
岐阜高専産学官連携アドバイザー名簿 

委嘱期間：2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 2020 年 4 月 1 日現在 
 本校在籍時所属学

科等 氏名 
教職員 OB・

卒業生等別 生年 活動分野 備考 

1 機械工学科 

（８） 
橋浦 正史 教職員 OB 昭和 17 年 金属工学（組織解析、鋳造・凝固、熱処理） 継続 

2 桑原 喜代和 卒業生 昭和 22 年 生産技術、生産管理、情報システム、現場改善、研修・セミナー講師 継続 

3 三口 榮一 卒業生 昭和 23 年 地域・職場環境対策 継続 

4 岩井 静克 卒業生 昭和 23 年 品質管理、工場管理、人材育成 継続 

5 向井 軸郎 卒業生 昭和 24 年 モノづくりに於ける生産改善、環境技術 継続 

6 中野 廣幸 卒業生 昭和 26 年 品質管理、計測管理、標準化（ISO 品質マネジメントシステム、ISO 計測マ

ネジメントシステム） 継続 

7 廣瀬 満浩 卒業生 昭和 27 年 研修・セミナー講師、技術サービス、品質保証、生産技術、現場改善、人材

育成、人事管理、経営管理 継続 

8 中居 仁司 卒業生 昭和 28 年 品質管理・品質工学・製造業での人材育成、中核人材育成塾講師 継続 

9 電気情報工学科 

（８） 
北川 惠一 教職員 OB 昭和 17 年 教育全般（学生、教員、社会人）、電気に対する安全教育、生産工程の改善

及び工程管理（中小企業向け） 継続 

10 高津 正吉 卒業生 昭和 22 年 モノ造り支援、技術相談、人材育成支援、中核人材育成塾講師 継続 

11 大岩 光司 卒業生 昭和 22 年 製造部門の品質、原価、生産、安全分野、中核人材育成塾講師 継続 

12 奥野  泉 卒業生 昭和 23 年 通信・電気設備構築/改善、企業/農業業務改善、防災アドバイザー、研修・

セミナー講師、中核人材育成塾講師 継続 

13 坂井 善幸 卒業生 昭和 25 年 研究開発管理及び品質改善活動における技術的支援、中核人材育成塾講師 継続 

14 桜井 邦彦 卒業生 昭和 27 年 初級システムアドミニストレータなどＩＴ、ネットワークに関する分野、中

核人材育成塾講師 継続 

15 野田 直司 卒業生 昭和 32 年 レーザーマーキング及びＦＡ改善、コーチングによる人材育成 継続 

16 松井 真一 卒業生 昭和 32 年 
情報通信システムの企画支援、情報セキュリティマネジメントシステムの構

築、内部監査支援 継続 

17 電子制御工学科 

 

（３） 
土屋  淳 卒業生 昭和 48 年 企業との連携，Web サイトの構築 継続 

18 長南 功男 教職員 OB 昭和２９年 電気電子工学（電気回路，電子回路等） R２新規 

19 北川 輝彦 
卒業生   

教職員 OB 
昭和 55 年 

最新の情報通信・研究的な分析と集客・広報技術を絡めた個人インストラク

ター・コンサルト 
R2 新規 

20 環境都市工学科 

（６） 
島﨑  磐 教職員 OB 昭和 15 年 建設分野（特にコンクリート工学）、教育全般（学生、教員、社会人） 継続 

21 坂口 義博 卒業生 昭和 26 年 建設分野（土木行政、道路防災、舗装補修業務） 継続 

22 所  輝雄 卒業生 昭和 27 年 建設分野（特に建設行政、道路管理分野） 継続 

23 渡邉 光吉 卒業生 昭和 27 年 建設分野（特に土木行政、道路分野） 継続 

24 新川  隆 卒業生 昭和 28 年 建設分野（特にコンクリート製造・施工・維持管理、ダム建設） 継続 

25 広瀬 道夫 卒業生 昭和 29 年 建設分野（特に土木行政、河川砂防分野） 継続 

26 建築学科 

（5） 
大澤 徹夫 教職員 OB 昭和 14 年 建築環境工学・建築設備工学 継続 

27 水野 耕嗣 教職員ＯＢ 昭和 17 年 建築史 継続 

28 土井 康生 教職員 OB 昭和 22 年 建築構造 継続 

29 山村 隆昌 卒業生 昭和 28 年 建築行政、開発行政 継続 

30  下村 波基 教職員 OB 昭和 30 年 建築構造 R2 新規 

    （ ）内の数字は人数を示す。 

（活動内容）第２ アドバイザーは、次の各号に掲げる活動を行う。 
一 技術相談に関すること  二 実地調査に関すること  三 その他地域連携に関すること 


