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第Ⅱ章 事業実施体制・計画 
 

1． 事業実施体制 
 

1.1 北海道 COC+実施体制の整備 
北海道 COC+ 8 大学・高専、及びこれらの所在する自治体の 9 機関は、「北海道における雇用

創出・若者定着に係る協定」（以下「北海道協定」という）を推進するために、産学官金のオール北

海道体制である「北海道 COC+コンソーシアム」（以下「コンソーシアム」という）を平成 27 年 12 月

に創設した。 

コンソーシアム内には大学・高専、そして自治体、企業等の代表から構成される北海道 COC+コ

ンソーシアム協議会（協議の場）を立ち上げ、各機関の役割分担及び連携体制の明確化を図った。

さらに協議会において決定した計画等を具体的に進める場として北海道 COC+コンソーシアム実

務者会議を設置し、事業地域内の課題解決に向けて事業を推進した。 

続けて平成 28 年度には幹事会を設置し事業の重要課題に対する戦略策定及び迅速な意思決

定を図る、平成 29 年度には実務者会議の代替として拠点会議を設置し大学・高専と自治体との事

業連携を強化する、平成 30 年度には COC 校の会議体への参加、小樽及び稚内における拠点会

議の設置等によって COC 校との連携を強化するといった事業体制の改善も実施してきた。 

一方、事業代表校である室蘭工業大学内において、本事業を統括する学長をトップとした全学

的組織「COC+本部会議」、その下に社会連携、教育、研究、キャリア・サポート関係教員と事務局

職員が構成員となり、COC+推進に関する企画立案を行う「COC+コアメンバー会議」、学内外にお

いて事業をコーディネートする「地（知）の拠点推進室」及び「COC+札幌連絡所」を設置し、全学体

制による事業推進体制を構築した。 

また、平成 28 年度迄に専任コーディネーター3 人を室蘭工業大学、COC+札幌連絡所、北見工

業大学に配置し、平成 29 年度に兼任 1 人を室蘭工業大学に追加配置した。コーディネーターは

教育、地域協力・研究、広報・渉外の分野及び 8 拠点を分担し、事業全体のマネジメントと、コンソ

ーシアム構成機関間の連携及び拠点のコーディネートを実施している。 

 

1.2 北海道 COC+コンソーシアムの創設・会員開拓 
1) コンソーシアムの創設 

 北海道の産学官金機関は、室蘭工業大学を代表校とする北海道 COC+事業を、オール北海道

体制で推進し、意欲と能力のある若者が北海道内において活躍できる魅力のある就職先や雇用を

創出・開拓するとともに、地域が求める「ものづくり・人材」を養成することにより、地方創生の中心と

なる「ひと」を地方へ集積し、北海道の人口減少と地域経済の縮小に歯止めをかけ、自律的で持

続的な地域社会の創生に寄与することを目的として、北海道 COC+コンソーシアムを創設した。 

 北海道 COC+ 8 大学・高専と自治体による北海道協定の締結後、直ぐにコンソーシアムにおける

初の集まりであるキック・オフ・ミーティングが開催され、北海道 COC+事業を活用した地方創生に
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ついて、関係機関による意見交換がなされた。 

 

 【コンソーシアム発足キック・オフ・ミーティング】 

日時  ： 平成 27 年 12 月 18 日 13:00～14:10 

場所  ： 京王プラザホテル札幌（札幌市） 

参加機関： 北海道 COC+コンソーシアムを代表する 21 の産学官金機関 

【産業界】北海道経済同友会、北海道経済連合会、新日鐵住金㈱室蘭製鐵所、㈱ダ

イナックス、㈱ドーコン、㈱北海道電力、㈱北海道二十一世紀総合研究所 

【学界】室蘭工業大学、北見工業大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学、苫小

牧高専、釧路高専、旭川高専、函館高専 

【官界】室蘭市、北海道道立総合研究機構 

【金融界】㈱日本政策投資銀行北海道支店、㈱北洋銀行、㈱北海道銀行、室蘭信用

金庫 

議事概要： 会議では、空閑室蘭工業大学長、青山室蘭市長から挨拶があり、続いて次の報告、

意見交換があった（写真 2-1、写真 2-2）。 

報告事項： ①事業概要について： 室蘭工業大学理事・副学長 馬場直志氏 

②COC+の目標と北海道 COC+ｺﾝｿｰｼｱﾑﾒﾝﾊﾞｰの役割について： 

                 COC+推進シニアコーディネーター 那須守氏 

 意見交換： 北海道 COC+事業を活用した地方創生について 

 

 

   

写真 2-1 挨拶する青山室蘭市長       写真 2-2 ｷｯｸ・ｵﾌ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの様子 
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2) コンソーシアム活動の推進体制 
コンソーシアムはその目的を達成するために、産学官金の機関が連携・協働して、次の活動を

行う。これらの活動を推進するためにコンソーシアム入会機関の開拓、拠点の設置、推進コーディ

ネーターの配置及び活動に関する施策の検討・意思決定・連絡を担う会議体の設置を実施した

（図 2-1）。 

 

【コンソーシアムの活動】 

① 就職先、雇用の創出・開拓 

② 地域教育の推進及び人材交流 

③ 共同研究等による産業振興 

④ COC+広報活動等に関する事項 

⑤ その他、目的遂行のために必要と認める事項    
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図 2-1 北海道 COC+コンソーシアム活動における推進体制（平成 31 年 3 月末現在）
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3) コンソーシアム入会機関の開拓 
 【平成 27 年度】 

 平成 27 年度の事業開始当初では COC+公募に採択された、工科系 4 大学（室蘭工業大学、北

見工業大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学）と 3 高専（苫小牧高専、旭川高専、釧路高専）

の 7 校が参加校となり、北海道と参加校所在の 7 市、公的研究機関の 1 機関、企業・経済団体等

（以下「企業」等という）の 20 機関とともに「オール北海道体制」で事業を開始した。 

その後、広域にわたる北海道地域がより一体となって取り組むべく、平成 27 年 12 月に函館高

専及び函館市、平成 28 年 2 月に COC 大学である小樽商科大学、札幌市立大学、稚内北星学園

大学が加わり、平成 27 年度末には 11 の参加校、10 の自治体等（市及び公的研究機関）、20 の

企業等、全体で 41 機関を有する事業となった（表 2-1）。 

 

【平成 28 年度】 

平成 28年度に入り入会機関の開拓を始め、自治体等 1 機関、企業等 28機関の入会があり、全

体で 70 機関（参加校 11、自治体等 11、企業等 48 機関）を有する事業となった（表 2-1）。 

 

【平成 29 年度】 

平成 29年度には自治体等 2機関、企業等 39機関の入会があり、全体で 111機関（参加校 11、

自治体等 13、企業等 87 機関）を有する事業となった（表 2-1）。当初に比べ 2.7 倍の会員増であ

り、特に企業等の増加が 4.4 倍と著しい。 

 

【平成 30 年度】 

平成 30年度には自治体等 1機関、企業等 36機関の入会があり、全体で 148機関（参加校 11、

自治体等 14、企業等 123 機関）を有する事業となった（表 2-1）。当初に比べ 3.6 倍の会員増であ

り、昨年度同様に企業等の増加が 6.2 倍と著しく、本事業に対する地域企業の期待が高いことが

推察される。（図 2-2）。 

これらの機関が連携・協働し、参加校の学生を地元へ定着させるために、地域志向を高める教

育改革、学生と企業とのマッチング、企業誘致・新産業創出による雇用創出の取組みを実施して

いる。それらの取組みの中で大学・高専、自治体、地域企業、金融機関は図 2-3 に示す役割を担

っている。 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 

表 2-1 北海道 COC+コンソーシアムの構成機関 

分類 機関数 機関名 

参加校 

（大学・ 

 高専） 

11 室蘭工業大学、北見工業大学、北海道科学大学、千歳科学技術大

学、苫小牧高専、旭川高専、釧路高専、函館高専 

（COC 校） 

小樽商科大学、札幌市立大学、稚内北星学園大学 

（オブザーバー） 

北海道大学 

自治体等 14 北海道、室蘭市、北見市、札幌市、千歳市、苫小牧市、釧路市、 

旭川市、函館市、北海道立総合研究機構 

【平成 28 年度入会】 

帯広市 

【平成 29 年度入会】 

白糠町、北海道警察 

【平成 30 年度入会】 

西興部村 

企業等 123 

 

北海道経済同友会、北海道経済連合会、㈱北洋銀行、㈱北海道銀

行、㈱日本政策投資銀行北海道支店、苫小牧信用金庫、室蘭信用金

庫、㈱北海道二十一世紀総合研究所、㈱ドーコン、北海道電力㈱、北

海道ガス㈱、北海道旅客鉄道㈱、新日鐵住金㈱、㈱日本製鋼所、トヨタ

自動車北海道㈱、㈱ダイナックス、NPO 法人シップリサイクル室蘭、室

蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会、㈱永澤機械、野

村興産㈱イトムカ鉱業所、以上 20 機関 

【平成 28 年度入会】 

北海道商工会議所連合会、北海道建設業協会、北海道 IT 推進協会、

北海道機械工業会、㈱ASCe（アスク）、㈱ 日本システムデザイン、㈱コ

スモ設計、㈱近藤電子工業札幌営業所、㈱フィット、ティ・イー・シー㈱、

㈱北海道新聞社、北海道グローリー㈱、岩田地崎建設㈱、コーヨー日

軸㈱、㈱タカフジ、㈱つうけん、旭イノベックス㈱、勇建設㈱、機械開発

北旺㈱、㈱檜山鐵工所、㈱北見ハッカ通商、㈱楢崎製作所、ネッツトヨ

タ北見㈱、イト電商事㈱、東洋農機㈱、明治安田生命保険相互会社、

北興化工機㈱、㈱北海道ジーエス・ユアサ サービス、以上 28 機関 
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【平成 29 年度入会】 

㈱そうけん、桑原冷熱工業㈱、HRS㈱、北一食品㈱、㈱ドボク管理、㈱

長谷川建材、㈱北見コンピューター・ビジネス、北辰土建㈱、㈱天内工

務店、㈱スリーエー、㈱システムサプライ、永田製飴㈱、東洋熱工業㈱

札幌支店、サン技術コンサルタント㈱、㈱早水組、㈱サン園芸、㈱坂井

印刷、㈱三和システムサービス、㈱山腰測量設計事務所、㈱倉本鉄工

所、㈱道東アークス、㈱日専連ニックコーポレーション、住友生命保険

相互会社 北見支店、大幸建設㈱、大槻理化学㈱、北見観光開発㈱、

北見情報技術㈱、北見通運㈱、水元建設㈱、河西建設㈱、㈱中神土

木設計事務所、村井小泉建設㈱、寿産業㈱、㈱HARP、大同電設㈱、

㈱流研、㈱HDC、北第百通信電気㈱、㈱ブルームテック、以上 39 機関 

【平成 30 年度入会】 

日本アイビーエム・ソリューション・サービス㈱、㈱ホクアイ、 

伊藤組土建㈱、㈱ニッコー、㈱中山組、生活協同組合コープさっぽろ、

ナラサキスタックス㈱、㈱モノリス、陣上工業㈱、 

北日本精機㈱、㈱明和ｅテック、㈱ホープス、㈱ヤブシタ、 

㈱ハイテックシステム、大北土建工業㈱、白崎建設㈱、東海建設㈱、藤

建設㈱、荒井建設㈱、阿寒共立土建㈱、北土建設㈱、 

齊藤建設㈱、菱中建設㈱、㈱森川組、日本高圧コンクリート 

㈱、道路工業㈱、㈱菅原組、㈱アシスト北海道、第一鉄鋼㈱、 

㈱山田組、㈱井上技研、宮坂建設工業㈱、クリプトン・フューチャー・メ

ディア㈱、アベテック㈱、㈱松本組、幌清㈱、以上 36 機関 

総数 148 平成 31 年 3 月現在 
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図 2-2 北海道 COC＋参加機関数の変化 

 

 

図 2-3 北海道 COC＋参加機関の役割・活動 

 

1.3 道内全域に亘る拠点の設置 
 【平成 27 年度】 

広い事業協働地域をカバーするために、平成 27 年度第 1 回協議会にて、北海道全域及び各

地区に大学・高専と地方自治体からなる拠点を設置し、各拠点はそれぞれの特性に応じた事業活
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動を自律的に展開していくことが決定された（表 2-2）。また拠点の大学・高専、自治体は、次に挙

げた役割に基づき、企業や他の拠点等と連携しながらCOC+事業の全体計画（5ヶ年計画）に定め

られた指標（KPI）の達成に向けて具体策の企画、計画、実施を行うことが確認された。 

  

   ◆ 拠点の役割と連携 ◆ 

・大学・高専と自治体は協働で、当該地区を中心に事業の目的・目標の達成を図る。 

・大学・高専と自治体は協働で、当該地区の事業計画を作成し、実行する 

・各地区はそれぞれの特性に応じた活動を展開する 

・各地区は事業の達成に向け地域の自治体・企業等とのネットワークを構築する 

・札幌市は企業が集積していることから、他地区の活動も支援する 

・北海道は各地区の取組みを支援するほか、 COC＋大学・高専と連携して全体を巻き込むよう

な取組みを実施・支援する 

 

表 2-2 北海道 COC+コンソーシアムにおける拠点 

拠点（地区） 大学・高専 自治体 

室蘭地区 室蘭工業大学 室蘭市 

北見地区 北見工業大学 北見市 

札幌地区 北海道科学大学 

札幌市立大学 

札幌市 

千歳地区 千歳科学技術大学 千歳市 

苫小牧地区 苫小牧高専 苫小牧市 

釧路地区 釧路高専 釧路市 

旭川地区 旭川高専 旭川市 

函館地区 函館高専 函館市 

小樽地区 小樽商科大学 小樽市 

稚内地区 稚内北星学園大学 稚内市 

全道 全大学・高専 北海道 

※札幌地区の札幌市立大学、小樽地区の小樽商科大学、稚内地区の稚内北星学園大学は、平

成 30 年度から拠点を追加している。 

 

1.4 推進コーディネーターの配置・役割・活動 
【平成 27～28 年度】 

平成 27 年 11 月～平成 28 年 4 月にかけて、専任コーディネーターとして本事業の代表校であ

る室蘭工業大学にシニアコーディネーターを 1 人（平成 27 年 11 月～）、室蘭工業大学 COC+札

幌連絡所及び北見工業大学にコーディネーターを各 1 人（平成 28 年 4 月～）、合計 3 名を配置
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した。 

コーディネーターは、北海道COC+の目的及び目標の達成に向け、教育改革、広報・渉外（シン

ポジウム開催、企業と学生のマッチング事業等）、地域協力・研究企画（社会人教育、大学発技術

による地域イノベーション事業創出等）に関する事業の実施、各拠点における地域との連携ネット

ワークの構築、及び事業のマネジメントサイクル（PDCA）を管理する役割を担った。平成 28 年度迄

の各コーディネーターの具体的役割は参考資料に記載する。 

【平成 29 年度】 

しかし平成 29 年 3 月に実施された外部評価において、「事務局に専任教員を置くなどコーディ

ネーターが事務局業務にとらわれることなく外部と連携を充分すすめていくことができるように組織

体制、役割分担を構築されることが望ましい」との指摘を受けた。この対応として、平成 29 年度第 1

回幹事会において、コーディネーターの役割を以下の北海道 COC+コンソーシアムに係る学外業

務とし、さらに兼任コーディネーターを 1 人追加することによって、業務の過度な集中を解消するこ

とが決定された。 

◆ コーディネーターの役割 ◆ 

主に次の学外業務を対応する 

・北海道 COC+コンソーシアム（全体レベル）の教育改革、地域協力・研究企画、広報・渉外に関

する事業の企画・計画の策定、実施のとりまとめ（参加校への連絡、実施調整） 

・全体レベルの事業等において、北海道、拠点との連携を推進する 

・北海道 COC+コンソーシアム会議体の運営（協議会、幹事会、プログラム開発委員会） 

 

平成 29 年度には、専任 3 人が室蘭工業大学、COC+札幌連絡所、北見工業大学、兼任 1 人が

室蘭工業大学に配置されている。各コーディネーターは全体の統括、教育、地域協力・研究（研

究）、広報・渉外の分野及び 10拠点を分担し、事業全体のマネジメントと、コンソーシアム機関間の

連携及び拠点のコーディネートを実施している（図 2-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 コーディネーターの担当と配置 
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教育担当は、教育プログラム開発委員会関連事業の他に、企業等学外講師による授業企画支

援、学外講師やインターンシップ受入先情報を各校へ提供している。地域協力・研究担当は地域

との共同研究を主とした産学官連携によるイノベーション創出による産業振興支援に取組んでいる。

1 次産業が主なオホーツク地区においては、1 次産業の抱える課題解決に向け、農林業組合と大

学との連携を推進し、研究・教育そして教員・学生の地域志向を促進している。広報・渉外担当は

ホームページ等によって事業活動のみならず地域企業に関する情報発信、シンポジウムや若者定

着関連イベントの企画、事業報告書の作成、関係機関との窓口交渉を実施している。 

拠点に対する活動では、コーディネーターが拠点に出向き伝達事項の徹底、要望の聴取、企業

等との連携推進、活性化支援を実施している。拠点において地域シンポジウムを開催することで、

関係機関との連携の構築・活性化やCOC+事業活動の周知に努めている。また拠点自治体との連

携として教育では室蘭市、千歳市、苫小牧市が地方創生人材育成教育に参画するなどの成果が

出てきている。平成 29 年度からは、拠点自治体の若者定着事業と大学・高専との有機的連携を特

別交付税の活用などによって実施することを、北海道と連携して推進している。 

会議体の運営では、図 2-1に示すように学生の地域定着等に対する企業からのニーズ、自治体

や大学等からの事業提案・要望、地域定着向上等拠点共通課題の協議、外部評価の結果、及び

地域志向教育のカリキュラム改革及び普及展開等をコーディネーターが取りまとめる。 

その対応を室蘭工業大学内に組織された対応チームと検討した後、計画・予算、対応施策とし

て幹事会、協議会、教育プログラム開発委員会に提案し決定する。計画等決定事項は企業、自治

体・大学等（拠点会議）に伝達し、拠点会議ヘの参加によって進捗を管理している。 

平成 30年度は、道内就職優遇制度やポストCOC＋事業の検討について、各拠点、産業界、自

治体との意見調整を実施した。 

道内就職優遇制度においては、COC+コンソーシアム会員に同制度への参画に係る協力意向

調査を実施した上で、制度原案を策定し、教育プログラム開発委員会に諮り、決定した。 

また、ポスト COC＋事業においては、補助事業終了後の体制を議論する場としてポスト COC+

事業検討 WG を設置し、北海道庁を中心とした産学官金の担当者と綿密な連絡調整を実施して

議論を進めている。 

 

1.5 北海道 COC+運営に関する会議体の設置・開催 
1) 協議会 
オール北海道体制で本事業に参加する産学官機関が一体となって、事業推進・事業活動に取

り組むために、「北海道 COC+コンソーシアム協議会」（以下「協議会」という）を設置した（表 2-3）。

協議会では、教育プログラム開発に関する事項を除いた事項を議決する。 

また、平成 30 年度からは、COC3 校が委員として、本コンソーシアムの運営、事業推進に参画し

ている。 
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表 2-3 北海道 COC+コンソーシアム協議会の活動 

項目 内容 

委員 室蘭工業大学（議長・会長、事業責任者、シニアコーディネーター他）、北見工業

大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学、苫小牧高専、釧路高専、旭川高

専、函館高専、小樽商科大学（COC校）、札幌市立大学（COC校）、稚内北星学

園大学（COC 校）、北海道、室蘭市、札幌市、 

北海道経済連合会、北海道経済同友会、北海道商工会議所、北海道機械工業

会、北海道 IT 推進協会、北海道建設業協会、新日鐵住金㈱棒線事業部室蘭製

鐵所、㈱日本製鋼所室蘭製作所、㈱日本政策投資銀行北海道支店、㈱北洋銀

行、北海道瓦斯㈱、㈱北海道銀行、北海道電力㈱、北海道旅客鉄道㈱、北海道

二十一世紀総合研究所、 

北海道大学（オブザーバー） 

頻度 2 回/年（6 月、3 月）、必要時 

役割（議決事

項） 

(1) 事業活動に関する事項 

（6 月期） ・前年度道内就職率等事業目標の達成状況（把握・評価） 

・同課題に対する対応戦略 

（3 月期） ・当年度事業の実施状況（把握・評価） 

・同課題に対する対応戦略 

・全体計画（見直し） 

・次年度の計画 

(2)構成員の追加に関する事項 

(3)会則の改定 

(4)その他、コンソーシアムの事業運営に関する重要事項 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

 

表 2-4 北海道 COC+コンソーシアム協議会の開催状況 

開催日・場所 主な協議事項 

平成 27 年 12 月 7 日 

小樽商科大学札幌サテライト 

・COC+の目標と連携協定締結機関の役割・活動 

・函館高専及び函館市の追加参加について 

・協定書（案）について 

・平成 27 年度事業計画について 

平成 28 年 3 月 10 日 

小樽商科大学札幌サテライト 

・COC+の全体計画、平成 28 年度事業計画について 

・北海道 COC+コンソーシアム会則について 

平成 28 年 6 月 3 日 ・協議会の運営について 
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北洋大通センター  

平成 28 年 8 月 

メールによる臨時会議 

・北海道 COC+コンソーシアム会則の改正について 

 

平成 29 年 1 月 

メールによる臨時会議 

・北海道 COC+コンソーシアム外部評価委員会設置要項につ

いて 

平成 29 年 3 月 24 日 

千歳市民文化センター 

・外部評価を受けての対応について 

・平成 29 年度事業計画・予算について 

平成 29 年 5 月  

メールによる臨時会議 

・外部評価結果対応について 

・5 ヶ年計画と平成 29 年度計画について 

平成 30 年 3 月 20 日 

小樽商科大学札幌サテライト 

 

 

・地域志向人材育成プログラムの活用による道内就職促進に

ついて 

・H29 年度活動報告及び中間評価結果について 

・H30 年度計画・予算について 

平成 30 年 9 月 20 日 

メールによる文書協議 

 

・新規協議会委員の参加について 

・外部評価結果について 

・ポスト COC＋事業検討ＷＧについて 

平成 30 年 11 月 19 日 

かでる２・７ 

・平成 31 年度事業計画について 

・地域志向人材育成プログラム修了認証の活用について 

平成 31 年 3 月 22 日 

北海道科学大学サテライト 

・平成 31 年度事業計画・予算について 

・ポスト COC＋事業検討ＷＧの検討状況について 

・フォローアップ現地視察の対応について 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

これまでに、協議会を平成 27 年度に 2 回、平成 28 年度に 4 回、平成 29 年度に 2 回、平成 30

年度に 3 回開催した（表 2-4）。参加校・事業協働機関の役割を明確にしつつ、5 ヶ年の全体事業

計画、年度計画・予算の策定、外部評価の実施、外部評価結果を受けての対応、COC+事業委員

会による中間評価やフォローアップ現地視察を受けての対応、地域志向人材育成プログラム修了

認証を活用した道内就職優遇制度に関する協議を行い、事業を進めている。平成 30 年度から新

たにポスト COC＋事業検討ＷＧの検討状況を受け、本事業の終了後の継承について協議を始め

た。 

 

2) 幹事会 
北海道 COC＋コンソーシアムの機動的な運営を図り、コンソーシアムの具体的な課題対応を行

う組織として、プロジェクトを推進するための中心的な事業協働機関（産学官金）から構成された北

海道 COC+コンソーシアム幹事会（以下「幹事会」という）を平成 28 年度に設置した（平成 27 年度
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第 2 回協議会にて設置承認、表 2-5）。平成 30 年度からは、COC 校を代表して札幌市立大学が

委員として、本コンソーシアムの運営、事業推進に参画している。 

これまでに、北海道 COC+コンソーシアム幹事会を平成 28 年度に 4 回、平成 29 年度に 3 回、

平成 30 年度に 2 回開催（表 2-6）し、道内就職率向上における課題と対応、各年度における事業

の内部評価、外部委員による外部評価結果を踏まえた対応や年度計画への反映、COC+事業終

了後の事業継承に向けた対応等について協議した。 

COC+事業終了後の事業継承については、平成 30 年度から新たにポストCOC＋事業検討ＷＧ

を設置し協議を実施している。 

 

表 2-5 北海道 COC+コンソーシアム幹事会の活動 

項目 内容 

委員 ㈱北洋銀行（議長）、 

室蘭工業大学（事業責任者、シニアコーディネーター他）、北見工業大学、札幌

市立大学（COC 校）、苫小牧高専、北海道、室蘭市、札幌市、 

北海道経済連合会、北海道電力㈱、㈱北海道二十一世紀総合研究所、 

北海道大学（オブザーバー） 

頻度 4 回／年、必要時 

役割 コンソーシアムの目的に沿って具体的な課題解決、プロジェクトの目標達成を推

進する。 

(1)就職先、雇用の創出開拓 

(2)共同研究等による産業振興 

(3) COC+広報活動等に関する事項 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

 

表 2-6 北海道 COC+コンソーシアム幹事会の開催状況 

開催日 主な協議事項 

平成 28 年 6 月 28 日 

北洋大通センター 

・北海道 COC+コンソーシアムの会則変更について 

・北海道 COC+コンソーシアム入会手続きについて 

平成 28 年 9 月 21 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・道内就職率向上対応について 

・企業開拓について 

・拠点連携事業展開体制の構築について 

平成 28 年 12 月 14 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・平成 29 年度拠点計画について 

・道内就職率向上における課題と対応について 

・外部評価委員会について 
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平成 29 年 2 月  

メールによる臨時会議 

・平成 29 年度拠点計画について 

・内部評価について 

平成 29 年 4 月 27 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・外部評価結果対応について 

・5 ヶ年計画と平成 29 年度計画について 

平成 29 年 9 月 8 日 

北洋大通センター 

・道内就職向上への取組み 

・地域志向人材育成プログラム修了認証の活用 

平成 30 年 2 月 16 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

 

・平成 30 度事業計画・予算及び重点計画について 

・事業評価実施要領の改正について 

・今後の課題（ポスト COC+）について 

平成 30 年 7 月 2 日  

メールによる文書審議 

・平成 29 年度内部評価について 

・ポスト COC＋事業検討 WG のメンバー選出について 

平成 30 年 8 月 24 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・平成 29 年度事業の外部評価結果対応について 

・ポスト COC＋事業検討 WG について 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

3) 教育プログラム開発委員会 
地域ニーズを反映した地域志向人材育成プログラムの開発、普及及び教育プログラムによる道

内就職率向上促進策の検討を目的として、「北海道COC+コンソーシアム教育プログラム開発委員

会」（以下「教育プログラム開発委員会」という）を設置した（平成 27 年度第 2 回協議会にて設置承

認、表 2-7）。平成 30 年度からは、COC3 校が委員として、教育改革の推進に参画している。 

これまでに、教育プログラム開発委員会を平成 27 年度に 1 回、平成 28 年度に 2 回、平成 29

年度に 3 回、平成 30 年度に 3 回開催した（表 2-8）。 

平成 27 年度には COC+校である室蘭工業大学に地方創生推進教育プログラムを平成 28 年度

入学生向けに構築し、平成 28 年度には ICT 授業システム等を活用した遠隔授業等による教育プ

ログラムの共用、平成 29 年度には参加校における地域志向科目の展開、理工系技術科目に地元

企業のニーズを取り入れる仕組みの構築、北海道COC+コンソーシアム共通の教育プログラムによ

る認定制度についての協議を実施した。平成 30 年度には当該年度から始まった地域共育プラット

ホームに関する施策の企画、計画、評価、情報発信、各校が共通とする地域志向人材育成プログ

ラムの履修要項整備、効果・評価方法検討、地域企業にニーズを踏まえた教育プログラムの開発、

道内就職優遇制度の整備と運用に係る協議を実施した。 
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表 2-7 北海道 COC+コンソーシアム教育プログラム開発委員会の活動 

項目 内容 

委員 室蘭工業大学（議長、シニアコーディネーター他）、 

北見工業大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学、苫小牧高専、釧路高専、

旭川高専、函館高専、小樽商科大学（COC 校）、札幌市立大学（COC 校）、 

稚内北星学園大学（COC 校）、北海道、北海道経済連合会 

頻度 2～3 回/年、必要時 

役割 (1)北海道地域において将来求められる人材像の調査、研究 

(2)学力と技術に対応した教育プログラムの構築 

(3)実施した教育プログラムの評価・改善 

(4)その他、教育プログラム開発にあたって必要な事項の審議 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

 

表 2-8 北海道 COC+コンソーシアム教育プログラム開発委員会の開催状況 

開催日 主な協議事項 

平成 28 年 3 月 30 日 

室蘭工業大学 

・教育関係対応課題について 

・課題への対応計画・体制について 

平成 28 年 11 月 30 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・教育プログラム開発委員会会則について 

・遠隔授業等による教育プログラムの共用について 

・平成 29 年度の計画事項 

平成 29 年 2 月 21 日 

小樽商科大学札幌サテライト 

・遠隔授業等による教育プログラムの共用について 

・教育プログラム構築に関する方針・基準の検討について 

・理工系技術科目に地元企業のニーズを取り入れる仕組み構

築について 

平成 29 年 5 月 29 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・参加校における教育プログラムの構築について 

・遠隔授業等による教育プログラムの共用について 

・理工系技術科目に地元企業のニーズを取り入れる仕組 

み構築について 

平成 29 年 10 月 16 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・参加校における教育プログラムの構築について 

平成 30 年 2 月 9 日 

小樽商科大学札幌サテライト 

 

 

・参加校における教育プログラムの構築について 

・教育プログラム構築に関する方針・基準のまとめについて 

・遠隔授業関連検討事項について 
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平成 30 年 6 月 15 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

 

 

 

・地域共育プラットホームの活動計画・拠点の取組みにつ 

いて 

・地域志向人材育成プログラムの履修要項及び修了認証の発

行について 

・遠隔授業等による教育プログラムの共用について 

平成 30 年 10 月 17 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

 

・地域志向人材育成プログラム履修要項の検討 

・地域志向人材育成プログラムの評価 

・教育プログラムの開発（アントレプレナーシップ教育） 

平成 31 年 3 月 13 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

 

・地域志向人材育成プログラムの効果評価 

・地域志向人材育成プログラムの共用 

・地域共育プラットホームの取組み 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

4) 実務者会議 
協議会、幹事会、教育プログラム開発委員会において策定された事業計画にある具体のイベン

トや事業を円滑に実施するために、拠点の大学・高専及び自治体の実務担当者で構成された「北

海道 COC+コンソーシアム実務者会議（以下「実務者会議」という）を平成 27 年度に設置した（表

2-9）。平成 28 年度迄、事業計画の具体的推進方法やイベントの実施方法の協議、スケジュール

の共有などを実施し、事業の円滑な実施に寄与した（表 2-10）。平成 29 年度以降は、拠点の活動

を活性化するために設置された拠点会議に役割を移し、実務者会議は拠点間の共通課題の協議

や情報交換が必要な際に開催することとした。 

 

表 2-9 北海道 COC+コンソーシアム実務者会議の活動 

項目 内容 

委員 COC+推進シニアコーディネーター（議長）、 

室蘭工業大学、北見工業大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学、苫小牧

高専、釧路高専、旭川高専、函館高専 

北海道、室蘭市、北見市、札幌市、千歳市、苫小牧市、釧路市、旭川市、函館市 

頻度 【平成 27 年度・28 年度】6 回/年・必要時 

【平成 29 年度以降】必要時 

役割 【平成 27 年度・28 年度】 

(1)コンソーシアムの事業運営・活動に関する連絡・依頼 

(2)コンソーシアム全体及び拠点における事業計画原案の策定、計画の進捗管理 

(3) 道内就職率等事業目標の実績調査・分析及び対応案の検討 

(4)拠点における内部評価の実施 
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(5)コンソーシアム会員の勧誘活動の検討 

(6)拠点・拠点周辺における地域・参加機関ニーズの調査・報告 

【平成 29 年度以降】 

(7)拠点間の共通課題の協議や情報交換 

註）平成 30 年 3 月末現在 

 

 

表 2-10 北海道 COC+コンソーシアム実務者会議の開催状況 

開催日 主な協議事項 

平成 27 年 11 月 25 日 

北海道庁本庁舎 

・COC+事業計画と連携協定締結機関の役割、活動に

ついて 

・平成 27 年度室蘭工業大学の事業計画について 

平成 27 年 3 月 

メールによる臨時会議 

・COC+年度計画について 

・参加機関の追加について 

平成 28 年 5 月 31 日 

北海道庁別館 

・参加校・企業へのアンケート調査について 

・雇用創出における拠点連携について 

・今後の広報展開について 

平成 28 年 7 月 5 日 

北海道各振興局（テレビ会議） 

・イベントスケジュールについて 

 

平成 28 年 8 月 9 日 

小樽商科大学サテライト 

・道内就職率アップに向けての課題・対策について 

・全体イベントの取組みについて 

平成 28 年 10 月 4 日 

北海道各振興局（テレビ会議） 

・来年度拠点計画作成依頼について 

・教員と企業経営者の交流会について 

平成 28 年 12 月 6 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・平成 29 年度拠点計画について（再検討依頼） 

 

平成 29 年 2 月 10 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・平成 29 年度拠点計画について（計画確定） 

・内部評価について 

平成 29 年 8 月 25 日 

R&B 札幌大通サテライト/HiNT 

・道内就職向上に向けてのコンソーシアムとしての取組

みについて 

・今後の拠点会議の実施について 
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5) 拠点会議 
平成 27 年度外部評価結果を受けて、平成 29 年度からより地域における連携を深め、拠点の自

立的活動を活性化するために、COC+推進コーディネーター、拠点の大学・高専、自治体、商工会

議所や企業のキーパーソンの参加による「北海道 COC+コンソーシアム拠点会議（以下「拠点会議」

という）を設置し、従来の実務者会議の役割を引き継ぎ、協議会、幹事会、教育プログラム開発委

員会において策定された事業計画にある具体のイベントや事業を円滑に実施するために、コンソ

ーシアム事務局が作成した共通の議題について各拠点の実情を踏まえた活動計画等を地域の自

治体と協力して策定する体制を構築し、各拠点が自立した活動を進めていくこととした（表 2-11）。 

会議設置当初、拠点の自立化には拠点毎にコーディネーターを置くことが最良と考え、コーディ

ネーターの候補として自治体にヒアリングを実施したが、担当者の負担増、自治体内部の縦割り組

織の問題から受け入れられず、代替として 4 人の COC+推進コーディネーターが拠点に出向く拠

点会議の設置となった。なお、会議の運営は拠点会議の主旨から、従来の実務者会議における

COC+推進コーディネーターから、拠点の大学・高専が担当することとした。 

平成 29 年度は 3 回、平成 30 年度は 4 回開催（表 2-12）し、次に示す拠点に関わる各種事項

や全道レベルの実施する事項に対する拠点での対応等について検討した。 

  

【平成 29 年度】 

拠点における連携の活性化、道内就職率や学生の COC+認知状況に関する向上策の検討、自

治体と連携した事業の企画や特別交付税の申請、年度拠点計画の進捗状況、次年度拠点計画

の策定・予算申請について検討した。 

 

【平成 30 年度】 

道内就職率向上等 COC+KPI の向上策検討、年度計画の進捗管理、次年度計画策定・予算申

請、外部評価に向けた拠点事業の自己点検等の他に、新たに地域志向人材育成プログラムの活

用のための取組みの検討（地域共育プラットホーム拠点活動計画の策定）、ポスト COC+事業検討

WG の結果に対する対応を検討した。 

 

表 2-11 北海道 COC+コンソーシアム拠点会議の活動 

項目 内容 

委員 拠点の大学・高専（議長）、自治体、必要に応じ北海道（振興局他）、経済界・産

業界（商工会議所等） 

COC+推進シニアコーディネーター 

頻度・開催地 4 回／年（4 月、7 月、11 月、1 月）、拠点 

役割 (1) 拠点における事業計画の策定、計画の進捗管理 

(2) 道内就職率等事業目標の実績調査・分析及び対応案の検討 
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(3) 拠点における内部評価の実施 

(4) コンソーシアムの事業運営・活動に関する連絡・依頼 

 (5) コンソーシアム会員の勧誘活動の実施 

(6) 拠点・周辺地域における地域・参加機関ニーズの調査・報告 

註）平成 31 年 3 月末現在 

表 2-12 北海道 COC+コンソーシアム拠点会議の開催状況 

開催日 主な協議事項 

平成 29 年 7 月、8 月（平成 29

年度第１回） 

8 拠点 

・道内就職率の向上について 

・拠点における連携について 

・特別交付税の申請について 

平成 29年 11月、12月（第２回） 

8 拠点 

・平成 29 年度拠点計画に関する進捗について 

・平成 30 年度拠点計画に関する検討について 

・学生の COC+認知状況の改善対策について 

平成 30 年 1 月、2 月（第３回） 

8 拠点 

 

 

・平成 29 年度拠点計画に関する進捗について 

・平成 30 年度予算について 

・平成 29 年度道内就職率の暫定結果と対応策について 

・外部評価スケジュールについて 

平成 30年 5 月（平成 30年度第

１回） 

10 拠点 

 

・平成 29 年度自己点検結果について 

・中間評価結果への対応について 

・地域志向人材育成プログラムの活用のための取組みにつ

いて 

平成 30 年 7 月、8 月（第２回） 

10 拠点 

 

 

・平成 29 年度道内就職状況結果について 

・平成 30 年度計画の進捗状況について 

・地域志向人材育成プログラムの活用のための取組みにつ

いて 

平成 30 年 12 月（第３回） 

10 拠点 

 

・平成 30 年度の拠点計画の進捗について 

・平成 31 年度の拠点計画の検討について 

・ポスト COC＋事業検討 WG での検討結果の対応について 

平成 31 年 2 月、3 月（第４回） 

10 拠点 

・平成 30 年度の拠点計画の進捗状況及び新卒学生の就職

状況について 

・平成 31 年度の拠点計画・予算の確定について 

・ポスト COC＋事業検討 WG での検討結果の対応について 

註）平成 31 年 3 月末現在 
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1.6 室蘭工業大学 地（知）の拠点推進室の設置 
COC+シニアコーディネーターが専従し、コンソーシアム参画機関との連絡調整・渉外等を担当

する事務局、及び室蘭工業大学 COC+ 推進体制との連絡調整を担当する組織として、室蘭工業

大学内に室蘭工業大学地（知）の拠点推進室（以下「地（知）の拠点推進室」という）を設置した（表

2-13）。 

事業地域である北海道においては、多くの企業や経済・産業団体、主要な自治体である北海道、

札幌市など、本事業に係る機関が札幌市に集積する。そこで地（知）の拠点推進室の支所として、

札幌市に室蘭工業大学 COC+札幌連絡所（以下「札幌連絡所」という）を設置した。札幌連絡所に

はCOC+コーディネーターを配置し、コンソーシアムの事務局を分担する上にCOC+に関連する機

関の情報や動向を収集し、北海道 COC+事業の運営・活動に反映することも担当する。 

地（知）の拠点推進室は、北海道 COC+コンソーシアムの事務局として、会議体の開催、外部評

価の実施等コンソーシアムの運営及びコンソーシアム全体に係る事業の計画、予算の配分、事業

の推進、実施を担当する。また室蘭工業大学内にて、本事業の企画立案を行う「COC+コアメンバ

ー会議」（以下「コアメンバー会議」という）を運営し、教育改革、地域協力・研究企画、広報・渉外

に関するコンソーシアム事案の協議を推進する。コアメンバー会議は毎月定期的に開催されてい

る。平成 27 年度は 2 回、平成 28 年度以降は年に 12 回（月１回）開催している（図 2-5）。 

 

表 2-13 室蘭工業大学 地（知）の拠点推進室の活動 

項目 内容 

構成員 室長兼 COC+シニアコーディネーター（統括、教育改革担当）、COC+コーディネ

ーター（札幌連絡所、広報・渉外担当）、COC+コーディネーター（地域協力・研

究企画担当）、副学長（事務担当）、総務広報課長（COC+担当）、学務課（教育

改革担当）、研究協力課（地域協力・研究企画担当）、総務広報課（COC+事務

全般担当、広報・渉外担当）、キャリア・サポート・センター（広報・渉外担当） 

活動期間 平成 27 年度～令和元年度 

役割（担当業

務） 

(1)道内他大学・高専や企業等のコンソーシアム参画機関との連絡調整や渉外

に関すること 

(2) COC+学内関係者との連絡調整に関すること 

(3) COC+の実施に関すること 

(4)その他 COC+の実施にあたって必要な事項に関すること 

註）平成 31 年 3 月末現在 
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註）平成 31 年 3 月末現在 

図 2-5 室蘭工業大学における COC+推進体制：地（知）の拠点推進室の位置づけ 

 

1.7 外部評価委員会の設置・開催 
 北海道 COC+コンソーシアムの自主的な事業運営の見直し、改善を促すことにより、事業の質的

向上、事業運営の効率化及び透明性の確保に資することを目的として、北海道 COC+コンソーシ

アム外部評価委員会（以下「外部評価委員会」という）を設置した（平成 28 年度協議会にて設置承

認、表 2-14）。 

 【平成 28 年度】 

申請時の計画通り、最初の外部評価委員会は平成 28 年度に開催し（表 2-15）、事業の全体計

画及び達成指標の評価、平成 27 年度事業活動結果評価及び平成 28 年度事業活動結果中間評

価（第 1～3 四半期を対象）を実施した。これらの外部評価の結果を受け、平成 29 年度に事業実

施体制の見直し（拠点会議の設置）、事業計画の重点化、広報戦略の策定、コーディネーターへ

の業務集中回避、総務省特別交付税の活用について検討し、幹事会、協議会での審議を経て、

平成 29 年度事業に外部評価の結果を反映、改善策を実施した。 

 

 

 

 



- 37 - 

表 2-14 北海道 COC+コンソーシアム外部評価委員会の活動 

項目 内容 

委員 弘前大学 COC+担当教員、東北インターンシップ推進コミュニティ参加大学（岩

手大学担当教員）、北海道新聞社※、北海学園大学経営学部 

※北海道新聞社は、平成 28 年 12 月にコンソーシアム会員になったことに伴い、

平成 29 年度から外部評価委員を外れている。 

頻度 1 回／年、6 月頃 

役割（評価事

項） 

(1)コンソーシアムの年度計画の実施状況と目標達成状況に関すること 

(2)その他コンソーシアムが実施する事業の点検・評価・助言に関すること 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

 

表 2-15 北海道 COC+コンソーシアム外部評価委員会の開催状況 

開催日 評価事項 

【平成 28 年度外部評価】 

平成 29 年 3 月 

TKP ホワイトビルカンファレンスセン

ター 

・目標達成に向けた事業全体計画及び達成指標に関す

る評価 

・平成 27 年度事業活動結果に対する評価 

・平成 28年度事業計画及び第 1～3四半期事業活動結

果に対する中間評価 

【平成 29 年度外部評価】 

平成 29 年 10 月、弘済会館 

（「地（知）の拠点大学による地方創

生推進事業委員会」による中間評価

（COC+事業中間評価）） 

・平成 28 年度事業活動結果に対する評価 

（COC+事業中間評価は平成 27 年度～平成 29 年度第

1 四半期を対象とすることから、これにより当年度外部評

価とした） 

【平成 30 年度外部評価】 

平成 30 年 7 月 

TKP ホワイトビルカンファレンスセン

ター 

・平成 28・29 年度外部評価結果の対応に関する評価 

・平成 29 年度事業活動結果に対する評価 

・平成 30 年度事業計画に対する評価 

註）平成 31 年 3 月末現在 

 

【平成 29 年度】 

 平成 29 年度外部評価は、同年度に実施された「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業委

員会」による中間評価（以下 COC+事業中間評価という）が対象とする活動を包含し、評価の項目

も重なる部分があることから、COC+事業中間評価に代えることとし（平成 29 年度第 7 回コアメンバ
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ー会議、平成 29 年度第 3 回幹事会決定）、中間評価書をとりまとめ、これまでの活動を自己点検

した。 

また平成 30 年度外部評価に向け、室蘭工業大学及び各参加校において、平成 30 年 3 月に平

成 29 年度の自己点検評価を実施し、自己点検シートを取りまとめた。中間評価結果、平成 30 年

度自己点検結果に基づき、改善策を次年度事業計画に反映した。一部課題については、引き続

き平成 30 年度に検討、対応を行うこととした。 

 【平成 30 年度】 

 平成 28・29 年度外部評価の結果に対する対応、平成 29 年度の事業活動結果に対する自己点

検、平成 30 年度の事業計画について外部評価を実施した（表 2-15）。この結果を受け、平成 30

年度に、①学生に対するアンケート手法の見直し、②成果報告書のまとめ方（簡易版の作成）、③

自己点検の学校間の統一（評価視点の見直し）、④学生の地元定着に対する企業の意識改革に

ついて検討し、幹事会、協議会での審議・了承された。本対応策として、①学生が就職活動を行う

場合の本音を聞き出すために、就職担当教員によるヒアリング調査を実施した。②平成 30 年度成

果報告書の簡易版を作成した。③各校に対して自己点検する際の評価指標及び評価の観点を示

し、自己点検を実施した。④地元定着に成功している企業経営者を事例紹介する講演会を企画

することとした。 

 

 

2． 事業実施計画 
【平成 27 年度】 

北海道 COC+事業における目的・目標の達成に向け、5 ヶ年計画、ロードマップ、平成 28 年度

計画を策定した。 

5 ヶ年計画においては、事業期間内に達成すべき事項を KPI（Key Performance Indicator）とそ

の年度達成レベルによって明確にした（表 2-16、表 2-17）。検討にあたっては、コーディネーター

が地元企業や自治体・商工会議所・まちづくり関係者等から得た、若者定着など COC+事業に関

連する課題や情報・意見を 5 ヶ年計画の重点事項として反映させた。 

さらに 5 ヶ年計画を俯瞰するものとしてロードマップを作成し、事業関係者とのコミュニケーション

の促進に活用した（図 2-7）。 

 また、各拠点においては、5 ヶ年計画において設定されている当該年度の KPI 達成レベルの実

現に向け、平成 28 年度計画にて実施事業とその工程を示した（表 2-22）。 

【平成 28 年度】 

平成 29 年度計画の策定は、実務者会議において予算配分を含めて拠点間で共有しながら策

定した。計画・予算配分の方針として、補助金終了後の自治体との連携等を見越した枠組みづくり

に係る意欲的な取組みに対して実施を優先することを事前に共有し、計画を確定していった。 

【平成 29 年度～】 

 次年度計画の策定は拠点会議において実施している。計画・予算配分の方針はこれまでのもの
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を引き継いでいるが、平成 29 年度計画からは、平成 28年度に実施した外部評価に基づいて見直

した重点分野を適用している。 

 

2.1 北海道 COC+事業 5 ヶ年計画の策定 
1) 計画策定における基本方針 
平成 27 年度、実務者会議において、下記の計画策定における基本方針を確認し、北海道

COC+事業 5 ヶ年計画を策定した。この基本方針及び 5 ヶ年計画は協議会にて審議され、承認さ

れた。 

 

 【北海道 COC+事業計画策定における基本方針】 

目的： 北海道 COC+事業の目的・目標における「実施すべき事項」に対して、5 年の事業期間で

「達成すべき事項」を KPI によって明確にする（表 2-16） 

内容： ①COC+のねらいにもとづき「教育改革」「地域協力・研究企画」「広報・渉外」の事項から構

成する 

②全拠点を対象に実施する北海道レベルの施策（コンソーシアム事務局がコーディネー

ト）と拠点レベルの施策（拠点がコーディネート）によって、地域の実情にあった特色あ

る施策を展開する（多様な重合的施策） 

      北海道レベルの施策例：全道シンポジウム、北海道産業界等との協働施策 

      拠点レベルの施策例： 拠点シンポジウム、地元自治体等との協働施策 

運用： 全体計画は、その実行効率を考慮し年度毎に見直すローリング・プランとする（PDCA サイ

クルによるマネジメント） 
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表 2-16 北海道 COC+事業 5 ヶ年計画の構成 
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2) 実施すべき事項及び達成すべき事項（KPI） 
平成 27 年度に作成された 5 ヶ年計画において、北海道 COC+事業の目的・目標のそれぞれに

対して設定された「実施すべき事項」及び「達成すべき事項（KPI）」を表 2-17 から表 2-19 に示す。

これらの表において実施すべき事項は、目的では「目的の具体化」、目標では「実施計画」に、達

成すべき事項は、目的・目標共に「達成指標等」に記載されている。 

 

表 2-17  5 ヶ年計画における「実施すべき事項」及び「達成すべき事項」（その 1） 

 

註）実施すべき事項は「目的の具体化」、達成すべき事項は「達成指標等」に相当する 



- 42 - 

表 2-18  5 ヶ年計画における「実施すべき事項」及び「達成すべき事項」（その 2）
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註）実施すべき事項は「実施計画」、達成すべき事項は「達成指標等」に相当する 
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表 2-19  5 ヶ年計画における「実施すべき事項」及び「達成すべき事項」（その 3） 

 

註）実施すべき事項は「実施計画」、達成すべき事項は「達成指標等」に相当する 
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表 2-20  5 ヶ年計画における「実施すべき事項」及び「達成すべき事項」（その 4） 

 

註）実施すべき事項は「実施計画」、達成すべき事項は「達成指標等」に相当する 
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3) 重点実施事項 
【平成 27 年度】 

 地方創生人材育成といった社会的要請、コーディネーターが地元企業や自治体・商工会議所・

まちづくり関係者等から得た若者定着等 COC+事業に関連する課題や情報・意見に基づいて、5

ヶ年計画の重点実施事項として次の事項を設定し、具体的実施施策（達成すべき事項）を計画に

反映した。この重点実施事項は協議会にて審議され、承認された。 

 

◆ 北海道 COC+事業計画における重点実施事項 ◆ 

①産プラス金と協働して、学生に対して地域産業界が必要とする資質 （俯瞰的技術力＋実践

力、現場力）を養成する 

  ・・・教育プログラム（地方創生人材育成、ものづくり CTO 養成・俯瞰人材育成、）の構築、教材

の整備 

②学生が地域と関わる機会を増加、発信し地域に対する関心を高める 

  ・・・まちづくり活動・ボランティア、社会的課題解決の授業、インターンシップ、地域企業を対象

とする技術的支援・共同研究 

③企業と学生のミスマッチを戦略的に解消し、地域就職率を向上させる（図 2-6） 

  ・・・学生から見た魅力的企業像情報・人材獲得戦略のための情報提供（企業）、地域インター

ンシップによる企業体験（学生）、OB・OG の地域就職体験セミナー（学生)、地域企業ト

ップとの交流会（学生） 

 

 

図 2-6 地元企業と学生とのミスマッチ解消戦略： 

経済団体等と協働で戦略的に実施し、地元企業就職率を向上させる 

 

相互理解
関係強化
地元就職

学 生 地元企業

地域に就職する意義・メリット
を学生に共感してもらい、地元
就職志向を更に促進

OB・ＯＧ地元就職者体験セミナー
地域企業経営者による授業（DA授業）
地域企業経営者と学生との交流

S3

学生・企業へのアンケート
→ 人材獲得セミナー

→ 企業見学会で魅力発信

企業に学生から見た魅力的な
企業像や人材獲得戦略に資
する情報を提供

S1

学生がｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟによって優
良・魅力的地元企業を体験

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入企業の開拓
→ 地域ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾏﾆｭｱﾙ整備

→ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施・経済的支援
→ 学生対象地域企業研究会

S2
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【平成 29 年度】 

平成 28 年度に実施した外部評価の指摘を受けて、5 ヶ年計画において平成 27 年度に設定し

た重点事項を、以下の基本的考え方のもと、教育改革、地域協力・研究企画、広報・渉外において、

5 ヶ年計画を実施するための重点方針として改めた。 

本重点方針は平成 29 年度第 1 回幹事会において承認された。 

 

◆ 平成 28 年度に実施した外部評価指摘事項 ◆ 

① 取組みが多く小さいため、全体が分かり難いので、重点化し簡潔にまとめ、課題にどう

取り組むのかを明確にしていくことが必要である。 

② 課題を整理し、仮説を持って取り組むことで、どこを重点化すればよいかが把握でき、

事業の合理化に繋がる。 

 

◆ 重点方針設定における基本的考え方 ◆ 

平成 28 年度に実施した COC+事業 8 大学・高専の学生に対するアンケート結果から、道内就

職の必要条件として、「専門を活かせる業種」、「給与が高い」、「交通の便が良い」、「生活環境が

良い」、「休暇が取れる」が上位に挙げられた。これら道内就職の必要条件に対する対応策を検討

したものを表 2-21 に示す。 

本事業においては、対象とする学生が工学系であることからその本質である「専門を活かす」に

関係し、直接的に関与し易いと考えられる対応策①の道内企業を知る機会を増やす事業・イベント

に重点を置くこととした。また対応策②～④については、学生への啓蒙、企業努力によるものであり、

機会のある度に学生、企業に周知を図っていくこととした。 

 

表 2-21 道内就職の必要条件と対応策 

道内就職の必要条件 対応策 

専門を活かせる業種 ① 道内企業を知らないことが要因と思われ企業を知る機会を

増やす 

給与が高い 
② ワークライフバランスを考えさせるための啓蒙 

交通の便が良い 

生活環境が良い 
③ 住環境（寮、社宅）等の整備、地域のインフラ（学校、医療機

関、商店）の整備 

休暇が取れる ④ 企業の労働環境の改善 
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◆ 5 ヶ年計画を実施するための重点方針 ◆ 

   〈教育改革〉  

１．低学年から継続的に道内企業に接触するカリキュラム編成・実施 

２．俯瞰的思考のできる課題解決型の地域人材を育成 

  〈地域協力・研究企画〉 

１．地域と協働した技術イノベーションによる産業創出、雇用創出 

２．共同研究の中で学生の地域貢献意識を涵養、地元定着を促す 

３．地域企業を活性化するための社会人教育の実施 

  〈広報・渉外〉 

１．発信力の強化 

２．道内企業の魅力発見機会の創出 

 

教育改革の重点化では学生が卒業迄に継続的に地域及び地域企業と接触する機会を設ける

カリキュラム編成とすることによって、道内企業を知る機会を増やす。地域協力・研究企画の重点

化では地域との共同研究の中で、学生が地域企業を知り、技術者として地域に貢献するという意

識を涵養することによって、地元定着を促す。そして広報・渉外の重点化では学生が道内企業を

知らない理由には、企業の学生への PR 不足、PR 機会が道外企業に奪われていることがある。ま

た、知らないために学生は、新卒者への教育が不十分（育てる余裕がない）、労働環境が悪い、職

場の雰囲気が悪い等の道内企業が多いと考える。これらを払拭するための広報、イベントに取り組

むこととした。 

 

2.2 ロードマップの策定 
北海道 COC+事業 5 ヶ年計画を基にロードマップを策定した（図 2-7）。ロードマップでは、5 ヶ

年計画に上げた「教育改革」「広報・渉外」「地域協力・研究企画」の事項の他に、本 COC+事業に

おいて要となる「連携構築」を新たに加えた。 

 これら 5 つの事項において、達成内容及びその時間的目標がマイルストーン（▼印）、マイルスト

ーンを達成するための具体的施策項目の実施が矢印状のバー（   ）によって表されている。 

 北海道 COC+事業を時間軸で概括すると、平成 27 年度は実施体制の整備、平成 28 年度から

各施策項目において作りこみや試験的実施、そして実施・調整を行い、3 年目の平成 29 年度にお

いて、北海道における若者つまり地方創生人材の定着に向け、事業全体が有機的に機能すること

を想定している。また 3 年目の結果を評価し、4 年目の平成 30 年度において事業の施策をブラッ

シュアップして行く予定である。  
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図 2-7 北海道 COC+事業ロードマップ 

北海道COC+コンソーシアム全体計画（ロードマップ）H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

数
値
目
標

道内就職： 8%（10%）UP 42%（48%) 44%（50%) 45%（52%) 47%（55%) 50%（58%)

道内ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ数： 倍増 104人（30人) 114人（33人) 135人（35人) 157人（40人) 202人（58人)

道内新就労先雇用創出数 3人 5人 10人 16人 26人

実
施
事
項
・
達
成
事
項

１．地域を担う学生を育てる
①俯瞰的人材育成事業を実施

②地域教育、地域課題発見・解決型教
育の実施（地方創生人材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

③遠隔地授業等による参加校の教育ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑを共用

２．学生を地域に定着させる
①地域の中小企業経営者等によるDA
授業の実施

②地域企業を対象とする地域インターン
シップの受入れ先の開拓・実施

③企業と学生・父母とのマッチングの場
を創出

④企業と学生のミスマッチの戦略的解
消、道内就職率向上

３．新たな雇用・産業を創出する
①社会人の再教育システムの実施
②技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、新産業創出・企業誘
致に対する金融支援体制の強化

③大学発技術による技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、１
次産業等における新産業・新事業の
創出

④地域をフィールドした学生参加型の研
究、課題解決

４．地域に活動を周知する
イベント、シンポジウム、広報素材による

COC＋事業の意識啓発

連
携
構
築

教
育
改
革

広
報
・
渉
外

地
域
協
力
・
研
究
企
画

1-①、②地方創生人材教育開始
▼

修了認定授与
▼

▼1-②企業ﾆｰｽﾞ収集仕組み整備

教育修了者の就職への配慮
▼

2‐①DA授業、2‐②地域ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
による学生の地域志向促進 ▼

1‐②地方創生人
材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ構築

1‐②地方創生人
材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施

1‐①俯瞰人材プ
ログラム構築

1‐②地方創生人材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの参加校普及、
課題解決型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ導入促進

1‐①俯瞰人材プ
ログラム実施

1‐③遠隔地授
業の実施検討

1‐③遠隔授業の試行、
教育プログラム開発

1‐③遠隔地授業の実施（大学・高専）

2‐①講師情報
の整備

2‐②地域ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ支援
環境（ﾏﾆｭｱﾙ・体制）整備

②‐1地域の中小企業経営者等によるDA授業の実施
②‐2地域ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌの受入れ先開拓（中小企業）、実施

課題解決型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの確立、実施

産業界連携（道経連、
機械工業会）▼

▼道央ｴﾘｱ連携事業開始

道央・道東部ｴﾘｱ企業
▼ ﾈｯﾄﾜｰｸ構築道の地域労働関係会議

▼ との連携開始

産業界との連携、広域企業間連携、拠点内産官学金連携、参加校間連携

2-④魅力的企業像、人材獲得戦略情報の提供
▼

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟによる地域志向促進
低学年からの企業との交流機会創出

▼
地域就職意義・ﾒﾘｯﾄの共感、地域就職促進

▼

2-③企業と学生・父母とのマッチングの場を創出（拠点の活動）

教員と地元企業との情報交換会
地元企業説明会

企業現場見学会
学生とOB、若手社員交流会

2-③道銀ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業、ﾋﾞｼﾞﾈｽEXPO参加（ものづくりなでしこ）

2-③地域企業情報のHPによる発信
2-③全道的ﾏｯﾁﾝｸﾞ活動の実施

2‐④学生・企業ｱ
ﾝｹｰﾄ、企業ｾﾐﾅｰ

2‐④OB・OG地域就職ｾﾐ
ﾅｰ、地域企業ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

４．北海道全域への事業周知

COC+ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（毎年）
ﾃｸﾉｶﾌｪ（毎年）

ｲﾝﾌｫｰﾒﾝｼｮﾝｷｬﾗﾊﾞﾝ（毎年）
ものづくりﾃｸﾉﾌｪｱ出展（毎年）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、活動ﾋﾞﾃﾞｵ、ﾆｭｰｽﾚﾀｰ等作成

４．ｵﾎｰﾂｸ地域COC+ｼﾝﾎﾟｼﾞﾑ（北見工大）

４．拠点におけるCOC+広報活動の実施

3-②金融支援体制強化
▼

3-①社会人再教育
▼

3‐②目利き人材育成
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施

3-③地域企業共同研究増加策実施 (毎年3%UP）、学生参加新規事業創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始
▼ 3-④地域をﾌｨｰﾙﾄﾞとした課題解決型・人材教育型研究の実施

▼

3‐②他拠点展開（目利き人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

3‐③大学発技術による技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、新産業の創出
地域企業共同研究、学生参加新規事業創出

3‐①ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾌﾟﾛｾｽｲﾉﾍﾞｰﾀｰ
人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施

3‐④地域ﾌｨｰﾙﾄﾞ
課題検討

3‐④ﾃｸﾉｱｺﾞﾗ活
用検討

3‐④地域課題研究実施

※

註） ※： 数値目標は26年度比、（ )の数値は室工大の目標

拠点連携活性化
▼

ポストCOC+
連携体制整備

▼

1-②教育プログラム
の参加校への普及 ▼

1‐①俯瞰人材ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの履修促進

▼1-③大学・高専遠隔授業実施

2-④保護者ｱﾝｹｰﾄ、地域
企業見学会、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
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2.3 年度計画の策定 
【平成 28 年度】 

実務者会議において、参加校の所在する 8 拠点（室蘭・北見・札幌・千歳・苫小牧・釧路・旭川・

函館地区）の平成 28 年度計画を策定した。この計画は協議会にて審議され、承認された。 

年度計画は 5 ヶ年における当該年度の達成レベルを実現することを目的とする。従って 5 ヶ年

計画の「実施すべき事項」、達成指標（KPI）の平成 28 年度達成レベルに対して、年度の実施工程

が記載されている（表 2-22）。 

計画策定にあたって、事業協働機関の役割（表 2-23）を確認し、参加校とその所在する自治体

が協議し作成した。 

表 2-23 北海道 COC+事業協働機関の役割 

 区分 雇用創出 若者定着 

基
本
的
な
取
組
み 

大 学 ・

高専 

・新事業・新産業の創出に向け
た地元企業との共同研究の
推進 

・学生が地元を学ぶ機会を提供 
・シンポジウム等のイベント開催による事業啓発
活動 

・学生参加型のイベント(科学実験教室等)により
学生と地元住民等との接点を創出 

・地元企業へのインターンシップ 

自治体 ・地元で学卒者の就職の受け
皿となる企業の開拓・誘致活
動 

・地元就職に向けた取組（合同説明会など）の
情報提供 

・インターンシップの受入 
・自治体 HP 等での事業啓発活動（本学 HP へ
のリンク等） 

企業等 ・地元大学卒業生の積極的な
採用の検討 

・合同説明会への積極的参加 
・インターンシップの検討・試行 

自
発
的
な
取
組
み 

大 学 ・

高専 

・大学発の技術による新産業
（大学発ベンチャー等）創出 

・地元企業活性化のための従
業員（社会人）教育 

・事業化をプロデュースできる
目利き人材の育成 

・地域志向を高めるカリキュラム改革の実施 
・企業と学生のマッチング交流会実施 
・インターンシップ受入企業の開拓 
・学生の企業現場見学会の実施 

自治体 ・地元で学卒者の就職の受け
皿となる道外企業を誘致 

・地元企業の成長促進 
・ベンチャー企業の立ちあげ支
援  

・事業参加大学等と協働した地元就職に向けた
取組（合同説明会等）実施 

・学生と企業との接点創出 
・首都圏で働く若者の UIJ ターン支援 
・地域インターンシップの実施における支援 
・大学等で実施する地域志向科目への講師派

遣  

企業等 ・地元大学の雇用拡大 
・金融機関等のファンドによる
地元企業の成長促進、ベン
チャー企業の立ちあげ支援 

・インターンシップの受入増 
・地域インターンシップの実施における支援 
・企業現場見学の受入 
・大学等で実施する地域志向科目への講師派
遣 

註）基本的な取組みは各機関必須、自発的取組みは任意。室蘭工大は両者ともに実施
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表 2-22 北海道 COC+事業平成 28 年度計画の構成 
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【平成 29 年度】 

平成29年度第1回幹事会にて、5ヶ年計画を実施するための重点が改められたのに合わせて、

表 2-24 から表 2-26 の平成 29 年度計画における重点事項が承認された。 

これらに対して、各校の実状に応じて拠点の年度計画に必ず反映する事項、任意に反映する事

項を定めている。 

 

表 2-24 平成 29 年度教育改革重点事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 2-25 平成 29 年度地域協力・研究企画重点事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方針】１．低学年から継続的に道内企業に接触するカリキュラム編成
２．俯瞰的思考のできる課題解決型の地域人材を育成

【計画】
方針 5ヶ年計画 29年度計画

１ 1）地域企業によるDA授業、ｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ註１）の推進

・DA授業講師派遣体制の整備
・低学年からのDA授業の実施

２

1）俯瞰的人材育成事業の実施 ・専門外の履修ｶﾘｷｭﾗﾑの周知・履修把握
2）課題発見・解決能力を養う教育機
会の増加

・授業・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・地域ｾﾞﾐ等において学
生参加型教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施

3）教育に対する地域・企業の技術ﾆｰ
ｽﾞを集約・活用

・COC校の地域志向教育に関する事例研究
・技術教育に企業ﾆｰｽﾞを取り入れる仕組み
構築

4）遠隔授業等による参加校の教育プ
ログラム共用

・参加校で協働実施する教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発

註１）インターンシップは広報・渉外に記載

【方針】１．地域と協働した技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝによる産業創出、雇用創出
２．共同研究の中で学生の地域貢献意識を涵養、地元定着を促す
３．地域企業を活性化するための社会人教育の実施

【計画】

方針 5ヶ年計画 29年度計画

１,2
1）一次産業を中心とした研究プラッ
トホームの構築・研究推進

・ＪＡ他との共同研究の創出（北見工大）
・鋳物シンジケートの構築（室蘭工大）
・大学発ベンチャーの構築（室蘭工大）

３

1）ものづくり目利き人材の育成 ・室蘭地区での実施
・北見地区への普及展開

2）プロダクト・プロセスイノベー
ターの育成

・鋳造カレッジの開催
（ものづくりの基盤産業である鋳造を担う
次世代人材育成、参加機関が講師、日本
鋳造協会他と連携）



- 53 - 

表 2-26 平成 29 年度広報・渉外重点事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度第 2 回協議会にて、表 2-27 から表 2-29 の平成 30 年度重点事項が承認された。

これらに対して、各校の実状に応じて拠点の年度計画を必ず策定する事項、任意に策定する事項

を予め定め、それに基づいて拠点年度計画が策定された。 

 

表 2-27 平成 30 年度教育改革重点事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方針】１．発信力の強化
２．道内企業の魅力発見機会の創出

【計画】
方針 5ヶ年計画 29年度計画

１
1）対外周知および対内周知を図る
ための継続的な情報発信

・HPを活用した道内企業・学生の双方向の情
報発信の実施
・学内報告等を通じ教員、学生への周知徹底

２

1）低学年から企業人と触れ合うイ
ベントの確立

・低学年生向けの企業との交流イベント実施
（若手社員、OB・OG、経営者との交流）
・インターンシップ受講前の社会体験として
ショート期間のインターンシップ実施

2）地域企業によるインターンシッ
プ増強

・地域企業によるインターンシップの実施お
よび受入企業の増加対策

3）課題解決型のインターンシップ
の確立・活性化

・企業と学生がともに課題解決を目指すイン
ターンシップの実施

4）学生の父母対策（父母に対して
の企業の魅力発信）

・父母アンケートの実施
・上記の結果をもとにイベント計画
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表 2-28 平成 30 年度地域協力・研究企画重点事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-29 平成 30 年度広報・渉外重点事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度第 2 回協議会にて、表 2-30 から表 2-32 の平成 31 年度重点事項が承認された。

これらに対して、各校の実状に応じて拠点の年度計画を必ず策定する事項、任意に策定する事項

を予め定め、それに基づいて拠点年度計画が策定された。 
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表 2-30 平成 31 年度教育改革重点事項 

 

 

 

表 2-31 平成 31 年度地域協力・研究企画重点事項 
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表 2-32 平成 31 年度広報・渉外重点事項 
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