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資料 1． キャンパスマスタープラン策定プロセス
1-1．キャンパスマスタープラン検討組織について

組織体制
役員会
学長
理事
（評価・総務）

理事
（教育・情報）

理事
（研究・産学連携）

理事
（財務）

施設委員会
キャンパスマスタープラン検討ワーキンググループ
・施設・景観計画の有識者
・省エネルギー・環境計画の有識者
・産学・地域連携の有識者
・キャンパス運営業務に関連する者
・大学施設業務に関連する者

キャンパスマスタープラン検討ワーキンググループ構成
氏名
○仲間浩一

所属

役割

建設社会工学系教授

施設・景観計画の有識者

建設社会工学系准教授

同上

電気電子工学系教授

省エネルギー・環境計画の有識者

伊東啓太郎

建設社会工学系准教授

同上

佐伯心高

産学連携推進 C 教授

産学・地域連携の有識者

北村充

物質工学系准教授

キャンパス運営業務に関連する者

青木俊介

生命情報工学系准教

同上

玉川雅章

生命機能専攻教授

同上

葉石研次

工学部事務長

同上

諌山日吉

情報工学部事務長

同上

岩村哲也

生命体工学研究科事務長

同上

阿南利隆

施設課課長

大学施設業務に関連する者

徳田光弘
◎三谷康範

＊ ◎：委員長、○：副委員長
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資料 1． キャンパスマスタープラン策定プロセス
1-2．キャンパスマスタープラン検討経緯について

キャンパスマスタープラン検討ワーキンググループ開催過程
回次

日時

主な検討内容

第1回

2011 年 3 月 4 日

・キャンパスマスタープラン策定の方向性について議論
・文部科学省「戦略的なキャンパスマスタープランづくりの手引き」
を確認

第2回

2011 年 5 月 11 日

・他大学におけるキャンパスマスタープラン事例を紹介
・他大学の事例をふまえて九州工業大学のキャンパスマスタープラン
の方向性について議論

第3回

2011 年 8 月 8 日

・現状調査の進め方について議論

第4回

2011 年 10 月 4 日

・現状調査経過を共有
・学生・教職員に対するキャンパスマスタープラン策定活動の周知に
ついて議論

第5回

2011 年 11 月 18 日

・現状調査経過を共有
・基本方針について議論

第6回

2011 年 12 月 1 日

・現状調査経過を共有
・基本方針について議論
・フレームワークプランについて議論

第7回

2011 年 12 月 21 日

・フレームワークプランについて議論
・学生・教職員への中間報告会について議論

第8回

2012 年 1 月 25 日

・フレームワークプランについて議論

第9回

2012 年 2 月 21 日

・キャンパスマスタープラン全体版について議論

第 10 回

2012 年 3 月 8 日

・キャンパスマスタープラン全体版について議論

第 11 回

2012 年 3 月 26 日

・キャンパスマスタープラン全体版について議論
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資料 1． キャンパスマスタープラン策定プロセス
1-2．キャンパスマスタープラン検討経緯について

現状調査の実施過程
No. 調査分類

調査項目

AIm
インビュー

1
聞き取り

実施日程
2011/6
（第一次）
2011/8 〜10
（第二次）

実施内容
経営層（学長・副学長）9 名、学生 7 名、教職員 7 名、ワー
キンググループ 12 名、
計 35 名を対象に九工大への想い、
九工大の価値観を探るインタビューを実施。対象者の想
い・価値観を可視化する手法（AIm: エイム、富士通株式
会社開発）を活用し、第一次調査では 90 分程度、第二
次調査では 45 分程度のインタビューを実施。

2

ヒアリング

3 キャンパスの周辺の自治体・関連機関担当者 8 名、連
携企業の方 3 名、地域住民・近隣大学の方 4 名、卒業生
2011/9 〜10
2 名、計 17 名に九工大との具体的かかわり、九工大へ
のニーズ等をヒアリング。

3

AIm ワールド
カフェ

2011/
10/18,19

AIm インタビューの分析から浮かび上がった九工大の現
状やありたい姿について 3 キャンパスの学生・教職員で
対話。2 時間の対話を、
3 キャンパスで計 4 回実施。各回、
10 〜 35 名程度で対話。

ワークショップ

2011/
11/1,2

未来の九工大をよりよくするための具体的アイデアを、
3 キャンパスの学生・教職員が自由に出し合う対話を実
施。2 時間の対話を、3 キャンパスで計 4 回実施。各回、
10 〜 30 名程度で対話。

対話
4

5

アンケート WEB アンケート 2011/
10 〜 12

フィールド
ワーク

6
観察

2011/9/
12,13,14,15
（第一次）
2011/10/
3,5,6,7
（第二次）

学生・教職員・同窓会組織の明専会会員から、キャンパス・
大学への認識やニーズを伺う WEB アンケートを実施。学
内掲示板。
、電子メール、明専会ホームページ等で回答を
募った結果、計 1161 名（うち同窓会組織の明専会 627
名）の回答を得た。
3 キャンパスと周辺地域の現状を観察する、フィールド
ワーク調査を実施。夏期休業中の第一次調査では、キャ
ンパスと周辺地域の歴史、自然、空間について、後期授
業期間中の第二次調査では、生活の様子について、ユー
ザーの視点から観察し、現状を把握。

7

フィールド
ワーク（学生・ 2011/
10/3,5,7
職員参加）

学生・職員に協力を得て、キャンパスで生活する当時者
の視点からキャンパス環境を観察する調査を実施。学生・
職員がそれぞれカメラを持参、
「九工大と私」というテー
マで 10 枚の写真を撮影。最後に全体で共有し、キャン
パスのあり方について議論した。

8

九州工業大学・
2011/
周辺地域の基礎
8〜9
情報収集

大学の理念・方針等のアカデミックプラン、歴史や、施
設関連データ、周辺自治体の関連計画・施策等を調査。

2011/
8〜9

北部九州と密接に関わるアジアの動向、日本・キャンパ
ス周辺地域の人口動態等を調査。

文献調査
9

社会動向調査
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資料 2． 現状調査
2-1．基礎情報（教育研究の取組み）の詳細

本学では、下記のような国の事業に採択された教育研究プログラムをはじめ、さまざまな先進的教育研究の取組み
を行っています。
採択年度

事業名

取組名

地球観測技術等
大学発小型衛星から紡ぐベン
調査委託事業
チャーマインド
（文部科学省）

概要

キャンパス

九州工業大学開発の小型衛星「鳳龍」と宇宙関連技術・知
見を活かして、小学生から学生・社会人までに教育を提供し、
宇宙ベンチャーマインドの醸成を図る

戸畑

自学自習力育成による学習意欲と
大学教育推進プ
学力の向上 −入学時の多様な
2009 ログラム
学力に対応するスモールステップ
（文部科学省）
型自学自習教育の推進−

入学前教育や初年次教育での習熟度別授業、学習コンシェ
ルジュの支援などで学生の基礎学力を伸ばすとともに、自
習用 e-learning やワークショップなどで学習意欲向上や学
習習慣確立を図る

飯塚

組織的な大学院
教 育 改 革 推 進 プ プロジェクト・リーダ型博士技術
2009
者の育成
ログラム
（文部科学省）

学生を高度実践的な開発プロジェクトのリーダに抜擢し、
連携する企業との共同作業のマネージメント、開発プロセ
スの実践の体験を通じて、コミュニケーション力とリーダ
シップを持つグローバル・エンジニアに育成

若松

5 人程度の学生グループで、解決方法が知られていない問
題にチームで取り組み、実社会で役立つ総合的力を養う

戸畑

戦 略 的 大 学 連 携 北九州学術研究都市連携大学院 九州工業大大学・北九州市立大学・早稲田大学が連携大学
「カーエレクトロニクスコース」 院を設立し、産業界や行政と協力して教育プログラムを開
支援事業
発・実施
開設
（文部科学省）

若松

2010

2008

2008

PBL（課題解決型学習）を機軸
質の高い大学教
とする工学教育 −工学教育環境
育推進プログラ
のトータルデザインと新しいスタ
ム（文部科学省）
ンダードを目指して−

学生自身の達成度評価による学修
特色ある大学教
意識改革 −学習成果自己評価
育支援プログラ
シートをベースとする自己評価シ
ム（文部科学省）
ステムの構築−

工学部と情報工学部の全学生が、学びの目標設定・達成状
況の自己管理するとともに、教職員が学生の状況を共有し
て指導・支援に活用

戸畑・
飯塚

大学院教育支援
モジュール積み上げ方式の分野横
2007 プログラム
断型コース
（文部科学省）

キャリアパスを意識した学際的な知識と技能を身に付ける
ことのできるモジュール・コースシステムや、1 年間を 4
分割するクォーター制、研究開発計画書・報告書制度を導
入し、教育研究支援体制を強化

飯塚

大学院教育支援
大学院生の海外大学への 1 ヶ月間の留学、他の研究室への
プログラム
、英語のみでの PBL などにより、グローバルに活
グローバル研究マインド強化教育 「出稽古」
（文部科学省）
躍できる研究力を育成

若松

2007

2007

現代的教育ニー
ズ取組支援プロ
2006
グラム
（文部科学省）

地域環境再生のための地域支援型
実習の展開 −参加型プログラム
による地域と技術者教育の活性化
−

地域固有の技術的課題に応える実習プログラム・大学と地
域の信頼にもとづく事業勤務型実習プログラムを通じて、
地域の市民・産業社会のニーズに応え得る学生の教育活動
を実施

戸畑

現代的教育ニー
ズ取組支援プロ
2005 グラム
（文部科学省）

学生と地域から展開する体験型理
数学習開発 −地域ニーズに応え
る学生参加型創造力育成プロジェ
クト−

学生が地域の小・中・高校で理数教育の教師となる体験型
学習を導入し、学生の自己探求力・創造性育成と、地域学
校教育の充実を図る

戸畑

2005

現代的教育ニー
ズ 取 組 支 援 プ ロ 地元企業と連携した実践的ＩＴ技
術者教育
グラム
（文部科学省）

情報産業都市を目指す飯塚市の取組を背景に、教職員・大
学院生、企業 IT 教育専門家や地元ベンチャー企業の技術者
が協力して、実践的ＩＴ技術者教育を実施

飯塚

2005

ア ジ ア 研 究 教 育 パームバイオマスイニシアティブ
拠 点 事 業（日 本 の創造と発展
学術振興会）

マレーシアと日本の連携拠点となり、パームバイオマスの
有効活用や持続可能な油ヤシプランテーション運営に向け
た研究教育を推進

若松
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資料 2． 現状調査
2-2．社会動向に関するデータ（人口推計）の詳細

以下の基準値および仮定値（生残率・純移動率・こども女性比・0 〜 4 歳男女比）を設定し、コーホート要因法に
より推計を行った。
■基準値：2010 年度国勢調査の人口。年齢不詳者は、人口比率に応じて各年齢階級に按分。
■生残率：国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口（平成 20 年 12 月推計）
」における、
2010 〜 2035 年推移の値を仮定値に設定。2035 年以降は、2030 〜 2035 年推移の値が続くと仮定。
■純移動率：福岡県人口移動調査より最近 5 年間（平成 17 年 10 月〜 22 年 9 月）の移動率を求め、2010 年
以降同様の移動率が続くと仮定。
■こども女性比：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計（平成 24 年 1 月推計）
」より、各年の
全国の子ども女性比の将来推定値を抽出。さらに、2010 年における各自治体のこども女性比と全国のこども
女性比の差をとり、上記全国の子ども女性比将来推定値と加算して、各年の仮定値に設定。
■0 〜 4 歳男女比：国勢調査過去 5 時点（1990 〜 2010）における 0 〜 4 歳男女比の平均値を、2015 年〜
2055 年まで一律に仮定値に設定。
戸畑

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

実数

7,510

6,735

5,830

5,087

4,480

4,061

3,751

3,429

3,088

2,725

％

12.2％

11.5％

10.6％

9.8％

9.3％

9.2％

9.2％

9.2％

9.1％

8.8％

実数

38,031

34,470

31,621

29,238

26,729

24,027

21,076

18,939

17,203

15,410

％

61.8％

58.8％

57.3％

56.6％

55.7％

54.2％

51.8％

50.8％

50.5％

50.0％

実数

16,042

17,414

17.751

17,327

16,811

16,232

15,891

14,947

13,746

12,709

％

26.0％

29.7％

32.2％

33.5％

35.0％

36.6％

39.0％

40.1％

40.4％

41.2％

合計

61,583

58,619

55,202

51,654

48,021

44,319

40,717

37,315

34,037

30,844

飯塚

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

実数

16,871

16,186

15,194

13,744

12,417

11,453

10,697

9,951

9,191

8,413

％

12.8％

12.7％

12.4％

11.8％

11.2％

11.0％

10.9％

10.9％

10.7％

10.5％

実数

81,840

74,187

67,518

63.492

60,600

57,209

52,214

47,471

43,709

40,390

％

62.2％

58.3％

55.2％

54.4％

54.6％

54.7％

53.4％

51.9％

51.1％

50.6％

実数

32,781

36,892

39,515

39,555

38,011

35,891

34,943

34,073

32,637

30,970

％

24.9％

29.0％

32.3％

33.9％

34.2％

34.3％

35.7％

37.2％

38.2％

38.8％

131,429 127,264 122,227 116,791 111,028 104,554

97,854

91,496

85,537

79,774

15 歳未満
15 歳
〜 64 歳
65 歳〜

15 歳未満
15 歳
〜 64 歳
65 歳〜

合計

キャンパスマスタープラン策定プロセスと調査結果の詳細

資料

09

Campus Master Plan

資料 2． 現状調査
2-2．社会動向に関するデータ（人口推計）の詳細

若松区

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

9,672

8,570

7,624

7,002

6,565

6,136

5,669

5,157

12.7％

12.2％

11.3％

10.6％

10.3％

10.4％

10.3％

10.2％

10.0％

51,689

47,279

43,939

41,474

39,136

36,624

33,369

30,800

28,839

27,173

％

60.7％

57.1％

55.2％

54.6％

54.4％

54.1％

52.6％

51.9％

52.0％

52.6％

実数

22,368

24,955

25,957

25,860

25,161

24,042

23,489

22,417

20,928

19,299

％

26.3％

30.2％

32.6％

34.1％

35.0％

35.5％

37.0％

37.8％

37.8％

37.4％

合計

85,165

82,740

79,569

75,903

71,921

67,667

63,423

59,353

55,436

51,630

福岡市

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

194,512

195,481

190,197

179,571

169,552

164,964

160,312

153,274

144,783

137,205

13.3％

13.0％

12.4％

11.6％

10.9％

10.6％

10.4％

10.1％

9.7％

9.4％

1,011,722

997,292

989,776

990,801

984,529

959,218

912,201

871,789

838,402

793,272

69.1％

66.2％

64.6％

64.0％

63.3％

61.7％

59.1％

57.3％

56.1％

54.4％

257,508

313,797

353,012

377,651

401.853

430,325

469,909

496,950

510,848

527,055

17.6％

20.8％

23.0％

24.4％

25.8％

27.7％

30.5％

32.7％

34.2％

36.2％

15 歳未満
15 歳
〜 64 歳
65 歳〜

15 歳未満
15 歳
〜 64 歳
65 歳〜

合計

2010

2015

実数

11,108

10,506

％

13.0％

実数

実数
％
実数
％
実数
％

2020

1,463,743 1,596,570 1,532,985 1,548,022 1,555,935 1,554,507 1,542,422 1,522,013 1,494,034 1,457,532
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細

AIm（エイム）について
AIm とは、人間中心設計を行う際、対象となる個人や組織・集団の、ものの考え方や感じ方、価値観、行動の仕方
のパターンを捉えて表現することを目的に開発された、定性調査の方法論です。

特長 1

目的と価値観を捉えることができる
説明：アイデンティティ（自分は何か？）を端的に知ることができます。
背景：意識や文化の違いを捉える理論（6 眼モデル）に基づき中立的に全体を俯瞰します。

特長 2

人間中心の戦略的フレームワークである
説明：中長期的にぶれない方向性を定め、表現し、考えるための枠組みがあります。
背景：人の心理的な時間の構造に着目して目的や価値観、問題意識を構造化します。

特長 3

深層的ニーズを引き出すことができる
説明：物事や事象を主観的な意味づけ（想い）とともに知ることができます。
背景：会話を通してエピソード記憶（物語＋印象）を引き出し、認知構造を捉えます。

特長 4 （大人数での）対話をスムーズに進めることができる
説明：ワールド・カフェなど、対話集会の方法論との組み合わせに適しています。
背景：AIm 戦略的フレームワークをもとに発散→収束の対話プロセスを構築します。

AIm 戦略的フレームワーク＊１

＊２
6 眼モデル（文化の違いを捉える理論）

未来視点

得たい価値・ありたい姿

機械論的視点

方向づける
課題抽出

構想する

個人視点

意識

集団視点

大変・困難
価値観
良さ・強み
エネルギー源

意味づける

現場の実状
問題意識

有機的視点
過去視点

＊１ 八木隆平・原田博一・石垣一司 『お客様視点の質的デザイン』富士通ジャーナル、2008。
＊２ 林吉郎・八木龍平『本当の自分がわかる６眼心理テスト』 創元社、2011。

資料
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細
AIm インタビュー調査の全体プロセス

AIm インタビュー

AIm ワールド・カフェ

形式：個別面談
対象：学生、教職員
テーマ：あなたからみた
九工大と関わり方

形式：対話集会
対象：学生、教職員
テーマ：九工大の
アイデンティティを考える

アイデンティティ
（中長期的にぶれない軸）

ワークショップ
形式：対話集会
対象：学生、教職員
テーマ：九工大を良くする
アイデアを考える

より具体的な価値基準
（共通的な価値判断基準）
（内容の傾向）

抽象的・長期的

具体的・短期的

九州工業大学のアイデンティティ（中長期的にぶれない軸）
理想像

成長の起点と還元を担う存在であり続ける
〜関わるすべてがそれぞれに 九州工業大学でよかった と思えること〜

価値基準

•もっと多様に
•もっとダイナミックに
•もっとチャレンジを
•もっとオープンに

良さ・強み
•産学連携に適したスペック
•素早く大きな変化を起こせる構造
•中身の質高い

•ＯＮＥ〜
九工大としての活動を

〜教育・研究・学生

エネルギー源
•産業界への貢献
〜日本のものづくりを中心で支える人材輩出
•チャレンジ精神
〜他でやっていないならうちでやろう！
•経験と成長の連続〜幅が広がる、つながる

変える

活かす

• 人や社会の）役に立つこと
（
•ユニーク（唯一、優れる）
であること
• 人として）成長していること
（

ギャップ

アクション・プラン

•単科故の均質さ
〜幅が狭くなりがち
•薄れる、変わる 九工大カラー
〜バンカラ⇒普通の理系大学
•よく分からない、
活かしきれないリソース
→建学の精神、歴史、伝統
→他キャンパス・学科、地域
•外へ訴求しにくい
〜 売り や統一性が弱い？

現状の九工大（戸畑）
•近代日本の産学連携が生んだ伝統校
•小回りの利くコンパクトな工学単科大学
•アンダーステイトメント〜真面目、素直、堅実

資料
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細
アイデンティティにつながる主な語り（AIm インタビューより）
現状
ー うちは産学連携、あるいは地域産業界、もともとの設立の主旨もそうだったじゃないかと。日本で
唯一の産業界が資金を出して、それが国立大学になった、唯一の大学。だから、実学志向なんです
よね、もともと。だから産業界からも評価されているわけですよ。
やはりエンジニアリングですよね。特に産業界との連携を重視していっている大学かな、と。
ー そんなに大きな大学じゃないので、割と風通しがいい、っていうか。学長がこうやりたい、ってい
うのが末端まで来てできるっていうところがありますね。単科大学の良さ、っていう所だと思いま
すね。
ー いい所でもあり、ちょっと物足らない所でもある。そういうところが、うちのカラーですよ。真面
目で目立たない。ただし、企業の中ではバリバリやっている。

エネルギー源
ー あんまり派手さはないのかもしれませんけど、ものづくりの、なんていいますか、真ん中でものづ
くりを支えている人達を作りだしてきた、というイメージが、私の中にあるんですよね。
ー スペースチャージ、部屋料を取るんですよ。〜全学的にやっているところがないんだったら、うち
の大学で何とかやろう、っていうことでですね、これはかなり苦労したんですけど、学長に全面的
にバックアップしてもらってですね、
ー 誰との関わりが面白かった、というよりも、いろいろな人との関わり合いが面白かった、という。
〜そういうことで世間がいろいろと広がるよ、っていう経験をしているものですから、〜人と人と
がちゃんとコミュニケーションがあって、そこで役割分担が出来てきて、物事って始まるんで。そ
こはどんなことでもいいから体験しておかないと。

価値基準
ー アカデミア追求だという話をし始めるとね、世の中に使ってもらおうか、使ってもらえないかって
いうのはもう二の次だっていう話のこともあったりするんですね。〜そこもやっぱ多様性だと思う
んですが、形だけのものを、金をつぎ込んでどんどん作っていくのは反対なんで。反対だから、も
うちょっと使えるものを、ちゃんと使える形で実現しろよ、って話だと思うんですよね。
ー 我々はＰＢＬって言ってますけど、アクティブラーニングとか言いますけど、学生がディスカッショ
ンをしながら授業を受けられるような部屋になっているんです。〜実際に、実践的にいろいろな科
目をやって、どの科目が効果がある、なんていうことをやっているところはあんまりなくてですね、
ー カリキュラムは早く、よその大学とは違うスタイルに変わったっていう。それで学生の力が、私ら
の目から見ても確実に伸びたですよね。それまでの知識だけではなしに、考える力が伸びたってい
うのが。それが結局、九工大の中での伝統で、また、今新しく変わりつつありますけどね、基本的に、
そういう方向性って、大学は大事だな、って思いましたね。

資料
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細
アイデンティティにつながる主な語り（AIm インタビューより）
良さ・強み
ー 非常にまとまりがよくて、〜理解をして頂ければとんとん拍子に行くというのがうちの大学の特長
だと思います。だから、産学連携なんかが強いのはそういうところだと思います。何かを民間企業
と一緒にやろうという時に、大学の中でまとまらなかったら、時間ばかり掛かってしまったら、も
う相手が、だったらもうやりませんよ、共同研究しませんよ、となりますよ、それは当然ですよ。
企業は商売をやっているんですから。
ー 提案したらですね、私ともう一人に全部作れ、って言われて（笑）
。〜まぁ、逆にやりやすいんで
すよね。それでプランニングして、ちゃんと説明さえ理解してもらえればやれる、という、非常に
珍しい大学ですね。
ー 学生を育てる学校なんで、どう言ったらいいのかな、基礎を叩き込むといったらいけないんですけ
ど、その辺をやっぱり重視している大学ですよね。結局そのレベルまで達しないと卒業させない。
ところはやっぱり、結構先生たちが強くやってる学校で、ある程度品質管理をしている。

理想像
ー 大学に限らないんですけど、世の中の社会っていうのはね、みんながどうやって、よかったね、とか、
幸せだったね、って考えられるかどうかに、最後は尽きるんじゃないですか？ね？
ー 何がいいかわからんけど、まあ、うちの職場にしてみたら、明日行きたくなるような職場にしたい
なぁ、と思っているんですよ。
ー やっぱりね、教員からしてみると、九工大で仕事できてよかった、学生にしてみたら、九工大に来
てよかった、っていう思いが最後にあるってことが大事かなと思いますね。

ギャップ
ー うちもいろんな学生が集うようになればいいんでしょうけど、なかなかそれがね。ただ、企業から
すれば、九工大の学生は真面目だからいい、って言って頂けるんですけど、もうちょっと幅があっ
ても。
ー サークルとかクラブに入らないから、内輪だけで固まって。だから、居酒屋とかでも学生ってあん
まり見ないですよね。〜よその大学に聞いてもみんなそんな感じらしいですね。学生の気質が変わっ
てきたということですね。
ー 上手く 3 キャンパスが連絡取れたらいいな、という気はしますね。最初の頃はまだ、最近は独立性
が高くなってきているので、なんかこう、意図して情報を得ようとしない限りは、なかなか 3 キャ
ンパスの情報って入りにくい。
ー（キャンパス毎に CMP を策定するとしたら？）それぞれ作ればいいですけど、ただ、大学として
の統一性って何もないですよね。だから、大学の売りはなんですか、って言う時に、それでは売れ
ない、というかですね、だから実は、これは大学としてのひとつ大きな悩みなんですよね。

資料
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細
アイデンティティにつながる主な語り（AIm インタビューより）
アクション・プラン
ー 大学はねぇ、あまりにも金太郎アメになっちゃいかんと思ってるんです。〜同じＤＮＡっていうの
は残しちゃいかんのですよね、生物界で。同じＤＮＡ残したらいっぺんに絶滅する危険が。多様性
持たなきゃいかん。
ー 多様性の中からいろんな新しいアイデアって出てくると思うんですよね。古くなるとだんだん多様
性がなくなってきて。本学はね、多様性が高い方だと思うんですよ。先生方の出身校を調べてみる
と九工大出身者の比率って低いんですよね。〜多様性があって、一緒に何かをやる、というのが非
常にいい組織だと思いますので、そういう意味で、九工大はなかなか面白い大学だと思いますね。
ー 若いときからそういう、いろんな分野の人の気持ちが分かるとかですね、そういうのが影響すると
いうかですね。だから、本当は学生なんかにしても、そういう経験をさせたい、っていう。それは、
意識的にやっているところもあるんですよ。
ー 本当はもっとね、民衆（の声）を聞けたらね。ユーザーはそこにいるんですからね。本当のユーザー
は学生さんですもんね。
ー 例えば今自分、建社ですけど、電気とか機械とかとの交流というか、そういう部分からなんか、ひ
らめくアイデアとかもあるかもしれないし、なんかもっと学科間でとか、九工大としていろいろ活
動があってもいいのかなと思います。今、
一番大きいくくりでも学科くらいだと自分は感じてますね。
ー 開かれた大学、一言で言っちゃうとそうなっちゃうんだけれども、街の中にある大学、そういった
ものが、形の上でも示すことができれば。実際に中身は、社会と繋がって、教育も行っていますし、
私達の学生は卒業して、もちろん社会に貢献しているわけですから、だから、ある時期だけ、閉じ
た空間の中にいる、っていう話でもないと思うんですね。だから、この大学が、外から見たときに、
社会と繋がってるな、って印象を持つのは、非常にありがたいことだな、と思いますね。
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細
補足：キャンパスの特徴を表す主な語り（AIm インタビューより）
戸畑キャンパス
ー ここは伝統があって、で、しかもこのキャンパスだけみれば緑が多いですよね。緑が多いし、この
落ち着いた環境っていうか。それとまぁ、主要な建物は無くなっていますけど、一応、門であるとか、
守衛所は、建物が出来た当時のものだと聞いていますんで、そういうものがきちっと残っているっ
ていうのかその、そういうものがどっかにちゃんと見る人が見たら、あぁここにちゃんと残ってい
るんだな、っていうのが結構大事だと思うんですよ。
ー ここは緑ですね。
ＯＢの方が来られてですね、５０年前の写真って残っているんですけど、白黒な
んですけどね、木が全部低いんですよ。５０年間でものすごく伸びているんですよね。だから、建
物が見えなくなっているんですよね。昔は建物が見えたらしいんですよ。そういう意味では凄く変
わったんですけど。だから緑ですよね、まぁ、花もすごく多いですけど、やっぱり緑ですね。
ここはね、
明専の森っていうキーワードがあるんです。明専の森。明専ていうのは明治専門学校、
森っ
ていうのは森林ですよね。で、
ここ台地なんですよ。海岸から見たときここだけ台地で、
西の方はずっ
と泥湿地帯、沼があって、蓮の池とかあって、泥湿地帯でしたし、東側は金比羅池から来る谷です
よね、川があって。で、南側は夜宮公園とか森があるんで、ここは、その戸畑全体のその農地とか、
大正時代に市街地が出来て区画整理ができてくるんですけど、できたとき以来、明専の森、明治専
門学校の森なんです。〜森っていうのはクスノキで、なんでかっていうと、化学工学ができて、樟
脳の研究やってたから、
クスノキが非常に多い。殺虫剤の。そういうやっぱり歴史的なものがあって、
周りの住民の、もうおじいさんたちから見ると、明専の森っていうのは原風景ですよ。専門とも関
係している、地形・地質とも関係している。
ー このキャンパスがいいのは、緑が多いんですよね。相当古い木もいっぱいありますし、そういう意
味で落ち着いた雰囲気のいいキャンパスができている。〜落ち着いた木の感じというのは時間が経
つしかない、待つしかありませんので、お金では買えませんので、そういう意味では戸畑キャンパ
スというのは非常にいい雰囲気ですね。
ー このキャンパスは街の中にあるんですね。だから、大学の理想としてはですね、やっぱり、街との
共生っていうかですね、そういう形に持っていければ一番いいな、って思うんですよね。このキャ
ンパスはそれが出来ると思うんですよ。
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細
補足：キャンパスの特徴を表す主な語り（AIm インタビューより）
飯塚キャンパス
ー 飯塚に作る時にですね、先生を公募したんですよ。その時にね、外からとか、いろいろと応募して
きた先生が中心として飯塚にいるわけですよ。〜だから、改革することに対する感覚が鋭いですよ、
飯塚は。
ー 向こう（飯塚）で見に来られるのは教育関係が多いんです。工学部（戸畑）の方に見に来られるの
は産学連携関係が多いんです。
ー あそこだけが北九州市じゃないんですよね。〜飯塚市は小さいから一生懸命やってくれるところも
あって、〜例えば、留学生を一生懸命世話してくれたりですね、商工会議所が留学生支援、九工大
支援を決議してくれたりですね、留学生のための部屋探しとかですね、自転車を無料でくれるとか、
そういう一つの地域のモデルみたいなことを、あそこはなっていますね。
ー 飯塚の学生さんは、よく後輩のことを、自分達が飯塚っていう不便な土地にいるので、新入生とか
のことをフォローしてあげよう、っていうのが、すごく動かれる、自治会がですね。ですから、オー
プンキャンパスとか新入生説明会とか、ボランティア的によく活動して、すごく自主性が高いとい
うか、自分達が来た時に苦労したから、なるべく不安を取り除いてあげようというような感じはす
ごくしましたね。
ー ここ（飯塚）を、何にもないところから自分達で作っていくんだ、というのは、かなりのインパク
トがありましたですね。〜若松を作るときもそうでしたけれども、それなりの気概がありましたで
すね。通常の、ルーチンの業務があるんですけれども、それ以外で、作る業務というのがあって、
約 1.5 倍くらいの仕事をやっていましたですけれども、それでも、その頃は、作る、っていう目標
があって、忙しい中にも気概っていうか、楽しい部分はありましたですね。
ー 飯塚だと飯塚ってのはもともと炭鉱で町を作られたところであって、炭鉱で最近脚光を浴びたのは、
世界何とか遺産で、漫画がでてましたね、炭鉱以外のやつで。〜そんなところの関わりとかで何か
考えれるか、っていうとなかなか考えられない。情報工学なんでね。
ー 飯塚はね、私のイメージでは白なんですよね。最初見た時からですね、あそこは白亜の塔だなあ、っ
て。白が町の中にボーンと飛び出しているように見えているような感じなんですね。で、ちょっと
近寄りがたいんですよ。なんか近寄りがたい雰囲気があってですね、あれを変えないと、なかなか、
人に集まってもらえないというかですね。
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資料 2． 現状調査
2-3．AIm インタビュー結果の詳細
補足：キャンパスの特徴を表す主な語り（AIm インタビューより）
若松キャンパス
ー 生命体あたりは新しくて木も少なくて、ただ市が街路樹とかも植えていますので、全体としては緑
が多い、思ったよりも多いんですけれども、落ち着いた感じになるにはもうちょっと時間がかかる
かな、と。もともとの木も一部には残ってはいるんですよね。北九大の裏辺りには池があって、最
初から生えていた木も残ってはいるんですけど、あまり、あそこが、入っていけるような状況にな
いんですよね。すごい、なんか絶壁を降りないと（苦笑）
。あれが公園というか、丁度東大の三四
郎池みたいな感じで周りが散策できるようになっているといいんですけど、残念ながらなっていな
いんですね。
ー 生協とかカフェテリアとか、作られた場所になるので、学生が自主的に過ごすとか、あと溜まり場
とかは作りにくそうな感じがしますね。噴水とかはなくて、ベンチとかが人工的に置かれているだ
けなので、〜やっぱりちょっと、学生の逃げ場所が少ないのかなぁ、それは出来た当初からも言わ
れていて、それは早稲田も北九大も同じだとは思うんですが、自分からみて、ちょっと可哀そうか
なぁ、という感じはしますね。
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資料 2． 現状調査
2-4．AIm ワールドカフェ、ワークショップ結果の詳細

AIm ワールド・カフェの対話テーマとプロセス
メインテーマ：九工大のアイデンティティを考える
・あなたは、九工大についてどんな印象を持っていますか？
・あなたの周囲（知人や友人、
家族等）の方々は九工大についてどんな印象を持ってますか？
・印象にギャップやずれ、疑問を感じますか？

・あなたが、 あぁ九工大らしいなぁ と感じるのはどんなときですか？
・あなたの、 九工大で気に入っているところ はどんなところですか？
・あなたが、九工大を誇りに思うのはどんなときですか？

・あなたは、九工大はどんな大学であってほしいと思いますか？
・あなたは、九工大が社会にとって欠かせない存在であるとしたらどんな姿を想像しますか？
・現状とのギャップやズレ、課題を感じますか？

AIm ワールド・カフェ開催の様子
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資料 2． 現状調査
2-4．AIm ワールドカフェ、ワークショップ結果の詳細

ワークショップの対話テーマとプロセス
メインテーマ：九工大を良くするアイデアを考える
できるだけたくさんの人々に、九工大の魅力や凄いところを伝えたり、
知ってもらうためのアイデア募集！！

九工大は今年１０２歳。
これから先も九工大が末永く存在し続けるためのアイデア募集！！

・もっとも印象に残った、気に入ったアイデアは？
・自分もできそう、やってみたいと思ったアイデアは？
・振り返ることで思い付いた、新しいアイデアは？

ワークショップ開催の様子

19

資料

キャンパスマスタープラン策定プロセスと調査結果の詳細

Campus Master Plan

資料 2． 現状調査
2-4．AIm ワールドカフェ、ワークショップ結果の詳細

九州工業大学の全学共通的な価値基準（物事の良し悪しの判断基準）
・密接な人とのつながりがあること
・まっすぐな人格形成ができていること
・情熱があること
・社会との対話機会があること
・常に社会を実感できること
・知識や技術を実践していること
・その土地に根差していること
・学内外での異文化交流があること
・ネットワーキング（人や情報のつなぎ）を行っていること
・歴史と伝統に裏打ちされた魅力があること
・知ってもらえていること
・外への発信と訴求があること
・自らの魅力や価値の自覚があること
・フラットなコミュニケーションがあること
・語学力があること
・すき間（ある程度の自由度）があること
・多様性があること
・長期的な取り組みがあること

20
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資料 2． 現状調査
2-4．AIm ワールドカフェ、ワークショップ結果の詳細
価値基準につながる参加者の主な発言（印象・要望・アイデア）
密接な人とのつながりがあること
ー 全寮制時代の教員と学生同士の絆が強い（戸）
ー 先生と生徒の隔たりがある、先生と仲良くなりたい（飯）
ー 学生と先生とのつながりを仲介する役割が必要（戸）

まっすぐな人格形成ができていること
ー 純朴で伸びしろのある学生（戸）
ー 視野狭い、
（知識が）断片的になりがち（飯）
ー 頭でっかちより、人らしさ、気持ちを持っている人を（戸）
ー 人としての成長（社会的積極性を育てる）
（戸）
ー 自分で引っ張る学生が少ない（戸）

情熱があること
ー やる気が出る大学、全てはやる気次第（戸）
ー ノーベル賞・世界クラスを狙うような学生の育て方・育ち方を希望（戸）
ー 教育熱心な先生が多い（飯）

社会との対話機会があること
ー 明専会などタテのつながり（産学連携や就職などにつながる）
（戸）
ー 社会性やコミュニケーション力は研究とは違った場面で鍛えられる（戸）
ー 学部がないので教える機会がない、教える技術が身に付かない（若）
ー ステップアップしている実感（成長実感）がない（飯）

常に社会を実感できること
ー 研究活動が社会に役立つリアルさが欲しい（戸）
ー 社会人が研究室に来てほしい（若）
ー 会社っぽい、遊びでない、社会人へのステップ（若）

知識や技術を実践していること
ー みんなが「つくっている」ところが「
（九工大）らしい」
（戸）
ー「実践型」の人が多いところが「
（九工大）らしい」
（戸）
ー 見るだけでいい人がふえている（戸）
ー 先生と（研究している）技術はすごい（若）

その土地に根差していること
ー 小倉は北九州代表のまち、戸畑は大学のまち（戸）
ー 北九州の魅力を知るチャンス（戸）
＊カッコ書きは発言のあった開催キャンパス（戸：戸畑、飯：飯塚、若：若松）
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資料 2． 現状調査
2-4．AIm ワールドカフェ、ワークショップ結果の詳細
価値基準につながる参加者の主な発言（印象・要望・アイデア）
学内外での異文化交流があること
ー 専門外の人からの素朴な疑問が研究の起点になる（戸）
ー 子供向け企画は３キャンパスとも大事（若）
ー 研究室が中心、他の人との関わりが持てるように（若）
ー 生活の中で交流する仕掛け（グラウンド・食堂・研究資産）
（戸）
ー 社会と交流できる九工大（戸）
ー 学外の方が気軽に行きたくなる大学環境をつくる（戸）

ネットワーキング（人や情報のつなぎ）を行っていること
ー 横のつながりが弱い、内輪になりがち（若）
ー 北九大、早稲田とのつながり薄い、連携ない（若）
ー キャンパス間交流がない（飯）
ー 地域との連携が薄い（飯）
ー どこともつながりがない、孤島（飯）
ー つながり・コミュニティに飢えている（若）
ー こういった活動（CMP 策定）の結果をリアルタイムにフィードバックしてほしい（戸）

歴史と伝統に裏打ちされた魅力があること
ー キャンパスに歴史と伝統を感じる（戸）
ー キャンパスの豊かな緑を大切に（戸）
ー 九工大ブランド（戸）
ー １０２年、老舗の定番と最先端のコラボ的な何かを（飯）
ー「楽しさ」
「面白さ」が感じられるキャンパスに（戸）
ー 高校生が「あこがれる」大学に（戸）
ー 格好よく（戸）

知ってもらえていること
ー 九州大学工学部と間違えられる（戸）
ー 知名度が低い、福岡県内でも知らない、世界から九工大を知ってもらうのが課題（飯）
ー 北九州の大学でも、福岡の大学でもない（飯）
ー 祖父の代では有名、過去の栄光、今は落ちてきている（飯）

外への発信と訴求があること
ー 人が少ない、自分の世界に入っている、要はひきこもり（若）
ー 情報工学部は思っていたより幅広いことをやっている ( 飯）
ー すごいことやっているけどアピール下手・不足（若）
ー もっと「情報」の差別化と発信を（飯）
ー 飯塚そのものの訴求が弱い（飯）
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資料 2． 現状調査
2-4．AIm ワールドカフェ、ワークショップ結果の詳細
価値基準につながる参加者の主な発言（印象・要望・アイデア）
自らの魅力や価値の自覚があること
ー「生命体工学」という分野の異質さがある（若）
ー 若松は九工大カラーなし、九工大＝戸畑（若）
ー 若松キャンパスというより、工業系大学院、研究テーマで選んで来ている（若）
ー 若松キャンパスの良さがあまり思いつかない（若）
ー 愛着が持てる大学に（研究室に愛着はあるが、大学にはない）
（若）
ー カリスマ不在（若）
ー 偏差値以上の大学（若）

フラットなコミュニケーションがあること
ー 交流できる環境が欲しい（まずはキャンパス内から、世界レベルへ）
（若）
ー 教員、職員、学生のすべてがコミュニケーションする場が必要（飯）
ー 学生の意見や希望が聞いてもらえる仕組みがほしい（戸）

語学力があること
ー 英語に触れる機会を増やす（戸）
ー 入学してから英語が得意になる仕組み（戸）
ー 英語ができない（飯）

すき間（ある程度の自由度）があること
ー 大学生らしさがない（居場所、過密スケジュール）
（飯）
ー 学生の個人活動を後押ししてほしい（飯）
ー 時間割が厳しく選択の余地少ない（飯）
ー 自由に使える施設がない（若）
ー ものづくりセンターのような自由に使える場所がほしい（飯）
ー みんなの居場所・休めるスペースがあったらいい ( 飯）
ー 軽食・カフェなど話ができる場所を（戸）

多様性があること
ー 多文化接点が少ない（学部生不在）
（若）
ー 多様化してほしい（女子学生・留学生など人の幅広げる）
（戸）
ー 留学生の活用・交流、世界企業に目を向ける、アジア・世界を目指す（戸）

長期的な取り組みがあること
ー 九工大として何かをやることがない（若）
ー 人材確保のためのターゲットは「母親」
。母親受けのよい施設を（戸）
ー 奥様方が来たくなる大学になるといい（戸）
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資料 2． 現状調査
2-5．ヒアリング結果の詳細
ヒアリング対象者と九州工業大学との関わり
キャンパス

行政 / 関連団体

連携企業

周辺住民 / 周辺大学

戸畑

•区）九工大・明治学院・西日本
工業クラブを舞台とした戸畑の
歴史アピール事業。
•区）戸畑菖蒲祭りでの九工大生
の協力（20 年以上、ボランティ
アや軽音ライブなどで協力）
。
•市）産学連携の活発化（2011
年から週 2 日産学連携センター
に市担当者を送り密な協力を開
始）
。
•市）
「環境未来都市」
「低炭素社会」
実現に向けた各種協議会での教
員との協力。
•市）企業と大学との連携への助
成。

飯塚

•市）e-ZUKAトライバレー構想 •商工会議所の一員として、行政・
（第２期）
「大学力を活かした
商工会議所・大学の集まる会議
地域活性化」
。
に出ることがある。ただ、かし
•市）大学と地域の交流支援（例： こまった場だけに、あまり自由
産学官交流会、大学祭運営補助、 に話は出来ない。
学生・留学生との意見交換）
。
•飯塚の山笠では多くの学生が参
•市）学生のまちづくり活動支援。 加してくれていて、卒業後にま
•市）学 生 の 地 域 定 着 支 援（例： た飯塚の地に自ら進んで戻って
合同企業説明会、
インターンシッ きて、参加してくれることもあ
プ推進）
。
る。
•市）大学関係者の生活支援（例： •工大祭のときに学生が機材を借
教員・学生・留学生の住環境整備、 りに来ている。
留学生へのアルバイト斡 旋）
。
•市）大学活動支援（例：学会開
催支援）
。

•留学生との交流や日本語講座・
生活支援を行うボランティアを
している。
•図書館に本を借りに行ったり、
留学生との交流イベントのため
体育施設を借りることがある。
ただ、一般の人はほとんどそう
したサービスがあることを知ら
ないのでは。

若松

•FAIS）キャンパス運営委員会や
その部会で事務局を務め、各大
学と学研都市のありかたを協
議。
•FAIS）大学と地域の産学連携支
援（例：北 九 州 市 TLO 運 営、
産 学 連 携 フ ェ ア 開 催、各 種 助
成）
。
•FAIS）大学と地域の交流 支援
（例：ひびきの祭運営支援、サ
イエンスカフェの開催）
。
•FAIS）学研都市施設運営・生活
支援（例：図書館・体育施設等
共用施設の運営、留学生支援）
。
•FAIS）大学間連携支援（例：連
携大学院カーエレクトロニクス
コースへの助成）
。

•北九大・早大）連携大学院カー
エレクトロニクスコースで九工
大と協力。
•北九大・早大）学研都市のキャ
ンパス運営委員会に九工大と共
に 出 席 し 議 論 す る。委 員 会 は
FAIS が主体となって運営し、
とりまとめまで担当する。
•早大）見晴らしのよい九工大の
展望室には行くことがある。
•北九大）九工大が実施している
産学連携の交流会に参加するこ
とがある。

•九工大とは、地域の中小企業経 •平成 20 年に、工大祭の実行委
営者として、学生に対して講演 員が、地域が大学をどう思って
する機会をいただくなどの関わ いるかアンケートをとりたいと
りがある。
相談に来た。それからは、自治
•九工大 OB にも経営する中小企 会の夏祭りのお手伝いをほぼ毎
業で働いてもらっている。
年してもらっている。
•職員宿舎は自治会の協議会に
入っていて、夏祭りなどを職員
の方がお手伝いしてくれる。
•自分の店で、学生さんと接する
ことがあるが、最近は卒業後こ
ちらに立ち寄った学生さんが、
お土産をもってきてくれたりす
る。昔にはなかった、優しさが
あるように思う。

卒業生
•勤め先の OB 会や、学科の
OB 会 を 立 ち 上 げ て き た。
クラスの OB 会の世話もし
ていて、40 年以上続いてい
る。
•明専会小倉支部では、若い
人たちも加わって活発に活
動している。明専トランプ
の大会も、若い人たちが企
画してくれる。

•在学時は自治会や地域のボ
ランティアの活動に加わっ
た。大学発ベンチャーを立
上げ、その後はインターン
受入や講師の活動など、さ
まざまな形で大学に関わっ
ている。
•e-ZUKA トライバレー構想
立上げに加わり、飯塚を活
性化するための活動にも参
加してきた。
•今経営している会社にも九
工 大ＯＢが 多 い。大 学と地
域には特別な思い入れがあ
る。

＊
「 FAIS」は北九州産業学術推進機構で、北九州学術研究都市の運営団体。また「北九大」は北九州市立大、
「早大」は早稲田大。
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資料 2． 現状調査
2-5．ヒアリング結果の詳細
ヒアリング対象者の九州工業大学についての認識・印象
キャンパス

行政 / 関連団体

連携企業

周辺住民 / 周辺大学

卒業生

戸畑

•区）九工大は「文教のまち」戸
畑のシンボル。
•区）風物詩だった寮祭がなくな
るなど、地域にやや見えにくい
存在になっているかもしれな
い。
•区）アクセスがよく、広い充実
したキャンパスだが、歴史と風
格がある分、入りにくさも感じ
る。
•市）地域から見ると、まだ何を
しているかわかりづらく、敷居
の高い存在ではないか。
•市）ものづくりの基礎技術をも
つ大学。
•市）地味だが、実は教育力が高
く、就職もよい。
•市）学研都市の若松を除く戸畑・
飯塚キャンパスと市の連携はま
だ途上。今後強化を目指してい
る。

•もりもりとしたキャンパスの緑 •昔の学生は、仕送りで戸畑駅の •単科大学で、真面目な技術
が印象的だ。
方で仲間と飲んで大声を出して 屋の大学。
•九工大生は、大企業に行くとい 歩いていた。今の学生は、大人 •キャンパスは、緑が多く雰
うイメージがある。地域の中小 しくなり、みんなで飲むという 囲気がいい。
企業からすると、優秀だが、採 ことがあまりないようだ。トラ •先生と生徒の日頃からの付
用対象に入らない。しかしこれ ブルも少ない。
き 合 い が、昔 は 深 か っ た。
からはそういう人材が中小企業 •朝は急いで学校に向かい、夜も 専門分野に限らないさまざ
に必要だ。
2 時・3 時に通っている学生を まなコミュニケーションを
•日本の中核を担う技術者を養成 見かける。真面目で一生懸命勉 とっていた。
する国立大学として、九工大の 強していて、忙しいのだろう。 •寮やサークルで得た人との
存在は大きい。ものづくりの基 •戸畑の住民として、九工大の名 つながりは大きな財産にな
礎から理解している学生は、九 前がテレビなどに出るのは本当 る。
工大の他には多くない。
にうれしい。昔からの住民とし •今の学生は本当におとなし
•この地域は工学人材の育成の場 ては、九工大があることは誇り。 い。モノをいわない。九工
が豊富。その中でも九工大は歴
大生は自己 PR が下手。人
史ある重要な存在だ。
付き合いが狭く、話題が足
りないのでは。

飯塚

•市）大学無しに飯塚はない。大
学で学ぶ学生にも、飯塚に来て
よかったと思って欲しい。まず
は飯塚を知ってもらい、その上
でさまざまな活動に加わってく
れればと考えている。
•市）4 年間たったら飯塚との関
係が終わりになるのでなく、そ
の後も続く関係を作っていきた
い。
•市）最近の若者は覇気がないと
いう方もいるが、学生と接して
いると、決してそんなことはな
い。
•市）市は大学を協働するプレー
ヤーの一つと位置づけている。
全市的に大学は重要な存在。

•飯塚に多い中小企業からする
と、九工大との連携は敷居が高
く、自分のビジネスと九工大の
技術をマッチングするのは難し
く思える。
•地元としては、九工大に飯塚の
地から離れて欲しくない。飯塚
にいても、メリットがないので
はないか、という不安がある。
•学者さんというと、話も楽しく
なく、とっつきにくいと思って
いたが、九工大の先生の場合は、
企業から来ている方も多いせい
か、付き合いやすい。

若松

•FAIS）地域全体の連携を推進し
ていくことが FAIS の責務だが、
そこで九工大の人脈や培ってき
た 蓄 積 は、不 可 欠 な 取 組 み の
ベースになる。九工大のネット
ワークの厚み、広がりは大きな
財産だ。
•FAIS）アジアの学術研究拠点に
なること、産業創出することは、
FAIS の理念。そのために、チャ
レンジする大学や地域を応援し
ていきたい。

•九工大の留学生は、インテリで、
まじめで、正直で、意欲的。日
本語講座でも飲み込みが早く、
わからないことはどんどん積極
的に質問してくる。
•留学生との交流の場に、九工大
の日本人学生さんはいないこと
が多い。
•キャンパスにゲートができて入
り づ ら く な っ た。せ め て 昼 は
オープンにしてもいいと思う。

•最近の学生は、草食的イメー
ジ。アジアと競争するこれ
からを生き抜けるか心配。
•学生はまじめ。地味だが力
はある。しかし、もっと外
に出て、自己表現を学ぶべ
き。
•少子化で、学生のレベルは
下がっている。しかも飯塚
は立地的にも不利。九工大
のとるべきポジションを真
剣に考える必要がある。

•早大）連携大学院があるものの、
教育については各大学の独立性
が高く、なかなか現状以上の連
携に向けた話は進んでいない。
•北九大）産学連携の交流会は北
九州市大にも役立っている。

＊
「 FAIS」は北九州産業学術推進機構で、北九州学術研究都市の運営団体。また「北九大」は北九州市立大、
「早大」は早稲田大。
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資料 2． 現状調査
2-5．ヒアリング結果の詳細
ヒアリング対象者の九州工業大学へのニーズ
キャンパス

行政 / 関連団体

連携企業

周辺住民 / 周辺大学

卒業生

戸畑

•区）歴史ある建造物・景観を今
後も守ってほしい。
•区）九工大生が、各所でまちづ
くりに参画していると聞く。戸
畑でもぜひ、ご協力をお願いし
たい。
•区）セキュリティの問題はある
が、区の散歩コースに九工大も
組み込み市民を招くとよいので
は。
•市）地域との関係強化に向け、
まずは大学に足を踏み入れても
らう努力が必要。
•市）地域との密着を求める周辺
住民もいる。
•市）すでに連携している先生方
や、市の異なる飯塚の先生方と
も直接会って交流・連携したい。

•人材輩出を続ける大学であって
ほしい。ぶれない志をもった、
アジアでリーダーシップの取れ
る人材を輩出してほしい。
•知識を詰め込むだけでない、将
来に向けた「志」を立てる教育
を行って欲しい。さらに志を
もった学生が、地域の中高生と
触れ合うことで、地域に志を広
げてもらいたい。
•技術に長けた経営者を養成する
コースを作ってはどうか。経営
を学ぶ中で、人と関わり、自分
を表現することを覚えてほし
い。
•地域の企業も教育資源として力
になりたい。

•学生さんとはこれからも関わり •人間形成は大学時代におい
を持って、こちらからも働きか て大切なこと。大学からも、
けて、いろいろな活動をしてい 学生にさまざまな出会い・
きたい。高齢化が地域で進んで つきあいの場を提供してあ
おり、地域の高齢者の方は学生 げてほしい。
さんと話す機会があるとうれし •大学にはシーズが多くある。
いと思う。
一人ではなかなかできない
が、明専会でそれを世に出
すお手伝いが出来たらいい。
•高校生の保護者や、先生に
東京だけでなく九工大に目
を向けさせる活動が必要。
•学生のみならず、大学自体
も PR ベタ。総合大学化し
て変化した方がよいのでは。

飯塚

•市）大 学 の 持 つ シ ー ズ は 市 に
とって不可欠。これからも産学
官連携では継続的協力を。
•市）非常によく協力していただ
いているが、欲を言えば、学生
や教員の方々に、もっと交流の
場（ニーズ会など）に参加いた
だきたい。
•市）九工大は専門上、まちづく
りになかなか関係しにくいが、
情報関連の技術を活かしたまち
づくりにも協力いただけると力
強い。
•市）大学にある技術を活かして
先進的な取組みを行い、どんど
ん外に向けたアピールを。

•飯塚の中核を担う麻生病院と、
情報工学を活かして医工連携を
進めてもほしい。観光や、中心
市街地活性化など、まちづくり
においても力を貸していただき
たい。
•大学発ベンチャーが多いが、世
界に羽ばたいていくような経営
者を育ててほしい。
•Facebook 等も使って、敷居を
下げた形で大学と地元が交流し
ていけるとよいのでは。地域に
開かれた大学であってほしい。
•大学の力を活かして、全国的に
見て低い筑豊地域の教育レベル
も上げていただきたい。

•高校生や中学生が気軽に入れる
場 所 に な っ て 欲 し い。ボ ラ ン
ティアの学生が高校生や中学生
に勉強を教えたりできるといい
のでは。そうすれば親も自然に
大学に来てくれる。
•一般の人が駐車場でどこでとめ
たらいいのか、わかりにくい。
わかりやすい案内がほしい。
•キャンパスをオープンにした
り、地域の人が入りやすい食堂
を作ってはどうか。
•図書館開放など、大学の取組み
を市民が知る機会がない。

若松

•FAIS）FAIS が学研都市のホス
トだが、3 大学が主体的に連携
していくことを今後期待してい
る。特に、カーエレクトロニク
スコースが成功している教育・
人材育成ではそうした主体的連
携を期待したい。
•FAIS）九工大とは、若松とも、
その他のキャンパスとも一緒に
取組みを進めたいと考えてい
る。大学側とも協議していると
ころだ。

•今後生き残るために、地域
と一体になって留学生を受
け入れていくべきだ。九工
大を核にしてアジアの教育
拠点としてのまちづくりを
進めてはどうか。
•研 究 室 を 九 工 大 に 立 上 げ、
社会人も含め、技術・経営
を学び、チャレンジに向け
た資金援助も受けられる場
にしたい。
•国 や 世 代、企 業・地 域・大
学間の壁を取り払い、徹底
的にオープンで、多様な交
流が生まれる環境を作って
ほしい。そうすることが大
学の生き残りにも繋がる。

•北九大）３大学の学生が集まれ
るような憩いの場があればい
い。今は各大学内での交流の場
しかほとんど無い。3 大学でいっ
しょに FAIS に要望するなどで
きるとよい。
•早大）自大学内に大型設備を置
くのは困難。各大学がもつ実験
設備の共有できるインフラを充
実化できるとよい。各大学の教
員が集まって互いの状況を話し
合うとよいだろう。
•早大）コンビニは、経営上、駐
車場を整備して地域の人も来客
可能にするなどの工夫が必要。

＊
「 FAIS」は北九州産業学術推進機構で、北九州学術研究都市の運営団体。また「北九大」は北九州市立大、
「早大」は早稲田大。
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細
回答者属性
1. はじめに、言語を選択してください。
選択肢

回答数

日本語

2. あなたの性別をお教え下さい。

回答割合

選択肢

回答数

回答割合

1149

99.0％

男性

1033

89.9％

12

1.0%

女性

116

10.1%

全回 答

1161

100.0％

全回答

1149

99.0％

無回 答

0

0.0%

無回答

12

1.0%

English

4. あなたと最も関わりの深いキャンパスをお教え
下さい。( 所属している・所属していたなど )

3. あなたの国籍をお教え下さい。
選択肢

回答数

日本

回答割合

選択肢

回答数

回答割合

1124

97.9％

戸畑キャンパス

905

78.0％

24

2.1%

飯塚キャンパス

181

15.6％

全回 答

1148

98.9％

若松キャンパス

75

6.5%

無回 答

13

1.1%

全回答

1161

100.0％

無回答

0

0.0%

日本以外

５．あなたは次のうちどれに当てはまりますか。
選択肢

戸畑キャンパス

飯塚キャンパス

若松キャンパス

回答数

回答割合

学部生

63

33

0

96

8.3％

院生

91

24

34

149

12.8％

教員

65

30

15

110

9.5％

職員

89

27

13

129

11.1％

557

58

12

627

54.0％

その他（大学内の方）

10

5

0

15

1.3％

その他（大学外の方）

30

4

1

35

3.0%

全回答

905

181

75

1161

100.0％

無回答

0

0

0

0

0.0%

OB・OG（現教職員を除く）
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

学内（学生・教職員・その他大学内の方）への質問と回答
6.《学内》キャンパスであなたが

7. 《学内》キャンパスであなたが

最も気に入っている場所はどこですか。

友人や同僚と集まって過ごす憩いの場はどこですか。
その他（具体的に）

その他（具体的に）

特に無い

特に無い
喫煙所

喫煙所

テラス・リフレッシュスペース

テラス・リフレッシュスペース
職場（教授室・執務室等）

職場（教授室・執務室等）
研究室

研究室

図書館

図書館

教室

食堂
0%

教室

戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

部室・サークル室

10%

20%

30%

40%

食堂
50%

8. 《学内》キャンパスであなたが

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9. 《学内》キャンパス周辺であなたが

改善して欲しいところはどこですか。
（複数回答）
その他（具体的に）

よく利用するところはどこですか。
（複数回答）

戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

特に無い
老朽施設の改修

その他（具体的に）
特に無い

地域へのキャンパス開放

戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

娯楽施設

自転車・バイク置き場の整備
駐車場の整備

公園

交通アクセスの改善

書店

体育施設の充実

飲食店、居酒屋

食堂・売店の充実
部・サークル活動施設の充実

コンビニ、スーパー

憩いの場の拡充
0%

戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

部室・サークル室

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

10.

あなたにとってキャンパスで
もっとも印象深い場所はどこですか。

その他（具体的に）
特に無い
研究室
図書館
教室
部室・サークル室
戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

食堂
学生寮
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

卒業生（OB・OG、現教職員を除く）への質問と回答
11.《卒業生》卒業後、あなたはどんな機会で

12.《卒業生》前の質問で訪れたことがあると回答された

キャンパスを訪れましたか。
（複数回答）

方にお聞きします。あなたの在学当時のキャンパス
と比べて、変わったと感じる所はどこですか。
（複数回答）
その他（具体的に）

その他（具体的に）

特に無い

訪れたことは無い

老朽施設の改修

戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

散策に訪れた

地域へのキャンパス開放
自転車・バイク置き場の整備
駐車場の整備

工大祭に訪れた

交通アクセスの改善
研究室に訪れた

体育施設の充実
食堂・売店の充実

同窓会で訪れた
明専会の活動で訪れた
0%

憩いの場の拡充
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

13.《卒業生》在学中、キャンパス周辺の地域で
よく行っていたところはどこですか。
（複数回答）
その他（具体的に）

戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

訪れたことは無い
娯楽施設
公園
書店
飲食店、居酒屋
コンビニ、スーパー
0%

戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

部・サークル活動施設の充実

20%

40%

60%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

学外（大学外の方）への質問と回答
14.《学外》これまで、キャンパスを訪れる機会は
ございましたか。

その他（具体的に）
訪れたことは無い
公開講座に訪れた
地域向けイベントに訪れた
工大祭に訪れた
戸畑キャンパス
飯塚キャンパス
若松キャンパス

食堂に訪れた
散策に訪れた
0%

20%

40%

60%

80%

100%

15．キャンパスを訪れたことがある方にお聞きします。キャンパスで特に印象に残った場所があれば、
お教え下さい。
（自由回答）
■回答数：

戸畑 12 件、飯塚 1 件、若松 1 件、計 14 件

■主な回答（抜粋）
[ 戸畑 ] ・正門から記念胸像周辺の樹木などに歴史の長さを感じた。
・昔の面影を残しつつ新しい校舎の建設され、また、女学生も増えいい雰囲気だと感じた。
・特段、印象に残っている場所は無い。只、産学連携の為のセンターが建築された時には、
時代の流れを感じた。
[ 飯塚 ] ・ない
[ 若松 ] ・よい環境だと思う
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

学内・卒業生への質問と回答
16. 3 キャンパスについて、それぞれどの程度ご存知ですか。
最も関わりの深いキャンパス

選択 肢

戸畑キャンパス

飯塚キャンパス

若松キャンパス

よく知っている

75.3%

8.5%

20.0%

少し知っている

19.0%

32.7%

34.3%

あまり知らない

4.2%

27.9%

21.4%

ほとんど知らない

1.6%

30.9%

24.3%

100.0%

100.0%

100.0%

よく知っている

4.6%

82.9%

20.3%

少し知っている
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

17.《学内・卒業生》3 キャンパス間の交流は、

18.《学内・卒業生》3 キャンパス間の交流は、

現在活発に行われていると思われますか。

今後どのようになるとよいと思いますか。
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

全体（全回答者）への質問と回答
19.《全体》キャンパスと周辺地域との交流は、

20. ＜全体＞ キャンパスと周辺地域との交流は、

現在どのような状態だと思いますか。

今後どのようになるとよいと思いますか。
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

21. ＜全体＞ キャンパスに対するご意見を、自由にご記入下さい。
（施設、景観についての要望など）
（自由回答）
■回答数： 戸畑 396 件、飯塚 60 件、若松 31 件、計 487 件
■主な回答（抜粋、原文のまま記載）

学内外の交流・連携の促進にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・地域の人がくつろいだ気持ちで入ってこれる雰囲気があればよいと思います。
（卒業生）
・3 キャンパスの交流だけでなく、色々な国内・海外大学との交流を増やすべきと思います。
（卒業生）
・OB が自由に参加できる、現代の最新の技術・学術の相談ができる場所と、実践・実験・訓練の場所
がほしい。
（卒業生）
・戸畑キャンパスで、一般の市民の方（小学生や地域の方など）が、学内を自由に通り抜けることがで
きるのは、今の時代驚きでもあるが、良いことだと思う。
（職員）
[ 飯塚 ] ・これからも、世界の最先端を研究してほしい。 また、地域との交流を持ち、地域とともに発展して
ほしい。
（卒業生）
・他大学、他キャンパスとの交流はもちろんのこと、他研究室との交流ももっと活発にするべきだと思
います。
（学生）
（卒業生）
[ 若松 ] ・3 キャンパスがバラバラに思えたので、どうかこの部分を強めてほしい。
・北九州市の施設なので制限があると思いますが、市側に多くの留学生を迎える学術施設としてのあり
方を提案して頂きたいと思います。
（職員）
・若松キャンパスは立地的に周辺より高い位置にあり、また広い敷地があるので高い建物の屋上にビア
ガーデンなどを設けたり、花火などを上げる敷地を一時的に地域に開放するなどすると地域と身近な
存在になると思います。
（卒業生）

歴史と緑の保存にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・伝統や歴史的なものをずっと大事にしてほしい。その意味からして建物や景観は 100 年不朽とする
べきです（内部は時代と共に変わってもいいです）
。
（卒業生）
・以前の建物の遺構の一部でも残っていれば、OB にとっては昔を思い出し、懐かしむ事が出来、癒さ
れます。〜今後は、出来るだけ多くの建物の一部を残すとか「ここに何々が有った」等の歴史的表示
板を設置する様にして頂ければ、良いなと思います。
（卒業生）
・地域周辺のオアシス的な、環境に気を使ったそれこそ「緑の森」そのものになって欲しい。
（卒業生）
・緑が沢山なのに、
全く整備されていない。大きな木なども大風の後は枝が散らばり放題、
草は生え放題。
見せる努力をしていない。〜管理をするのに、学校全体でこの地区の緑地としての価値を見直し、ど
うすれば学校全体で価値を高めていけるか、考えた方がよい。
（大学外の方）
[ 飯塚 ] ・周りに緑がたくさんあることが良いと思う。 特に、春になると飯塚キャンパスの入口が、満開の桜
で埋め尽くされていたことが印象深い。
（卒業生）
（学生）
[ 若松 ] ・もう少し自然が増えると良いと思う（植木など）
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

憩いの場づくり・福利施設にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・もう少しゆったりとしたキャンパスにしてください。私は、昭和 40 年に卒業しましたが、当時と比
べて建物が多く存在し、私からみれば、大学のキャンパスらしからぬ状況に思える。
（卒業生）
・職員の休憩スペースがない。お昼ご飯を食べたり、
終業後に本を読んだり、
お茶を飲んだりできるスペー
スがほしい。
（職員）
・学生が集まりやすい場所がもっと増えれば，活気にあふれるキャンパスになると思います．現状では
食堂以外，喫煙場所に学生がよく集まっているイメージがあります．
（教員）
[ 飯塚 ] ・昼休みに食堂が混雑してしまうのは学部生にとって辛いと思います。外部の飲食施設を誘致するといっ
たことはできないでしょうか。
（学生）
・サークル棟のキャパシティと存在するサークル数とその規模の比が適切でないと感じています。生徒
のより活発なサークル活動の奨励のためにも、
サークル棟の設備改善、
増築は大切だと思います。
（学生）
・講義棟・食堂東側の芝生の空き地に、テーブル、ベンチ，樹木（木陰のできる）
、花壇を整備すれば、
憩いの場になる。
（教員）
[ 若松 ] ・栄養状態が偏っているので食堂をどうにかしてほしい（おいしくないしメニューも少ないので利用せ
ず、コンビニで買う生徒が多いため）
（学生）
・食堂のメニューやサービスが他大学に比べてかなり劣ると思う。
（卒業生）
・気軽に雑談などに利用できるスペースが欲しい．また，若干のアルコールは飲める方がデスカッショ
ンが効果的になると思うので，パブまではいかないが適当な場所があるといいと思う．
（教員）

交通、駐輪・駐車、サインにかかわる回答
[ 戸畑 ] ・駐輪場（バイク置き場）に関しては放置バイクを見逃しすぎだと思う。学校を見渡すと自転車を止め
る場所はたくさんあるのに、
なぜバイク置き場にあそこまで自転車が集中するかがわからない。
（学生）
・自転車が多すぎて邪魔であり、危険である。車も走行できる道を大幅に制限するべきである。一方通
行の外周道を作り、中心部は原則走行禁止にする。
（教員）
・もっとキャンパス内に地図版をおいて、You are here 的なものを設置したほうがよい。
（大学外の方）
・訪れたいが、車をどこに止めたらいいかわからない。 そもそも、外来者用駐車場はあるの？（卒業生）
[ 飯塚 ] ・飯塚キャンパスのバイク駐輪場が最近混み合い、歩道や周辺の連絡通路に駐車しなければならない状
況になっているので拡張して欲しい。
（学生）
・交通の便が悪い スクールバスをもっと増やしてほしい （学生）
・初めてきた時、正門が駐車入り口用のバーだったため、少しテンションが下がります。
（大学外の方）
・飯塚キャンパスにゲートが出来てから、車で訪問し辛くなった（卒業生）
[ 若松 ] ・若松キャンパスは交通の便があまりにも不便で、人が集る空間となっていない。 地域の活性化がなく、
学生も萎んでいる。
（学生）
・毎年、3 月に建物裏の駐車場を舗装していると思うのですが、コンクリートでの舗装をしてもらえな
いでしょうか？ 雨が降ると、水がたまり、小さな川が出来るため、必然的に靴の中が濡れることに
なります。 アンケートに答えないだけで、駐車場を利用している人たちは、思っていることだと思
いますので、個別に駐車場に対するアンケートを設けた方がよいかと思います。
（学生）
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

安全・セキュリティにかかわる回答
[ 戸畑 ] ・戸畑キャンパスの夜間照明が暗い。
（特に総合教育等と正門の周辺）デザインを重視するだけでなく防
犯を意識した作りにして欲しい。女子学生や女子学生の保護者からも暗くて怖いとの意見を聞いてい
ます。
（職員）
・防災基準があいまいに感じます．避難経路や連絡手段（放送設備）について整備を検討する必要があ
るように思います．
（教員）
（卒業生）
[ 飯塚 ] ・自転車の盗難をどうにかしてほしい。
・周辺環境の治安対策をお願いします。
（学生）
・夜間のキャンパス外周道路特に北側の電燈がついておらず真っ暗で、防犯上不適切だと思います。
（職員）
[ 若松 ] ・若松キャンパスは比較的新しい建物なので、景観、研究室など施設に対する不満はないが、エレベー
タのシステムが非常に問題なので改善していただきたい。
（エレベータのドアが開いたときにフロアと
段差があって危険な目にあったり、ボタンを押してもそれを無視して効率の悪い動きをする。
）
（学生）

その他の回答（一部）
[ 戸畑 ] ・戸畑キャンパスを全面禁煙にして欲しいです。 図書館・生協はよく利用するので、たばこを吸わな
い者にとっては、風に乗ってくる臭いさえ不愉快です。 また、学生の歩きたばこも見受けられます。
全面禁煙が無理なら、喫煙場所をキャンパスの隅の方にするか、排気設備の設置による完全分煙化を
お願いします。ご検討よろしくお願いします。
（職員）
・図書館前を喫煙所にするのはおかしい。喫煙所はもっと目立たないところに作るべきだと思う。
（学生）
・喫煙所の増加（学生）
・建物の周辺はもっと清潔な印象を受けるようにしてほしい。
（卒業生）
[ 飯塚 ] ・節電は、いいことだと思いますが、必要以上のことをされている気がします。 情報科学センター廊
下は、非常時の案内板がないため照明を消されると、真っ暗となり危険だと思います。 後、便座や温
水は出産後の女性には必要だと思います。全フロアを禁止にするのではなく、病気を持った方や出産
後の女性のためのフロアがあってもいいと思います。
（職員）
（学生）
[ 若松 ] ・若松キャンパスの周辺に，ある程度の規模の書店が欲しい．現状はとても不便である．
・キャンパス内にいる多くの留学生への心遣いが感じられません。キャンパス内コンビニには英語や中
国語など外国語の新聞・書籍がゼロ（なぜか日本語版もゼロ、雑誌・漫画本などがずらっと並べられて、
学術施設内にいるとは思えません…）ベジタリアン用の食事などもゼロ。北九州市の施設なので制限
があると思いますが、市側に多くの留学生を迎える学術施設としてのあり方を提案して頂きたいと思
います。
（職員）
上記の他にも多数の回答をいただき、基本方針・フレームワークプランの検討に活用させていただきました。
中期プランの策定に向けても、引き続き活用していきます。
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

22. ＜全体＞ 九州工業大学に対するご意見を、自由にご記入下さい。
（現状の強み・弱み、今後期待することなど）
（自由回答）
■回答数： 戸畑 400 件、飯塚 46 件、若松 18 件、計 464 件
■主な回答（抜粋、原文のまま記載）

伝統を受け継いだ人材育成にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・今後も「技術に堪能なる師君子であれ」を実践した教育で日本の技術を支える人材を育成してくださ
い。
（卒業生）
・個人の個性を作るのに大きな 4 年間だと思います。 たとえば、1 年生は全員寮生活を義務づけるなど、
技術面ばかりでなく人間教育も 考慮願いたい。
（卒業生）
・現状の強みは OB(OG) が強力であることだと思う。〜就職などの世話をスムーズにかつ的確に行っ
てくれる。それ故に就職率が高くなる．今後もこのOB(OG)の体制を崩してはいけないと思う。
（学生）
・将来について目標や夢について考えたり、深まる機会があったらいいと思う。授業であったり、課外
活動であったりそういう場が必要だと思う。そして未来に希望を持ち、志を持ち、実力を持った若者
がここから出ていけると思うし、出ていくことを期待する。
（学生）
大学で学んだことが役立っている。今後も基礎知識を備えた人材を育てて頂きたい。
（卒
[ 飯塚 ] ・就職してから、
業生）
・技術、スキルだけでなく、
「技術に堪能なる士君子」の育成を目指して、人間力部分の育成などに力
を入れ、これからの時代のリーダーを輩出できる大学になっていければと思います。 是非、ご協力
させていただきたいと考えています。
（卒業生）
[ 若松 ] ・明専会のような学部を超えた交流会が存在するのは、九工大の強みだと思うので、今後、さらに力を
入れて行って欲しい。
（卒業生）

時代に応じた人材育成にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・卒業生が毎年入社していますが、他校卒業の新入社員と比べると元気が無いように思えます。また、
自信がないようにも思えます。校内だけでなく、周辺企業や世界ともいろいろな研究で交流を持ち積
極的に参加するような学生が育つような環境も必要かなと感じています。
（卒業生）
・英語、技術資格の教育や情報を充実させてほしい。
（学生）
・技術力はもとより、マネージメント力や表現力についても在学中に学ぶ機会があれば、より良くな
ると思います。
（卒業生）
[ 飯塚 ] ・九工大生は真面目で勤勉な人が多いように思うが、 技術があってもその使い方をアピールできなけ
れば埋もれてしまう。 普段からディスカッションや、プレゼンをするような講義を増やすとよいとお
もう。
（卒業生）
・グローバルな生存競争で勝てる人材、度胸ありどこでも恥ずかしくない日本人を育てて欲しい。
（卒
業生）
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

研究・産学連携の推進にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・産学協同で、いろいろな先端分野の研究を行い、社会に還元すべく、幅広い知識と、発想豊
かな人材を輩出していってほしいと思います。
（卒業生）
・人工衛星開発など先進的な動きがありますが、より最先端技術に挑戦していく大学であってほしいと
考えます。
（卒業生）
[ 飯塚 ] ・これからも、世界の最先端を研究してほしい。 また、地域との交流を持ち、地域とともに
発展してほしい。
（卒業生）
・もっと企業との関わりを密接にし、パイプを太く保って欲しい。 食品系の企業への就職も頑張って
欲しい。
（卒業生）

地域・他大学・国際社会などとの連携にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・北九州および九州において、九州工業大学が産学交流を含め、まちづくりの中核を担う工業
技術センターとしての役割を果たすこと。それは、技術と研究とを極力集中することも大切、それ
により学生の質のアップを期待したい。
（卒業生）
・地理的な有利さと伝統を生かして韓国、中国、台湾の留学生のさらなる誘致、それらの国を含む産学
協力の 推進があればよいのではないでしょうか。
（卒業生）
・駅前通りから戸畑キャンパスまでの道のりはシャッターを降りており、活気がない。大学と地域が協
力して少し改善できればよい。JR の快速も九州工大前に止まるようにしてアクセスが便利になるこ
とが、大学の改善に有効であろう。
（教員）
[ 飯塚 ] ・地域行事との関わりの強化（学生）
（学生）
[ 若松 ] ・周辺地域との密着化を強めてほしい。

学内の交流促進にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・研究室に閉じこもることがないように、オール九州工業大学として、学部間の壁を取り除い
た活動を活発にするべきと考えます。
（卒業生）
・工学部・情報工学部・生命体工学研究科の繋がりが希薄なので九州工業大学として一つになってない
と思います。個々のキャンパスの独自性・独立性が強い。単位の相互交換など各キャンパスの繋がり
を強くすべきだと思います。
（学生）
[ 飯塚 ] ・社会は応用のきく幅広い知識を持った人材を求めていると思うので、学科間の交流を深める
等したほうが良いように思う。
（卒業生）
・同じ大学にも係らず工学部と情報工で全く交流がない。人材交流上これは寂しい。
（卒業生）
[ 若松 ] ・学部のない若松キャンパスの入学者数が減少しているのは，戸畑と飯塚の協力が足りないこ
とが大きな原因の一つと考えられる。
（教員）
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資料 2． 現状調査
2-5．WEB アンケート結果の詳細

大学の PR・学生の獲得にかかわる回答
[ 戸畑 ] ・もっと外に向けたＰＲ活動を強化してほしい。外部からみると、大学の姿がほとんど見えず、どんな
大学かがわからない。
（卒業生）
・関西に住んでいますが母校からの活動が聞こえてきません。メデイアへの発信を積極的にお願いしま
す。
（卒業生）
・九州工業大学は九州内、福岡内でも知名度が低い。これは地域との交流が上手くいってないからだと
おもいます（学生）
・大学の規模拡大に重きを置かず、むしろ少数精鋭的な教育方針に基づく優秀な学生の育成を目指すべ
きと思います。結果として、これまで以上に世間及び多くの企業に信頼され、期待される大学になる
事だと思います。またこれからのグローバル化に対応し、大学の国際化、優秀な留学生の招致等を、
長期的かつ戦略的なビジョンを持って進めてもらいたい。
（卒業生）
・北九州市は政令指定都市 で高齢 化 が最も高い。市の合併後、人口は５ % 減少しました。今後も減少
継続派必至です。女子高校生の志願者増に関心を向けなくてはなりません。
（卒業生）
[ 飯塚 ] ・工大祭や ISC フェアなどの企画に近隣の方々が参加されて、いい感じだと思います。ですが、折角、
有名な方をお呼びして講演して頂く時など、全くと言っていいほど宣伝がありません。
（職員）
・地元九州においても知名度が下がっていないだろうか？ いろんなかたちでメディア露出は大事だと
思う。名物教授や名物イベントなど。
（卒業生）

その他の回答（一部）
[ 戸畑 ] ・学部 1 年や 2 年の時から、積極的にバイク、鳥人間、ロケット、人工衛星等の実践的なプロ
ジェクトに参加して、多人数でのプロジェクト管理の手法や、目的意識の共有の大切さを学ぶこと
が必要だと感じています。
（学生）
[ 飯塚 ] ・学生や先生方が、勉学や研究、サークル活動に対して、誇りを持ちつつ自由闊達に大暴れし
て、面白いことをどんどん実行していってくだされば、九工大の名声や実績、学外からのイメージは、
よいものであってくれると思います。
（卒業生）
[ 若松 ] ・補助金の留学生などへの奨学金、生活費の流れを速やかにして欲しい。 無気力学生の教育
方法を検討して。 大学院学生にもサークル活動を。
（教員）

上記の他にも多数の回答をいただき、基本方針・フレームワークプランの検討に活用させていただきました。
中期プランの策定に向けても、引き続き活用していきます。
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性
基本方針「人づくり」を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

戸畑キャンパス

体験型ものづくり施設の充実

広げて実験できるスペース

集まりやすく動かしやすいテーブルセット

学生主体の活動の拠点

学生と事務のコミュニケーション接点

空いた時間に気軽に使える空間

身近に触れられる近代産業遺産

食堂屋上の広大なデッキ広場の活用

他キャンパスの情報が知れる仕組み

近隣大学との交流促進

飯塚キャンパス

充実した共用端末の活用

工作実験のための設備の充実

学年間、学科間の交流促進

先輩と後輩が自由に語れる機会

先輩と後輩の活発なコミュニケーション

屋外の活動による気分転換

情報工学の歴史に触れられる空間

コミュニケーションのきっかけづくり

空いた時間に気軽に使える空間

休み時間の溜まり場の創出
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

若松キャンパス

コミュニケーションＨＵＢとしての活用

研究室内のコミュニケーション促進

産学協同のマッチングによる交流促進

グループワークによる対話スキルの向上

研究を通じた企業との人材交流

図書館における学際とのふれあい

専門的な研究実験装置の整備

スポーツ・遊びを通じたリフレッシュ

高性能共用マシンの充実

滞在施設を活用した人材教育
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資料 3．キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性
基本方針「実学主義」を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

戸畑キャンパス

趣味と関連した体験型研究

キャンパス生活に溶け込んだ実証実験

近隣商店街とキャンパスの関係づくり

各学科の研究成果アピール

お互いの活動が見える、活動を見せる

隣接するエリアとの研究を通じた交流

実験施設の積極活用

研究成果のディスプレイ

意見コーナーでの公開対話

実際につくって試せる仕組みづくり

飯塚キャンパス

学生と事務のコミュニケーション

先進情報技術の積極活用

企業参加型の実験施設の充実

学生向け施設の教育での活用

専門的な実験装置の整備

実際の製品や商品に触れる場づくり

社会の情報にふれあう機会づくり

産学共同研究拠点の積極活用
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資料 3．キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

若松キャンパス

学研都市全体での環境への取組推進

企業と研究のマッチングサービス強化

研究発表や産学官交流の促進

イベントを通じた社会へのアピール

研究成果のアピールする場の整備

社会の情報に触れられる場づくり
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性
基本方針「相互成長」を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

戸畑キャンパス

隣接する教育施設との連携強化

スポーツを通じた学生間交流

食を通じた仲間意識の育み

広大な運動場を有効活用

近隣住民の生活拠点の活用

雨を凌げる大きなひさしの活用

井戸端会議のある風景

社会貢献プログラムへの参加

一般市民向けサービスの充実

雑木林が残る緑豊かな公園の活用

飯塚キャンパス

待ち合わせに最適な吹抜空間の活用

屋外スペースでの交流促進

サイエンスギャラリーの活用

一般市民も利用の可能な食堂の整備

自然豊かな周辺環境での活動

交流サロンの積極活用

授業内容や履修を通じた情報交換

談話スペースでの対話機会

周辺地域の教育施設との連携

歴史ある街道沿いの景観との調和
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

若松キャンパス

ロビースペースでのレクリエーション活動

眺めの良いリフレッシュスペースの活用

共同グラウンドの積極活用

テナントを活用した社会活動

昼食時の学生の集まりとにぎわい創出

学研都市共同体育館の積極活用
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性
基本方針「自己表出」を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

戸畑キャンパス

開かれたスペースを活用した公開実験

アクティビティが見える、活気を伝える

活動を他者に伝える空間づくり

由緒ある鳳凰会館の存在感の継承

最寄駅名における積極的アピール

遠くまで見通せる広いメイン道路の整備

美しく整備された近隣遊歩道の整備

周縁部におけるアピール方法の検討

遠くから見通せるキャンパス景観の整備

戸畑駅前の交流プラザとの連携

飯塚キャンパス

大学の情報の効果的な提供

街を一望できる景観の活用

キャンパス独自の景観の活用

周辺地域へのアピール

コミュニティバスとの連携

民間企業と連携した学生サービスの充実

研究室内の情報の共有促進
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

若松キャンパス

周辺地域に向けたキャンパスの情報配信

駐車場に向かう動線の魅力づくり

ディスプレイ活用による周辺アピール

早稲田大学との間の交流軸の整備

大学ブランドの積極的な掲出
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性
基本方針「多種共生」を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

戸畑キャンパス

サークル活動の拠点の整備

円形のステージの多様な活用

ユニバーサルデザインへの配慮

キャンパス中心に抜ける新しい軸線

明専会館の交流会での積極活用

休憩時間における移動の誘発

歴史を感じる景観の地域との共有

通り抜けも可能なメイン道路の整備

隣接する車道の景観整備

周辺住民とのルールづくり

飯塚キャンパス

立地に合わせた広大な駐車場の整備

福利厚生棟に向かうメイン動線整備

ピロティ空間の積極活用

図書館の地域への開放

様々な活動に対応したロビーの整備

一般利用者を考慮した遊歩道の整備

親しみが持てる中庭の整備

巨大なピロティ空間の活用

サークル状のテーブルの充実

近隣地区の災害時の連携強化
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資料 3． キャンパスマスタープラン補足
3-1．基本方針を実現へとつなげる各キャンパスの現状資源活用の方向性

若松キャンパス

学研都市内の景観調和

緑豊かで静かな中庭の活用

早稲田大学との交流軸の充実

他大学との出会いと交流の促進

立地に合わせた広大な駐車場の整備

アクティビティをメイン動線に対してアピール
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資料３． キャンパスマスタープラン補足
3-2．キャンパスのゾーンにおいて想定されるアクティビティ

５章で示した３キャンパスのさまざまなゾーンの中で、どのようなアクティビティが想定されるかを検討しました。４
章で示したアクティビティのアイデアを含め、学生・教職員の対話や、ワーキンググループの議論の中から生まれたさ
まざまなアイデアをまとめます。

A：人と技術が出会う交流の中心軸
考えられる主な機能
情報拠点

3 キャンパスの情報交換

憩いの場

カフェ

コンビニ

ドラッグストア

アクティビティのアイデア
全ての学生・教職員が交流できる機会・空間づくり①

テーマを持ったストリートづくり④

コミュニケーションスタジオ①

コミュニケーションスペースを点在させる④

九工大技術の商品化製品の販売②

グランドレベルをできるだけフリースペースに④

明専会、OB 協賛の仕組みと情報発信③

九工大の機械や施設の一般貸し出し⑤

九工大技術ライブラリー①

キャンパス内家族マラソン大会⑤

学生起業家支援②

一般通行者のパス、遊歩道の整備⑤

就業ボランティアセンター③

キャンパス内のイベントインフォメーション

特許取得推進プログラム・特許管理センター③

木陰空間・軒下空間による夏期熱負荷低減・空調負荷低減

アーカイブミュージアム④

地域住民／提携企業・姉妹校を巻き込んだ共同文化祭⑤

九工大ブランド向上委員会発信センター（web・映像・出版）④

学生・教員による植樹・植林・キャンパス緑化維持管理活動①

九工大文化ギャラリー④

外壁・屋根の高断熱化によるヒートロス・オーバーゲイン低減①

工学を用いた製品例展示④
民間企業の分室を設置（安川電機など）③
プロダクトショップ②
研究過程・成果に対する経済インパクト積算・評価機構
（コスト面での実用化シミュレーション）②
九工大万博⑤
オープンスペースのファニチャー充実①
キャンパス内にミニ社会を点在②
実証実験のショーケース点在②
アクティビティー表出のための外壁の透明化④
３キャンパス合同祭④

基本方針
①品格と創造性のある技術人材を育成するキャンパス
②先進的で実践的な技術・知識・能力を育むキャンパス
③地域・国際社会・産業界と支えあい、成長しあうキャンパス
④自らの価値を知り、世界に表現するキャンパス
⑤多様な個の共生と挑戦をささえるキャンパス

①

キャンパスマスタープラン策定プロセスと調査結果の詳細
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資料３． キャンパスマスタープラン補足
3-2．キャンパスのゾーンにおいて想定されるアクティビティ

B: 教育・研究ゾーン
考えられる主な機能
教育

研究

実験

産学連携

アクティビティのアイデア
企業との研究実践によるイノベーティブマインド形成の場の提供①

ラボ＋ファクトリー（ミニ工場）②

工作など教員・職員・学生のアクティビティが見える空間①

福祉工学（ロボット・車いす）⑤

グループワークによる課題解決力向上に向けた什器整備①

スケルトンで開かれた研究棟①

研究室配属前から学生・教員が深くコミュニケーションする場、ソファーエリア① 原寸実験施設②
志と情熱を育むものづくり現場とつながる授業推進①

オープンスペースのファニチャー充実①

複数研究室が経験できる仕組み①

キャンパス内にミニ社会を点在②

学内横断クラス制度①④

実証実験のショーケース点在②

融合技術を促す開かれた交わる研究室、学科教室①

アクティビティー表出の外壁の透明化④

ものづくりトレーニングセンター①

３キャンパス合同祭④

情報ネットワークセンター②

テーマを持ったストリートづくり④

授業にフィールドワーク導入②

コミュニケーションスペースを点在させる④

企業との共同開発によるブランドづくり②

グランドレベルをできるだけフリースペースに④

PBL 全学年必須化②

九工大の機械や施設の一般貸し出し⑤

学際的新領域の共同研究スペース②

キャンパス内家族マラソン大会⑤

九工大技術の商品化②

一般通行者のパス、遊歩道の整備⑤

学生参加型産学連携プロジェクト②

キャンパス内のイベントインフォメーション

地元企業とのコラボのための集合オフィス誘致③

木陰空間・軒下空間による夏期熱負荷低減・空調負荷低減

他大学・企業・海外の共同実験ラボ②

地域住民／提携企業・姉妹校を巻き込んだ共同文化祭⑤

海外・企業などの実践講師②

学生・教員による植樹・植林・キャンパス緑化維持管理活動①

北九州市環境技術プラント研究センター③

外壁・屋根の高断熱化によるヒートロス・オーバーゲイン低減①

オープンカリキュラム展開
（学術討論・公開実習・ワークショップ）④
企業のソリューション窓口ホットライン
（学生が営業を行い、ビジネスセンスを磨く）②
ユニバーサルデザイン実験棟①
コワーキングオフィス展開②
企業からの出前アクションラーニング特別講義②
企業のサテライトオフィス誘致③

基本方針
①品格と創造性のある技術人材を育成するキャンパス
②先進的で実践的な技術・知識・能力を育むキャンパス
③地域・国際社会・産業界と支えあい、成長しあうキャンパス
④自らの価値を知り、世界に表現するキャンパス
⑤多様な個の共生と挑戦をささえるキャンパス

①
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資料３． キャンパスマスタープラン補足
3-2．キャンパスのゾーンにおいて想定されるアクティビティ

C：共通・管理・厚生ゾーン
考えられる主な機能
プレゼンのステージ 技術の今とこれからを伝える 基礎教育 コンベンション カフェレストラン スペースレンタル 事務施設 福利厚生施設

アクティビティのアイデア
提携大学のサテライトキャンパス①
技術と製品を身近に感じ触れられるアーカイブ①
企業や OB との人材交流の場①
本物を知るための学際領域の講演会①
ワールドカフェ常設化①
海外企業からの出前講座②
水が出る、火が出る体感できるプレゼンルーム②
世界ピタゴラ装置コンテスト②
学研交流センター①
研究プレゼンホール④
企業や地域と交流する仕組み①
産学連携ホール③
ものづくりに関する大学、企業 NPO など情報集積③
産学連携や地域共同の実績と物語の共有③
九工大の活動発信ステーション④
研究内容の公開展示、定期プレゼン④
国際ロボット大会の開催④
世界の学生といつでも交流できるスペース⑤
地域大学としての講座（社会人・学生・児童・企業）③
工学キッザニア（学生運営）③
学生運営ショップ④
社会活動トライアル③
シアタールーム①④
著名人講演会①
ケーブルラジオ局・ネット放送局④
地域・提携企業・姉妹校・海外有名校を巻き込んでの学術オリンピック③
ポートフォリオ制作セミナー④
地域住民などによる学術研究成果批評会（ソーシャルオピニオン）②
大学アイデンティティー会議④

プレゼンルーム・ホール・アリーナ④
オープンステージ④
公開学術研究成果批評会①
学生主催セミナー④
見学ツアー受け入れ③
オープンスペースのファニチャー充実①
キャンパス内にミニ社会を点在②
実証実験のショーケース点在②
アクティビティー表出のための外壁の透明化④
３キャンパス合同祭④
テーマを持ったストリートづくり④
コミュニケーションスペースを点在させる④
グランドレベルをできるだけフリースペースに④
九工大の機械や施設の一般貸し出し⑤
キャンパス内家族マラソン大会⑤
一般通行者のパス、遊歩道の整備⑤
キャンパス内のイベントインフォメーション
木陰空間・軒下空間による夏期熱負荷低減・空調負荷低減 ①
地域住民／提携企業・姉妹校を巻き込んだ共同文化祭⑤
学生・教員による植樹・植林・キャンパス緑化維持管理活動①
外壁・屋根の高断熱化によるヒートロス・オーバーゲイン低減①

基本方針
①品格と創造性のある技術人材を育成するキャンパス
②先進的で実践的な技術・知識・能力を育むキャンパス
③地域・国際社会・産業界と支えあい、成長しあうキャンパス
④自らの価値を知り、世界に表現するキャンパス
⑤多様な個の共生と挑戦をささえるキャンパス
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資料３． キャンパスマスタープラン補足
3-2．キャンパスのゾーンにおいて想定されるアクティビティ

D：社会共生ゾーン
考えられる主な機能
遊歩道

ポケットパーク

カフェ

レストラン

宿泊施設

留学生交流

地域住民交流

宿舎

アクティビティのアイデア
一般通行者のパス、遊歩道の整備⑤
近隣大学とのコラボレストラン②
キャンパス内のイベントインフォメーション
産学連携パーク③
木陰空間・軒下空間による夏期熱負荷低減・空調負荷低減 ①
地元の人がふらっと入れるカフェ③
地域住民／提携企業・姉妹校を巻き込んだ共同文化祭⑤
九工大塾③
学生・教員による植樹・植林・キャンパス緑化維持管理活動①
九工大限定仕様のカフェ③
外壁・屋根の高断熱化によるヒートロス・オーバーゲイン低減①
アフター 5 バー③
交流バザール③
地域交流祭り③
交流カフェ・ショップ③
災害時の地域拠点（避難広場・シェルターと物資の貯蔵）⑤
地域の老人による地域の子どもたちへの授業開催③
大学 OB・OG による地域の子どもたちへの授業開催（九工大寺子屋）③
一般公募による技術ニーズ目安箱②
コミュニケーションが取りやすいサークル状のベンチ⑤
まちづくり役場の設置②
九工大保育園③
宿泊型研究会議施設②
オープンスペースのファニチャー充実①
キャンパス内にミニ社会を点在させる②
実証実験のショーケース点在②
アクティビティー表出のための外壁の透明化④
３キャンパス合同祭④
テーマを持ったストリートづくり④
コミュニケーションスペースを点在させる④
グランドレベルをできるだけフリースペースに④
九工大施設の一般貸し出し⑤
キャンパス内家族マラソン大会⑤

基本方針
①品格と創造性のある技術人材を育成するキャンパス
②先進的で実践的な技術・知識・能力を育むキャンパス
③地域・国際社会・産業界と支えあい、成長しあうキャンパス
④自らの価値を知り、世界に表現するキャンパス
⑤多様な個の共生と挑戦をささえるキャンパス

キャンパスマスタープラン策定プロセスと調査結果の詳細
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資料３． キャンパスマスタープラン補足
3-2．キャンパスのゾーンにおいて想定されるアクティビティ

E：運動施設ゾーン
考えられる主な機能
健康管理センター

ジム

プール

体育館

グラウンド

トラック

テニスコート

アクティビティのアイデア
地域住民も使えるグラウンド整備、管理運営③
九工大ジムの整備③
フィットネスクラブなどの民間共同経営③
地域住民／提携企業・姉妹校を巻き込んだ共同体育祭⑤
オープンスペースのファニチャー充実①
アクティビティー表出の外壁のための透明化④
３キャンパス合同祭④
コミュニケーションスペースを点在させる④
九工大施設の一般貸し出し⑤
キャンパス内家族マラソン大会⑤
一般通行者のパス、遊歩道の整備⑤
キャンパス内のイベントインフォメーション
木陰空間・軒下空間による夏期熱負荷低減・空調負荷低減 ①
地域住民／提携企業・姉妹校を巻き込んだ共同文化祭⑤
学生・教員による植樹・植林・キャンパス緑化維持管理活動①
外壁・屋根の高断熱化によるヒートロス・オーバーゲイン低減①

基本方針
①品格と創造性のある技術人材を育成するキャンパス
②先進的で実践的な技術・知識・能力を育むキャンパス
③地域・国際社会・産業界と支えあい、成長しあうキャンパス
④自らの価値を知り、世界に表現するキャンパス
⑤多様な個の共生と挑戦をささえるキャンパス

キャンパスマスタープラン策定プロセスと調査結果の詳細
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資料３． キャンパスマスタープラン補足
3-2．キャンパスのゾーンにおいて想定されるアクティビティ

F：周辺ゾーン
考えられる主な機能
エネルギーコア

駐車場

緑地帯

アクティビティのアイデア
キャンパスエッジの景観調和③
学内電機ビークル・ロボットの実験レーン②
学内エネルギー自給率開示 PR④
落葉・落枝のバイオマス燃料化①
キャンパス内菜園①
オープンスペースのファニチャー充実①
キャンパス内にミニ社会を点在②
実証実験のショーケース点在②
３キャンパス合同祭④
テーマを持ったストリートづくり④
コミュニケーションスペースを点在させる④
キャンパス内家族マラソン大会⑤
一般通行者のパス、遊歩道の整備⑤
キャンパス内のイベントインフォメーション
木陰空間・軒下空間による夏期熱負荷低減・空調負荷低減 ①
地域住民／提携企業・姉妹校を巻き込んだ共同文化祭⑤
学生・教員による植樹・植林・キャンパス緑化維持管理活動①

基本方針
①品格と創造性のある技術人材を育成するキャンパス
②先進的で実践的な技術・知識・能力を育むキャンパス
③地域・国際社会・産業界と支えあい、
成長しあうキャンパス
④自らの価値を知り、世界に表現するキャンパス
⑤多様な個の共生と挑戦をささえるキャンパス
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資料３． キャンパスマスタープラン補足
3-2．キャンパスのゾーンにおいて想定されるアクティビティ

キャンパス外
考えられる主な機能
サテライトキャンパス

活動フィールド

アクティビティのアイデア
折尾駅、小倉駅その他にサテライトキャンパス、研究室②④
商店街に部屋・サークル室をつくる③
連携企業とのコラボ CM③
カジュアルな交流のための SNS メディア活用③
駅とキャンパス間の広報シャトルバス④
駅前ショールーム④
学生による高校でのリクルーティング④
可動式プレゼンルーム④
学生参加のプロモーション活動④
企業への学生持ち込みプレゼン④
九工大検定実施④
まちなか研究室（学生による商店街への出店）②
北九州市のオアシスマーケットへの参加「ソーシャルマーケット」②
路地裏アートプロジェクトへの参加②③
近隣の小中学校の出前授業（夏休みの課外授業・ロボット授業など）③
地域清掃活動③
学術研究成果の出張プレゼン④

基本方針
①品格と創造性のある技術人材を育成するキャンパス
②先進的で実践的な技術・知識・能力を育むキャンパス
③地域・国際社会・産業界と支えあい、
成長しあうキャンパス
④自らの価値を知り、世界に表現するキャンパス
⑤多様な個の共生と挑戦をささえるキャンパス

