


 

 
 

 



 

巻 頭 言 

 
工 学 部 技 術 部 

平成 23 年度技術部長 高良富夫 

 

 工学部技術部は、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。 

 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、主として工学部の教育、研究、運営等を支援してきま

した。機械システム班では、工学部機械システム工学科の昼間主コースと夜間主コースの２年次

に対する材料加工実習及び安全教育と学生実験補助等の支援を行っています。環境システム班は、

主として環境建設工学科（土木コース及び建築コース）を支援する技術職員で構成され、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ます。

電子情報システム班は、電気・電子・情報工学分野の専門技術を有する技術職員で構成されてお

り、学生実験の支援や工作室の安全管理、学科サーバのメンテナンス等、教育、研究、大学運営

等に幅広く技術支援を行っています。工作技術班は、工学部附属工作工場において機械の点検整

備や工場内の施設・設備の維持・管理等を行い、材料加工学実習補助や試験片の製作、実験装置

の製作等の教育支援を行っています。 

 平成 23 年度からは、電気電子部門と情報部門が分離独立し新たな班となり、さらに活発に活動

する予定です。 

 また技術部としての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。教育支援部会では、工学部

の教育及び研究の支援を検討しています。教育に関しては、工学部の各学科の教育支援、特に学

生の実験実習等の支援を検討しています。研究に関しては、工学部教員の研究に関する支援を検

討しています。広報部会では、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目標

の一つである地域貢献活動を検討、実施しています。研修・企画部会では、技術職員の技術力向

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、講演会、及び施設見学会等の

企画を行い、業務運営委員会に議案を提案しています。運営評価部会では、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、審議

事項の事前調整や資料作成を行い、業務運営委員会に提案しています。 

 以上のように、工学部技術部では、発足以来３年間、活発に活動をしてきました。工学部長で

もある私は、工学部の社会に対する大きな任務として地域貢献を取り上げています。特に、昨今

の若者の理科離れの傾向に対処するための講演会や講習会を、地域に向けて積極的に行うことを

工学部の基本目標の一つにしています。工学部技術部が今後、このような目的でも活躍すること

を、大いに期待したいと思います。 
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平成 22 年度琉球大学工学部技術部活動報告書の発刊にあたって 

 

工 学 部  技 術 部 

技術部長 山川 哲雄 

 

工学部内に技術部が 2008 年４月に発足以来、3年間があっという間に過ぎ去りました。 

ここで、発足 3 年目に当たる 2010 年度１年間における技術部の動きを振り返ってみたいと思い

ます。まずは技術部の組織が改編され、新組織として 2011 年 4 月 1日から発足することが 2010 年

度中に正式決定されたことです。それは、従来から電子情報システム班が電気電子工学科と情報工

学科の 2学科の教育と研究支援を担当していましたが、この 4月から情報システム班が電子情報シ

ステム班から独立して、主に情報工学科の支援活動を開始したことであります。したがいまして、

技術部の組織が機械システム班、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

術班に改編されました。2010 年度まで独立した情報システム班がなかったことを考えますと、技

術部内の小さな改組とはいえ、永年の懸案事項を一挙に解決でき、大きく前進できたと考えていま

す。これには、皆様のご理解とご協力があってこそ実現できたものであり、特に機械システム工学

科の教員の皆様には深く感謝申し上げたいと思います。 

2010 年 3 月末には伊波善清技術長と佐久川恵博班長のお二人が定年退職なさいました。永年の

勤務と工学部の教育と研究に対する貢献に深く感謝する次第です。定年退職した伊波善清技術長に

代わって、2011 年 4 月からは高良一夫技術長が就任なさいますが、技術部の存在感とさらなる活

性化を期待したいと思います。技術部内における技術報告会が 2010 年度は都合 12 回開催されまし

た。また、外部に目を向けると水工学に関する夏季研修（神戸）、2010 機器・分析技術研究会（東

京工業大学）、コンクリート技術講習会（大阪）、ガス溶接作業主任者試験（福岡）、地盤工学会（東

京）、情報技術研究会（九州工業大学）、熊本大学総合技術研究会（熊本大学）などに技術部職員が

多数参加されています。これらの技術報告会、研究会や講習会を通して最新の技術情報を勉強し、

またこれらの情報や知識を技術部全体で共有することは好ましいことであります。これは技術部全

体の底上げにもなるし、技術部職員の意識向上や改革にも大きく貢献するものと考えます。 

このように技術部自身が活性化していくことは、それなりに歓迎すべきことであります。一方、

技術部の中にあっても技術職員は教員や学生の中にはいって、いっしょに教育・研究に参加するこ

とが最も望ましい形態ではないかと確信します。技術部として独立した組織になることはいいとし

ても、教員や学生から遊離することは気をつけなければなりません。組織的には独立しても、常に

教員と学生とともに連携し、ときには指導して教育・研究に積極的に参加することこそ技術部のモ

ットーでなければならないと思いますし、またそうあってほしいと強く希望するものであります。

そうすることによって、教育と研究の質の向上と効果がますます期待できるのではないかと確信し

ます。 

琉球大学工学部技術部が発足して 3年余り経過後に、皆さまのご支援とご協力のおかげで、引き

続き技術報告書第 3号を発刊することができました。本技術報告書が工学部の教育と研究の一層の

活性化に寄与し、有効に活用されることを願ってやみません。 
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技術部活動報告書発刊に寄せて 

 

工 学 部  技 術 部 

技術長 伊 波 善 清 

 

琉球大学工学部技術部は平成22年度で3年目を迎えました。平成20年度、当初25名（再雇用職員1

名含む）の技術職員が所属していました。平成21年度は退職した技術職員はいたものの、その後若

手の技術職員を採用することにより25名（再雇用職員2名含む）の技術職員を維持しています。平

成22年度は再雇用職員2名が退職したため23名の技術職員で構成されました。 

平成22年度の社会貢献活動として地域連携推進課が主催する公開講座「夏休み工作教室」でテレ

ビゲームの製作、ポンポン船作り、折り紙建築のテーマで7月下旬から8月上旬にかけて3回行われ

ました。対象は小学校5年生と6年生で、受講した子供たちは、工夫を凝らし自分たちの作品を完成

させて達成感を感じていました。また、琉球大学亜熱帯島興科学超域研究推進機構の主催による特

別展示企画「沖縄科学の最前線２０１０」へ技術部から「琉球楽器を演奏するロボット」と題して

展示説明を行いました。会場は沖縄県立博物館･美術館で公休日と土日を挟んで火曜日の休刊日を

除き7日間の日程で行われ、一般市民や小中高生など大勢の方々とふれあいを持つことが出来まし

た。 

平成22年9月8日～10日の3日間は九州地区国立大学協会と琉球大学が主催する九州地区国立大学

法人等技術職員スキルアップＡ研修で、平成21年に人事課から技術部へ協力依頼があり技術部で計

画、準備等を行いました。分野別研修の機械分野、電気電子分野および情報処理分野の3分野では

技術部の技術職員も実習等を担当しました。懇親会では、九州地区の技術職員たちと交流を持つこ

とができ、大変有意義な研修となりました。 

技術部内でのスキルアップ講習会はスキルアップ研修の予行演習を兼ねて鍛造、鋳造の講習会を

開催しました。それ以外にも工作機械入門講習会（第３回旋盤取扱い講習会と第４回フライス盤取

扱い講習会）およびＰＩＣマイコン入門の講習会も行いました。 

平成20年に技術部が出来てから３年がたちましたが毎年スキルアップの講習会を開いて技術職

員のスキルを上げ、教育研究支援の質の向上、社会貢献活動に努めてきました。今後ともスキルア

ップ講習会等を通じて技術の継承を行い教育研究支援の質の維持向上、社会貢献活動に繋げられる

ことを期待いたします。 

最後に、工学部の教職員や事務職員等の技術部運営に対するご理解とご協力に感謝申し上げ、こ

の報告書が今後の活動にお役に立つことを祈念いたします。 
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１．工学部 
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２．技術部 
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各班の活動



 

 
 

 



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の材料加工学実習及び安全教育と学生実験補助、卒業

研究、大学院の研究に対する支援を主たる業務とし、実験室の安全管理も行なっている。 

学部内外からの業務依頼を、技術専門職員、技術職員、教務職員の7名で対応している。 

 

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(昼間主二年次前後期、夜間主二年次後期) 

② 各実習課題の準備 

③ 学部一年次の機械基礎工学の教育支援 

④ 学部四年次の機械システム工学演習の教育支援 

⑤ 各講座から依頼の実験装置の製作 

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（一日一名二時間程度） 

⑫ 工学部附属工作工場の年一回の定期整備（一週間程度の実施） 

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工学部技術部の運営へ参加 

 

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。実質化以後、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図1及び図2に示すような業務体制に変更した。 

 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

開催し対応する。 

 

(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を実施し技術の継承を行っている。 
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図１ 卒業研究支援業務対応方法 

   (A～G は技術職員を表す) 

 
図２ 業務対応方法 
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３ 今後の方針と展望 

積極的な取り組み、業務のより効率的な運用方法の見直し、社会貢献へ班として取り組み、科研費の

奨励研究を積極的に各技術職員が応募するように考えている。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 

業務内容（抜粋） 

疲労試験用曲げ治具の製作          エクセルマクロ修正 

疲労試験片（丸棒）の製作          旋盤による切削実験の冶具の作製 

海水タンクの支持台製作と取り付け      マイクロバブル発生器の製作 

重量工作物（機械）の移動作業        JABEEの講義資料の移動および保管作業 

材料加工学実習2年次2組の実習支援     アルミニウム試験片用0リング受け及び固定冶具製作 

テーブルカッター修繕            サーマルタフトの作成 

回収液シェルターの改良           摩擦圧接試験片の作成 

アクリル板製植物工場モデルの制作      大型風洞のノズル取替え 

サボニウス風車の増出力用擁壁の製作     蒸気発生装置とタンクとの配管取り付け業務 

combined blade rotor の製作         ガスボンベの固定 

塩乾湿サイクル試験機の送風機故障診断        水素脆化試験のセル製作 

EGR（排気ガス再循環）装置の製作             ころがり摩耗試験片作製の旋盤作業 

アルミ板と真鍮棒の加工           橋げたモデルの製作 

濾過器の配管とシェルターの製作              プレス成形金型の修理 

塩乾湿サイクル試験機の送風機交換            シリンダーヘッドの加工 

３点曲げ試験用冶具の作製                  看板作製 

蒸着マスク作製指導                          光源台の製作 

ミスト実験の実験装置製作                    溶射試験片の平面研削加工 

海水汲み                  蒸気ジャケットの製作 

引張り試験片製作 

 

   

                                               

   
テストセクションの製作            マイクロバブル発生器の製作 
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 combined blade rotor の製作         1/15橋梁モデルの製作      

 

 

   
    EGR（排気ガス再循環）装置の製作            ガスケットの製作 

 

 

 
      円筒研削盤の修理 
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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）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三大講座を基盤とする学科

の教育・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、卒業研究等）の支援 

 

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）の支援 

b.建築計画学研究室所属の卒業研究生及

び大学院生の支援、試験監督補助等                    

 

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（建築材料構造実験／建築コース）の指導 

c.学生実験（コンクリート工学実験／土木コース）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」「橋梁支承の腐食に

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） 

 

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） 

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 
耐震補強実験① 

温熱環境測定 
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e.岩盤･地盤工学研究室の支援（卒業研究生及び大学院生の支援、試験監督補助等）     

f.建築基礎構造学研究室の支援（卒業研究生の支援、講義支援、試験監督補助等） 

・支援テーマ：①「粘土の一軸圧縮強度における浸透水の水質の影響-カオリン粘土編-」 

②「粘土の一軸圧縮強度における浸透水の水質の影響-乾湿の影響を受 

けたカオリン粘土-」 

③「粘土の一軸圧縮強度における浸透水の水質の影響-ベントナイト粘土-」 

  

 

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、 

 

土質試験の指導 一面せん断試験の指導 

耐震補強実験② 
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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） 

c.建築材料研究室の支援（実験室の管 

理、運営） 

 

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） 

d.材料研究室の支援（共同研究） 

 

④講座外 

・情報工学科から依頼された材料引張試験 

 

（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 

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、前期試験、推薦入試、編入学試験、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                       

会議議への出席、資料作成支援 

⑦工学部安全衛生委員会の参加協力 

⑧施設･環境委員会への出席 

⑨社会連携委員会への出席（オブザー 

  バー） 

⑩就職説明会の設営と段取り 

   

（4）その他 

①教員･研究室学生を対象とした安全教 

 育の実施 

②「コンクリート技術講習会」参加 

③「土を固める原理と応用講習会」参加 

④「平成 22 年度 熊本大学総合技術研究会」口頭発表 

工作技術班との業務打ち合わせ 

水工学実験 

－9－ 平成22年度活動報告書（琉球大学工学部技術部）



 

 
 

電子情報システム班 

電子・情報システム班は電気・電子・情報工学分野を専門とする技術的業務を行っている。

電気電子工学科および情報工学科の教育，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。技術専門職員 6名、技術職員 1名、教務職員 1名で構成され、6名が電

気電子工学科を、2名が情報工学科を支援している。 

 

業務内容 

(1) 教育支援 

①電気電子工学科（昼間主、夜間主）の学生実験 

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

当した。また、担当者はオフィスアワーを

設置し、実験およびレポートの指導を行っ

た。 

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. 電子工学実験（昼間主） 

h. システム工学実験（昼間主） 

 ②情報工学科の学生実験 

情報工学科の学生実験は、2年次前期から 3年次後

期まで実験Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ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行っ

ている。 

この内、実験Ⅲ，Ⅳでのテーマの一つであるサーバ

班（サーバーの運用実習）を担当。情報工学科の提供

するウェブ、メール、DNS 等各種サービスを運営する

作業を学生とともに行った。また、クラスターの運用、

障害などのトラブル対応にもあたった。毎週ミーティ

ングにて、各自作業報告や次期システムの構想の検討

等も行った。 

③ 電気電子工学科工作室 

電気電子工学科工作室の管理・運営を行っている。

工作室は教員および学生も利用することから、安全教

電気電子工学科学生実験 

情報工学科のサーバ・クラス

タ群 
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育として、工作室利用者講習会を毎年実施

している。 

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。 

平成 22 年度の工作室利用者講習会は受

講者数が多かったので、数回に分けて実施

した。 

日時：平成 21 年 5 月 12 日 2 回、19 日 1

回、21 日 2 回，26 日 1 回 1 回 3 時間 

受講者数：63 名 

講習内容：工作室利用における義務，帯のこ(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 

④情報工学科システムリリース業務 

情報工学科では 4年に一度、提供しているサーバー・クラスター環境のリリース作業を行

う。これはメール、ウェブ、認証系を含めた全サービスの入れ替えであるため影響が高く、

サービス処遇・構築と運用・障害対応などにあたった。半年かけて打ち合わせを行い、シス

テムリリース一ヶ月前からは毎日ミーティングを行い、移行作業を学生とともに行っている。 

⑤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３、４人程度でアプリケーションの開発を行

う実践型講義に参加。Android,iPhone アプリや VNC による画面共有システムの企画設計、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ことを支援した。 

⑥プロジェクトマネジメント演習 

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に参加。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、学生プロジェクトの管理も行った。 

⑦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

義・設計開発までのサイクルを包括的に扱う講義に参加。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た。 

(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。 

① サンシン演奏ロボットの改良および太鼓演奏ロボットの開発 

② 教員研究用実験装置の製作および指導 

a. 自転車へのモーター取付 

b. 冶具の作製 

c. ホットプレートのアスベスト取替 

 

工作室利用者講習会 
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(3) 学科運営支援 

電気電子工学科および情報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。 

 また、学科会議に参加し、議事録の記録係も担当した。 

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 

 

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 

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 

H22.7/17（土） 

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、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 

学生の資格取得に関わる事務的支援を行っている。 

 

学科事務支援 

サーバの保守 
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(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） 

 

(5) 工学部外活動 

① 先進・実践結合型 IT 産業人材養成（APITT）業務系コース参加 H22.6/1-9/30 

②オープンソースカンファレンス Okinawa H22.10/2 

③特別展示企画「沖縄科学の 前線 2010」に出展 沖縄県立博物館・美術館 H22.9/18～26 

④JavaKuche 第 11 回勉強会 H22.11/27 

⑤第 3回沖縄 IT 見本市参加 H23.2/4 

⑥eXtreme HAGO LT 大会 2011winter 参加 H23.2/4 

⑦富士通セミナー「仮想化からクラウドへの潮流」参加 H23.2/25 

⑧先進・実践結合型 IT 産業人材養成（APITT）成果報告会参加 H23.3/11 

⑨第 6回情報技術研究会発表参加 H23.3/15,16 

⑩平成 22 年度 熊本大学総合技術研究会参加 H23.3/17～18 

 

「沖縄科学の最前線 2010」に出展 
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工作技術班 

  工作技術班は常勤 3名の技術職員で構成され、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. 夏季特別工作機械整備 

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 

・ワシノ 4尺旋盤縦送りデジタル 

スケール設置 

     ・溶接棒乾燥機修理 

                           旋盤縦送りデジタルスケール 

b.機械システム工学科 

・ 風洞ダクト製作 

・ 実験装置撤去作業 

・ CAD/CAM システムの導入 

・ 海水供給制御器の設計と製作    

・ 針弁リフト検出回路製作 

 

c.機械システム工学科外 

・ 顕微鏡取り付け部品加工 

・ ステンレスパイプ溶接 

・ プレス金型製作 

・ 5 号試験片製作 

・ コンデンサバンク架台製作            CAD/CAM 
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③ 事務支援業務 

 a. 学会支援（看板製作・設置） 

 b. センター試験業務対応 

 c. 学科事務支援（機械システム工学科） 

 d. 就職説明会対応 

 

2 工作機械取り扱い講習会 

 a. 第 2 回旋盤取り扱い講習会、 

第 3回フライス盤取り扱い 

講習会を実施し、技術職員 

の工作技術のスキルアップ             機械工作入門 

を図った。 

 

3 附属工作工場の主な工作機械・器具 

旋盤４尺（2台） 旋盤６尺（2台） 倣い旋盤 6尺（1台） 小型・大型旋盤（各 1台）  

NC 旋盤（1台） CNC 旋盤（1台） 木工旋盤（１台） 

フライス盤 立型（3台） 横型（2台） マシニングセンタ（1台） 

研削盤 円筒（1台） 平面（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） 

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 （3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）               工作工場 A棟 

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、旋盤、フライス盤等の機械加工の講習会を継続し、多くの技術職員の工作技術スキル

アップを図る。導入された CAD/CAM を習得し、さまざまな加工依頼に対応できるようハー

ド、ソフト面を充実させる。 
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専門部会活動 



 

 
 

 



 

 
 

教育支援部会 

概要 

工学部の教育及び研究の支援を検討する部会である。教育支援は工学部の各学科の教育に関す

る支援、特に学生の実験実習等の支援を検討する。研究支援は工学部教員の研究に関する支援を検

討する。構成メンバーは7名である。 
活動状況 

本年度の活動は、支援グループを中心に情報工学科の学生実験の支援と教育・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。また、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。 

  
 
・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 

技術職員の年齢構成は５５歳以上が多く、退職に伴う今後の教育、研究活動への影響から技

術の継承が必要である。 

     

技術部の年齢構成
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7
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学生の発表会（情報工学Ⅳ） 製作した装置のデモンストレーション
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 機械システム工学科で開講している材料加工学実習のテーマの１つに鍛造がある。 
鍛造技術の継承を目的としたスキルアップ講習会を行い、つかみバシを製作し鍛造技術を習得し

た。 

      
 

・研究支援・共同研究について 
 「塩害環境下における橋梁用支承の腐食に関する研究」 
 「沖縄において30年経過した耐候性鋼橋におけるACMセンサーを用いた腐食環境評価」 
 「亜熱帯沿岸環境に適した新規モルタルの開発」 
 「屈曲羽根のサボニウス風車の性能に関する研究」 
  等の共同研究がある。 
 

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 

次年度においても情報工学実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの支援が必要である。 
・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。 
 

製作したつかみバシ スキルアップ講習会 
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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、実施する組織である。メンバーは７人で構成される。 
 
1 広報活動 

 

（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、技術部報告会、夏休み工作教室、講習会、他技術部関係の告知の

掲載を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                 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）の記録写真を資料として残した。 

 

２ 地域貢献活動 

① 平成 22 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」を７月２８日（水）から８月１１日（水）まで３回に

亘って行った。小学５年生から６年生を対象に第１回目は７月２８日（水）に「テレビゲームの製

作」、第２回目は８月４日（水）に「ポンポン船作り」、第３回目は８月１１日（水）「ケント紙

を使った折り紙建築」を開催した。各講座とも10 名～14 名程度の参加者で、「ポンポン船作り」

と「折り紙建築」は今年度初めて開催した。受講者全員が作品を完成させて達成感を感じていた。 
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    TV ゲームの製作風景             ポンポン船の競争 

 

 

   ケント紙を使った折り紙建築 

 

 

② 平成 23 年度琉球大学公開講座への応募 

1. 平成２３年度の技術部主催の「夏休み工作教室について」について応募した。 

2. 7 月 2７日に「TV ゲーム」と「ケント紙を使った折り紙建築」の２講座、８月３日に「ポンポン船」のテ

ーマ名を変えて、「固形燃料で走る船」の合計３講座を行なう予定である。 
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研修・企画部会 

 
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。部会員６名

で構成されている。 

 
活動状況 
平成 22 年 6 月に平成 22 年度 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た。６項目の計画表に基づいて活動を行った。 
  
出張研修等 

   平成 22 年度は、技術職員のスキルアップを目的に機械系の企業見学及び能力開発セミナーに２

名の技術職員を派遣している。また今後、益々多様化する業務の効率化と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、熊本大学総合技術研究会に８名の技術

職員が参加して、教育研究活動や組織運営の情報収集に役立てることが出来た。 
・ポリテクセンター埼玉の能力開発セミナーとフジメタル工業株式会社の工場見学 
・九州工業大学情報技術研究会での口頭発表 
・熊本大学総合技術研究会での口頭及びポスター発表 
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技術報告会 

 平成 22 年度は、工学部技術部で計 12 回（毎月１回）の技術報告会を実施した。また平成 22
年 8 月には、琉球大学全技術職員を対象とした第 5 回琉球大学技術報告会を資料館（風樹館）で

行い、平成 23 年 3 月は第 6 回琉球大学技術報告会を工学部で実施した。 
（１）技術部技術報告会 

 報 告 者 題   名 開 催 日 

第 29 回 渡嘉敷直盛  出張報告 H22.４.15 

第 30 回 上洲  孝 「土の圧密試験」 H22.５.27 

第 31 回 森山 文基 「技術部組織について」 H22.６.30 

第 32 回 渡久地政信 「平成 21 年度 琉球大学広報活動の取り組み」 H22.７.29 

第 33 回 高良 一夫 「金属の熱処理（AC4A）」 H22.８.26 

第 34 回 屋比久祐盛 「2010 年度 機器･分析技術研究会 研究会参加報告」 H22.９.30 

第 35 回 伊舎堂義昭
「3D レーザー顕微鏡を使用してのアスベスト分析に  
 ついて」 H22.10.28 

第 36 回 大城 成栄 「平成 22 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［機械コース］鋳造実習実施報告」 H22.11.25 

第 37 回 宮城 紀良 「平成 22 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［機械コース］鍛造実習実施報告」 H22.12.16 

第 38 回 伊波 善清 「九州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ A 
 研修開催報告［電気電子コース］」 H23.１.27 

第 39 回 名嘉 海人 「機械保全講習受講報告」 H23.２.24 

第 40 回 野原 幸則 「夏休み工作教室 2010」 H23.３.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

           

  
 
 
 
 
 
  

 
 第 35 回技術報告会の発表風景

第 31 回技術報告会の発表風景 第 32 回技術報告会の発表風景 

第 37 回技術報告会の発表風景 
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（２）琉球大学技術報告会 
 ① 第５回琉球大学技術報告会（平成 22 年８月 26 日） 

報 告 者 学 部 題     名 

佐々木健志 資料館 教務職員 「琉球大学資料館（風樹館）の地域貢献活動について」

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５回 琉球大学技術報告会の発表風景 
 ② 第６回琉球大学技術報告会（平成 23 年３月３日） 

報 告 者 学 部 題   名 

金城 義正 
亜熱帯フィールド科学
教育研究センター 

沖縄におけるウコンの高収量・高品質栽培技術に
ついて 

佐久川恵博 工学部 技術部 「私の関ってきたモノ（作り）」 
伊波 善清 工学部 技術部 「琉大在職 37 年間の思い出」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

第６回 琉球大学技術報告会の発表風景 
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技術研修会 

 平成 22 年度は、「アーク・ガス溶接入門講習会」、「工作機械取り扱い講習会」、「小型移動式ク

レーン運転講習会」、「平成 22 年度 PIC 講習会」の計 4 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。 
 

（１）「第 3回アーク・ガス溶接入門講習会」（平成 23 年 2 月 21 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）「工作機械取り扱い講習会」 

 ① 旋盤取り扱い講習会（平成 23 年 3月 10 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ② フライス盤取り扱い講習会（平成 23 年 3 月 11 日） 
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（３）「小型移動式クレーン運転講習会」（平成 23 年 3 月 24 日・25 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）「平成 22 年度 PIC 講習会」（平成 23 年 3 月 28 日・29 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資格取得等 

 平成 22 年度は、研修・企画部の資格取得に伴う取り組みで、認定電気工事従事者に２名とガス

溶接作業主任者講習へ１名が参加し免許を取得した。工学部技術部の発足後３年が経過し、その

間、地道な資格取得に向けた取り組みがなされた。次年度も、同様に技術職員のスキルアップを

目指し資格取得を踏まえた活動を継続する。 

 

 

講習・講演会 

 平成 22 年度「ガス溶接技能講習施設認定申請に関する説明会」 

 日時：平成 23 年 2 月 9日（水） 15:00～17:00 場所：工学部大会議室 

 講師：独立行政法人雇用・能力開発機構沖縄職業能力開発大学校 

    制御技術科 岸本 慧 氏  援助計画課 根保 幸男 氏 

 

 ガス溶接技能講習施設認定には、施設の状況や講習内容など様々な要件が伴う。そこで、琉球

大学工学部で認定校に向けた取り組みとして、情報収集の一環で独立行政法人雇用・能力開発機

構沖縄職業能力開発大学校の岸本氏と根保氏に講習・講演会をお願いした。施設認定には課題も

多く、今後も継続した情報収集が必要となる。 
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平成 22 年度「ガス溶接技能講習施設認定申請に関する説明会」の様子 

 

施設見学会 

・「金秀アルミ工業見学会」（平成 22 年 12 月 22 日） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後の活動 
 琉球大学工学部技術部は、満３年目を終えた。毎月開催される技術報告会は、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。また、年２回の割合で開催している琉球大学

技術研究会は、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役立っている。 
 平成 22 年度は、新たな取り組みとして「小型移動式クレーン運転講習会」や「ガス溶接技能講

習施設認定申請に関する説明会」を行なった。今後は地域貢献も踏まえ、さらに教育研究が充実

するよう教員・事務職員を含めた三位一体の取り組みを継続したい。 
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運営評価部会 

 

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

標・中期計画等）について検討し、審議事項の事前調整や資料作成を行い、技術部の審議機関で

ある業務運営委員会に議題を提案する部会である。構成メンバーは、技術長を含む８名である。 

 

 

1 活動状況 

  平成22年度は、技術部組織の編制が行われ、「工学部技術部組織規程（案）」の検討を行い、

業務運営委員会に提出した。 

 

① 工学部技術部組織規程（案）について 

  組織規程第2条の「電子情報システム班」を「電気電子システム班」と「情報システム班」

に組織編成した。業務内容に関しては、次のように内容を変更した。 

 

a.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 

b.情報システム班：情報工学分野に関する専門的業務 

 

 

２ 今後の課題 

 Ｗｅｂからの業務依頼システムの構築を行う。 
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委員会活動



 

 
 

 



 

 
 

技術部管理運営委員会 

１．委員会の構成員 

次に掲げる委員をもって構成される。 
（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 
 
２．第１回会議 

（１）平成23年度技術職員の採用予定の職種区分について 

（２）技術部班の構成について 

３．第２回会議 

（１）次期技術長の選考について 

（２）技術部規程の一部改正について 

（３）技術部管理運営委員会規程の一部改正について 

４．第３回会議 

（１）平成 22 年度技術部予算について 

（２）平成23年度以降の組織図（暫定）について 

 

技術部業務運営委員会 

１．業務内容 

平成22年度は平成21年度に引き続き、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。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とす

る。また、各部会からの提案事項についても検討する。委員会では、議題や会議資料を液晶プロ

ジェクタでスクリーンに投影し、委員全員で議事進行を確認しながら会議を進めている。また業

務運営委員会の議事録はメールで技術部全職員に配信するとともに、全員参加のミーティング時

に液晶プロジェクタで投影し、会議の内容を技術部全職員に周知している。液晶プロジェクタの

使用とメール配信によりエコアクション21の用紙節約に貢献した。 

 

２．委員の構成 

（１）技術長 

（２）各班の技術班長 

（３）各班の技術主任 

（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 
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３．平成22年度の審議事項 
 

回／日付 審議事項 

第１回 

H22.4.21 

１．試行期間最終年度における検討事項について 

２．工作工場の機械整備要員について 

第 2回 

H22.5.12 
１．パソコン購入について 

第 3回 

H22.6.16 
１．活動報告のウェブ公開について 

第 4回 

H22.8.5 

１.次期技術長の推薦方法について 

２．今後の新規採用および非常勤職員の専門分野について 

第 5回 

H22.9.3 

１．次期技術長の推薦方法について 

２．今後の新規採用および非常勤職員の専門分野について 

第 6回 

H22.9.24 
１．今後の新規採用及び非常勤の専門分野について 

第 7回 

H22.11.17 

１．技術の継承を目的としたスキルアップ講習会について 

２．平成 23 年度技術部予算（案）の作成について 

３．研修計画について 

第 8回 

H22.12.8 

１．平成 22 年度技術部予算の執行計画について 

２．技術部規程の第 2条の文言について 

第 9回 

H23.1.5 

１．平成 22 年度技術部予算執行計画について 

２．技術部規定第 2条の運営評価部会案について 

３．平成 23 年度公開講座について 

４．「ガス溶接技能講習施設認定申請についての説明会」について 

第 10 回 

H23.1.12 

１．平成２２年度技術部予算の執行計画について 

２．「ガス溶接技能講習施設認定申請についての説明会」の工学部全職員への通

知方法について 

第 11 回 

H23.1.19 
１．平成 22 年度予算の執行計画について 

第 12 回 

H23.2.2 

１．平成 23 年度予算案について 

２．九州地区技術研究会ついて 

第 13 回 

H23.2.16 
１．九州地区技術研究会ついて 

第 14 回 

H23.2.23 
１．平成 23 年度工学部各種委員会委員等の推薦について 

第 15 回 

H23.3.30 

１．九州地区技術研究会ついて 

２．実験・実習技術研究会代表者の推薦について 
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工学部広報・図書委員会 

技術部関連の仕事としては平成 22 年度発行された「受験生のための工学部案内」「工学部英文誌」

「工学部広報 11 号」に技術部の記事を載せた。また、技術部に管理を委託されている工学部サー

バーに研究業績システムをリンクし、工学部紀要の Web 版を載せた。 

 

 

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移行と同時に厚生労働省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。琉球大学は、琉球大学安全衛生委員会の審議を踏まえ各学

部の委員会で対応している。 

 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に、毎月１回行なわ

れている。平成 22 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

行い、工学部安全衛生委員会に巡視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として参加し説明を行なっている。 

 

回／日付 審 議 事 項 

第 1回 

H22.5.7 

1.工学部安全衛生委員会年度計画(案)について  

2.その他 

第 2回 

H22.5.28 
琉球大学安全衛生委員会の報告 

第 3回 

H22.6.22 
琉球大学安全衛生委員会の報告 

第 4回 

H22.7.30 

1.ゴミの不法投棄について 

2.喫煙場所の見直しについて（煙草吸い殻ポイ捨ての苦情） 

3.工学部「普通救命講習Ⅰ」の開催について 

第 5回 

H22.9.29 

1.産業医巡視（10 月 19 日）について  

2.その他 

第 6回 

H22.10.27 

1.平成 23 年度労働安全衛生法対策経費予算（案）ついて  

2.その他 

第 7回 

H22.12.3 
琉球大学安全衛生委員会の報告 

第 8回 

H21.12.22 

1.工学部産業医巡視報告について 

2.その他 

第 9回 

H22.1.26 
琉球大学安全衛生委員会の報告 

第 10 回 

H22.3.29 

1.「工学部巡視記録及び改善報告」新規様式について 

2.その他 
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 工学部施設・環境委員会 

 

 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 22 年度の委員会開催は全 4回で、その大半が「土地建物の一時使用

申請」と「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（10 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、などを条件に全て承

認された。（下表参照） 

 

回／日付 審 議 事 項 備 考 

第 1回 

H22.4.23 

1.委員長の選出  

2.土地建物の一時使用申請について 

3.その他  

 

－申請件数：4 件 

 

第 2 回 

H22.5.27 

1.土地建物の一時使用申請について 

2.「エコアクション 21」について 

・平成 21 年度分環境活動レポートの提出 

・ユニット実施体制 22 年度分の担当者について 

－申請件数：1件 

 

 

 

第 3 回 

H22.7.5 

1.土地建物の一時使用申請について（2件） 

2.「エコクリーンデー」の実施について 

・各学科への周知、役割分担、作業手順等 

－申請件数：2件 

 

 

第 4 回 

H22.12.21 

1.土地建物の一時使用申請について（3件）  

2.「エコアクション 21」工学部審査について 

・審査報告と工学部審査議事録の配布（各委員へ） 

－申請件数：3件 

 

 

 

 

工学部予算配分委員会 

 

１．委員の構成 

（１）各学科から選出された者２名 

（２）技術部から選出された者１名 

２．審議事項 

（１）工学部の予算配分に関すること。 

（２）その他必要な事項に関すること。 

 

 

工学部将来計画委員会 

 

１．委員の構成 

（１）学部長 

（２）評議員 

（３）各学科から選出された者２名 
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（４）技術部から選出された者１名 

（５）事務長 

（６）その他学部長が必要と認める者 

 

２．審議事項 

（１）工学部の将来計画に関すること。 

（２）その他必要な事項に関すること。 

 

 

工学部交通指導委員会 

 
工学部交通指導員会では、本部の環境・施設マネージメント委員会からの依頼に基づいて千原

構内の交通指導を本年度は、第１回目 6月 28 日（月）～7月 2日（金）までと、第 2回目は 11

月 15 日（月）～11 月 11 日（金）に渡り工学部内で技術部職員も加わり交通指導を実施した。 

 指導内容 

１、カード式への変更に伴う入構許可及取得率の調査 

 ２、違反車両への指導とその台数調査 

 ３、駐車台数あたりの入構許可の実態調査 

 結果 

 指導の効果は回数を増やせば良くなる傾向にある。 

 沖縄の特殊事情から駐車場の整備が追いつかないように思われる。 
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技術部技術報告会



 

 
 

 



技術部技術報告会 

 

回/日付 報告者 題名/概要 

第 29 回  H22.4.15 渡嘉敷 直盛 

「出張報告」 

熊本大学工学部技術部にて調査した「Web による

業務依頼システム」について説明し、九州工業大学

情報技術研究会で発表した「技術研究会受け入れシ

ステム」について説明した。 

第 30 回  H22.5.27 上洲 孝 

「土の圧密試験とは」 

構造物の重さで、どのくらい実地盤が沈下（沈下

量）するのか、沈下現象はいつまで続く（沈下時間）

のか、この現象を工学的に解析し、予測する方法を

圧密沈下解析という。この解析に利用する定数（沈

下量と沈下時間の推定に必要な指数や係数など）を

圧密試験で求めることを、①試験の目的、②試験方

法の概略、③結果の利用、④圧密が生じる地盤の問

題点、などをわかりやすく報告（説明）した。 

第 31 回  H22.6.30 
独）OIST 

森山文基 

「技術部組織について」 

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構は、

沖縄科学技術大学院大学の設立を推進する主体とし

て平成１７年に発足した。現在は恩納村キャンパス

を中心に幅広い分野を融合した学際的な研究が行わ

れている。研究を支える事務職員、技術職員の組織

及び活動について報告を行った。併せて、報告者が

過去勤務した大学の技術部組織についても報告し

た。 

第 32 回  H22.7.29 渡久地 政信 
「平成 21 年度琉球大学広報活動の取り組み」 

 

第 33 回  H22.8.26 高良 一夫 

「金属の熱処理（アルミ合金 AC4A）」 

鋳造用アルミ合金について、機械システム工学科

の２年次学生の実習に供されている材料について、

熱処理によって、その材料がどの程度強度が向上し、

機械的な性質が改善されるのかを、具体的に熱処理

温度の設定から保持時間その後の焼き入れの温度、

さらには人工時硬処理温度、時間とその後の結果を

示して、よく理解できるように解説を試みた。 

第 34 回  H22.9.30 屋比久 祐盛 

「2010 年度機器・分析技術研究会 研究参加報告」

 東京工業大学で開催された「2010 年度 機器・分

析技術研究会」へ参加した。今回は、口頭発表 28 件、

ポスター発表 56 件で参加者の総数は 252 名であっ
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た。研究会では、大学や研究所の研究成果に触れ、

さらに東京工業大学技術部組織の情報収集と施設見

学（建築学科）を行なった。また、琉球大学で開催

した「平成 21 年度 機器・分析技術研究会 実験・実

習技術研究会 in 琉球」について地域代表者会議で

開催状況の報告を行なっている。 

第 35 回  H22.10.28 伊舎堂 義昭 

「３D レーザー顕微鏡を利用してのアスベスト分析

について」 
アスベスト含有測定法は、位相差顕微鏡とＸ線回

折分析が利用されている。今回は、３D レーザー顕

微鏡を利用してアスベスト含有の測定を検証した。

従来の測定では、人間の目視によりアスベストをカ

ウントしていた。３D レーザー顕微鏡を利用するこ

とにより、形状から含有の区別を自動的にパソコン

で処理できる可能性が分かった。今後は、パソコン

による自動化処理の方法を確立する予定である。 

第 36 回  H22.11.25 大城 成栄 

「スキルアップ研修 鋳造実習実施報告」 

平成 22 年 9 月 9日（木）に琉球大学工学部におい

て大学主催で開催された「平成 22 年度九州地区国立

大学等技術職員スキルアップ研修」2 日目の分野別

講義実習の一つである鋳造実習を機械システム班、

工作技術班で担当しました。5 月から課題の設定、

模型作り、時間配分の為の予行演習として技術部内

を対象に講習会を 2 回実施した準備段階からスキル

アップという観点から「鋳包み方」という新しい技

術への挑戦実施、鋳造実習当日の様子、参加者から

の意見等をふまえての展望、課題について発表した。

 

第 37 回  H22.12.16 宮城 紀良 

『平成 22 年度九州地区国立大学等技術職員スキル

アップ分野別講義実習の一つである鍛造実習つい

て』 

機械システム班、工作技術班で担当、平成 22 年 9

月 9日（木）に琉球大学工学部において大学主催で

開催された７月から課題の設定、製作図面の作図、

技能を向上させるため担当技術職員で数回練習を、

おこなった、時間配分の為の予行演習として技術部

内を対象に講習会を 2回実施した。 実習当日の様

子、製作工程、熱処理の方法、参加者からの意見等

をふまえての展望、課題について発表した。 
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第 38 回  H23.1.27 伊波 善清 

「九州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ A

研修開催報告」 

平成 22 年 9 月 8 日～10 日まで行われた「九州地

区国立大学法人等技術職員スキルアップＡ研修」電

気電子コース（テーマ：Ｈ８マイコンの基礎）の実

施について報告を行った。実施前の準備状況から当

日使用したテキストや機材などを紹介し、これらを

使用してどのように実施したかを報告した。また、

アンケートの結果についても報告を行った。今後こ

のようなテキストや機材をどのように活用していく

か、受講者のレベルに合わせた研修を行うにはどう

したらよいかなどの質問があり、今後の研修実施の

参考になった。 

第 39 回 H23.2.24 名嘉 海人 

「機械保全講習受講報告」 

ポリテクセンター埼玉での講習受講報告を行っ

た。日時：2011 年 1 月 18 日～20 日 

テーマ：「生産設備における診断・評価・改善技術」

内容：コンベヤモデルの分解・組立実習を通して、

軸受や歯車等の各機械要素について知識を深め、そ

の保全技術を習得する。 

第 40 回 H23.3.31 野原 幸則 

平成 22 年度琉球大学公開講座「夏休み工作教室」は、

ＴＶゲーム、ポンポン船およびケント紙を使った折

り紙建築の３講座があり、もの作りの楽しさや不思

議さの体験を通して、子供たちが科学技術に親しみ

を持つことを目的としている。本講座は小学校５、

６年生が対象で 35 名の受講者がおり、工学部技術部

の技術職員 10 名によって開催された。「楽しかっ

た」、「少しむずかしかったけど、おわった時のたっ

せいかんがとてもうれしかった。」、「またやってみた

いです。」等の受講生の感想が多く好評であった。 

次年度は、今年度の反省事項等を考慮してより良い

公開講座を開講したい。 
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琉球大学技術報告会 



 

 
 

 



琉球大学技術報告会 

 

回/日付 報告者 題名/概要 
第 5 回 

琉球大学技術報告会 
H22.8.26 

 

佐々木 健志 

「琉球大学資料館（風樹館）の地域貢献活動につい

て」 

金城 義正 

「沖縄におけるウコンの高収量・高品質栽培技術に

ついて（ポスター発表）」 
 
 

佐久川 恵博 
「私の関わってきたモノ（作り）」 
琉球大学に採用されて以来、関わってきた実験装置

製作や実習作品等についての経験話を発表した。 

第 6 回 
琉球大学技術報告会 

H23.3.3 

伊波 善清 

「琉大在職 37 年間の思い出」 
昭和 49 年 5 月に短期大学部電気工学科の行政職

技官として採用され 1年後に教育職技官になり昭

和 51 年からは親盛克治研究室の研究補助、昭和 51

年から約 3年間マイコンのゼミ、平成 4年からサン

シン演奏ロボットの研究、平成 5年から東盛良夫研

究室の研究補助、平成 7年 4月に工学部電気電子工

学科に教務職員として転任、学生実験用の実験装置

の製作、平成 15 年から 16 年に電気電子工学科の学

科事務、平成 16 年に波平宜敬研究室の実験装置製

作、平成 17 年に前濵剛廣研究室の実験装置製作、

平成 18 年から 19 年に技術部実質化ＷＧ委員、平成

20年技術部一元化に伴い技術専門職員に職種替え、

平成 21 年に技術専門員になり、平成 21 年度機器･

分析技術研究会実験･実習技術研究会」実行委員、

22 年度九州地区技術系職員スキルアップＡ研修の

計画、準備、実施等を行った。以上のような内容に

ついてエピソードを交えて報告を行った。 
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出張報告



 

 
 

 



学外出張研修・研究報告 

                 

日 付 報告者 題名／概要 

 
H22.8.11 
H22.8.12 
 

宇座俊吉 

土木学会第 46 回水工学に関する夏期研修（河川・水文コース） 
総合テーマ：都市水害の実態と避難対策 

場 所：神戸大学 
内 容 Ａ-1 局地的集中豪雨の実態と避難対策 

Ａ-2 災害情報と避難の心理学 
Ａ-3 河川水難事故の実態とその防止対策について 
Ａ-4 都市水害対策における気象情報 
Ａ-5 集中豪雨に伴い発生する東京都心の内水氾濫と 

の数値予測 
Ａ-6 河川情報に関する新たな取り組み 
Ａ-7 天然ダムの決壊に関する研究の重要性 
Ａ-8 河川史研究の意義―明治改修から考える 

上記 8 テーマの講義が行われた。約１00 名の土木学会会員が参加し

た。 

H22.9.2 
H22.9.3 

屋比久祐盛 

「2010年度 機器・分析技術研究会」の参加 

 東京工業大学で開催された「2010年度 機器・分析技術研究会」へ参

加した。 

今回は、口頭発表28件、ポスター発表56件で参加者の総数は252名で

あった。 

 研究会では、大学や研究所の研究成果に触れ、さらに東京工業大学技

術部 

組織の情報収集と施設見学（建築学科）を行なった。また、琉球大学で

開催した 

「平成21年度 機器・分析技術研究会 実験・実習技術研究会 in 琉

球」について地域代表者会議で開催状況の報告を行なっている 

H22.10.6 
H22.10.7 

砂川 恒雄 

≪第43回コンクリート技術講習会≫ 

 この講習会は、日本コンクリート工学協会の主催により､最新の技術

動向を含めたコンクリートの基礎知識を修得するために行われている

もので、今年は大阪で開催された講習会に参加した。 

大学のカリキュラムのひとつである「建築材料構造実験」の指導補助

をするにあたり､基本的な技術や理論をわかりやすい講義で、とても有

意義なものであった。 
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日 付 報告者 題名／概要 

H22.12.13 上洲 孝 

≪土を固める原理と応用講習会≫（主催：地盤工学会） 

近年、建設発生土の有効利用の促進や、土壌汚染対策法に基づく土壌

汚染の処理などセメントによる土の固化を応用する場面が増加してい

る。また地盤改良分野では、従来から浅層･深層混合処理工法にセメン

トによる固化が広く活用されている。本講習会では、セメントならびに

セメント系固化材の化学と改良の原理から、改良土の特性、浅層･深層

混合処理、固化処理土の環境への影響など土を固める技術の応用まで幅

広い説明がありました。また最近の新しい応用技術の紹介の説明も行わ

れた。 

H23.3.15 
H23.3.16 

 

名嘉秀和 

≪第６回情報技術研究会≫ 

九州工業大学にて、第６回情報技術研究会に参加した。全国の技術系

職員のうち特に情報分野をターゲットにした集まりであり、「Redmine

を用いた学内サーバ運用の導入」という題目で発表も行った。分野に特

化した発表が行われたため、各機関の抱えている問題点の共有や解決の

ための人的交流が構築できた。本学でも応用可能な事例があり、早速適

用したい。 

H23.3.17 
H23.3.18 

屋比久祐盛 

≪平成 22 年度 熊本大学総合技術研究会（口頭発表)≫ 

「沖縄県における住宅用太陽光発電に関する設置の注意点と実証調査」

 太陽光発電は, 地球温暖化対策において有効な手段の一つである. 

しかし, 沖縄県において住宅用太陽光発電に関しては設置方法や注意

点など, 具体的に検証している事例は少ない. そこで, 沖縄県那覇市

の新築住宅に設置された住宅用太陽光発電をもとに, 設置の際に考慮

すべき箇所やソーラーパネルによる自家発電の実証データを検証する.

H23.3.17 
H23.3.18  

 
名嘉秀和 

≪平成 22 年度熊本大学総合技術研究会≫ 
熊本大学にて、2010 年度総合技術研究会に参加した。失敗事例などは

どの発表でも共通しており、情報分野に留まらぬ発想と普遍的な知見を

得た。 

H23.3.17 
H23.3.18  
 

新田宗宏 

 

≪平成 22 年度熊本大学総合技術研究会≫ 
ポスター発表：JABEE のエンジニアリングデザイン教育への活動報告 

  琉球大学工学部機械システム工学科は, JABEE のエンジニアリング

デザイン能力養成のために,2009年度より専門選択科目（4年次）に「機

械システム工学演習」の講義を開講した.  

 そのため流体研究室では, 『風の力を利用して風上に走る車（ウイン

ドカー）』の製作を行うことを試みた．その内容を熊本大学総合技術研

究会でのポスター発表で報告を行った。 
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日 付 報告者 題名／概要 

H23.3.17 
H23.3.18  
 

 
伊波 善清 

 
 
 

≪平成 22 年度熊本大学総合技術研究会≫ 
口頭発表：琉球楽器演奏ロボットの研究[２] 
集中技術交流セッションＤ「マイコン活用技術の事例と応用」でサン

シン演奏ロボットと太鼓演奏ロボットの同期演奏の為の太鼓演奏ロボ

ットの演奏データの自動採取について報告した。製作した自動拍子作成

装置の回路とＰＣとの接続と自動拍子採取の方法について説明した。実

際に装置を使って予め録音したWAVファイルから自動的に拍子を作成

するデモを行た。また、発表終了後セッションの発表者４人がパネラー

になりマイコン活用について司会の質問や会場の方々からの質問に答

えるディスカッションが行われた。 

H23.3.17 
H23.3.18 

中山 清光 

≪平成 22 年度熊本大学総合技術研究会≫ 
「機械基礎工学における体験型学習」の教育支援 
 琉球大学工学部機械システム工学科では、エンジニアリングデザイ

ン能力養成として、1年次に機械基礎工学が開講され、2007年度より後

半 8 週に実験や工作を少人数のグループで行う体験型学習が行われる

ようになった。それに伴い、技術職員も専門的立場から体験型学習の教

育支援を行うことになり、工作講座で「物づくりにおける精度の重要性

を学ぶ」のテーマで、教員と連携して約10名の学生に教育支援を行っ

た内容を、熊本大学総合技術研究会での口頭発表で報告を行った。  

H23.3.17 
H23.3.18 

渡嘉敷直盛 
 

≪平成 22 年度熊本大学総合技術研究会≫ 
熊本大学総合技術研究会に聴講参加をした。 

回路・計測・制御、情報・ネットワーク、実験・実習・地域貢献の 3

部門を中心に回った。回路部門は発表件数が少なく、情報・ネット部門

は発表件数、聴講者が多いように感じられた。地域貢献部門の発表は以

前に比較して多くなっているようだ。これは各大学の技術部が力を入れ

ていることの表れだろう。ポスター発表も興味あるものが多かったが、

発表時間が１時間しかなく十分な討議には時間が足りなかった。今回の

研究会は大震災の影響で、東北地方の大学・高専の発表キャンセルが多

く残念だった。研究会のエクスカーションにも参加したが他の大学の技

術部の実情を聞くことができ、貴重な体験だった。 
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平成 22 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 



 

 
 

 



 

 
 

平成 22 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 

平成 22 年 9 月 8日～10 日、九州地区における国立大学法人等の教室系の技術職員に対して、

その職務遂行に必要な技術的資質の向上を図ることを目的として、平成 22 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が琉球大学において開催された。研修 3日間のうち 2日目

が分野別講義・実習として平成 22 年度はスキルアップ Aという機械，電気・電子，情報処理の

3コースが設けられ、当技術部は特に機械および電気・電子の 2コースの実習を担った。 

 

1 機械コース 

午前は機械システム工学科教員による「材料加工学から見たモノづくり教育」というテーマで

講義が提供され、午後は二つの課題ごとのグループに分かれて実習が行われた。機械システム班，

工作技術班が担当した。 

 

(1) 鍛造 小型バールの製作 （機械構造用炭素鋼 S45C） 

金属加工分野の一つである鍛造の基本を学習する。機械構造用鋼Ｓ４５Ｃを材料としてバ

ールの製作実習を行った。概要説明から始めて横座、先手の説明、工具、機械の使い方から練

習・製作へと進んだ。熱処理の後評価をし、さらに全員でディスカッション、意見や感想、情

報交換を持って終了した。「実習を通して、鉄の変形や熱処理を学習することができて良かっ

た」と受講者からの感想の声が聞かれた。 

 

 

 

(2) 鋳造 C 型クランプボディ部の製作（アルミ合金 AC4A） 

C 型クランプボディの製作を行うため、鋳造方案を学び、模型鋳物砂、手工具を用いた鋳型

製作、金属の流動性を利用した熔解、鋳込み等の作業を通して砂型鋳造の基礎を体得する。最

初の作業の鋳型製作、アルミ合金を流し込む鋳込みも先に実演をして見せ、全受講者に体験さ

せた。できあがった鋳物の評価を行い、鍛造のグループと全員でディスカッションをした。「鋳

造について理論付けて説明してもらい、これからの実習に生かしていきたい」、「鋳造の知識を

を持っている先輩方がいなくなっていく現状を危惧する」という感想も聞かれた。 

 

 

鍛造作業 製作したバール 
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鋳型製作 アルミ合金熔解 

鋳込み 製作した C型クランプボディ部の一例（下）
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2 電気・電子コース 

H8マイコンの基本的な使用法を習得することにより職務遂行に必要な技術的資質の向上を目指

すことを目的としてテーマ「H8マイコンの基礎」の実習を行った。受講者13名、担当は電子情報シ

ステム班から3人（うち講師担当1人）、環境システム班1名の協力と電気電子工学科教員3名のサポ

ートで行った。半年ほどの時間を掛け、教員を含めて勉強会を重ね準備をした。当日午前はH8/3052F

の概要とボードの使い方の説明を中心に、午後はAKI-H8/3052Fボードの簡単な入出力と応用の実習

を行った。実施後のアンケート結果で講義・演習の内容や量、テキストの評価は良かったが、進行

に改善すべき余地が見られた。テキストは分かりやすく作成されているので、研修終了後も役立つ

資料になるものと期待できる。 

 

 

 

 

 

 

講習会で使用した機器類 H8 マイコンボード 

モータの回転速度測定 D/A コンバータ機能を用いたモータ制御 
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学外における活動



 

 
 

 



学外における活動 

 

1. 特別展示企画「沖縄科学の最前線 2010」参加（伊波善清） 

 

主催： 琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 

共催： 沖縄県教育委員会（沖縄県立博物館・美術館） 

後援： 宇流麻学術研究助成基金 

会場： 沖縄県立博物館・美術館 

開催日：平成 22 年 9 月 1８日（土）～26 日（日） 

 

 

 

見学する来館者 展示風景 

ポスター 琉球楽器演奏ロボットの説明 
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外部資金・課金等



 

 
 

 



外部資金・課金等 

 

配分された予算以外で平成 22 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。 

 

 

 

外部資金 

 
項     目 

 

1 
公益信託 宇流麻学術研究助成 

  ｢琉球楽器演奏ロボットの研究開発」 
1 件 

2 
共同研究 株式会社 川金コアテック  

「塩害環境下における橋梁用支承の腐食に関する研究」 
1 件 

 

                          合計金額 480,000 円 

 

 

 

課金等 

 項     目  

1 課金収入（産官学連携推進機構） 3 件 

2 課金収入（理学部） 1 件 

3 課金収入（機器分析支援センタ） 1 件 

4 課金収入（極低温センタ） 1 件 

 

                          合計金額 199,500 円 
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【 資 料 】



 

 
 

 



 

 
 

【資料１】 

琉球大学工学部技術部組織規程 

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 

電子情報システム班 電気・電子・情報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 

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
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成等を行う。 

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） 

１ この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

２  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。 
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別 紙 

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 

（１）本学部の教育支援に関するこ

と。 

６）学生の安全教育 

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 

（２）本学部の研究支援に関するこ

と。 

３）研究の安全衛生における対策支援 

１）学科事務の支援 

２）労働安全衛生関連支援 

（３）本学部の学科・学部運営支援

に関すること。 

３）各種行事への対応 

１）企画・開発 

２）科研費等の申請 

（４）技術部の企画及び開発に関す

ること。 

３）ＰＲ活動 

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）技術部の運営に関すること。

５）講習会等への参加 

１）業務計画 

２）業務点検 

３）業務評価 

（６）技術部の自己点検・評価に関

すること。 

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 

１）技術相談及び装置製作 

２）産学官連携事業 

（８）外部支援に関すること。 

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 

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。 
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【資料３】 資格等一覧  
番号 資 格 等 

平成 20 年度
人数 

平成 21 年度 
人数 

平成 22 年度
人数 

1 アーク溶接作業従事者特別教育講習修了 16 16 14 

2 低圧電気取り扱い者特別教育講習修了 17 17 16 

3 第一種衛生管理者 10 10 11 

4 玉掛技能講習修了 12 12 11 

5 高圧・特別高圧電気取扱業務に係る特別教育講習修了 3 3 3 

6 フォークリフト運転技能講習修了 4 4 4 

7 自由研削といしの取替・試運転の業務に係る特別教育修了 13 13 12 

8 床上操作式クレーン運転技能講習修了 13 14 12 

9 ガス溶接取り扱い技能講習修了 12 12 12 

10 第三種電気主任技術者 2 2 2 

11 電気工事士免状 4 4 3 

12 認定電気工事従事者 3 3 ７ 

13 第二種電気工事士 6 7 8 

14 防錆管理士 1 1 1 

15 ２級ボイラー技士 3 3 3 

16 危険物取扱者免状 乙種３類 1 1 0 

17 危険物取扱者免状 乙種４類 6 6 5 

18 危険物取扱者免状 乙種５類 1 1 0 

19 危険物取扱者免状 乙種６類 1 1 0 

20 局所排気装置等定期自主検査者養成講習修了 7 6 6 

21 安全衛生推進者養成講習修了 1 1 2 

22 局所排気装置等定期自主検査者インストラクター 1 1 1 

23 化学物質管理者研修修了 2 2 2 

24 作業環境測定士 2 2 2 

25 粉じん作業インストラクター 1 1 1 

26 電気取扱作業特別教育インストラクター 1 1 1 

27 衛生工学衛生管理者 1 1 2 

28 特別管理産業廃棄物管理責任者 1 1 1 

29 有機溶剤作業主任者 1 2 3 

30 粉じん作業従事者特別教育修了 2 2 4 

31 アーク溶接特別教育インストラクター 1 1 1 

32 ２級機械技能士 1 1 1 

33 ２級建築士 1 1 1 

34 第１級無線技術士 1 1 1 

35 工事担任者デジタル２種 1 1 1 

36 １級小型船舶 2 2 3 

37 ２級小型船舶 1 1 1 

38 ４級小型船舶 1 1 1 

39 小型移動式クレーン運転 3 3 4 

40 測量士 1 1 1 

41 測量士補 1 1 2 

42 地質調査主任技術者 1 1 1 

43 宅地建物取引主任者 1 1 2 

44 普通救命講習修了者 16 16 18 

45 ２級土木技術者資格 1 1 1 

46 危険物取扱者免状 甲種  1 1 

47 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者修了証  1 1 

48 コンクリート技士  1 1 

49 基本情報技術者  1 1 

50 ORACLE MASTER Bronze Oracle Database 10g  1 1 

51 ORACLE MASTER Silver Oracle Database 10g  1 1 

52 特定化学物質･四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了   1 

53 技術士一次試験合格（機械部門）   1 

54 職業訓練指導員免許   1 

55 ガス溶接作業主任者免許   1 

56 潜水士   1 

57 研削砥石取替業務特別教育インストラクター   1 

58 日商簿記検定２級   1 
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【資料４】 

 

平成 21 年 7 月 1 日実施 

業務依頼から完了までの流れ図 

長期業務 
短期業務等

業務依頼調整

様式１ 業務承認書 

様式１ 業務依頼書 
様式３ 業務依頼書 

様式２業務完了

報告書 
様式２業務完了 
報告書 

様式１業務依頼書

様式３業務依頼書

技 術 部

様式１業務依頼書 
様式３業務依頼書 担

当

者

依頼／提案

各班
 

支援 
グループ

技術部長

 

技術長

業務運営委員会

教育支援部会 

広 報 部 会 

研修企画部会 

運営評価部会 

管理運営委員会

依 
頼 
者 
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編集後記 

 

工学部では平成 5年度に技術部が発足しましたが、実質的な運用はされていませんでした。平

成 18，19 年度の 2回のワーキンググループ答申を経て平成 20 年度に実質化、現在の技術部がス

タートしました。平成 22 年度までの 3年間は試行期間とし、従来の教育研究支援のレベルを落と

さないように、さらに組織として新しいことにも取り組んできました。第 3号となる本活動報告

書は試行期間最終年度の報告書です。組織実質化以前と比較して業務の種類は確実に増えました。

スキルアップ研修，夏休み工作教室の組織的取り組み，学内外の技術研究会への発表参加、情報

工学科の支援など活動報告書 1号から見てきましても活発に動いているのが分かると思います。 

発足時「外部評価に耐える組織化」がうたわれているので、活動報告書等は当然作成するべき

ものでした。技術部のことを知ってもらうための報告書であり、評価を受ける際の evidence の

一つになるでしょう。より良い活動報告書のためにご意見・ご感想いただければ幸いです。 

最後に執筆担当された方々、ご協力いただきました関係者に心より感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度技術部活動報告書編集委員 

委員長  長田 克之（電子情報システム班） 

伊波 善清（技術長） 

宮城 紀良（機械システム班） 

屋比久祐盛（環境システム班） 

照屋 泰彦（工作技術班） 
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