
福島工業高等専門学校 基準 8 

 

基準８ 施設・設備 

（1）観点ごとの分析  

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校

地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のた

めの施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育

のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されているか。

また，施設・設備のバリアフリー化の配慮がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

校地は，市街地から約３km離れた高台に，また緑に包まれた教育にふさわしい環境の中に位置して

いる（資料８－１－①－１）。 

 

資料８－１－①－１ 

（出典：福島工業高等専門学校要覧） 
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校舎敷地内の建物（資料８－１－①－２）としては，管理棟，講義棟，専門学科棟，専攻科棟，附

属施設（図書館，情報処理教育センター，地域環境テクノセンター，実習工場）が配置され，また学

生の休息等に利用できる福利厚生施設（磐陽会館）には，池，庭園があり学生の憩いの場を確保して

いる。運動施設としては，第一グラウンド（陸上競技トラック，サッカーグラウンド，ラグビーグラ

ウンド），第二グラウンド（野球場，テニスコート），第一体育館，第二体育館，武道館（柔道場，

剣道場），卓球場，プール等があり，放課後のクラブ活動等に活用されている（資料８－１－①－３）。

運動施設は，一般市民にも開放されている。 

新装したLL教室には，学生端末48台を備えたフルデジタルのCALLシステムを導入しており，TOEIC

対策の市販ソフトが備えられている。放課後も開放して学生の英語力向上の意欲に応えている（資料

８－１－①－４）。 

 

資料８－１－①－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国立学校実態調査表） 
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資料８－１－①－３ 

 

建物面積等 

建 物 名 延べ面積 主 な 室 名 備   考 

管理棟 3,660 ㎡ 事務部（3 課）、校長室、部長室、会議室（大・

小 2 室）、事務電算室、コモンスペース（2

室）、インフォメーションサロン、物理実験

室（3 室）、ゼミ室、学生ホール、研究室（14

室）他 

 

高学年棟 

（講義Ａ棟） 

  1,468 講義室（8 室）、LL 教室、階段教室、 

ゼミ室（3 室）他 

LL 教室(84 ㎡フルデジタ

ル CALL システムを導入)

低学年棟 

（講義Ｂ棟） 

  1,990 講義室（12 室）、理科実験室（2 室）、研究

室（2 室） 

 

専門学科棟 

（機械工学科

棟） 

  1,729 材料実験室（2 室）、機械工作実験室、機械

力学実験室、流体実験室、精密測定実験室、

自動制御実験室、製図室、実習室、研究室（10

室）他 

材料実験室(74 ㎡ゴルフ

ロボット)、機械力学実験

室（46 ㎡ CNC マシニング

センター） 

（電気工学科

棟） 

  1,656 実験室（3 室）、IC 実験室（2 室）、情報応

用実験室、研究室（11 室）、卒研室（4 室）

他 

情報応用実験室（クライ

アントコンピュータ 47

台他） 

（物質工学科

棟） 

  1,472 物質工学実験室（3 室）、生化学実験室、物

理化学実験室（2 室）、化学工学実験室、分

析化学実験室、有機化学実験室、無機化学実

験室、研究室（6 室）、卒研室（2 室）他 

 

（建設環境工

学科棟） 

  1,730 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造実験室、水理実験室、土質実験室、

環境系実験室、情報処理室、計画系演習室、

構造演習室、リサイクル工学実験室、水環境

実験室、ゼミ室、研究室（9 室）他 

土質実験室（102 ㎡油圧

ｻｰﾎﾞ振動試験器）、水環

境実験室（28 ㎡オートア

ナライザーシステム） 

（コミュニケ

ーション情報

学科棟） 

  

1,851 

講義室（5 室）、マルチメディア演習室、情

報処理演習室、コミュニケーション演習室、

図書資料室、研究室（4 室）他 

コミュニケーション演習

室（102 ㎡パソコン） 

付属施設 

（図書館） 

  

1,689 

書庫、閲覧室、事務室、学生ホール、ゼミ室

（2 室）、視聴覚教室、音楽室他 

書庫(173 ㎡) 

閲覧室(230 ㎡) 

蔵書数（78、988 冊） 

（情報処理教

育センター） 

    

313 

情報基礎演習室、画像処理演習室、サーバﾞ

室、管理室、IT 研究室他 

教育用電子計算機システ

ム情報基礎演習室（97 ㎡

クライアントコンピュー

タ 47 台他） 
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建 物 名 延べ面積 主 な 室 名 備   考 

 

 

 

（出典：「自己点検・評価」ワーキンググループ資料） 

（地域環境テ

ク ノ セ ン タ

ー） 

          

420 

機器室（2 室）、電顕室、大気生物実験室、

水質・廃棄物実験室、騒音実験室、管理室、

技術相談室他 

電顕室（19 ㎡走査型顕微

鏡 SEM） 

機械室(30 ㎡高速液体ク

ロマトグラフ、核磁気共

鳴装置) 

（実習工場）     

772 

機械実習工場、鋳造溶接工場、創造工房他 機械実習工場（245 ㎡ワ

イヤー放電加工機、簡易

NC フライス盤他） 

屋内運動場 

（ 第 一 体 育

館） 

   1,193 体育室、器具庫、トレーニングﾞ室他 体育室(862 ㎡) 

（ 第 二 体 育

館） 

    288 体育室、器具庫、管理室他 体育室(798 ㎡) 

（武道館）     692 剣道場、柔道場、更衣ロッカー室 

他 

剣道場(279 ㎡)、柔道場

（242 ㎡） 

（卓球場）    268 卓球室、更衣室 卓球室(240 ㎡) 

福利厚生施設 

（磐陽会館） 

   698 食堂（厨房含）、売店、保健室、学生相談室、

和室、ミーティングルーム 

他 

 

（合宿研修セ

ンター） 

   356 多目的室（2 室）、捕食室、 

当直室他 

 

寄宿舎 

（ 管 理 棟 ・ 

こずえ寮） 

    524 事務室・応接室、当直室、寮室、（12 室）、

談話室（2 室）、浴室他 

（入寮定員 244 人） 

男子 20 人 

（若葉寮）    1,343 寮監室、当直室、寮室（55 室）、自習室（3

室）、談話室（2 室）、浴室洗濯室他 

女子 77 人 

（青葉寮）     863 寮室（26 室）、自習室（2 室）、談話室（2

室）、洗面洗濯室（3 室）他 

男子 51 人 

（暁寮）     745 寮室（28 室）、自習室、談話室、洗面洗濯室

（3 室）他 

男子 42 人 

（白雲寮）    1,057 寮室（37 室）、自習室、談話室、捕食室、洗

濯室（4 室）寮監室他 

男子 54 人 

（食堂浴室）     671 食堂、厨房、浴室、ボイラー室他  
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資料８－１－①－４ 

 
LL教室授業風景 

（出典：英語科資料） 

 

平成13年度から14年度にかけて，低学年棟の新営と高学年等および管理棟の改修が行われ，車椅子

用スロープ・トイレやエレベータの設置等のバリアフリー化が実施された。その他の建物等のバリア

フリー化に関しては，これまでに障害のある学生の入学がなかったため未整備の状況であるが，学内

の施設整備専門部会で整備計画の策定を行っている（資料８－１－①－５）。また，平成17年度には建

設環境工学科棟の耐震補強工事が実施された。 

 

 (a) 図書館，視聴覚室  

施設は学生ホール，ゼミ室，視聴覚室，音楽室等と併設しており，図書室は専有延床面積が647㎡で

ある。閲覧室には50席の座席，ビデオ閲覧コーナー（座席数２），雑誌閲覧コーナー（座席数10）と

蔵書検索用のコンピュータ１台，ネットワークを利用できる検索用コンピュータ３台，コピー機１台

を設置している。学生ホールは自学自習スペースとして開放されており，グループ学習などに利用さ

れている。3階の視聴覚室には座席数が100席あり，授業や研究発表，講演会の会場としても利用され

ている。近年の学術雑誌の電子ジャーナル化に伴い長岡技術科学大学の高専支援を受けた電子ジャー

ナルコンソーシアム（資料８－１－①－６）の利用が可能である。開館時間は，月曜日～金曜日は８

時30分～20時15分，土曜日は９時～16時である。 
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資料８－１－①－５ 

 

 

 

 

 

（出典：運営会議資料） 
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資料８－１－①－６ 

（出典：長岡技術科学大学ホームページ） 
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(b) 情報処理教育センター 

情報処理教育センターは，情報処理の教育及び研究に資するために設置され，COMPAQ社製のワーク

ステーション，パーソナルコンピュータでLANを構築しており，学内LAN設備として各種サーバ類，

ネットワーク管理機器が設置されている（資料８－１－①－７～８）。 

 

資料８－１－①－７ 

（出典：福島工業高等専門学校要覧） 
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資料８－１－①－８ 

情報処理教育センターの設備（建物） 

室  名 面  積 室  名 面  積 

情報基礎演習室 97ｍ２ 空調機器室 17ｍ２ 

画像処理演習室 39ｍ２ 

管理室 39ｍ２ 

情報処理教育センター 

建物全体 
313ｍ２ 

サーバ室 33ｍ２ 

IT研究室 25ｍ２ 

情報応用演習室 

（電気工学科棟） 
76ｍ２ 

授業準備室 21ｍ２   

 

情報処理教育センターの主な設備・システム 

設備・システム等 主な機器 

教育用電子計算機システム ・COMPAQ ProLiant ML370(5台) 

・バーテックスリンク WPC-6209E（教員授業用：2台、学生演習用：95台）

・ネットワークプリンタ(4台) 

校内LANシステム ・Extreme Networks Alpine 3808 (1台) 

・Extreme Networks Alpine 3804（2台） 

・Extreme Networks Alpine 3802（8台） 

・校内情報コンセント (250組) 

画像処理システム ・画像処理用サーバ (5台) 

・画像処理用クライアント (5台) 

演習室 

・情報基礎演習室  

・情報応用演習室 

・ユーザ認証用メインサーバ 1台 

(COMPAQ製 ProLiant ML370) 

・ユーザ認証用バックアップサーバ ２台 

 (COMPAQ製 ProLiant ML370) 

・ファイルサーバ１台[兼学生用メールサーバ] 

(COMPAQ製 ProLiant ML370) 

・計算サーバ １台[兼プリントサーバ] 

(COMPAQ製 ProLiant ML370) 

・クライアント 97台 

 (バーテックスリンク社製 WPC-6209E) 

主なソフトウェア ・Microsoft Office 2000 Professional 

・Microsoft Visual Studio 6.0 

・Typing Pro Ver. 1.0 （基礎演習室のみ） 

・AutoCAD LT97 （応用演習室のみ） 

・NORTON Anti Virus Education Suite 

ウィルス対策システム ・ TrendMicro社製 Virus Wall 

・McAfee社製 Asap 

（出典：情報処理教育センター資料）

 347



福島工業高等専門学校 基準 8 

 

演習用端末は，授業時間以外は学生に開放されており，また，公開講座においては一般市民へも開

放している。開放時間は，平日は８時 40 分～19 時（水曜日は 17 時 15 分まで），土曜日は９時～16

時となっている（資料８－１－①－９）。情報処理教育センター内の演習室以外に，電気工学科棟と

コミュニケーション情報学科棟に情報応用演習室があり，１基礎演習室と２情報応用演習室からなる

３演習室体制を採っている。 

 

資料８－１－①－９ 

（出典：情報処理教育センター資料） 

 

 (c) 地域環境テクノセンター  

地域環境テクノセンター（資料８－１－①－10）は，平成18年度に新しく開設された。従前の環境

科学教育研究センターと地域交流センターの両機能を合わせ，かつ効率よく新しい展開を図ることを

目標としている。これまでの研究・教育の成果や試験・分析・教育技術等を活用して，積極的に地域

の産業や文化の発展に貢献することを目的として設置された，産学官民連携推進のための支援機関で

ある。また，環境科学に関する知識，技術の教育・研究を行い，地域社会の産業発展と住民の生活環

境の向上に貢献している。運営は専門５学科と一般教科で構成される運営委員会によって行われ，４

つの部門（管理運営，リエゾン，技術支援，教育支援）に分かれて活動している。また，研究・開発

支援，試験・分析サービス，技術相談，講演会や研究会の実施，技術・教育シーズ集の公開，公開講

座・実習，出前授業等，多岐にわたって地域の企業や小・中学校に対する支援を行っている。 
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資料８－１－①－10 

 

（出典：福島工業高等専門学校要覧） 

 

(d) 体育施設  

校舎敷地内には，第一グラウンド（陸上競技用トラック，サッカーグラウンド，ラグビーグラウン

ド），第一体育館，第二体育館，武道館（柔道場，剣道場），卓球場，プール等を配置し，隣接の団

地内に第二グラウンド（野球場，テニスコート）を有し，体育の授業やクラブ活動等に活用されてい

る。また施設の一般開放も実施しており，教育に支障のない範囲で，地域住民の生涯教育施設として

の機能も果たしている。 
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 350

（分析結果とその根拠理由） 

校地は，市街地からも近く，緑に包まれた環境の中に位置している。校舎敷地内には，管理棟，講

義棟，専門学科棟，専攻科棟，附属施設が，また，学生の休息等のための福利厚生施設が配置されて

いる。運動施設としては，第一グラウンド，第二グラウンド，第一体育館，第二体育館，武道館，卓

球場，プール等があり，放課後のクラブ活動等にも大いに利用されている。運動施設は，これらの時

間外に一般市民にも開放されている。平成13年度から14年度にかけて，低学年棟の新営と高学年棟及

び管理棟の改修が行われ，これらの建物についてバリアフリー化も実施された。以上のように，教育

目的の実現と教育課程の実施のために施設・設備の整備がなされ，有効に活用されている。しかし，

現在の施設・設備のバリアフリー化はまだ一部にとどまっているため，今後全ての施設についてのサ

バリアフリー化を早急に検討・実施しなければならない。 

 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュ

リティ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

情報処理教育センターが，情報処理の教育及び研究のために設置されている。ワークステーション，

パーソナルコンピュータでLANが構築され，学内LAN設備として各種サーバ類，ネットワーク管理機

器やウイルス対策用のシステム等が設置されている（資料８−１－①－８，資料８－１－②－１）。イ

ンターネットへは専用回線で TOPIC(東北学術研究インターネットコミュニティ)へ接続し，全国の大

学，高専及び研究機関はもとより，全世界と24時間情報のやりとりを行っている。また，平成19年

３月には校内LANスイッチの更新や無線LANのアクセスポイントの設置等を実施し，ネットワーク環

境の整備にも努めている。さらに，情報セキュリティポリシーも整備され（資料８－１－②－２），

適切なセキュリティ管理の下に置かれている。 
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資料８－１－②－１ 
 

情報処理教育センターの主な設備・システム（ネットワーク関連） 

設備・システム等 主な機器 

校内LANシステム ・Extreme Networks Alpine 3808 (1台) 

・Extreme Networks Alpine 3804（2台） 

・Extreme Networks Alpine 3802（8台） 

・校内情報コンセント (250組) 

ウィルス対策システム ・TrendMicro社製 Virus Wall 

・McAfee社製 Asap 

（出典：情報処理教育センター資料） 

 

資料８－１－②－２ 
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 352



福島工業高等専門学校 基準 8 

 

 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

校内 LAN 設備の定期的な更新等，ネットワーク環境の整備に努めている。また，複数のウイルス対

策システムの設置とともに，情報セキュリティポリシィも整備されている。以上のことから，本校で

は教育用の情報ネットワークが十分なセキュリティ管理の下に適切に整備され，活用されている。 
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観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整

備され，有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

図書館は，学校の中で学習センターとしての役割を果たしており，教育及び研究に必要な情報資料

を中心に，授業に欠かせない参考図書，豊かな情操を養うための教養書や美術書などが，NDC（日本十

進分類法）により整理され，開架式書架に並べられており（資料８－２－①－１），その他の視聴覚

資料や新聞等も整備されている（資料８－２－①－２）。また，長岡技術科学大学からの高専支援に

よる電子ジャーナルコンソーシアム（資料８－１－①－６）の利用も可能になっている。 

 

資料８－２－①－１ 

（出典：福島工業高等専門学校要覧） 
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資料８－２－①－２ 

図書館視聴覚資料の所蔵状況 

ビデオ LD ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ CD-ROM DVD スライド 

772 52 213 132 16 16 

 

図書館購読新聞タイトル 

新 聞 名 新 聞 名 

日刊工業新聞 福島民報 

フジサンケイビジネスアイ 河北新報 

毎日新聞 スポーツ報知 

読売新聞 The Japan Times 

朝日新聞 Herald tribune 

日本経済新聞  

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：図書係資料） 

 

購入図書の選定は，専門学科及び一般教科教員の図書館運営委員が担当しており，教育・研究に必

要な図書をバランス良く選定し購入している。また，図書館内にリクエストボックスを設置したり，

学生によるブックハンティングキャンペーン（資料８－２－①－３）により，学生の意見やニーズを

反映させ，図書館の利用促進を図っており，数多くの利用がなされている（資料８－２－①－４）。 

 

資料８－２－①－４ 

図書館利用状況（平成16年度実績による） 
 

延べ利用者数 貸 出 総 数 文献複写取り寄せ件数 

    49,841名      8,767冊     144件 

 

 

資料　図書館利用者数と貸出冊数

年度
入館者数
（人）

夜間入館者数
（人）

貸出冊数
（冊）

夜間貸出冊
数（冊）

Ｈ１２ 54,038 4,622 6,865 1,598

Ｈ１３ 61,171 3,672 7,138 1,508

Ｈ１４ 55,870 2,750 8,322 1,791

Ｈ１５ 46,240 2,480 9,023 1,727

Ｈ１６ 49,841 2,454 8,737

 

 

（出典：図書係資料） 

1,984

夜間時間は１７：１５～２０：１５
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資料８－２－①－３ 

 

（出典：図書係資料） 

 
 

（分析結果とその根拠理由） 

教育・研究上必要な図書や雑誌等の資料については，学生のニーズも踏まえて購入し，系統的に整

備している。その結果，図書館の利用者数や図書の貸出数はともに多く，有効に活用されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点  

【優れた点】 

・情報処理教育センターは３演習室体制を採ることにより，多くの学生に情報機器を開放している。 

・図書館内へのリクエストボックスの設置や学生によるブックハンティングキャンペーン等により，

学生の意見やニーズを反映させ，図書館の利用促進を図る独自の取り組みを行っている。 

 

【改善を要する点】 

・校内の施設・設備の改修等による耐震補強や老朽化対策，また，すべての施設・設備のバリアフ

リー化を早急に検討・実施する必要がある。 

 

 

（３）評価８の自己評価の概要  

本校の教育課程の実施に必要な教室，実験室，演習室，自習室，図書館，情報施設，自習・休憩施

設及び食堂等が十分整備され，有効に活用されている。平成18年3月に専攻科棟が竣工・完成したこと

で，さらに施設・設備が充実したが，実習工場や各学科の基盤的施設，体育施設，図書館，寮の施設・

設備等については一部老朽化が進み且つバリアフリー化未対応の箇所があり，早急な改修・整備が必

要である。 


