（2）地域社会連携
1）久留米工業大学地域連携推進協議会
◆ 設立目的及びサービス内容
地元企業の皆様と久留米工業大学との連携を深め、 地域産業の活性化、 新技術の創出及び会員の技術力向上
等を図り、 地域の発展に寄与することを目的として平成２６年３月に設立された協議会です。
◆ 事業内容
①企業ニーズの発掘
会員企業様には、 コーディネーターを派遣し、 企業様のニーズを伺います。 また、 必要に応じて専門分野の教
員を訪問させ、 一緒に検討を行い、 助言や開発 ・ 研究の可能性を探ります。
②研究成果の資料送付
本学の教員の研究成果（学会発表、執筆論文等）の資料を送付します。 また、当該研究に関心がある企業様には、
担当教員が相談に応じます。
③情報交換会の開催
年に１回程度、 本学教員との情報交換会 （懇親会） を開催し、 共同研究 ・ 開発に繋がるような機会を設けます。
④人材育成のご相談
会員企業様が求められる人材について、 ご助言をいただきながら本学の教育の中でその育成を図るとともに、 求
人のご相談も受けています。
⑤会員企業様向け講演会、 セミナー等の開催
会員企業様の希望に応じた講演会やセミナーを開催します。 対応が可能な場合は、 個別企業様向けセミナーも
検討します。 また、 本学教員や学生による学会発表会、 修士論文公聴会及び各学科卒業研究発表会へご案内
します。
⑥優先的な技術相談、 技術指導料の免除
会員企業様のニーズで困難な技術的問題が発生した場合、 技術相談により対応します。 また、 技術指導を希望
される場合の指導料は免除します。
⑦機器の利用
本学のものづくりセンターの整備機器 （３Ｄプリンタ等） をご利用いただけます。
⑧会員企業様のＰＲ
本学１００号館内の地域連携センターにパンフレットを設置し、 また本学のホームページにも広告を掲載するなどＰ
Ｒを行っています。
◆ ２０２０年度総会を書面にて実施
新型コロナの影響により総会は書面で２０２１年１月１５日に実施し、 前年度の事業報告及び収支決算並びに令和
２年度の事業計画 ( 案 ) 及び収支予算 ( 案 ) について審議、 全て承認、 議決されました。

2）社会人の学び直し・スキルアップ支援
◆ 職業実践力育成プログラム
文部科学省が実践的 ・ 専門的なプログラムに対して認定する 「職業実践力プログラム」 （ＢＰ事業） において、
本学も2017年度に認定され開講してきましたが、 多くの社会人の方々に受講していただけるよう、 オンライン講義の
開発を行い、 学びやすい環境のプログラムの検討を重ねました。 2019年度からはＢＰ事業の中での短時間で編成さ
れる特別の過程 （60時間以上120時間未満） ＜ＳＢＰ＞を開設しました。
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3）公開講座
２０２０年度は、 新型コロナの感染症の影響により実施できませんでしたが例年、 小中学生を対象とした 「こども科学
教室、 プログラミング講座」 をはじめ社会人向けの 「パソコン・ＩＴ関連講座」 「秋季公開講座」 などを開講しています。
※２０１９年度参考
開催日時

講座名

主な内容

1

4月29日
第４回くるめ楽衆国まつり
（月 ・ 祝）

「体験 ・ 体感サイエンスカフェ」 と題し、 ペットボトルを使って
顕微鏡製作をし、 実際に観察しました。

2

6月22日（土） 航空宇宙実習棟 竣工記念講演 「' 航空宇宙 ( カノウセイ )' は君の中にある」 をテーマに、 特
会
別公演を３講演、 ならびに次世代航空宇宙産業解説を本学
の教授２名が行いました。

3

7月28日 （日） ロボットと遊ぼう
午前の部

虫型ロボットを作って、 簡単なプログラムを入力し迷路を脱出
させました。

4

3D-CAD によるものづくりを体験し 3D-CAD で設計、 3D プリンタで印刷し、 自動車の設計開発
よう
の基礎体験をしました。

5

地震と建築

6

親子で学ぶプログラミング入門講 最新のプログラミングソフトを使って、 簡単なアクションゲーム
座
を作りました。

7

お茶の味はどんな味？

8

地震から身を守るために、 地震と建物について実験を通じて
学びました。

普段ゴクゴク飲んでいるお茶 ( 緑茶 ) の、 苦み、 甘み、 旨
みの正体を探してみました。

7月28日 （日） ロボットプログラムを作ろう
午後の部

プログラムをロボットに組み込み、 オリジナルロボットを作りま
した。

9

だれでも楽しめる3次元 CAD 体験 3次元 CAD で製品をデザインして、 3D プリンタで印刷しまし
た。

10

ストローで立体を作ろう

11

小学生からのプログラミング入門 新しいプログラミング Scratch3.0を使って、 基礎や操作を楽
講座
しく学びました。

12

植物が身を守るわざ

ストローを使って、 正20面体などの立体を作りました。

身近な植物が、 動物に食べられないためにしている様々な
工夫を観察しました。

13 8月17日（土） 遊んで学ぼう！お金の色々とプロ 久留米まちゼミ Kids として開催され、 クイズやお金を数える
グラミング
体験を通じてお金の大切さを学ぶとともに、 楽しくプログラミ
ングを学びました。
14 9月1日 （日）

サイエンスフェア 「3D プリンター 空間に樹脂などを何層にも積み重ね、 デジタルデータを立
展示」
体造形物としてプリントする実演をお見せしました。

15 9月21日（土） 折紙高層建築トライアル ～バベル 久留米工業大学連携事業として、 広川町教育委員会主催
の塔～
の子ども体験教室を開催し、 広川町在住の小学４～6年生を
対象に、 紙で自分の背丈より高い塔の製作をしました。
16 11月2日（土） 航空機整備について

実機を使って飛行機システムや安全管理の取組みを紹介し
ました。

17

最新の宇宙輸送システムを紹介しました。

身近に迫った宇宙旅行について

18 11月9日（土） 超高齢社会を明るく変えるスマー 福祉分野がテーマの 「くるめ福祉みらい博」 の展示会場で
トモビリティサービス
ある久留米シティプラザ六角堂広場にて、 これからの車いす
を実際に使って紹介しました。
19

重度障がい者の意思伝達支援装
置の入力支援について
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4）教育活動を通した連携
共通教育科目 「地域連携 I ・ II」 は、 ①入学当初から学生の主体的取組をサポート、 ②学科横断 ・ 文理融合型で
地域課題に取り組む、 ③地域の企業やプレイヤーと共働、 を柱に2020年より開講されています。 地域連携 I は （株）
サンカクキカクと共同運営の課題解決人材育成プログラムで、 学生と地域企業の若手社員が同じ場所で学びます。
地域連携 II は地域 ・ 企業課題解決をテーマとした学生の45時間以上のプロジェクト活動を1単位として認定します。
2021年 (5月現在 ) は50人を超える学生が地域の10プロジェクトに取り組みます。

5）自治体との連携
◆ 久留米市
久留米市の久留米学術研究都市づくりプランの取組の中で、 双方の知的 ・ 人的 ・ 物的資源を活かして、 科学技
術 ・ 産業振興 ・ 環境 ・ 教育分野等で連携協力を行い、 地域経済の振興発展及び地域社会の活性化に寄与する
ことを目的として、 平成１８年３月に包括連携協定を締結しました。 これまでに、 地産地消推進店紹介アプリの開発、
中心市街地賑わい創出 ・ 環境イベント参加協力、 高等教育コンソーシアム、 高校生の特設講義、 図書館資料の
相互貸借、 大学若手職員との交流、 小学校特別授業と教員研修会の実施、 地方創生 ・ 産業振興等関係会議参
加などの取組を推進してきました。
◆ 八女市
豊かな地域社会の創造と地域産業の振興発展 ・ 産業人の育成を目的に地域課題の解決と地域の活性化を図るた
め、 平成２８年２月に包括連携協定を締結しました。 これまでに農工連携をテーマに取組を推進し、 中山間地域に
おける農業機械の研究開発のため認定農業者との意見交換会を開催するなどして、 ３種の農業機械器具を開発し
ました。 また伝統的建造物群保存地区における修理 ・ 修景事業の技術支援もしています。
◆ 広川町
広川町のまち ・ ひと ・ しごと創生総合戦略として、 大学等との連携交流事業が掲げられており、 この取組として産
業振興・人材育成・文化振興等の分野における相互協力による地域の発展と人材育成に寄与することを目的として、
平成２８年８月に包括連携協定を締結しました。 その後、 伝統工芸品久留米絣の新技術導入 ・ 機器開発 ・ 人材育
成の検討、 織機部品の製造、 小中学校の特別講座 ・ 学習ボランティア ・ 体験講座、 空き家の利活用の研究など
に取り組んでいます。
◆ うきは市
本学とうきは市 ・ 筑後信用金庫の三者による連携で、 筑後信用金庫の 「つなぐ力」 のもと、 「まち ・ ひと ・ しごと」
の各分野において、 各々の持ち得る資源を有効に活用し、 相互連携と協力を行い、 地域活力の増進、 地域経済
の発展等を図っていくため、 平成３０年１１月に包括連携協定を締結しました。 それまでにも子ども向け金融 ・ もの
づくり教室などのイベントに取り組んできましたが、 締結後は、 うきは市のまちなみ再生事業への参画を通じて、 学
生プロジェクトの提案による空き家活用に取り組んでいます。
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○うきは市との連携紹介
令和2年11月、 ASURA の学生20名が、 うきは市の髙木市長へ 「うきは市に求められる公園のシステム提案」 を行な
いました。 うきは市では公園等の整備が求められており、 まず市の資源や現状を読み取り、 現在から未来を考える上
で求められる機能を検討し、 アイディアを提案しました。 ひとつは地域のカフェなどに散らばる飲食物を集めた 「アン
テナショップ、 もうひとつは年々増える水害への備えおよび小規模店舗のスタートアップ事業へ着目した 「防災公園×
トライアル店舗です。 市長の前での発表で学生は緊張していましたが、 様々な指摘や貴重な意見交換をおこなうこと
ができました。
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