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１ 目的 

   学生が実践的な職業教育を受けることができるように、学校運営の改善

をめざすため自己評価及および学校関係者評価を実施する。 

   社会のニーズを導入した目標を設定し、その達成の適切さを評価する。

評価結果に基づき学校として改善を図る。 

 

２ 学校関係者評価 

   学生が就職する企業・財務・卒業生・高校・地域団体等より学校関係者を

選定し、平成２９年度の学校業務について、学校が自ら行った自己評価の

結果について外部評価を行い、また教育活動において教育課程編成委員会

の委員会報告に基づき評価を行い、改善に向け専門的な助言を行う。なお、

評価は次の項目による。 

・ 自己評価の内容が適切かどうか 

・ 自己評価の結果を踏まえた今後の改善方策が適切かどうか 

・ 学校の重点目標や具体的方策等が適切かどうか 

・ 学校運営の改善に向けた実際の取り組みが適切かどうか 

・ 教育課程編成委員会の委員会報告が適切かどうか 

 

３ 学校関係者評価委員会 

（１）委員 

木本 達  九州コンサルタント株式会社 取締役会長（留任） 

    大塚 憲一 株式会社大高開発 代表取締役（留任） 

      外園 令明 外園税理士事務所 所長（留任） 

    山本 旗年 本校同窓会 会長（留任） 

    城野 裕美 学校法人嶋田学園飯塚高等学校 校長（留任） 

       川﨑 信三 福岡市設計測量業協会 前副会長（留任） 

（２）任期 

 委員任期を平成３０年４月 1 日から平成３１年３月３１日とする。 

 

４ 実施 

   平成３０年度学校関係者委員会が開催された。 
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平成３０年度学校関係者評価委員会議事録 

 

開催日時 平成３０年８月２０日（月）１５時から１６時３０分まで  

 

会  場  学校法人嶋田学園福岡国土建設専門学校  

 

出 席 者 嶋田 吉勝 学校法人嶋田学園 理事長 

      木本 達  九州コンサルタント株式会社 取締役会長 

     大塚 憲一 株式会社大高開発 代表取締役 

     外園 令明 外園税理士事務所 所長 

     山本 旗年 学校法人嶋田学園福岡国土建設専門学校同窓会長  

     城野 裕美 学校法人嶋田学園飯塚高等学校 校長 

     川﨑 信三 福岡市設計測量業協会  前副会長 

 

説明担当 三角 雅則 校 長 

記録担当 水上 美紀 事務長  

 

会 次 第 

１ 理事長挨拶 

   第１００回全国高校野球選手権大会決勝に進んだ東北Ｋ農業高校キ

ャッチャーは環境土木科に所属し、「測量」が得意で好きということで

ある。平成３４年度から高校で４０年ぶりに必修となる科目「地理総

合」の主な単元は「測量」である。今後、さらに「測量」に係る高等学

校等の理解が進むと思われる。  

   ドローンを取り入れた実習等教育内容の充実、トイレ・教室内窓等

教育環境の整備を進めている。教育訓練給付金に続き、高等教育授業

料の無償化の制度も来年の募集に関わってくる。本委員会での指導・

助言を生かし、本校のさらなる発展につないでいく。  

 

２ 校長挨拶    

   本日日本語学科夏休み明けの始業式、明日工業専門課程第２学期始

業式、明後日から１１月８日 (木)まで工業専門課程は那珂川等にてス

ペシャリストとなるべく実習を行う。  

   本委員会での指導・助言をもとに職業実践専門課程の充実、学校活

性化、業界・地域との信頼関係構築等に結びつけていく。  

                                 

 

 



4 

 

３ 委員長選出 

   本校同窓会長 山本旗年 氏を委員長に選出する。議事にそって委員  

長が議事進行した。  

 

４ 議題 

    「平成２９年度自己評価及び学校関係者評価について」  

 

５ 経過報告 

（１）平成２９年度学校関係者評価委員会経過報告  

    本校多目的ホールにて平成２９年８月１８日（金）に開催した。     

自己評価結果に対するご意見等により、学校関係者評価としてまと

めた。 

①  自己評価の内容、②自己評価の結果を踏まえた今後の改善策、 

③学校の重点目標や具体的方策については、ほぼ適切であると評  

価いただいた。④学校運営の改善に向けた実際の取組み、⑤教育課  

編成委員会の委員会報告については適切であると評価いただいた。 

平成３０年２月１日ホームページ上に自己評価書として公開した。 

 

（２）平成３０年度第１回教育課程編成委員会報告  

    本校多目的ホールで５月１５日火曜日に外部委員３名、内部委員

４名をもって開催した。経過報告、各学科の現状について説明し、外

部委員による質疑応答、業界の報告と質疑応答がなされた。  

 

６ 平成２９年度学校の現状と自己評価結果報告  

（１）平成２９年度福岡国土建設専門学校現況報告  

  ア 測量系学科入学者の増加             

      日本人・留学生ともに増加し、定員を満たすことができた。  

    イ 留学生指導、留学生の授業料納入円滑化  

      １２２日間の交通指導などを実施、地域の信頼を得る。授業料

完納。 

    ウ 施設・設備の整備 

      外側階段・下足ロッカー等整備に続き、現在、トイレ・４階内

窓を中心に教育環境の整備を進めている。  

    エ 学修成果の向上 

      就職率１００％を維持、公務員１６名最終合格、土木施工管理

技術検定１４名全員合格等学修成果は向上した。  
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（２）自己評価結果報告  

    平成３０年６月１１日から６月１５日まで専任教員１３名に４段

階で評価。 

    評価点 適切・・・・・４  ほぼ適切・・・３ 

        やや適切・・・２  不適切・・・・１  

評価結果は 

  ア 教育理念・目標・人材育成像  

     評価４の項目が４つあり、学校の理念・目的等の周知及び職業

教育の特色の明確化について評価された。  

  イ 学校経営 

     評価４の評価者が４割、目的に沿った運営方針や運営方針に沿

った事業計画の策定、さらには教育活動等に関する情報公開の適

切さが評価された。  

  ウ 教育活動 

     評価４の評価者が半数、教育理念に沿った教育課程が体系的に

適時策定されていること、実践的な職業教育・資格取得に関する

指導体制が評価された。今後は通常の教育活動と合わせて授業評

価の評価体制を明確にしていく必要がある。  

  エ 学修成果 

     就職率、資格取得率の向上、退学率の低減については評価者の

ほぼ半数が４の評価であった。  

  オ 学生支援 

     評価３点以上の評価者がほぼ半数、進路・就職、学生相談及び学

生に対する経済的な支援体制は良い評価を得た。  

  カ 教育環境学生支援 

     ８割の評価者が３以上、施設・設備、インターンシップ等教育体

制の整備が評価された。  

  キ 学生の受入・募集 

     ３以上の評価が半数以上であった。  

  ク 財務 

     財務基盤の安定をはじめ、ほぼ半数が４の評価であった。  

  ケ 法令等の遵守 

     法令・専修学校設置基準の遵守と適正な運営、個人情報保護、自

己評価結果の公開等どの項目についても半数が４の評価であっ

た。 

  コ 社会貢献・地域貢献  

     平均は３となったが厳しい評価であった。  
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  サ 国際交流 

     評価４が半数であり、留学生の受入・指導体制について評価を

得た。 

 

７ 自己評価結果に対する意見  

（１）教育活動での実践的な職業教育として、インターンシップの充実に

向け、どのように対応しているか。  

   インターンシップは、都市環境設計科施工技術者コース選択者へ夏

休み７月下旬から８月上旬に課している。今年度は１０名の選択者が

おり、７つの企業に依頼し、企業ごとに学生、企業・本校担当者と綿密

に打合せを行い、実際の業界の現状を学ぶことで企業理解が進み、学

生の社会性等の強化に努めることができた。  

 

（２）学修成果、学生支援に係る就職率、資格取得率の向上、退学率の低減

は具体的にどうであったか。  

就職率は、平成２９年度は１００％であった。国際環境科の留学生 

についても就職内定した１２名については全員就労ビザを取得するこ

とができた。 

     資格取得率についても土木施工管理技術検定に１００％合格した。工  

業専門課程の留学生も多数日本語能力検定試験に合格した。就職後に必

要なコミュニケーション力や協調性なども留学生を含め、３ヶ月間の実

習等でよく身につけることができたと考える。  

     退学については、他の大学等に進学するためやむを得なく退学する学 

生が若干名いる程度で有り、退学率は低減している。  

     座学・実習の内容・専門性のレベルは高く維持できていると考える。   

また、社会では、コミュニケーションの始まりは挨拶と言われている。  

清々しい挨拶が日頃からできるように学生へ指導・助言を行いたい。  

 

（３）留学生の就職、現場での問題はないか。  

国家資格「測量士補」が試験免除で取得できる測量技術情報科の   

入学試験では、数学を課すなど厳しく選抜している。授業も日本人と

ともに行っており、支障なく進んでいる。  

       就職試験前に仕事内容等を説明していただくなど企業へお願いし

ている。企業において会話やコミュニケーション等問題はないと回答

いただいている。本校卒業の留学生が頑張っているので求人も増えて

いる。 
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（４）教育環境・学生支援の観点から、インターネットやＷＩＦＩ環境につ

いてはどうとらえているのか。  

     教育環境の整備はこの本委員会の会場（多目的ホール）、教室内窓の

改装、下足ロッカー、トイレ等進んでいる。今後はインターネット等が

行えるＷＩＦＩ環境の場所を選定、充実させるなど検討し、学生の希望

に応えていきたい。  

 

（５）測量業界の担い手として、発注者の官公庁・請負の企業ともに人材の

育成が必要である。ドローンの操縦・撮影・解析、レーザーによる３次

元の解析等最新の技術も求められる。学校としてどう応えていくのか。  

ドローンについては、新機種を３台購入し、実習の一単元として位

置づけ、「ドローン実習」として実施する。また、平成３１年度からは

科目「ドローン技術（仮称）」として座学も行うように計画している。

企業・事業所とともに官公庁からも求人依頼がある。広報活動として

県内外の高等学校訪問や体験入学等を行い、若い人材・担い手の育成

に向け、受入・募集に努める。  

      また、高等学校でスタートする「地理総合」に対し、教員対象の講

座を開くなど検討し、「測量」に係る理解が深まるように努めたい。  

 

８ 学校関係者評価のまとめ  

（１）自己評価の内容が適切かどうか  

    平成２９年度の業務等について自己評価報告を受け、内容を確認

した。社会貢献・地域貢献の項目で厳しい評価もあったが、１１の項

目・評価項目のすべてにおいて、４：適切、３：ほぼ適切との評価で

あり、自己評価の内容はほぼ適切である。  

 

（２）自己評価の結果を踏まえた今後の改善方策が適切かどうか。  

  ア 教育活動－授業評価の実施・評価体制はあるか  

      改善方策：授業評価の様式等を統一し、工業専門課程・日本語

学科において全体的に実施し、結果を学生とのより良いコミュニ  

    ケーションや教科指導等に生かす。  

  イ 学修成果－卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握してい  

るか 

         改善方策：卒業生の動向について理解するために、同窓会と連携 

する、企業訪問等の機会を増やすなど把握に努める。  

  ウ 学生支援－学生の生活環境への支援は行われているか  

      改善方策：キャリア教育部・学務部を中心に留学生を含む学生

指導を定期的に実施し、生活環境の支援とする。 
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  エ 社会貢献・地域貢献－学生のボランティア活動を奨励、支援して

いるか 

      改善方策：地域との交流とともにボランティア情報の公開等支  

援強化を図りボランティア活動を奨励し、推進する。  

    以上４点の改善方策はほぼ適切であり、今後の教育活動を行う過  

程でさらなる改善につないでほしい。  

 

（３）学校の重点目標や具体的方策等が適切かどうか  

    平成２９年度の学校の重点目標と具体的方策は、施設・設備が充

実し、学修の向上も成果としてよく表れておりほぼ適切である。  

 

（４）学校運営の改善に向けた実際の取組みが適切かどうか  

    入学者、在籍者ともに増加し、工業専門課程の定員１９０名を満

たすなどほぼ適切である。今後、学生募集を強化するなど入学者・在

籍者数が安定するように努めてほしい。  

 

（５）教育課程編成委員会の委員会報告が適切かどうか。  

    教育課程編成委員会報告で、外部委員の改善指摘等に対して教育

課程の改善が行われるなど適切である。「国際環境デザイン科」から

留学生対象の「国際情報ビジネス科」への学科改変等に今後期待す

る。 

 

９ 自己評価および学校関係者評価の公表  

   平成３１年２月１日を目処にホームページ上に公開する。  

 

10 閉会 

   山本旗年委員長が閉会の挨拶を行い、次回平成３１年８月頃の開催

の予定を告げて平成３０年度学校関係者評価委員会を閉会した。  
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平成３０年度第１回教育課程編成委員会議事録 

 

開催日時  平成３０年 ５月１５日 火曜日 １５時から１６時３０分まで 

 

会  場  学校法人嶋田学園福岡国土建設専門学校 多目的ホール 

 

出 席 者 理 事 上床 隆彦 学校法人嶋田学園評議員・前校長 

     委員長 三角 雅則 校長  

          (外部) 

         委 員 山本 棱一 一般社団法人福岡県測量設計コンサルタンツ協会 

（留任）   副会長 

                株式会社アジア建設コンサルタント 

 代表取締役会長 

                  興梠 博文 一般社団法人福岡県測量設計コンサルタンツ協会 

          （留任）  理事 

九州測量設計株式会社 代表取締役 

米倉 隆盛 一般社団法人福岡市設計測量業協会副会長 

         （留任）  第一総合技術株式会社 代表取締役 

           (内部) 

           委 員 川畑 英樹 工業専門課程部長  

測量技術・測量技術情報科主任           

                   吉住 和翁 学務部長 

               都市環境設計科主任   

                   小野  仁 国際環境・国際環境デザイン科主任 

会 次 第 

１ 理事長挨拶 

 理事長に代わり、学校法人嶋田学園理事・評議員 上床隆彦前校長にご挨拶いた

だく。 

 教育課程編成委員会は５年目を迎える。この間、本委員会は、大変有益で、参考

となる事柄が多く、職業実践専門課程として、カリキュラムを定め、企業等との密

接な連携も進み、３ヶ月間の実習・インターンシップ等で学生が最新の実務に係る

知識・技術を身につけることができるようになった。また教職員についてもＵＡＶ

（ドローン）等最新の知識・技術を研修するきっかけとなった。 

 さらには、学生募集についても昨年度はほぼ定員を確保することができ、経営状

況は良好で、理事長のご高配により教室・図書室・昇降口等の施設の充実・改善が

なされている。 

 本日は、外部・内部の委員の皆様に忌憚のないご意見をいただき、今後の職業実

践専門課程としてのさらなる活性化につないでいくことを望んでいる。 
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２ 開会挨拶  

 日頃からのインターンシップ等本校教育活動へのご理解・ご協力に感謝いたしま

す。本校は測量に関する専門の養成施設として４６年目を迎え、試験免除で国家資

格測量士・測量士補が取得できています。５０周年に向け、１日１日歩み続けて参

ります。引き続きご支援・ご助言をよろしくお願いいたします。 

 

３ 経過報告 

 職業実践専門課程として文部科学大臣により認定を受け、教育課程編成委員会を

設置し、５月・１２月の年２回開催し、工業専門課程各学科、業界の現状について

質疑応答を行い、学生が最新の知識・技術が身につくようにカリキュラムや実際の

授業に生かしています。また、学校関係者評価委員会での学校評価等を含め、ホー

ムページにて情報を提供しています。 

 昨年度の経過の一つとしてＵＡＶ（ドローン）を挙げることができ、職員研修を

行い、体験入学時に、多目的ホールにて操縦・写真撮影などを実施しました。 

 

４ 各学科の現状 

 「職業実践専門課程」（文部科学大臣認定制度）の認定校及び学科数（平成２９年

度）は、全専門学校数(２８２２校)のうち９５４校【３３．８％】《平成２８年度

は２８１７校のうち９０２校【３２．０％】》、７４１７学科のうち２８８５学科

【３８．９％】《平成２８年度は７００５学科のうち２７７３学科【３９．

５％】》と年々増加傾向となっている。このことは、入学希望者を輩出する高等学

校・大学及び専門学校を卒業した者の受け皿である企業のニーズの高まりからだと

考えられる。本校において認定要件を満たすことは当然のことであるが、企業等と

の連携をよりいっそう深め、教育内容の充実発展を図り、学生及び企業が希望する

人材を育むように努力していく。 

（１）測量技術科 

    ア 平成２９年度 

    ・入学３０名 復学１名 卒業３１名 

        ・就職３１名（就職２１名 復職１０名） 

        ・国家試験免除で取得 測量士１名 測量士補２５名  

         測量士補取得済者５名 

  イ 平成３０年度 

    ・入学３０名 

            高卒９名 大卒１名（内高卒２名企業育成） 

            復職及び入学時内定者名 

            年齢層１８～５０歳 

            教育訓練給付金受給が増加傾向 
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（２）測量技術情報科【職業実践専門課程認定学科】 

    ア 平成２９年度 

        ・１年生 

            入学２４名 内留学生１５名（ネパール１２名・ベトナム３名） 

            進級２３名 退学１名（他分野へ進学） 

        ・２年生 

            進級１９名 復学１名 内留学生１７名（ネパール１６名・ベトナム１

名） 

            卒業２０名 就職１８名・進学２名（２名ともに留学生） 

            国家試験免除で取得 測量士補２０名 

    イ 平成３０年度 

        ・１年生 

            入学２３名 内留学生１３名（ネパール７名・ベトナム４名・スリラン

カ１名・中国１名） 

    ・２年生 

            進級２３名 内留学生１４名（ネパール１２名・ベトナム２名） 

    ウ 企業連携（前年度同様継続実施、３名の先生方と連携） 

        ・「応用測量」：有限会社国土調査事務所 代表取締役 村田 嘉文 氏 

        ・「ＣＡＤ演習」：メディア工房 代表 佐竹 一生 氏 

        ・「ＩＴ演習」：住環境デザイン研究所 代表 川副 嘉久 氏 

 

（３）都市環境設計科【職業実践専門課程認定学科】 

  ア 就職状況 

         平成２９年度卒業生１４名 

          施行技術者コース２名就職 

          技術系公務員コース１２名就職 

           内公務員試験へ国家一般・福岡県・福岡市・北九州市等延べ１６名

最終合格 

    イ 資格試験 

         国家試験免除で取得 測量士補１４名 

         平成２９年度土木施工管理技術検定 合格率１００％（全国平均５

８％） 

    ウ 在籍者 

          １年生１３名 

          ２年生２１名：施工技術者コース１０名・技術系公務員コース１１名 

    エ 企業連携（前年度同様継続実施） 

        ・「応用測量」：有限会社国土調査事務所 代表取締役 村田 嘉文 氏 

        ・「ＣＡＤ演習」：メディア工房 代表 佐竹 一生 氏 
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        ・「土質工学」：住環境デザイン研究所 代表 川副 嘉久 氏 

         

（４）国際環境科２年生・国際環境デザイン科１年生 

    ア 進路状況 

        ・卒業生３６名：就職１２名（１２名全員就労ビザ取得） 

                        進学２２名 

                        家族ビザ申請１名 

                        帰国１名 

    イ 資格取得 

        ・３級造園技能士 平成２９年度３４名受験：実技試験１９名合格 

                                                   学科試験 ５名合格 

    ウ ２年生 

        ・在籍３１名：ネパール１５名・ベトナム１４名・モンゴル１名・スリラ

ンカ１名 

        ・３級造園技能士資格取得に向けて 

            学校敷地東側で、４月から８月上旬にかけ週一回のペースで実習。 

            実技試験全員合格、学科試験１０名合格をめざす。 

    エ １年生 

        ・在籍３１名：ネパール７名・ベトナム２２名・スリランカ１名・中国１        

    名 

        ・資格取得 

            日本文化の授業で日本語の能力向上を図り、日本語能力検定試験を全員

受験。 

            日本での円滑な生活のため週に３回午後科目「キャリアデザイン」を実

施。 

    オ 学科・カリキュラム変更 

          平成３０年度学科名を「国際環境科」から「国際環境デザイン科」へ変

更。 

          環境・建設の科目に加え、コンピュータ（情報）関連科目を付加。 

     なお、平成３１年度学科名を「国際情報ビジネス科」に変更。 

 

５ 外部委員による質疑応答 

（１）インターンシップについて 

    職業実践専門課程として、企業等との連携や最新の実務に関する知識・技

術を身につけるためにインターンシップの実施が求められる。 

    本校では、平成２７年度から科目「インターンシップ」を導入し、都市環

境設計科施工技術者コース選択者全員に課している。平成２７年度４名・平

成２８年度４名・平成２９年度２名が７月下旬から８月上旬に臨み、インタ



13 

 

ーンシップの経験を生かして建設・測量業界へ就職している。本年度は施工

技術者コースの学生が多く、１０名が選択している。７・８月でそろう求人

から受験先を決定することも含め、７月下旬からインターンシップに臨むこ

ととしている。 

 

（２）ドローン（ＵＡＶ）について 

    喫緊の課題ではないが、ドローン（ＵＡＶ）の操縦・撮影技術の習得、そ

してソフトウエアによる解析ができ、３次元データとして構築できることが

求められる。 

         平成２９年７月の九州北部豪雨での被災現場では被害状況をより具体的に

する調査が行われ、ドローンを用いた撮影も実施された。 

         昨年度は最先端の知識・技術を得るために洞海特殊開発株式会社代表取締

役 三宅孝昌氏よる「ＵＡＶ（ドローン）」職員研修を行いました。その

後、最新のドローンを購入し、測量技術科の実習として大野城市にてドロー

ンの操縦・撮影を行うことができました。 

    本年度職員研修としてドローンの講習会等へ３名臨むことができました。

今後はドローン（ＵＡＶ）に係る免許取得や３次元ソフトウェアによる解析

等最新の技術習得に努めます。 

 

６ 業界の現状と質疑応答 

（１）技術者の育成について 

        業界の現状としては、技術者の高齢化等による技術者不足が顕著である。

九州の業界での調査では、平均年齢約４７歳、３０才未満は６～７％という

結果であった。定年を６５歳に延長するなど人材確保に努めている。若い人

に業界の魅力を知っていただくために（一社）全国測量設計業協会連合会九

州地区協議会でパンフレットを作成した。 

         技術者の育成が望まれている。まずは本校の学生へ作成されたパンフレッ

トを活用して測量設計の魅力について説くことができた。高等学校などの訪

問において昨年度同様広報推進協議会（測量分野）が「測量の日」実行委員

会の協力を得て作成他リーフレットを持参する予定である。 

         また、本校の入学案内において高校生が業界人へインタビューするコーナ

ーを設けている。各高校・企業へ次年度入学生に向け、持参したい。 

 

 ７ 次回委員会開催連絡 

        本年１２月に第２回教育課程編成委員会を開催予定。 

 

 ８ 閉会 
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                平成３０年度第２回教育課程編成委員会議事録 

                                             

開催日時  平成３０年１２月１９日水曜日 １５時から１７時まで 

                   

会  場  学校法人嶋田学園福岡国土建設専門学校 多目的ホール 

 

出 席 者 理  事 上床 隆彦 学校法人嶋田学園評議員・前校長 

     委 員 長 三角 雅則 校長 

          外部委員 山本 棱一 一般社団法人福岡県測量設計コンサルタン

ツ協会前副会長 

                株式会社アジア建設コンサルタント 

前代表取締役会長 

                  興梠 博文 一般社団法人福岡県測量設計コンサルタン 

ツ協会理事 

                九州測量設計株式会社代表取締役 

              米倉 隆盛 福岡市設計測量業協会前副会長 

                建設コンサルタント第一総合技術株式会社 

取締役会長 

          内部委員 川畑 英樹 工業専門課程・キャリア教育部長  

                測量技術・測量技術情報科主任           

                   吉住 和翁 学務部長 

                都市環境設計科主任   

                   小野  仁 国際環境・国際環境デザイン科主任 

       記  録 水上 美紀 事務長                            

 

会次第 

１ 理事長挨拶 

 理事長に代わり、学校法人嶋田学園理事・評議員 上床隆彦前校長にご挨拶

いただく。 

 教育課程編成委員会は５年目を迎える。本委員会のおかげを以て、本校は順

調によい状態で着実に前進している。 

 教育面においてはドローンに係る実習での教員を確保し、ドローンについて

先駆的な役割を担い、次年度の正式科目として位置づけることができた。また、

福岡市立三筑小学校での「測量の日」を記念した出前授業も１０年経過し、本校

日本語学科との国際交流へと発展している。 

 施設面ではトイレ・４階教室の内窓等整備が進み、学びやすい環境が構築さ

れている。 さらには、職業実践専門課程の成果の一つとして留学生２名が奨

学金をいただくこととなった。日本測量協会の『ソクジョの会』と同様に女子学
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生のサポートも十分できている。本委員会でのご意見等を整理しさらなるステ

ップアップを図りたい。 

 

２ 開会挨拶 委員長 

 本委員会外部委員の方々のインターンシップ、出前授業等へのご支援などに

感謝いたします。平成３１年度は福岡県の委託訓練（長期高度人材育成コース）

として本校測量技術科が採択予定候補となりました。このことも本委員会を経

た職業実践専門課程の賜であると考えます。 

 本年度最後となる本委員会の貴重なご意見を今後の学校経営、教育活動に生

かし、職業実践専門課程の維持・発展を図り、人材育成に努めてまいります。 

 

３ 経過報告 委員長 

（１）平成３０年度第１回教育課程編成委員会概要報告 

    ア 国土地理院への報告 

       平成２９年度報告・平成３０年度計画 

    イ 各学科の企業連携の現状・資格試験 

          連携科目、就職（企業・公務員）状況、資格試験（土木施工管理技術

検定、３級造園技能士） 等 

    ウ 外部委員による質疑応答 

       インターンシップの実際、ドローン（ＵＡＶ）実習 等 

    エ 業界の現状と質疑応答 

       後継者の育成に向けた取組 等 

（２）平成３０年度学校関係者評価委員会概要報告 

       本校同窓会会長 山本 旗年 氏が委員長として議事進行。 

   ア 経過報告 校長 

   （イ）平成３０年度第１回教育課程編成委員会報告 

   イ 平成２９年度学校の現状と自己評価結果報告 校長 

   （ア）平成２９年度福岡国土建設専門学校現況報告 

       測量系学科入学者の増加、施設設備の整備、学習成果の向上 等 

   （イ）自己評価結果報告 

       専任教員１３名が１１の項目について４段階で評価 

   （ウ）自己評価結果に対する意見 

       実践的な職業教育としてのインターンシップ充実、学習成果、

学生支援に係る就職率、資格取得率の向上、留学生の就職、教育環

境・学習支援 等 

   （エ）学校関係者評価のまとめ 

       自己評価の内容、今後の改善方策、重点目標・具体的方策 等 
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４ 各学科の報告 

 「職業実践専門課程」の認定学科数は、全学科数に対し、３８．９％を占める

状況となっている。分野別で見ると、工業分野での割合が４８．６％と他の分野

と比較しても非常に高く、それだけ企業・学校・学生から支持されているからだ

と思われる。 

 今後企業等との連携をさらに強め、教育内容の充実を図り、学生が希望する

進路の決定や国家資格「測量士・補」を踏まえた上で、他の資格取得に備えてい

く。 

（１）測量技術科（報告者：川畑） 

 ８月２２日から１１月７日までの５３日間の実習期間では、「ＴＳによる基準

点測量」、「ＧＮＳＳ測量による基準点測量」、「水準測量」、「応用測量」、「写真測

量」、「地形測量」、「地図編集」、「情報処理」を実施した。 

 就職活動については、求人が約３８０社近く来ている。２８名全員内定（企業

出向者２名・復職者９名を含む）している。 

（２）測量技術情報科（報告者：川畑） 

１年生 

 ５３日間の実習期間では、「ＴＳによる基準点測量」、「写真測量」、「地形測量」、

「情報処理」を実施した。今年度より、新たに購入したＵＡＶ（ドローン）の飛

行訓練を那珂川市の実習地で２日間かけ行った。 

２年生 

 実習期間は、「ＧＮＳＳ測量による基準点測量」、「水準測量」、「地図編集」、

「応用測量」、「ＩＴ演習」を実施した。 

 企業連携科目である「ＣＡＤ演習」、「ＩＴ演習」は終了、「応用測量」は今年

度末まで実施。 

 就職活動については、２０名（日本人８名・留学生１２名）が内定している。 

（３）都市環境設計科（報告者：吉住） 

 実習期間は、測量技術情報科と同様である。 

１年生 

 １２月１３日に２年次のコース選択に向け、技術系公務員コースと施工技術

者コースについて説明会を実施した。来年１月にコース選択に係る面談を実施

予定である。 

２年生 

 ２級土木施工管理検定１４名合格、技術系公務員コース１１名全員１次試験

合格。最終合格７カ所（東京都・北九州市・雲仙市など）。施工技術者コース１

０名は、福岡県内７社でインターンシップを実施した。 

 就職活動については、公務員も含め１４名が内定している。 
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（４）国際環境・国際環境デザイン科（報告者：小野） 

国際環境デザイン科１年生 

 ２９名全員進級予定。 

 資格については、２月中旬に日本情報処理検定協会日本語ワープロ検定試験

を受験する。 

国際環境科２年生：２９名在籍 

 資格試験については、３級造園技能士の実技試験に２１名、学科試験に６名

合格した。 

 進路については、１７名就職・１０名進学を希望している。 

 

５ 外部委員による質疑応答 

（１）留学生の就職状況について 

 測量技術情報科においては、国家資格「測量士補」を取得し、卒業後就労ビザ

を得て就職する留学生がほとんどである。授業は日本人と一緒に行っており、

入学試験では、筆記試験の日本語・数学・作文と併せて面接試験を行っている。

日本語能力が特に問われることとなり選考は厳しく、かなりの留学生が不合格

となる。 

 国際環境科においては、国家資格「測量士補」は取得できないが、測量につい

ては測量技術情報科と同様に学ぶことから、測量に係る仕事に卒業後就労ビザ

を得て従事する留学生が多数いる。 

 また、外国人技能実習生と比して、留学生が就労ビザを得ることは、生涯日本

で働くことを可能とする。 

（２）ＵＡＶ（ドローン）等機器の導入について  

 今年度は、新たに購入した３台のドローンを用い、那珂川市の実習地で測量

技術情報科、都市環境設計科１年生の学生全員へ操縦・撮影等飛行体験を実習

期間の１つとして位置づけ実施することができた。次年度は、科目「ドローン技

術」（仮称）として４月から７月まで座学を、８月からの実習期間には科目「実

習」として工業専門課程の測量技術・情報科、都市環境設計科全員に課すことと

する。引き続き、３次元データを作成するなどｉコンストラクションに対応し

た講義・授業の創造に努め、他の最新機器等についても研修を積む。 

 

６ 業界の報告と質疑応答 

（１）人材育成について 

 測量・設計業界では、若手の人材育成が求められている。社会に出て生き抜く

ためには、学校での成績も必要であるが、遅刻･早退を含む出席率の向上、社会

人としての素養・マナーがまず求められる。 

 本校は、他校とは違い国土地理院への報告が義務づけられ、測量に関する科

目の履修がまず求められることから出席を重視し、学生へ出席皆勤をめざすな
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ど指導・助言を与えている。そして３ヶ月間の実習では５～８名の班で行動さ

せることで、チームワーク・協調性等を育んでいる。また職業教育としてインタ

ーシップを実践しており、次年度以降実施時期・期間も含め検討し、より良い内

容とする。 

 広報活動として企業・高等学校等を訪問している。本校学校案内とともに（一

社）全国測量設計業協会連合会九州地区協議会の資料等を用い、学生の募集と

し、人材を求めている。 

 さらには、平成３４年度から高等学校では、地図や地理情報システムと現代

社会や自然環境と防災等の内容の科目「地理総合」が必修科目となる。本校で行

っているＧＩＳ（地理情報システム）等の授業内容そのものであり、高等学校地

理研究会等との連携を進め、高校生における情報の可視化をとおしたコミュニ

ケーションの向上等の一助となるように努めていく。 

 

７ 次回委員会開催連絡 

   平成３１年５月開催 

 

８ 閉会 
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５ 財務 

 

   

 

 

収支状況（平成 29 年度）   
    

福岡国土建設専門学校 （単位：千円） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 科目 金額 

学生生徒等納付金 210,037  人件費 90,250  

手数料 4,235  教育研究・管理経費 71,558  

寄付金   その他の支出 3,564  

附属事業収入       

その他の収入 3,726      

収入合計 217,998  支出合計 165,372  


