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1 設置の目的
本学の教育・研究及び地域連携を強化・推進するために、教育研究系技術職員
の活躍促進を図り、組織的な人材確保及び人材育成機能の充実並びに高度な
専門技術の連携による効果的かつ効率的な技術支援を展開する。

見える化
（業務・スキル）

連携強化
（孤立させない）



熊本大学 技術部

技術本部長（併）
（研究・地方創生担当理事・副学長）

技 術 部 長

（主な支援業務）本荘・大江地区

基礎医学分野（研究）、薬学分野（研究）

共用設備運用・管理（教育・研究）

動物資源（研究）、実験・実習（教育）

その他

（主な支援業務）黒髪地区

理・工学分野（研究）

機器設計製作（研究）

実験・実習（教育）、その他

（主な支援業務）黒髪地区

分析評価（研究）

情報データ解析評価（研究）

共用設備運用・管理（教育・研究）

実験・実習（教育）、その他

（主な支援業務）黒髪地区

安全管理・教育

情報・寒材等基盤設備運用（研究）

管理・教材設計・開発（教育・研究）

実験・実習（教育）、その他

自然科学系第一技術室
（技術室長）

生命科学系技術室
（技術室長）

自然科学系第二技術室
（技術室長）

自然科学系第三技術室
（技術室長）

管理体制図

【所属】技術職員は主たる業務を実施するキャンパスでグ
ループ化した各室に所属する。
各技術室長は、教員等からの要望対応、労務管理（勤
務時間管理、業務トラブル対応、ハラスメント対策等）
及び財務管理、広報、研修などを行う。

全国共同利用・共同研究拠点支援グループ

（グループ長（併））

技術部運営会議
【人事等の重要事項を審議】
構成：技術本部長，技術部長，各技術
室長，全国共同利用・共同研究拠点支
援グループ長， 学長が委嘱する代表教員
（人社系，生命系，自然系から各1
人） ，その他議長が必要と認めた者

拠点等支援グループ

拠点形成や国家プロジェクト等で必要とされるチームを、その都度編成して支援

先端研究基盤共用促進事業 全学教育研究センター等 その他、補助金による事業
など（予定）

技術連携ワーキングチーム

(例）設備共用・機器分析技術WT、安全管理技術WT、情報システムWT・データ処理技術WTなど

技術職員のみによる構成、流動的な形成

【人材育成】WTでは、各室を超えた相互連携に
よって教員の要請に対してより高度かつ迅速なサー
ビスを展開する。また、職員のスキル向上並びに技
術伝承・保存等のための研修等を企画・実施する。

（主な支援業務）全学

全国の共同研究支援（研究）、共用設備運用・管理（研究・教育）

拠点報告書作成・英語による講習会開催（研究・教育）、その他

2 組織体制



技術室 WT 主な業務内容

生命科学系技術室 基礎医学WT ・ 献体関連業務
・ 病理解剖介助
・ 法医解剖関連業務
・ 組織標本作製
・ 医学部総合研究施設共用設備の運用
・ 分析・評価・技術指導
・ 講義・実習支援
・ 研究支援

薬学応用WT ・ 機器分析施設における共用設備による分析・評価
・ 技術指導及び設備の管理
・ 薬用植物園の管理
・ 植物の収集・データベース管理
・ 植物観察会
・ 講義・実習支援
・ 研究支援

生命資源WT ・ 実験動物の管理体制の推進・熊本マウスクリニックの管理
・ 実験動物飼育・実験動物の微生物学的品質検査
・ 共用設備の運営・分析・評価
・ データベース管理
・ 講義・実習・実験支援
・ 研究支援

発生医学研究拠点支援WT ・ 発生医学研究所リエゾンラボ研究推進施設の共通機器の管理・運用
・ 質量分析・次世代シーケンサー・バイオインフォマティクス・画像解析・
フローサイトメーター・組織標本作製を用いた研究支援

3 業務概要



技術室 WT 主な業務内容

自然科学系第一技術室 装置開発WT メカニカル装置・構成部品・要素部品の試作及び新規開発、
装置リメイクに関する調査・部品更新・設計・製作、各種実験・計測、超
高速現象撮影に関する手法やシステムの考案・構築，及びそれらに
関わる仕様選定、部品調達、マニュアル作成、技術指導・補助、
各種装置、計測器材の保守・管理・修理、
機械工学関連の学生実験・実習指導・補助 など

環境構造WT コンクリートに関する各種試験・実験・診断・分析、動的大型実験装置
の組立て・解体，鋼構造物及び材料実験、各種岩石の強度試験・試
料作製、河口・海岸域に関する調査・実験・水質分析・深浅測量、
データ解析、CAD・GISデータ分析、画像処理・解析プログラミング、ク
レーン・玉掛け、アーク溶接、橋梁・コンクリート構造物の現場実験、
ドローン運用、土木・建築関連の学生実験・演習 など

機械加工WT 旋盤、フライス盤、ボール盤などの汎用加工、ＮＣフライス盤、
マシニングセンタ、ＮＣ研削盤などの精密加工、形彫り放電加工機、
ワイヤ放電加工機、プラズマ加工などの特殊加工、せん断加工、曲げ
加工、プレス加工などの成形加工、溶接、ろう付けなどの接合加工、
その他の加工、工学部研究資料館内工作機械保守管理および工学部
研究資料館業務、機械工作関連学生実習 など

電気応用WT 電気電子デバイス・電子回路の設計製作（弱電・高電圧回路、電
源）、マイコンを用いた回路制御、各種計測機器の計測及びプログラミン
グ解析、低温、高温環境下での技術、真空関連機器装置設計及び計
装電気、電子、情報関連学生実験・実習 など



技術室 WT 主な業務内容

自然科学系第二技術室 材料評価WT ・ 材料組織解析
・ 微細構造解析
・ 結晶構造解析
・ 材料特性評価
・ 材料関連学生実験・実習

化学分析WT ・ 元素分析
・ 分光分析
・ 分子構造解析
・ 質量分析
・ 放射能分析
・ 遺伝子解析
・ 化学・材料関連学生実験・実習

先端情報WT ・ 各種プログラミング作成（C、C++、Java、Android、html、perl、
php)

・ データベース(PostgreSQL、MySQL)
・ Webデザイン
・ サーバー構築(DNS,Web,Mail),管理
・ セキュリティ対策
・ 計算機ネットワーク・サーバの管理運用
・ 計算機を用いた計測制御及び画像処理
・ 音声処理に関する技術指導
・ 情報、電気、電子関連学生実験・実習



技術室 WT 主な業務内容

自然科学系第三技術室 理学系教育技術WT ・ 理学部専門分野(生物、物理)に関する技術的支援(データ取得(免疫組織化学的観察や遺伝子発

現解析など分子生物学的実験手技、第一原理分子動力学法を用いた構造不規則系の物性)、

機器、設備、試薬、消耗品管理、実験指導など)

・ 理学部専門分野(生物、物理)における事務的支援(卒論、修論および中間報告会の実施補助、

研究室配属、学生窓口、同窓会運営など)

・ 教養教育実験系科目(物理、化学、生物、地学)に関する技術的支援(資料作成、機器、設備、

試薬、消耗品管理、実験指導など)

基盤管理技術WT ・ 全学情報インフラ・情報セキュリティ管理、各種サーバの管理運用および利用者へのヘルプデスク対応、

サイトライセンスソフトウェアの管理運用

・ 極低温寒剤供給リサイクルシステムの管理・運転、寒剤供給における保安管理・保安教育

・ 調査実習船の運行管理・安全講習、公用車の運行管理、海洋生物採集等の研究補助、構内の清

掃、備品の消耗品交換や修理依頼等の施設管理

・ 研究支援、学生実験支援

安全管理技術WT ・化学物質・電気等取扱いに係る安全教育、指導

・分析機器の保守管理、分析、指導

・化学物質管理支援システム（YAKUMO）、放射線取扱者個人管理システムの運用

・放射線管理、作業環境測定、排水及び化学物質関連廃棄物管理

・環境安全センター活動に係る技術支援

実習・教育支援技術WT ・教育学部（附属学校含む）ICTシステム・各種サーバの構築・運用・管理、ICT支援室企画・運用・支

援、GIGAスクール構想関連支援、実習科目（木材加工実習，機械実験実習，栽培実習，金属

加工実習，情報系演習・実習）、教育学部および教職大学院におけるICT関連講義、教員免許更

新講習などの技術支援および教育支援、教育学部実習工場・大江農場の管理

・工学部ものクリ工房の技術支援



区分 資格等名称

安全管理 VDT管理者教育修了
エックス線作業主任者
メンタルヘルス・マネジメント検定II種ラインケアコース
安全衛生推進者養成講習修了者
衛生工学衛生管理者
乙種３類危険物取扱者
乙種４類危険物取扱者
乙種５類危険物取扱者
乙種６類危険物取扱者
乙種化学高圧ガス製造保安責任者
局所排気装置等定期自主検査者講習修了者
個人情報保護士
甲種火薬類取扱保安責任者
甲種危険物取扱者
甲種防火管理者
高圧ガス第２類販売主任者
高圧ガス販売主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
第１種衛生管理者
第１種作業環境測定士（金属類）
第１種作業環境測定士（鉱物性粉塵）
第１種作業環境測定士（特定化学物質）
第１種作業環境測定士（放射性物質）
第１種作業環境測定士（有機溶剤）
第１種放射線取扱主任者
第２種作業環境測定士
第２種放射線取扱主任者
第３種放射線取扱主任者
低圧電気取扱作業特別教育修了者
低圧電気取扱者安全衛生特別教育インストラクター
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
特定粉じん作業に係る業務の特別教育修了者
特別管理産業廃棄物管理責任者
毒物劇物取扱責任者
普通第１種圧力容器取扱作業主任者
丙種化学高圧ガス製造保安責任者（特別）
防災管理者
有機溶剤作業主任者

4 職員のスキル（保有資格・検定等）



区分 資格等名称

運転操作 APAN AUTOMOBIL FEDERATION Driver International Solar Car
１級 小型船舶操縦免許
２級 小型船舶操縦免許
クレーン運転の業務に係る特別教育修了
フォークリフト技能講習修了
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育修了
高所作業車技能講習修了
小型移動式クレーン運転
小型車両系（整地等）特別教育修了
床上操作式クレーン運転技能講習修了
大型自動車免許
中型自動車免許

保有資格・検定等



区分 資格等名称

作業関連 １級 機械保全技能士
２級 ガソリン自動車整備士
２級 ボイラー技士
２級 機械加工技能士（普通旋盤作業）
２級 臨床病理技術士（神経生理学）
３級 機械加工技能士（フライス盤作業）
３級 機械加工技能士（普通旋盤作業）
３級 機械検査技能士（機械検査作業）
アーク溶接の業務に係る特別教育修了
アルミニウム溶接 TN-１F 修了者
ガス溶接技能講習修了
ガス溶接作業主任者
機械研削と石の取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育修了
玉掛け技能講習修了者
国際細胞検査士
細胞検査士
産業用ロボット教示等の業務に係る特別教育修了
実験動物１級技術者
測量士補
第２種電気工事士
電子顕微鏡２級技師
動力プレス機械の金型・シャーの刃部の調整の業務特別教育修了
認定１級解剖技術者
認定２級細胞組織技術者
普通第１種圧力容器取扱作業主任者
木材加工用機械作業主任者
薬剤師
臨床検査技師

保有資格・検定等



区分 資格等名称

情報通信 ソフトウェア開発技術者
ネットワークスペシャリスト
応用情報技術者
基本情報技術者
初級システムアドミニストレーター
情報セキュリティースペシャリスト
第１級無線技術士
第１級陸上無線技術士
第２級無線通信士
第２種情報処理技術者
第４級アマチュア無線従事者免許

保有資格・検定等



区分 資格等名称

教養教育 CG検定 ２級
３次元CAD利用技術者 １級
カラーコディネーター ２級
高等学校教諭一種免許（工業）
高等学校教諭一種免許（理科）
高等学校教諭専修免許（工業）
高等学校教諭専修免許（情報）
高等学校教諭専修免許（理科）
実用英語技能検定 準２級
修士（教授システム学）
修士（工学）
修士（理学）
職業訓練指導員免許（化学分析科）
博士（医学）
博士（工学）
博士（理学）
品質管理検定 ３級

保有資格・検定等



九州地区大学等技術研究協議会
九州地区大学等技術系職員の技術力向上

大学連携研究設備ネッワーク
くまもと有機薄膜技術高度化
支援センターPHOENICS
国公私立大学、高専や地場企業
からの利用拡大

若手研究者

コアファシリティの推進

本システムの波及効果

技術部

• 【学内】 新たな国際的・学際的な共同研究が進展することによって、研究成果の増大及び教育効果の向上並び
に継続的な経営改善が期待できる。また、県内大学や高専、九州地区（国公私立大学及び高専）及び全国
の教育研究機関等からの共同利用が拡大し、新たな共同研究の推進が期待できる。

• 【地域】 くまもと有機薄膜技術高度化支援センターPHOENICS（熊本県産業技術センター）等との連携強化
によって、次世代地域産業の創出並びに地域経済の発展が期待できる。

共用設備

各部局等のデータベースにリンク

企業連携

設備管理データベースシステム
学内外から検索・予約
利用料金の自動算定
計画的な共用設備の
新設・更新・改廃・リユース

外国人研究者

全学の研究者

一元管理

IRCMS 発生医学
研究所

先進Mg国際
研究センター

産業ナノマテ
ラル研究所

工学研究機
器センター

薬学部機器
分析センター

IROAST

最適化・好循環

・・・ ・・・

人材育成

国際的・学際的
共同研究の推進

技術の向上
財政の強化

教育研究系技術職員の効果的な人材配置・育成と技術連携の強化

5 展開



教育研究組織 各部局・センター等

全学の教育・研究力の強化・促進

協働・相談 共用設備の利用促進，研究・教育への参画
サービスの高度化・効率化・迅速化

「組織」的に，専門技術と広い視野で
部局横断的にサポートを展開

研究教育支援スタッフの活性化
1 実験実習の教育効果の向上
2 コアファシリティの推進，研究への参画
3 学内LAN，寒材等基盤設備の安定稼働
4 安全に係る指導・環境管理
5 出前授業等による地域貢献
6 非常・災害時の復旧，調査，改善

連携・コーディネート

設備・人材の活用

技術組織「技術部」 事務組織

監査室，経営企画本部，
研究・産学連携部，教
育研究支援部，学生支
援部，病院事務部，総
務部，財務部，施設部

機動性及び機能性の向上・
業務の効率化

事務的サポート

（H23年度）
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局

B部
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局

I部局 J部局
従来：一般職員（事務系職員・技術系職員）は部局等毎に組織

業務・責任の明確化
人材育成の強化

事務的サポート

技術的サポート

協働・相談

第3期中期目標期間中におけるビジョン 【戦略１】世界レベルの研究拠点の
充実と先端的新分野の開拓による成果への挑戦
「先端研究設備サポートセンター（仮称）」

⇒ 「技術部」 コアファシリティの推進と
研究教育支援体制の強化

研究教育支援体制の充実・強化
ONE TEAM !

第1弾第2弾

協働・相談

生命科学系技術室
自然科学系第一技術室
自然科学系第二技術室
自然科学系第三技術室

技術「組織」による業
務の高度化・効率化・
迅速化

研究環境の改善,研究支援スタッフの活性化

（R2年度）

6 ONE TEAM
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技術主任

技術専門職員

技術専門員

シニア技術専門
員

技術室長：技術室の業務管理・労務管理

グループ長：拠点の業務推進

技術部長：全ての業務の統括

副技術室長：技術室長業務の補佐

チームリーダー：WTの業務管理

技術職員

1学位（博士）
2技術賞等受賞
3特許出願
4本学における教
育研究及び学術
の発展に大きく貢
献する能力がある
者

1学位（修士以
上）
2優秀発表賞等
受賞
3本学における教
育研究の発展に
大きく貢献する
能力がある者等

国立大学法人
熊本大学一般
職員等選考規
則第7条第1項

1業務に必要な
国家資格等を
有する者
2本学における
教育研究の発
展に高度な技
術で貢献する
能力がある者
等
国立大学法人
熊本大学一般
職員等選考規
則第7条第2項

特に高度の知
識又は経験を
必要とする業
務を上司の概
括的な指導の
下又は独立し
て行う能力があ
る者

専門的な知識，
技術等に基づ
き上司の概括
的な指導の下
に業務を行う
者

【マネジメントに係る役職に求める資質等】
技術部長：判断力，決断力，忍耐力，柔軟性，信頼性
技術室長（副室長）：業績，協調性，洞察力，柔軟性，信頼性
グループ長：業績，協調性，洞察力，柔軟性，信頼性
チームリーダー：専門性、協調性、柔軟性、信頼性

7  キャリアパス

：令和3年度から適用

：検討を継続

個人の希望に応じて、教員、研究者、URA、
メーカー技術者等へのキャリアアップも応援



キャリアパス
（短期的計画）技術部運営会議で了承
目的：中堅層のモチベーションの維持・向上を図る。
方法： 「技術主任」の職の追加 ・・・ 適用予定：令和3年4月1日

技術職員 ― 「技術主任」 ― 技術専門職員 ― 技術専門員

（中期的計画）技術部運営会議人事評価・キャリアパス検討WG案
目的：一人一人の希望・夢を実現させ、モチベーションの維持と活躍促進を図る。
方法：スキル・職務に見合った上級のステージ「シニア技術専門員」の職を追加

技術職員 ― 技術主任 ― 技術専門職員 ― 技術専門員 ― 「シニア技術専門員」

（長期計画）私案
目的：教育研究を強化・推進するために勤務形態等の適正化を図り、学位取得者の就職先と
しても魅力ある職に改める。
方法：技術職員は専門職であること、また、教員等のパートナーとしてより協働しやすくするため
に裁量労働制へ移行する。また、給与表は国家公務員の専門行政職俸給表に準じ、昇給・昇
格は、年齢や勤続年数に関わらず、業務に要するスキル・職務内容で評価し、級別の定数は設け
ない。
（中・長期的計画の課題等）
課題：大学の財政上、実現が厳しい。
提案：国への概算要求「技術職員活躍促進事業（仮称）」の検討

内容：勤務形態の裁量労働制への移行・給与表の改訂・人材育成経費等



https://www.tech.kumamoto-u.ac.jp/


