
令和5年度
東北地区国立大学法人等オープンセミナー

先輩職員の体験談



内容
○ 技術系職員とは？

○ 技術部組織

○ 各技術部の業務紹介

○ 私の仕事
（1日のスケジュール、実際に働いてみて、仕事のやりがい）

○ どんな後輩と仕事がしたいか

○ 試験対策



大学職員とは？

大学

教員

職員学生 技術
職員

事務
職員

職員



技術系職員とは？

 総務
 広報
 財務・経理
 学務・入試
 研究協力

…etc

 教育支援
 研究支援
 設備維持・管理
 地域貢献

安全衛生管理
情報インフラ
環境MG

教育・研究
支援系技術職員

事務系職員
共同

大学の運営を
技術面からサポート



技術部組織①（岩手大学の場合）

技術部

理工学系技術部 農学系技術部 情報技術部



技術部組織②（岩手大学の場合）
理工学系技術部

第一技術室

• 材料機械技術Ｇ
• 電気電子通信技術Ｇ
• 知能・メディア情報技術Ｇ

第二技術室

• 土木・環境技術Ｇ
• ものづくり技術Ｇ
• 機械工学技術Ｇ

第三技術室

• 化学・生命技術Ｇ
• 機器分析技術Ｇ
• 環境・安全管理技術Ｇ

農学系技術部

第一技術室

• 農学生命・生物Ｇ

第二技術室

• 森林・環境Ｇ

情報技術部

システム開発Ｇ

システム運用Ｇ



業務紹介＜理工学系技術部＞
理工学系技術部

第一技術室

• 材料機械技術Ｇ
• 電気電子通信技術Ｇ
• 知能・メディア情報技術Ｇ

第二技術室

• 土木・環境技術Ｇ
• ものづくり技術Ｇ
• 機械工学技術Ｇ

第三技術室

• 化学・生命技術Ｇ
• 機器分析技術Ｇ
• 環境・安全管理技術Ｇ

農学系技術部

第一技術室

• 農学生命・生物Ｇ

第二技術室

• 森林・環境Ｇ

情報技術部

システム開発Ｇ

システム運用Ｇ



電気電子工学実験（放電）

業務紹介＜理工学系技術部＞
学生実験・実習の技術指導

機械工作実習（溶接） 学生実験の準備（化学）



薬品管理／廃試薬回収
（農学系技術部と共同）

安全講習会
（実験廃液漏洩を想定した訓練）

薬品管理、安全管理の技術指導
業務紹介＜理工学系技術部＞



寒剤施設の維持管理 依頼分析(上)

設備装置の講習会(下)

研究支援、設備の維持管理

業務紹介＜理工学系技術部＞



電子回路の開発

研究支援
業務紹介＜理工学系技術部＞

大腸菌を使った
スクリーニング実験

土壌環境調査



鋳物製作

技術の継承・研鑽
業務紹介＜理工学系技術部＞

切削加工ドリームコンテスト
芸術賞受賞作品
（主催：DMG森精機）

優勝コマ
全日本製造業コマ大戦
（北上）



中学生ものづくりセミナー 鋳物の砂試験を指導

地域貢献
業務紹介＜理工学系技術部＞



業務紹介＜農学系技術部＞
理工学系技術部

第一技術室

• 材料機械技術Ｇ
• 電気電子通信技術Ｇ
• 知能・メディア情報技術Ｇ

第二技術室

• 土木・環境技術Ｇ
• ものづくり技術Ｇ
• 機械工学技術Ｇ

第三技術室

• 化学・生命技術Ｇ
• 機器分析技術Ｇ
• 環境・安全管理技術Ｇ

農学系技術部

第一技術室

• 農学生命・生物Ｇ

第二技術室

• 森林・環境Ｇ

情報技術部

システム開発Ｇ

システム運用Ｇ



教育学部技術科の技術指導
（木材加工）

動物病院の血液検査

教育・研究への技術支援
業務紹介＜農学系技術部＞



学内・附属学校圃場の
維持管理、実習補助

学内設備の安全衛生管理
（全学・外部業者と連携）

学内施設・設備の維持管理
業務紹介＜農学系技術部＞



業務紹介＜農学系技術部＞
農学部附属施設①



業務紹介＜農学系技術部＞
農学部附属施設②



リンゴの袋掛け 間伐作業

フィールド・施設の維持管理
業務紹介＜農学系技術部＞



田植え実習 演習林実習

学生実習の技術支援
業務紹介＜農学系技術部＞



公開講座
「御明神の山を歩こう」

公開講座
「はたらくくるま」

地域貢献活動
業務紹介＜農学系技術部＞



業務紹介＜情報技術部＞
理工学系技術部

第一技術室

• 材料機械技術Ｇ
• 電気電子通信技術Ｇ
• 知能・メディア情報技術Ｇ

第二技術室

• 土木・環境技術Ｇ
• ものづくり技術Ｇ
• 機械工学技術Ｇ

第三技術室

• 化学・生命技術Ｇ
• 機器分析技術Ｇ
• 環境・安全管理技術Ｇ

農学系技術部

第一技術室

• 農学生命・生物Ｇ

第二技術室

• 森林・環境Ｇ

情報技術部

システム開発Ｇ

システム運用Ｇ



業務紹介＜情報技術部＞

情報インフラの管理・運用
（Server、Network、Security)

教育用端末・事務用端末の管理
教職員／学生への技術指導

事務電算の技術支援
業務系システムの設計開発・運用



業務紹介＜情報技術部＞

端末室 サーバラック（前面）

端末室の管理、サーバ管理



業務紹介＜情報技術部＞

システムの負荷監視 システム開発（プログラミング）

事務電算の技術支援



私の仕事

情報インフラの管理・運用
（Server、Network、Security)

教育用端末・事務用端末の管理
教職員／学生への技術指導

事務電算の技術支援
業務系システムの設計開発・運用



私の仕事

○業務系システムの設計開発・運用

○開発・運用してきたもの
• IPアドレス管理システム

• ストレスチェックシステム

• 過去のシステムの管理・運用

• etc…



私の仕事

○開発・運用とは？
• WebシステムのDB設計

• Webシステムのデザイン

• Webシステムのコーディング

• 稼働後のサポート



研修風景

 MicrosoftOffice 基礎・応用
• Word

• Excel

• Powerpoint

 メールソフト

○職員向けパソコン研修

私の仕事



私の仕事
○その他

• CSIRT（セキュリティ対応）業務
• ユーザーサポート



1日のスケジュール
○08:30～09:00 メール対応
○09:00～09:30 各種業務
○09:30～10:00 課内ミーティング
○10:00～12:00 CSIRTミーティング
○13:00～17:15 各種業務

※月曜日かつCSIRT担当週の場合
※各種業務→ システム開発・管理運用、CSIRT業務、技術相談対応、etc



実際に働いてみて
○様々な人と接する仕事

• 相手のことを考えた対応が必要
○スキルアップの機会がたくさんある

• 先輩、サポート先（教職員）、研修



仕事のやりがい
○問題を解決した時の達成感
○日々新しい技術を学べる
○サポート先からの感謝



どんな後輩と仕事がしたいか
○強いて言えば・・・
○向上心がある人（成長性）
○責任感がある人（信頼性）
○協調性がある人（みんな仲良く！）



試験対策

○一次試験（教養科目）
• 数的処理を重点的に準備

• 時間配分をしっかりと検討・準備

○二次試験（専門試験）
• 情報系の国家資格試験の参考書
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