進試験機を用いた実験を行うため、試験機の見学を行った。 
試験機の調子が悪く、部品の交換などを行い、試験機の調整を行った後、再度連絡をもらう子

になった。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 浦添市	 牧港	 新牧港橋下牧港暴露場 

期	 間 2012年	 10月	 26日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
 
【牧港暴露場】 
試験体写真撮影、飛来塩分ガーゼ交換、計測機器点検。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 国頭村	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2012年	 11月	 13日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
 
【辺野喜暴露場】 
試験体写真撮影、飛来塩分ガーゼ交換、計測機器点検。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 うるま市	 富祖橋 

期	 間 2012年	 11月	 14日	  

目	 的 	 橋梁調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、鋼桁橋梁の腐食状況調査を行った。 
写真撮影と錆厚計測を実施した。 
 

所	 属 機械システム班 氏	 名 	 名嘉	 海人 

出張先 	 慶応義塾大学、東京ビッグサイト 

期	 間 2012年 11月 20日	 ～	 2012年 11月 22	 日 

目	 的 	 材料学会疲労シンポジウムと産業交流展参加 

【報告内容】 
11月 20日～21日 
材料学会疲労シンポジウムにて、聴講および発表をした。発表タイトルは以下の通り。 
「生産設備に発生したき裂の進展抑制の検討」 
 
11月 22日 
産業交流展にて、機械分野の資料収集をした。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 恩納村	 OIST構内 2号橋 

期	 間 2012年	 11月	 20日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
 
暴露鋼板の錆厚計測と写真撮影、試験鋼板の回収。温湿度データの収集。 
 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 浦添市	 新牧港橋下牧港暴露場。	 那覇市	 松川高架橋。 

期	 間 2012年	 11月	 21日 

目	 的 	 腐食環境調査、橋梁調査 

【報告内容】 
鋼橋の腐食環境評価に関する研究として、腐食環境要因の計測を行っている。 
腐食環境評価のため以下の作業を実施した。 
【牧港暴露場】 
暴露試験体の錆厚計測と写真撮影を行った。飛来塩分ガーゼの交換、温湿度データの収集を行

った。 
【松川高架橋】 
鋼桁の腐食状況調査として、錆厚計測、写真撮影を行った。 
橋梁寸法を計測した。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 淵脇	 秀晃 

出張先 	 うるま市	 J-POWER電源開発	 石川石炭火力発電所 

期	 間 2012年	 12月 4日 

目	 的 	 桟橋橋脚調査 

【報告内容】 
	 桟橋鋼管橋脚の塩害劣化状況の調査を行った。 
	 橋脚の表面塩分量計測、錆厚計測などを行った。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 宮古島市	 乗瀬橋 

期	 間 2012年	 12月	 8日	  

目	 的 	 橋梁調査 

【報告内容】 
塩害を受けた鋼管橋脚の劣化状況調査を行った。 

	 撤去されるため、橋脚へのナンバーリングと、その保管打合せを業者と行った。 
 
所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 宮古島市	 乗瀬橋 

期	 間 2012年	 12月	 15日 

目	 的 	 橋梁調査 
【報告内容】 
塩害を受けた鋼管橋脚の劣化状況調査を行った。 

	 撤去された、鋼管橋脚の引き取り打合せを業者と行った。 
 
所	 属 環境システム班 氏	 名 淵脇	 秀晃 

出張先 	 国頭村	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2012年	 12月 26日	  

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
	 腐食環境調査のため、以下の作業を実施した。 
・温湿度計測データ、風向風速データの収集。 
・塩分捕集ガーゼ交換。 
・暴露試験体の錆厚計測、写真撮影。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 浦添市	 牧港	 牧港暴露場 

期	 間 2013年	 1月	 8日	  

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
腐食環境調査のため、以下の作業を実施した。 
・温湿度計測データ回収。 
・塩分捕集ガーゼ交換。 
・暴露試験体の錆厚計測、写真撮影、回収と設置。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 浦添市	 西洲	 那覇港湾・空港整備事務所浦添出張所 

期	 間 2013年	 1月	 9日	  

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
腐食環境調査のため、以下の作業を実施した。 
・塩分捕集ガーゼ設置。 
・暴露試験体の設置。 
・写真撮影。 

所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 勢理客	 勝則 

出張先 	 南西石油㈱ 

期	 間 2013年 1月 11日	  

目	 的 	 可燃性ガス等火災・爆発体験セミナーへの参加 

【報告内容】 
	 沖縄県高圧ガス保安協会主催による可燃性ガス等火災・爆発体験セミナーに参加した。この

セミナーは東レ株式会社 名古屋事業場 ケミカルプロセス技術部 防災・環境技術室による説
明および体験実習が行われた。 
	 内容 
	 １．安全工学・災害について 
	 ２．可燃性液体の火災現象 
	 ３．混合ガス爆発現象 
	 ４．粉じん爆発現象 
	 ５．静電気による着火爆発現象 
	 ６．電気機器による着火爆発現象 
高圧ガスによる災害事例を知ることで，安全に対する対策方法を学び，爆発現象を体験するこ

とで，ガスの爆発限界および爆発範囲を知ることができた。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 上 洲   孝 

出張先 地盤工学会（東京都文京区）	  

期	 間 2013年 2 月 7 日	 ～	 2013年 2 月 9 日 

目	 的 	 「宅地造成地盤の耐震性と安全性」講習会（主催：地盤工学会） 
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【報告内容】 
＜2 月 8 日＞	 

東北地方太平洋沖地震では、臨海部の埋立地や仙台市周辺の丘陵地に造成された宅地におい

て、多くの地盤変状が発生し、宅地造成の施工や維持管理に関する問題が顕在化しています。

これまでにも宅地造成地における地震被害の多さは指摘されておりますが、造成地全てで被害

が起きている訳ではなく、適切な調査・評価手法の確立が求められております。本講習会では、

東北地方太平洋沖地震での被災状況を踏まえて加えられた新しい内容を含め、調査、評価方法

から耐震化技術、さらには実施にあたっての法整備までの一貫した内容で、各分野の第一線で

活躍されている講師陣（下記参照）の講習を受けました。	 

（内容と講師）	 

①東日本大震災における仙台市での造成宅地被害と復旧（風間基樹[東北大学]）	 

②被災宅地危険度判定から見る宅地擁壁・地盤・斜面の現状と課題（橋本隆雄[㈱千代田コ

ンサルタント]）	 

③宅地の健全性評価手法と耐震化対策技術	 （二木幹夫［一般財団法人ベターリビング］）	 

④宅地の地盤調査における実際と課題（村田芳信［NPO 法人地盤防災ネットワーク］）	 

⑤宅地防災に関する施策について（吉田桂治［国土交通省都市局都市安全課］）	 

⑥宅地造成地盤の訴訟の事例（稲垣秀輝［㈱環境地質］）	 

 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 
	 浦添市	 西洲	 那覇港湾・空港整備事務所浦添出張所 
	 浦添市	 牧港	 牧港暴露場 

期	 間 2013年	 2月	 8日 

目	 的 	 腐食環境調査 
【報告内容】 
腐食環境調査のため、以下の作業を実施した。 
・温湿度計測データ回収。 
・塩分捕集ガーゼ交換。 
・暴露試験体の錆厚計測、写真撮影、回収と設置。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 うるま市	 富祖橋 

期	 間 2013年	 2月	 28日 

目	 的 	 橋梁調査 

【報告内容】 
耐候性鋼橋の腐食状況調査として、写真撮影、錆厚計測を行った。 
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所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 国頭村	 辺野喜	 辺野喜暴露場 

期	 間 2013年	 3月	 5日 

目	 的 	 腐食環境調査 

【報告内容】 
腐食環境調査のため、以下の作業を実施した。 
・暴露鋼板の写真撮影 
・計測データの収集 
・暴露鋼板の新規設置 
・飛来塩分捕集ガーゼ交換 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 名護市	 世冨慶	 世冨慶橋 

期	 間 2013年	 3月	 6日	  

目	 的 	 橋梁応力調査のための機材設置 

【報告内容】 
塩害劣化後補強した RCコンクリート橋の応力調査のため、計測機材の設置を行った。 
・ひずみゲージケーブルの配線、計測機への結線 
・計測機器のセットアップ 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 	 	 	 屋比久祐盛 

出張先 	 平成 24年度 愛媛大学総合技術研究会（愛媛大学） 

期	 間 2013年	 3月 6日	 ～	 2013年 3月 9日 

目	 的 	 技術研究会の口頭発表および実験･実習技術研究会連絡協議会の参加	 

【報告内容】 

3月 7日（木）	 
ひめぎんホール(愛媛県民文化会館)において、受付を行い開会式に参加した。その後、特

別セッション『大震災における技術職員の役割』を聴講した。また、ポスターセッションでは数多くの

発表があり、様々な調査や研究の事例に触れることが出来た。その後の情報交換会では、全国から

約 450 名の技術職員の参加者がおり、貴重な意見交換の場になった。 

	 	 3月 8日 
愛媛大学城北キャンパスの共通教育講義棟で、「沖縄県における住宅用太陽光発電とその

断熱効果について」のテーマで口頭発表を行った。建築・土木・資源系技術分野では、他に

も発表があり活発な意見交換が行われた。	 

	 	 昼食時には、実験･実習技術研究会連絡協議会が開催され、技術研究会の次期開催校に関

する協議がなされ、今後の運営面での確認が行われた。	 
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所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 渡嘉敷	 直盛 

出張先 平成 24年度愛媛大学総合技術研究会（愛媛大学） 

期	 間 2013年 3月 6日	 ～	 2013年 3月 9日 

目	 的 
	 平成 24年愛媛大学総合技術研究会にてポスター発表と情報技術セクションの座
長のため 

【報告内容】 
	 3月 6日(水) 移動日	 夜に大分大学の方々と夕食会をする。 
 
	 3月 7日(木) 13時より、ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館：愛媛大学より徒歩 10分の
ところ)にて受付し、開会式に出席する。その後の特別セッションのテーマは「大震災におけ
る技術職員役割」という題で、東北大学、神戸大学の方が報告していた。東北大学の地震のビ

デオ映像は凄まじいもがあった。 
	 16時よりポスターセッションＡグルーに参加した。私は「業務依頼システムの開発と改良」
という題で発表した。大島商船高専、広島大学、長崎大学などから質問を受けた。また大島商

船高専も「業務依頼Webシステムの開発」という題で同じ時間帯に発表していることが分か
り、後で意見を交換した。ポスター発表で興味あるものとして、「工学系研究委員会等議事録

管理システムの運用と改善」(佐賀大学)があった。セッションの時間は 40分と短く、他の発
表があまり聞けないのが残念だった。 
	 18時より情報交換会に参加した。参加者は 400名余りで研究会全体としての参加者は 700
名余りと報告があった。交換会では東北大学の方より地震発生時の対応などの生の意見が聞け

てとても有意義だった。次回の総合技術研究会は北海道大学と報告があった。 
 
	 3月 8日(金) 8時 50分より口頭発表が始まる。12分野があり、地域貢献分野、電気電子、
情報技術の分野を聴講した。13時 30分より情報系技術分野の座長を担当した。座長は初めて
経験であった。予鈴の説明を忘れて飛ばしてしまった。経験不足を実感した。 
口頭発表は 15時 40分に終わり、そこで自動的に解散という感じであった。閉会式は特にな
かった。その後長崎大学の方と意見交換会した。 
	 3月 9日(土) 移動日 
以上 

所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 勢理客	 勝則 

出張先 	 愛媛大学 

期	 間 2013年 3月 6日	 ～	 2013年 3月 9日 

目	 的 	 愛媛大学総合技術研究会へ参加 

73



【報告内容】 
3/6 移動日 
 
3/7平成 24年度愛媛大学総合技術研究会への参加およびポスター発表を行った。 
	 	 	 特別セッション「大震災における技術職員の役割」－阪神・淡路大震災，および東日本

大震災の事例報告－を聴講した。講師は東北大学工学研究科健康安全管理室 本間誠氏，神
戸大学工学研究科技術室 大槻正人氏であった。震災時およびその後の技術職員の対応事例
および他大学との意見交換に対する貴重な情報を得ることができた。 

	 	 	 ポスターセッションでは「新たなスタート～第二種電気工事士講習会の今後の在り方に

ついて～」を発表し，他大学職員と貴重な意見交換ができ，今後の発展への期待が持てた。 
 
3/8平成 24年度愛媛大学総合技術研究会にて口頭発表を聴講した。 
	 	 12会場のうち，主に地域貢献・技術者養成活動分野を聴講した。中でも熊本大学 須惠耕
二氏の「音声式点字タイプ教具の開発による盲学校低学年の点字学習環境の改善」の発表

は，活動方法および教育方法等について多くのことが学べた。今後の新たな活動の参考に

なったといえる。 
3/9 移動日 

所	 属 電気電子システム班 氏	 名 	 山下	 大輔 

出張先 	 愛媛大学 

期	 間 2013年	 3月 6日	 ～	 2013年	 3月 9日 

目	 的 	 平成 24年度愛媛大学総合技術研究会 

【報告内容】 
3月 6日 
	 移動日 
3月 7日 
	 愛媛県県民文化会館ひめぎんホールにおいて、特別セッションを聴講した。セッション内容

は「大震災時における技術職員の役割」であり、東日本大震災および阪神・淡路大震災の実態

と、現在の大学の状況および復旧・復興への取り組みについての発表であった。その後、ポス

ターセッションの発表を行った。他大学で同じような取り組みを行っている方々から意見をい

ただくことができた。 
3月 8日 
	 愛媛大学共通教育講義棟において、口頭発表を聴講した。主に地域貢献・技術者養成活動分

野の発表を聴講した。他大学での活動や取り組みを知ることができた。 
3月 9日 
	 移動日 
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所	 属 機械システム班 氏	 名 	 新田宗宏 

出張先 	 愛媛大学総合技術研究会（愛媛大学） 

期	 間 2013年 3月 6日	 ～	 2013年 3月 9日 

目	 的 	 研究会発表及び今後の資料収集 

【報告内容】 
3月 6日（総合研究会：前日） 

	 愛媛大学にて、他大学技術部の技術職員との意見交換を行った。 
特に、他大学における技術部運営・学外活動（科研費等）の情報交換会であった。 
 
3月 7日（総合研究会：1日目） 
ポスターセッションが、2グループに分かれて行われた。発表件数 232件であった。 
『島国に適したサボニウス風車の基礎研究』のタイトルで発表を行った。 
 
3月 8日（総合研究会：2日目） 
口頭発表は 13会場で行われ、発表件数 143件であった。 
機械・材料系の分野において、座長を務めた。 
『工学部実習工場』と『愛媛大学ミュージアム』の見学を行った。 
 
3月 9日 
他大学の技術職員の仕事業務と学外活動（地域貢献）について、情報交換会を行った。 

 

所	 属 工作技術班 氏	 名 山里	 將史 

出張先 浦添・宜野湾漁業協同組合（学科）、那覇工業高校（実技） 

期	 間 2013年	 3月	 14日	 ～	 2013年	 3月	 16日 

目	 的 	 ガス溶接技能講習受講のため 

【報告内容】 
	 3月 14日（木） 
	 浦添・宜野湾漁業協同組合にて、ガス溶接技能講習（学科）を受講した。 
	 3月 15日（金） 
	 浦添・宜野湾漁業協同組合にて、ガス溶接技能講習（学科）を受講した。 
	 3月 16日（土） 
	 那覇工業高校にて、ガス溶接技能講習（実技）を受講した。ガス溶接は燃料にアセチレン等

の可燃ガス、燃焼させるために酸素を用いるため、ボンベの取り扱いにも注意が必要になる。 
実技では午前中の 2時間半で 3mm厚の帯鉄を溶接、および溶接された鉄板のガス切断を行

った。午後はガス溶接の器具をガスボンベに取り付け・取り外し、ガス漏れがないか点検を行

った。 
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所	 属 情報システム班 氏	 名 	 翁長	 竜盛 

出張先 	 第８回情報技術研究会（九州工業大学 情報工学部 飯塚キャンパス） 

期	 間 	 2013年 3月 18日	 ～	 2013年 3月 19日 

目	 的 	 研究会発表及び参加各大学の取り組みにおける情報収集 

【報告内容】 
3月 18日 
	 九州工業大学飯塚キャンパスにおいて、情報技術研究会口頭発表の聴講、その後意見 
交換会、懇親会へ参加した。全国各地の情報系技術職員の取り組みについて、具体例も 
含めた有意義な意見交換が行えた。 
 
3月 19日 
	 九州工業大学飯塚キャンパスにおいて、情報技術研究会口頭発表の聴講、意見交換会へ参加

した。また、同会場にて「教育機関におけるネット配信の基本」の発表を行った。 
各地の情報収集及び発表に対しての意見を頂き、今後の課題が見えてきた。 

所	 属 環境システム班 氏	 名 	 淵脇	 秀晃 

出張先 	 那覇市	 てんぶす那覇 

期	 間 2013年	 3月	 29日 

目	 的 	 シンポジウム参加 

【報告内容】 
「TDN 施策推進アクションプログラム	 『沖縄の交通問題と解決策を考える』」シンポジ
ウムに参加。講演を聴講した。 
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【資料１】	 	 

琉球大学工学部技術部規程 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 20 年 2 月 27 日	 

制	 	 	 	 	 	 	 定	 

	 （設置）	 

第１条 	 琉球大学工学部における教育、研究、運営等に係る支援業務並びに専門的技術業

務等を円滑かつ効率的に処理するため、琉球大学教室系技術職員の組織等に関する

取扱要項（平成 5 年 1 月 25 日制定）第 2 第 1 項の規定に基づき、技術職員及び教

務職員（以下「技術職員」という。）に係る組織として琉球大学工学部技術部（以

下「技術部」という。）を置く。	 

	 （組織及び業務）	 

第２条 	 技術部に、次の表に掲げる班を置き、各班は、表に掲げた業務及び別紙に定める

ところにより連携して業務を行うものとする。	 

        班	                 業	 	 	 	 	 務	 

機 械 シ ス テ ム 班
	 

機械工学分野に関する専門的業務	 

環 境 シ ス テ ム 班
	 

土木工学及び建築学分野に関する専門的業務	 

電気電子システム班
	 

電気・電子工学分野に関する専門的業務	 

工 作 技 術 班	 教育研究に関する工作支援業務	 

情 報 シ ス テ ム 班	 情報工学分野に関する専門的業務	 

２	 前項に定める業務のほか、技術部は他部局及び外部の技術支援を行うことができる。	 

第３条 	 技術部は、次に掲げる職員をもって構成する。	 

（１）技術部長	 

（２）技術職員	 

（３）その他必要な職員	 

２	 技術部長は学部長をもって充て、技術部を統括する。	 

	 （技術長）	 

３	 技術部に技術長を置き、技術専門員をもって充て、第 2 条に定める業務を統括整理し

組織に所属する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行う。	 

	 （技術班長）	 

４	 班に技術班長を置き、技術専門員又は技術専門職員をもって充て、班の業務を整理し

班に所属する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行う。	 

	 （技術主任）	 

５	 班に技術主任を置き、技術職員（技術専門員を除く。）をもって充て、担当の業務を

処理し、担当する業務に従事する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行う。	 

	 （先任技術専門職員）	 

６	 技術部に技術班長及び技術主任のほか、先任技術専門職員を置くことができる。	 

（２）先任技術専門職員は、技術専門員又は技術専門職員をもって充て、特に指定され

た業務を独立して処理するとともに、必要に応じて技術部の技術職員に対し、技術

的な指導・育成等を行う。	 
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７	 前各項以外の技術職員は、技術業務に従事する。	 

	 （研修）	 

第４条	 技術職員は、業務に関する専門的知識・技術等の修得、技術の向上及び自己啓発

を図り、能力・資質を高めるために研修に努める。	 

	 （業務運営委員会）                    	 
第５条 	 技術部に，技術部における業務を円滑かつ効率的に処理するために、業務運営委

員会（以下「委員会」という。）を置く。	 

２	 委員会は、次に掲げる事項を審議する。	 

（１）業務の実施及び総括に関する事項	 

（２）業務の企画、開発及び改善に関する事項	 

（３）他部局及び外部の技術支援に関する事項	 

（４）その他業務運営に関する事項	 

３	 委員会は，次に掲げる委員をもって構成する。	 

（１）技術長	 

（２）技術班長	 

（３）技術主任	 

（４）先任技術専門職員	 

（５）その他技術部長が必要と認める職員	 

４	 委員会に委員長を置き、技術長をもって充てる。	 

５	 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。	 

６	 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代行する。	 

７	 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数の賛成

をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。	 

８	 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。	 

９	 委員会の事務は、技術部において処理する。	 

	 （管理運営委員会）	 

第６条 	 技術部の管理運営に係る重要事項を審議するため、琉球大学工学部技術部管理運

営委員会（以下「管理運営委員会」という。）を置く。	 

２	 管理運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。	 

	 （雑則）	 

第７条 	 この規程に定めるもののほか、技術部の運営に関し必要な事項は、別に定めるこ

とができる。	 

附	 則（平成 20 年 2 月 27 日）	 

琉球大学工学部技術部組織内規（平成 5 年 1 月 25 日制定）は、廃止する。	 

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する	 

附	 則（平成 23 年 3 月 19 日	 ）	 

この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。	 
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別	 紙	 

（１）本学部の教育支援に関す

ること。	 

１）学生実験実習・演習の技術支援	 

２）実験実習等で使用する装置の製作・保守及び修

理	 ３）実験実習等の装置の設置及び準備	 

４）実験実習等で使用する試料の製作	 

５）学生実験をサポートするＴＡへの技術支援	 

６）学生の安全教育	 

（２）本学部の研究支援に関す

ること。	 

１）研究室の実験装置製作・保守及び修理	 

２）研究室への技術支援	 

３）研究の安全衛生における対策支援	 

（３）本学部の学科・学部運営

支援に関すること。	 

１）学科事務の支援	 

２）労働安全衛生関連支援	 

３）各種行事への対応	 

（４）技術部の企画及び開発に

関すること。	 

１）企画・開発	 

２）科研費等の申請	 

３）ＰＲ活動	 

（５）技術部の運営に関するこ

と。	 

１）班の業務・連携に関すること	 

２）技術報告会等の企画、実施	 

３）資格取得等講習会の企画、実施	 

４）技術講習会の企画、実施	 

５）講習会等への参加	 

（６）技術部の自己点検・評価

に関すること。	 

１）業務計画	 

２）業務点検	 

３）業務評価	 

４）業務改善	 

（７）他部局等の技術支援に関

すること。	 
１）技術相談及び装置製作	 

（８）外部支援に関すること。	 １）技術相談及び装置製作	 

２）産学官連携事業	 

３）兼業	 

（９）その他、技術部長が認め

た業務に関すること。	 
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【資料２】	 

琉球大学工学部技術部管理運営委員会規程	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 20 年 2 月 27 日  
制	 	 	 	 	 	 	 	 定	  

（設置）  
第１条 	 琉球大学工学部技術部組織規程（平成 20 年 4 月 1 日制定）第 6 条第 2 項の規定

に基づき、琉球大学工学部技術部管理運営委員会（以下「委員会」という。）を置

く。	 

（審議事項）  
第２条 	 委員会は、次に掲げる事項を審議する。	  
（１）	 技術部の管理運営に係る基本方針に関する事項  
（２）	 技術部の予算に関する事項  
（３）	 技術部の人事に関する事項  
（４）	 技術部の点検・評価に関する事項  
（５）	 その他、技術部長が必要と認める事項  
（組織）  

第３条 	 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。  
（１）技術部長  
（２）学部長が指名する副学部長  
（３）各学科長  
（４）工作工場長  
（５）技術長  
（６）事務長  
（７）技術部長が指名する技術職員(平成 23 年 4 月 1 日付で 7 号辞令の伊舎堂）  

第４条 	 委員会に委員長を置き、技術部長をもって充てる。  
２	 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３	 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代行する。  
４	 第3条第3号に規定する委員が出張等で出席できない場合は、代理者を出席させるもの

とする。	 

５	 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数の賛成

をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。	 

６	 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。	 

（事務）	 

第５条 	 委員会の事務は、技術部において処理する。  
（雑則）  

第６条	 この規程に定めるもののほか、技術部の管理運営に関し必要な事項は、別に定め

ることができる。  
 
附	 則  
この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。	 

附	 則（平成 23 年 3 月 19 日）	 

この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。  
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番号

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

1 16 14 14 14

2 17 16 15 16

3 10 11 11 10

4 12 11 12 11

5 3 3 3 4

6 4 4 4 4

7 10 12 12 11

8 14 12 11 10

9 12 12 12 12

10 2 2 2 2

11 4 3 2 2

12 3 7 8 9

13 7 8 8 9

14 1 1 1 1

15 3 3 3 1

16 1

17 6 5 5 4

18 1

19 1

20 6 6 6 6

21 1 2 2

22 1 1 1 2

23 2 2 2 2

24 2 2 2 2

25 1 1 1 1

26 1 1 1 1

27 1

28 1 2 2 2

29 1 1 1 1

30 2 3 3 1

31 2 4 4 4

32 1 1 1

33 2

34 1 1 1 1

35 1 1 1 1

36 1 1 1 1

37 1 1 1 1

38 2 3 3 2

39 1 1 1 1

40 1 1 1 1

41 3 4 5 5

42 1 1 1 1

43 1 2 2 1

44 1 1 1 1

45 1 2 2 1

46 16 18 18 15

47 1 1

48 1 1 1 1

49 1 1 1 1

50 1 1 1 1

51 1 1 1 1

52 1 1 1 1

53 1 1 1 1

54 2 2

55 1 1 1

56 1 1 1

57 1 1 1

58 1 1 1

59 1 1 1

60 1 1 1

61 1 1

ガス溶接作業主任者

認定電気工事従事者

職業訓練指導員免許

玉掛け技能講習修了

フォークリフト運転技能講習修了

自由研削といしの取り替え・試運転の業務に係る特別教育修了

床上操作式クレーン運転技能講習修了

ガス溶接取扱い技能講習修了

高圧・特別高圧電気取扱い業務にかかる特別教育講習修了

安全衛生推進者養成講習修了

第3種電気主任技術者

電気工事士免状

【資料３】

アーク溶接作業従事者特別教育講習修了

低圧電気取り扱い者特別教育講習修了

第１種衛生管理者

資格等一覧表

日商簿記検定2級

資格等

特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了

技術士一次試験合格（機械部門）

2級機械技能士

2級建築士

第2種電気工事士

防錆管理士

2級ボイラー技士

危険物取扱者免状　乙種3類

危険物取扱者免状　乙種4類

電気取扱作業特別教育インストラクター

衛生工学衛生管理者

特別管理産業廃棄物管理責任者

有機溶剤作業主任者

作業環境測定士

粉じん作業インストラクター

電気取扱作業特別教育インストラクター（低圧）

粉じん作業従事者特別教育修了

アーク溶接特別教育インストラクター

普通救命講習修了者

2級土木技術者資格

危険物取扱者免状　乙種5類

危険物取扱者免状　乙種6類

局所排気装置等定期自主検査者養成講習修了

第１級無線技術士

局所排気装置等定期自主検査者インストラクター

化学物質管理者研修修了

危険物取扱者免状　甲種

工事担任者デジタル２種

1級小型船舶

2級小型船舶

4級小型船舶

小型移動式クレーン運転

測量士

測量士補

地質調査主任技術者

宅地建物取引主任者

研削砥石の取替え等業務特別教育インストラクターコース

コンクリート主任技士

潜水士

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者修了証

コンクリート技士

基本情報技術者

ORACLE	 MASTER	 Bronze	 Oracle	 Database	 10g

ORACLE	 MASTER	 Silver	 Oracle	 Database	 10g

木材加工用機械作業主任者技能講習修了
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編集後記	 

	 

平成 24 年度「琉球大学工学部技術部活動報告書」ができあがりました。	 

今年度は 6 月中での Web 公開を目標に各編集委員、執筆担当者の協力のもと無事発刊できた事を

嬉しく思います。本報告書は各班の活動や各種委員会、専門部会等、技術部の一年間の活動を紹

介しています。	 

平成 23 年度 4 月 1 日から班の再編成があり、電子情報システム班が電気電子システム班と情報

システム班に分かれ「機械システム班」「環境システム班」「電気電子システム班」「情報システム

班」「工作技術班」の 5 班体制になりました。班の再編成により、教育・研究支援体制が充実し、

より効率的な支援業務が行えるようになると思います。	 	 

また、業務依頼システムの Web 化により、依頼書入力時の負担軽減が図られるとともに、依頼

システムがより迅速に処理されることを期待します。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 技術報告書の作成にあたってご協力をいただいた多くの関係者の皆様に、改めて厚くお礼を申

し上げます。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 24 年度技術部活動報告書編集委員	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 委員長	 名嘉	 秀和（情報システム班）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 淵脇	 秀晃（環境システム班）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 名嘉	 海人（機械システム班）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 山下	 大輔（電気電子システム班）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 山里	 將史（工作技術班）	 
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