
                平成21年度 外部評価委員会議事概要 
 
 
１：日時 平成22年3月10日(水)  
 
２：場所 松江工業高等専門学校 会議室 
 
３：出席者 
 
   外部評価委員 
   高等教育機関関係 

    柴田  均 氏  島根大学 理事 副学長 

   地方自治体関係 

     山根  泉  氏  財団法人しまね産業振興財団 副理事長 

    地域教育関係 

      矢野  博  氏  島根県中学校長会長 松江市立湖東中学校長 

    産 業 界 

    杉谷 雅祥  氏  松江テクノフォーラム会長 

             山陰クボタ水道用材株式会社 代表取締役社長 

    本校関係者 

     陶澤 真一  氏  松江高専同窓会 副会長 

 

 本校出席者 

  １）荒木 光彦 校 長 

  ２）勝部  豊 副校長（教務主事） 

  ３）高橋 信雄 副校長（管理運営担当） 

  ４）別府 俊幸 校長補佐（専攻科長） 

  ５）淺田 純作 地域共同テクノセンター副センター長 

  ６）福間 眞澄 実践教育支援センター長 

  ７）高田 龍一 社会貢献委員長 

  ８）箕田 充志 イベントＷＧ主査 

  ９）渡部  徹 国際交流委員 

  10）東原 哲男 校長特別補佐 

  11）仮野  宏 事務部長 

  12）門城 祐司 総務課長 

  13）梅田 則好 学生課長 

 
 
４：日 程 
  開 会 

   １．校長あいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・  １３：３０ 

   ２．委員長及び委員紹介 ・・・・・・・・・・・・・  １３：３５ 

   ３．本校出席者紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・  １３：４０ 

   ４．松江高専中期計画－社会との連携、国際交流等に関する目標について－ 

    ４．１ 中期計画について ・・・・・・・・・・・  １３：４５～１３：５０ 

        （副校長（管理運営担当）） 

    ４．２ 社会との連携に関する活動状況報告・・・  １３：５０～１４：２０ 

        （地域人材育成、地域との共同研究、イベント、出前授業、学校開放事業） 

    【質疑応答１】 ・・・・・・・・・・・・・・・・  １４：２０～１４：４０ 

    ４．３ 国際交流に関する活動状況報告・・・・・・  １４：４０～１４：５５ 



        （交際交流委員会：Wintec、シンガポールのポリテクとの連携etc） 

    【質疑応答２】 ・・・・・・・・・・・・・・・・  １４：５５～１５：１０ 

   ５．委員のみによる意見交換 ・・・・・・・・・・・  １５：１０～１５：２０ 

   ６．委員による講評 ・・・・・・・・・・・・・・・  １５：２０～１５：３０ 

   ７．校長謝辞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５：３０ 

  閉 会 

 

 
５：議 事 
 
 松江工業高等専門学校外部評価委員会規則第５条第１項により、委員長に柴田島根大学理事を選出した。 
 柴田委員長の開会挨拶後、荒木校長挨拶、委員の紹介、出席者の紹介があった。 
 柴田委員長から、日程について説明があった。 
 
 
 松江高専の第二期中期計画・目標について、資料に基づいて本校から説明があった。 
  ・「独立行政法人国立高等専門学校機構の中期計画（Ｈ21.4～Ｈ26.3）と松江高専の中期計画」 
  → 高橋副校長が説明 
  ・「社会との連携に関する事項」 
  → 高田社会貢献委員長、淺田地域共同テクノセンター副センター長、箕田イベントＷＧ主査が説明 
  ・「国際交流に関する事項」 
  → 渡部国際交流委員から説明 
 
 
 
 松江高専の説明後、以下の意見交換・質疑応答等があった。 
○：委員の質疑・意見等  △：本校側の説明・意見等 
 
 
○電気自動車に関する市場や国際状況が変化してきているが、電気自動車について、高専ではどのように

取り組んでいるか。 
△電気工学科で、市販の自動車を改造して、転換型電気自動車を作成することを行っている。これまでに

２台ほど車検を取って、公道を走れる状態にしてある。ＧＰＳを取り付けて、実際に学生に乗ってもら

い、バッテリーの消耗度や走行距離についての研究を行っている。 
電気自動車は世界的に普及が進んでいるが、日本の今後については、国の補助金等の政策に依存すると

ころがある。我々も微力ながら、教育・研究を行っていきたい。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○中期計画に「地域共同テクノセンターなどの施設や設備の充実を計画的に推進する」とありますが、こ

れについての現状はどうか。また、広報体制を充実することとなっていますが、地域共同テクノセンタ

ーのＨＰの情報が少し古いようですので、この辺りの充実もお願いしたい。最後に、講座についてです

が、これについての参加者の満足度を教えていただきたい。 
△地域共同テクノセンターの充実については、機構本部が全く予算化しません。建物となると、機構本部

が予算化しないと、本校としても動きようがないのが現実です。 
△ＨＰについてですが、これは所掌が公報委員会になりますが、社会貢献委員会と連携して、きちんと整

理していきたい。また、企業の皆様とつながる共同研究の申込や寄付金制度の手続き等についても、整

理していこうと思います。 
△ＨＰについては、動画を見せようと、現在、推進室を立ち上げて準備しているところです。 
△学校開放事業・出張講座につきまして、学校開放事業の昨年度（Ｈ21年度）のデータで、５段階評価で

実施した満足度のアンケートでは、「大変満足」・「満足」が98％となる回答をいただいております。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



○地域連携・産業育成について、石見部で地場産業が衰退している現状がある。行政の方々と話しても、

展望が見えにくいという状況になっている。地域連携の中で、例えば各市町村の IT 技術者を集めてこ

ういった事業をやってみたい、といった話もあるようだが、高専が島根県内でこういった産業面の果た

す役割は大きいと思う。 
今後の活動として、ヴィジョンを持った地域連携の動きがあると非常に良い。現状では地域の企業さん

が、それぞれの中で立ち上がらないと、サポートする側としてはできない感じがある。そこを、高専が

地域連携を積極的に手助けしていく、立ち上げていく、といった活動を今後進めていってくれると良い。 
△非常に大きな話で、そこまでのことができれば良いが。どういう人間がいて、将来の人口がどうなって

いくか、どんな産業が基盤となっていくか、といった地域のヴィジョンを描くための情報がいる。75名

の教員で教育と研究をやりながら、高専だけでそういった情報を把握してヴィジョンを作るのは難しい。 
高専としてできるものの一つは、ロボティックスに使われる基本技術についての人材育成をすること。

それを集中的にやっています。島根には機械産業があり、その他色々あるが、最近の情報技術と電子技

術と機械工学を総合的に駆使できる技術者が、そう沢山はいない。そういった一種のヴィジョンの下で、

平成 18 年から人材育成を継続しております。しかし、それを産業に育てるというのは、我々だけの手

に負える話ではありません。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○例えば、産業界から「こういう部品をつくってくれ」、「こういうことを請け負ってくれ」ということは

可能でしょうか。 
△受託事業や受託研究でやれる範囲では可能です。 
△「一件だけこんなものを作って、こうなったらどうなるだろうか」といった試作品を作る段階から研究

段階のものなら可能です。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○今日の説明の中で、高専は中堅の技術者を養成する学校であったとありました。中教審の答申で、これ

からは創造的な技術者を送り出すという使命があるというお話でしたが、創造的な技術者とはどんな者

をイメージしたらよいでしょうか。 
△そもそも最初にできたときの中堅技術者の定義もはっきりとは分かりません。技能者ではなくて技術者

です。技術者の中の中堅的な技術者ということになると、最初にできた昭和 39 年頃の高専は、やはり

色々と国会で話し合ったときに、昔の高等工業のようなところを引きずって、所謂、工場長クラスの中

堅的な技術者を早く作らないといけない、といったようなところからできたのです。 
今、新しいイノベーションに対応できる創造的な技術者をつくりなさいというのは、現在、日本で望ま

れている技術者が、新しいイノベーションを生み出す創造的な技術者ということです。加えて、高専の

場合は、15歳という若いときから実践的に体を動かして、ものづくりをやることによって実践的かつ総

合的な技術者をつくりましょうという方向に、中教審の方針でも、これからの高専の目指す道は変わっ

てきたところです。 
中堅的技術者に育った技術者も定年を迎えておられる方が沢山おられますけれども、決して中堅ではな

くて、創造的な仕事で非常に活躍をされた方も沢山いらっしゃいます。そうした実績を踏まえた上で、

こういう方針になっていると思います。 
△中学校の先生としては、大学に行かせるのと高専に行かすのとで、大学生に使われる技術者になるので

はないか、といったご懸念があると思いますが、現実の社会に出てからの評価では、決して大学生に使

われるような技術者には留まりません。トップの技術者と理解していただいたら良いと思います。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○子供たちが高専の教育を受けていくのに十分耐え得るのか少し心配するところがあります。今後社会の

色々な要請も高専にかかっているし、高専の高等教育に耐え得る力があるかなという心配をしておりま

す。 
△一口で言いますと、要するに中学での成績がトップかどうかというよりは、高専に入ってから勉強する

かどうかが一番のキーです。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○アメリカの大学との国際交流はありますか。 
△現在までのところ、残念ながらアメリカの大学とは交流はありません。 
△大学と高専では教育の質が異なるので、ニュージーランドのWINTEC のような高専と近い技術者教育



を実施している教育機関を探しながらやっています。 
○先程説明のあった高専の国際交流の連携というのは大変良いシステムで、それぞれのところでお世話を

して、それぞれの高専に在籍しているみなさんにチャンスを与えてあげるということで本当に良いこと

だと思う。大いに評価したいと思います。 
ただ、最近の学生さんは、なかなか外に出て行かない。英語の力をもう少しつけてあげて安心して行け

るようにする、といったこと等をするといいかもしれない。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○高専に来る留学生というのは私費の留学生というのはいないですか。 
△今までのところ私費留学生はおりません。それを受け入れようという機構の話はあります。まだ受け入

れた経験はありません。 
○他の地域の高専ではあるのですか。 
△国立高専では今までありません。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【委員による講評】 
 
○どうも今日は色々とありがとうございました。地域貢献につきましては率直なところ、非常によく頑張

っていただいて、テレビや新聞でも、本日説明していただいた内容が聞かれ、非常に嬉しく思います。

そういった意味では地域貢献の足掛かりのベースの部分は出来てきているのではないかと強く実感し

ております。先程お話しましたが、例えば、地域のリーダーさんを育てていただくとか、地域が活性し

ていくような企画を高専が実施し、地域から喜んでいただける活動に仕上がっていけば良いなと思いま

す。 
今回の中期計画の中にも出ておりましたけれども、まもなく 50 周年ということで高専の同窓会も活動

させていただきたいと思います。卒業生、地域の方のネットワーク、ヒューマンネットワーク、そうい

ったものを活かして、これから新しく高専に入られる方、現在高専におられる方、高専の卒業生の方、

みんなが頑張ってやれる、誇りに思えるような高専に是非なっていただければ、と思います。今日の色々

なお話を非常に前向きに進めていただいていると思いますので、是非これからもよろしくお願いします。 
 
○非常に優秀な人材を出していただいていますから、その点感謝させていただきますし、素晴らしいと思

います。ただ産業界は、色々とやっていますけれども、基本的にまじめで正直で、将来に対して情熱を

持っている人材、そういうものが会社を育てる、そして、それが自らの成長を促すと共に会社も発展す

るという、そういう学生がいてくれれば良いと私は思います。 
今現在の若者も、今日話がありました国際交流の問題もありましたし、ある人が言われていましたけれ

ども、若い時に異文化に触れるというのは大変大きな価値があります。年をとってからではなく、学生

時代に異文化にどんどん触れるということは大事なものですので、是非もっと国際交流を増やして学生

が海外へ出るような体制ができたら良いなと思います。 
 
○委員会の冒頭で申し上げましたように、松江高専の地域社会における教育・研究の面あるいは産業技術

の発展に貢献をされていることを高く評価をしているところです。引き続き、ご協力をお願いしたいと

いうことであります。 
その中でも２点ほど特に強調したいのですが、１点目は、産官連携での企業・産業のイノベーションで

す。この促進を早くやらなければなりません。恐らく産業構造は、一昨年来の構造不況の中で構造的な

変化が起きているだろうと思います。それを乗り切るためにも、県内の企業が新製品・新技術でもって

太刀打ちをしないといけない。そういう面でのイノベーションが非常に重要だろうと思っています。そ

ういう面で是非とも力をお貸しいただきたいと思っています。 
２点目は少子化に絡んでの理科教育・理工学教育の重要性についてです。私どもも全く同じ見解を持っ

ており、是非ともそこで連携をさせていただきたいと思っています。具体的に申し上げますと、私ども

の中で発明協会があります。発明協会の傘下に各地域に発明クラブ、特に小学校の子供たちあるいは中

学校の生徒を中心に発明クラブというものが各地域にございます。その中で学校の理科の先生を中心に

活動をしています。恐らく高専の先生方は大変忙しいところでおやりになっていると思いますが、そう

いったところとタイアップをしてもらえると、我々としてもお手伝いもできると思いますし、高専の先



生方の労力を少し軽減できると思っています。そういう面で、これから社会貢献というものが段々と広

がっていけばいくほど、他の機関との連携、団体との連携というものが非常に重要になってくるかと思

います。そういう面で手前味噌になりますけれども、しまね産業振興財団を是非ご利用いただければと

思っております。ありがとうございます。 
 
○学校の者ですので、一言感想を言わせていただきます。まず、中期計画を説明いただいて私も初めての

ことで参考になること、勉強になることが沢山ありました。本当に松江高専の社会貢献、そして国際交

流等について様々な事業を展開されて成果も上げていらっしゃるということがよくわかりました。私た

ちは中学校ですので、高専に生徒を送る方です。先程、お話にもありました、成績が良いのではなくて、

やる気のある子、そういった子供たち、生きる力を持った子どもの育成を私たちは目指しているわけで

す。やる気のある理工系に向かう子供たちを是非育てていきたいと思っています。 
高専に行った子供たちを本当に懇切丁寧に育てていただいて、島根の地に貢献できる人を養成していた

だいていることは、本当に感謝を申し上げたいと思います。中学の方は学習指導要領が平成 24 年度に

変わります。理数科については授業日数が増えます。そういった面でも子供たちに理数の力を付けてい

きたいと思っていますし、また色々な面でご指導いただけると幸いです。本当にありがとうございまし

た。 
 
○高田委員長のお話にもありましたが、どこの高専あるいは大学もそういうことは思いますけれども、限

りあるマンパワーの中で、人・もの・金に対してシビアに削減計画が進んでいる中で、教育機関・高等

教育機関としての存在感を右肩上がりで出しなさいと言われている状況にあるのだと思います。 
その中で教育・研究・社会貢献という３つの柱が立てられておりまして、それぞれに枝葉がある。今の

評価の日本人の下手なところだと思うのですが、どの枝が一本欠けていても、「ここが駄目じゃないか」

という指摘をされてしまうということがあります。しかし、注意しなければならないのは、それぞれの

高専で「何が得意技なのでしょうか、そこの特色はなんでしょうか」ということが次に問われること。

まずは高専の存在感を知ってもらう。その次に得意技は何かという話に繋がっていくのではないかとい

うことです。 
 第二期の初年度が終わったというところで、第一期の評価にもあったかと思いますが、社会からの評価

ということと、もう一つは学生さんの評価があります。他の委員からもありましたように、中学生に対

して、高専の先輩から「良いよ」という評価がなされることも重要です。また、卒業生のみなさんが、

どのように、どういった力が高専でついたかということに対して、「こういう得意技、こういう分野の

ところで力がついた」と評価されることもあると思います。社会からの評価については、１つは卒業生

を採用した企業から評価していただくことです。その辺りが３点セットで、カリキュラムや人材育成講

座など日々されていることの評価の検証手段となると思います。また、将来的には、それを物差しで評

価してくださいというところが要求されるのではないだろうか、と経験から申し上げます。 
繰り返しになりますけれども、第二期５年計画の初年度ということでございまして、本日は社会貢献と

いう場面を強調した形で紹介いただきましたが、お伺いした限りでは頑張っていらっしゃるなという印

象です。あるいは第二期５年計画の終了に向けて益々頑張っていただいているということが私の印象で

ございます。本日は大変ありがとうございました。 
 

○柴田委員長 
それでは最後になりましたが、松江高専を代表いたしまして荒木校長先生から一言ご挨拶を頂戴したい

と思います。 
 
△荒木校長 
 本日はお時間をとって、話を聞いていただいてありがとうございました。ご意見の中では、電気自動車

といった具体的な話も出てまいりました。湖東中学校も、またお呼びいただければ出張授業等をさせて

いただきますので、よろしくお願いします。社会貢献や国際交流については、またアンケートをお送り

したいと思います。本日はどうもありがとうございました。 
 
○柴田委員長 



以上をもちまして、平成 21 年度松江工業高等専門学校外部評価委員会を終了させていただきます。あ

りがとうございました。 
 
 
 


