
活動報告 
 

道総研工業試験場成果発表会 

日時 令和元年 5 月 30 日（木） 場所 ホテル札幌ガーデンパレス（札幌市） 

主催 (独)北海道立総合研究機構工業試験場 作成者 近藤 司 
令和元年 5 月 30 日（木），ホテル札幌ガーデンパレスにて，道総研工業試験場主催の成果発表会が行われた。その

連携推進コーナーで北海道内４高専の技術紹介の一つとして，試作品及びポスター展示を行った。発表内容は，「破壊

検知センサの開発－せん断変形への対応－」に関して行い，来場者からは，寒冷地である北海道独自の視点から動作

原理や精度に関する質問や適用分野，応用分野に対する拡張へのアドバイスを頂いた。 
 

 
 

北海道庁ポスター展示 

日時 令和元年 8 月 5 日(月)・6 日(火) 場所 北海道庁（札幌市） 

主催 道内４高専と北海道との包括連携協定 作成者 山田 誠 
８月５日（月）・６日（火）の２日間にわたり，札幌市の北海道庁１階「道民ホール」にて，道内４高専と北海道と

の包括連携協定に基づく事業として，道内４高専の取組を紹介する展示会を開催いたしました。 
会場では，昨年開催された高専ロボコン北海道地区大会の様子や道内４高専の学校紹介等のポスター展示を行いまし

た。本校からは，学校紹介ポスター1 枚と，次のテーマの研究・地域連絡関係のポスター3 枚を展示いたしました。 
1) 津軽海峡の海洋再生可能エネルギーの地産地消に向けた研究（宮武准教授） 
2) 冷凍保存したニラの鮮度評価について（清野晃准教授） 
3) 破壊検知センサの開発（近藤教授） 

 
２日間で延べ２００人程度の来場で，活気に乏しかったため，次年度に向けて開催内容・場所の検討をすることと

なりました。 
 

  

 



 
ビジネス EXPO 

日時 令和元年 11 月 7 日(木)・8 日(金) 場所 アクセスサッポロ(札幌市) 

主催 北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 作成者 平沢 秀之 
｢北海道 技術・ビジネス交流会｣(ビジネスEXPO)は道内外の製造業，IT関連等の企業や団体間のビジネス交流を促進

する北海道最大級のイベントで，今年で第33回目となる。今年のテーマは｢新時代に挑む Business×Innovation×

Success｣とし，330の企業・団体が出展した。来場者数は2日間で2万人規模である。会場内の学術・試験研究機関展示

ゾーンの中に高専のブースが設けられ，苫小牧高専，釧路高専，函館高専がポスター展示を行った。苫小牧高専は｢赤

紫系果実を用いたワインビネガー醸造条件の検討｣と題する生物･食品分野の研究が紹介された。釧路高専からは｢地

域防災力の向上を目指した地域版防災教育サイトの開発｣と題する防災分野の研究が展示された。本校からは防災分

野の中でも災害復旧に関するものとして｢急速施工が可能な折り畳み式緊急仮設橋｣，｢災害復旧用木製ワーレントラ

ス橋｣の2件の研究が発表され，多くの参加者が興味深く見学し情報交換も活発に行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     会場入り口            高専の展示ブース            ポスター展示 

 
 

HAKODATE アカデミックリンク 2019 

日時 令和元年 11 月 9 日（土） 場所 北海道教育大学函館校 

主催 キャンパスコンソーシアム函館 作成者 剱地 利昭 
令和元年 11 月 9 日（土），キャンパスコンソーシアム函館主催による「HAKODATE アカデミックリンク 2019」

が北海道教育大学函館校体育館にて開催された．この事業は加盟機関による合同研究発表会で，函館市内の高等教

育機関などから全 73 チームの参加があった．本校からは以下の７チームが参加した． 
チーム名       『発表タイトル』 

AgriTech NITHC  『農業系ビッグデータ取得システムおよびアプリケーション開発』 
ProjectWinter  『Poprop』 

チーム MINA 海  『真昆布を原料にした海苔作り！』 
GIS 研究室  『津波災害時における降積雪を考慮した避難時間の変化に関する研究』 

CAFÉ YAMADA  『ディジタイジングによる生体形状の 3 次元プリンティング』 
チーム「伝統工芸を新たなステージへ」 『工学技術による沈金による表現の新提案』 

流体工学研究室  『マグナス効果を知る！』 
 
審査の結果，『チーム MINA 海』が優秀賞，『GIS 研究室』が特別賞をそれぞれ受賞した． 

 
 



 
第 8 回 4 高専・道総研工業試験場・北海道科学大学の研究交流会 

日時 令和元年 11 月 20 日(水)・21 日(木) 場所 道総研プラザ，道総研工業試験場（札幌市） 

主催 函館工業高等専門学校 作成者 寺門 修 

11 月 20 日（水）・21 日（木）の 2 日間，道総研プラザおよび道総研工業試験場を会場として，「第 8 回 4 高
専・道総研工業試験場・北海道科学大学の研究交流会」が開催された。このイベントは，道内４高専の地域共同

テクノセンター等が企画する産学官連携戦略展開事業の一環として行われているものである。第一日目は，若手

研究者を主体に 1 件 15 分の研究発表が 12 件実施され，その後，隣接する北海道大学構内において情報交換会

が行われた。第二日目は，道総研工業試験場のロボラボ，精密加工試験室，精密測定室，および本年度同試験場

に新設された寒冷地ものづくりラボ（MONOLABO）の施設見学が実施された。同施設は道内初の国内新規格

対応の電波暗室やシールドルーム，および JIS 規格対応の防水試験室も有している。 
本校からは第一日目の研究発表会に，「広域波長増感バイオマス色素の設計と色素増感太陽電池の高性能化」

と「ポリマーの表面改質による海洋性生物の付着制御」について研究発表を行った。当日はおよそ 40 名の参加

者があり，研究発表の後では活発な質疑応答がされた。 

 

       

 
 

企業視察 

日時 10/24～25 場所 上川町・妹背牛町 

主催 クリエイティブネットワーク 作成者 小玉 齊明 
 
本企業視察は，高い技術力を持つ企業や産学官連携の優れた取り組みを行っている地域を訪問し，高専卒業生の

人材活用や共同研究連携の可能性を探るとともに，道南地域の活性化に繋げることを目的としている。今年度は，

本校から小林教員，浜教員，剱地教員，小玉の 4 名が参加し，以下の 2 社を訪問した。また，今回の視察を踏まえ

た今後の連携活動についての意見交換も行った。 
 
・「上川大雪酒造株式会社」 
町おこしを一番の目的に 2015 年に設立された新しい酒造会社である。小規模経営

ならではの徹底した品質管理を行いながら，地域名を前面に出したブランド作りに

成功している会社である。屋外から見学のできる酒蔵や，それに併設された店舗と，

層雲峡を訪れる観光客が町に立ち寄るきっかけを作り，さらには町内数か所の店舗

でしか手に入らない商品を揃えるなど，「町を活性化させる」という強い信念と情熱

を持って経営されていることがひしひしと伝わってきた。 
 
・「佐藤鋳工株式会社」 
妹背牛町にある北海道で初めてかつ唯一の自動車用量産鋳鉄部品メーカーであ

る。社内発表会を年 3 回実施するなど人材育成に力を注いでいる。また戦略的基盤

技術高度化支援事業等にも採択されており，製品に厳しい精度が求められる中，新し

い技術を積極的に開発・採用することで，国内の自動車メーカーの信頼を勝ち取り，

着実に生産量を伸ばしている。工場に並ぶ最先端の設備と，整然とした作業の様子か

ら，時代の流れを読みながら積極的な事業展開を行うことの大切さを感じることが

できた。 
 

 
 
 

上川大雪酒造の見学 



 
 

第 3 回 Tech. Net はこだてミーティング 

日時 令和 2 年 2 月 19 日(水) 14:30～16:30 場所 函館高専 第 1 講義室 

主催 函館高専 作成者 山田 誠 
2 月 19 日（水）函館高専第 1 講義室にて，「第 3 回 Tech. Net はこだてミーティング」が開催されました。 
本ミーティングは企業様のご協力のもと，本校の学生，教職員へ函館市内の企業様の活動や技術的特徴を知っ

てもらい，相互の関係を築き，函館の発展につなげられることを目的としたミーティングです。参加企業様 5 社

（㈱グローバル・コミュニケーションズ，(株)マイスター，㈲ＣＡＭセンター，㈱菅原組，函館酸素㈱）による

協力のもと開催され，専攻科生，教職員，函館市が参加して行われました。第一部では，各企業様から活動内容，

今後の展開に関して，全体説明（各社 10 分程度）が行われ，第二部では，それぞれのブースに分かれ，ポスタ

ー展示等で個別の質問・説明等の話し合いがなされました。この会の参加された教職員・学生は，道南企業の魅

力を改めて理解している様子で，これまで知らなかった地元企業についての詳しい情報を得ることができ，有意

義な会となりました。 
 

  
第一部の様子                   第二部の様子 

 
 

企業説明会(COC+) 

日時 2019 年 11 月 9 日（土）10:00～18:30 場所 札幌テレビ塔 2 階 

主催 北海道銀行 作成者 古俣 和直 

「COC＋HOKKAIDO」は産学官金が連携して，オール北海道体制で教育改革や雇用創出・若者定着に取り組

んでいるプロジェクトです。 
「COC＋企業説明会」が，2019 年 11 月 9 日(土)10：00～18：30，さっぽろテレビ塔２階で開催されました。

北海道銀行主催で行われたイベントで，道内ものづくり系大学や高専と道内企業との「出会いの場」の提供とし

て開催され，今年度は室蘭工業大学・千歳科学技術大学・北海道科学大学の３大学と，旭川工業高等専門学校・

釧路工業高等専門学校・苫小牧工業高等専門学校・函館工業高等専門学校の４高専と，道内企業３０社が参加し

ました。 
会場では，大学・高専の教職員に向けて企業概要や求める人材等について説明があり，また，企業向けに大学・

高専の就職活動状況等について説明が行われました。 
本校からは，４学年担任とキャリアセンター室員の合計５名が参加しました。企業説明会は３つの会場に分か

れて実施され，発表企業の募集対象となる学科（コース）の学級担任が各々聴講する形で行われました。 
道内には技術系新卒者の入社を望まれている多くの企業があり，マッチングの機会として「COC＋企業説明会」

は意義深いイベントでした。 


