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第Ⅳ章 学生を地域に定着させる 
 

 地元就職支援 
 

学生に地元企業の魅力を伝え、就職への動機付けを行うため、学生を対象とした地元企業の見

学会、企業説明会を開催した。合同企業説明会、参加校を支援する企業団体による説明会、キャ

リア教育を兼ねた企業説明会といった多様な実施形態によって実施し、教職員が地元企業の実態

を把握して、今後の学生向け企業見学会の企画、実施に向けての知見を得ることを目的に、教職

員を対象とした地元企業見学会等を開催した。 

 

1.1 アンケート 
 企業アンケート 

【平成 28 年度】 

道内企業の新卒者採用ニーズ、採用への取組み状況を把握するとともに学生の就職ニーズを

把握してミスマッチを解消することを目的に実施した。このアンケートで見えてくる具体的な課題等

を浮き彫りにし、対応を検討、実施していく。 

 

実施期間： 平成 28 年 10 月～11 月 

対象企業： 北海道経済連合会 372 社、北海道機械工業会 309 社、各商工会議所合計 500 社 

にアンケート調査を行い、339 社の回答を得た。 

【結果】 

道内企業への新卒者採用のための活動については、説明会（個別、合同）、インターンシップ、

職場見学会ともに効果の程度は異なるが取り組んでいかなければならないイベントとの認識が高

い（表 4-1 参照）。また、同時に道外企業との競合を勝ち抜くために、実現可能な範囲で企業力の

アップを図ることや、学生が振り向くために地域密着の良さ、社員教育の充実、キャリアビジョンの

明確化等を示すことが大切であるという意見が多かった。 

 

表 4-1 採用活動と効果 

 

 

 

採用活動イベントの実施種類数と効果の関係

１種類 ２種類 ３種類 ４種類 なし 計

非常に効果がある 9 20 27 21 4 81

多少は効果がある 28 29 23 9 38 127

効果は小さいが必要な取組である 31 25 19 2 27 104

特に効果もなく、不要である。 2 0 0 0 7 9

その他 1 1 1 0 5 8

回答なし 3 2 0 0 5 10

計 74 77 70 32 86 339



- 124 - 

 学生アンケート 
【平成 28 年度】 

大学 1 年生及びインターンシップ修了学生（2.4 インターンシップ学生アンケートにも記載あり）

に対して就職及び就職活動に対する意識調査を実施した。 

希望就職地域について 1 年生アンケートでは「北海道（札幌圏）」40％、「首都圏」18％、「北海

道（札幌圏以外）」5％の一方で、「希望する勤務地はない」28％となっており道内希望は過半に満

たない。同様のアンケートをインターンシップ修了学生（大学 3 年、高専 4 年）で実施したところ、

概ね北海道（札幌圏）が減少した分、首都圏が増加するといった状態である（図 4-1）。 

また、就職を決める優先度としては 1 年生、インターンシップ学生ともに（専門を活かせる）職種

という項目が高い。優先度の上位としてその他、勤務時間・休暇などの職場環境、給与などの経済

的条件も挙げられている。 

 

 

図 4-1 希望就職地域について大学 1 年生（左）、インターンシップ修了学生（右） 

 

【平成 30 年度】 

平成 30 年度に実施した外部評価委員会にて、「学生に対してアンケートを実施していることは

素晴らしい取組みと評価するが、学生が何を考えて就職活動を行っているのか、本音を聞き出す

調査を検討願いたい。」旨のコメントをいただき、次のとおり学生に対するアンケートを実施した。 

実施時期：平成 30 年 10 月～12 月 

調査対象：就職が決まった学生（大学 4 年生、高専 5 年生）239 名 

翌年度に就職を目指す学生（大学 3 年生、高専 4 年生）218 名 

調査方法：就職担当教員によるヒアリング調査 

調査の結果、「やりたい仕事が道内にない」という意見が多かった。本調査結果に基づき幹事会

にて改善策を検討し、①中長期的には、学生が求める企業への成長または道内への誘致を自治

体・産業界が中心となって進めていくこと。②発掘・情報発信できていない魅力的な企業を産業界

等から紹介してもらい、当該企業にコンソーシアムに参加依頼し、学生に情報発信することが合意



- 125 - 

された。平成 30 年度の取組みとして、本コンソーシアムの HP で企業紹介を増やした他、同 HP に

企業の魅力情報（受賞、商品・技術開発、メディア掲載等）を紹介するページを新設した結果、アク

セス数が増加している。 

 

 保護者アンケート 
【平成 29 年度】 

 学生の就職先に影響があると言われる保護者を対象として学生の就職活動に関する意識調査を

実施した。大学 2 年生及び高専 3 年生の保護者を対象に実施して、797 名（回収率 29％）の保護

者から回答をいただいた。保護者の居住地域は道内 608 名（76.3％）、道外 189 名（23.7％）であ

った。 

 道内企業への就職について肯定的意見が多かった。お子様が道内企業を就職希望とした場合

（図 4-2）は、「就職してほしい」が 35.5％、「就職しても構わない」53.9％と 90％近くの保護者が道

内就職を認めている。これを保護者の居住地域別でみると道内では「就職してほしい」と「就職して

も構わない」の合計で 95％に達するのに対して、道外では 71.4％と低下するが比較的多くの保護

者が道内就職を認めている。さらに知らない道内企業に就職希望とした場合（図 4-3）でも「本人の

意思に任せる」とする意見が 69.0％と学生の意見を尊重する傾向があることが分かった。ただし、

就職活動まで時間に余裕のある学生の保護者が対象であったこともあり、学生本人に任せるという

意識が強く表れた可能性もあると思われる。 

 

 

 

1.2 学生を対象としたイベント 
 企業説明会 

① 北見工業大学 

【平成 27 年度】 

『地元企業合同説明会』 

 オホーツク商工会議所協議会他と共催で地元専門学校や大学に通う学生がオホーツク地域の

企業に就職し、地域経済の活性化を目指すことを目的に開催した。より多くの地元企業を知っても

就職先を変えるよう説得する 

0.5％ 

他の就職先も探すようアドバイス

する。 

12.3％ 

図 4-2 お子様が道内企業に就職希望の場合 図 4-3 あなたの知らない道内企業に就職希望の場合 
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らい、説明を聞ける機会を増やすためにブース形式で実施した。 

 

日時  ： 平成 28 年 3月 1日（火）13：00～16：30 

場所  ： 北見工業大学 第一体育館 

対象  ： 平成 29 年 3月卒業・修了予定学生、参加学生数 約 70名  

参加企業： 約 50社 

共催  ： オホーツク商工会議所協議会、北見市、北見工業大学、同校後援会 KITげんき

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-1 北見商工会議所永田会頭の挨拶    写真 4-2 各企業ブースでの説明会 

 

【平成 28 年度】 

『合同企業説明会』 

合同企業説明会の参加企業、参加学生の減少対策として、地域企業向けプレゼンテーション研

修会（「1.4企業を対象としたイベント」を参照）を実施後、前年度に引続き平成 29年2月22日（水）

に『合同企業説明会』を開催した。参加企業は 38 社、学生は北見工業大学 28 名、専門学校生 34

名が参加した。 

参加した学生からは、「資料やネットではわからないことも多く聞けたのでよかった」、「気軽に

様々な業界の人と交流できた」といった声が聞かれた。また、参加企業からは「昨年に比べ、今年

の就活者は「地元企業に入る、入りたい」という方が増えているように感じた」、「直接学生の考え方

や気持ちを聞くことができ、こちらの事業内容や考えを伝えることができて、大変良かった」といった

声が聞かれた。 

 

【平成 29 年度】 

『オホーツク企業合同セミナー』 

昨年に引続き地元の専門学校や大学に通う学生がオホーツク地域の企業に就職し、地域経済

活性化を目指すことを目的に、オホーツク商工会議所協議会、北見市等と共催で開催した。 
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日時   ： 平成 30年 2月 21日（水） 

場所   ： 北見工業大学 第二体育館 

対象   ： 平成 31年 3月卒業・修了予定学生 

参加学生数： 本学学生 24名 道内他大学 3名 専門学校生 28名 

参加企業数： 企業 46社（団体）  

       ただし、オホーツク企業以外 4社のほか、自衛隊、北海道警察が参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-3 全体説明の様子:少し緊張した面持ちの学生（左）、企業ブースの様子（右） 

 

参加した学生からは、「様々な業種のブースがあり、幅広く知ることができた」といった声が聞か

れた。また、参加企業からは「人口減少傾向の中、地元企業の活力になる若い力が必要です。多く

の若者が地元で働けるよう、商工会議所・大学側からも支援をお願いしたい」といった声もあり、継

続実施を求める声が多数あった。 

今後も、本イベントを継続実施して地元企業を PR するとともに、セミナー参加企業にインターン

シップの受入依頼、その他イベント等に積極的な参加を働きかけ、参加企業（業種等）を増やし、

学生との交流機会を増やしていく予定である。 

 

【平成 30 年度】 

地元の専門学校や大学に通う学生がオホーツク地域の企業に就職し、地域経済活性化を目指

すことを目的に、オホーツク商工会議所協議会、北見市等と共催で開催した。 

 

日時   ： 平成 31年 2月 21日（木） 

場所   ： 北見工業大学 第二体育館 

対象   ： 2020 年 3月卒業・修了予定学生 

参加学生数： 本学学生 30名 道内他大学 6名 専門学校生等 20名 

参加企業数： 46社（団体） 
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参加した学生からは、「様々な業種の話を聞くことが出来て良かった」、「普段企業から聞けない

ような話を聞くことができたので、とてもためになった」、「自分の視野、考えが広がりとてもいい経験

になった」といった声が聞かれた。また、参加企業からは、「ぜひ今後も参加したい」、「こういった採

用イベントがあれば参加したい」、といった声もあり、札幌市内での開催も含め継続実施を求める声

が多数あった。継続開催をしていく予定である。 

 

② 苫小牧高専 

【平成 27 年度】 

『協力会会員企業合同研究会』 

協力会企業の事業概要等を研究し、地域の産業を知ることを目的に「協力会会員企業合同研

究会」を開催した。また、苫小牧高専生が日頃から取り組んでいる研究の成果を発信する場として

「苫小牧高専教育･研究フォーラム 2016」を同時開催し、同校と企業との相互理解を深めた。 

 

日時 ： 平成 28年 2月 5日（金） 

場所 ： ホワイトパークサンシャイン（苫小牧市） 

概要 ： 「協力会会員企業合同研究会」は 25社の参加があり、本科４学生及び専攻科１

年生の学生が地域の産業を知る機会となり、真剣に聞き入っている姿が見受けら

れた。 

「教育･研究フォーラム」では基調講演として、「ものづくり・ひとづくり～人材育成による

地域創生とイノベーション創出～」という演題で、室蘭工業大学ものづくり基盤センター

長である 清水 一道 教授が講演した。続いて同校で実施している企業との共同教

育について、学生が成果発表を行った。 

  

写真 4-4 協力会会員企業合同研究会の様子（左）、教育･研究フォーラムの様子（右） 

 

【平成 29 年度】 

 今年度は新たな試みとして、本科 1～3 年生及び保護者へも広く開放し、地域社会を支える企業

への理解を深める機会とした。 
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日時  ： 平成 29 年 12 月 15 日（金）14：00～16：50 

場所  ： 苫小牧工業高等学校第一・第二体育館 

対象  ： 本科 4年生、専攻科 1年生、その他の学生及び保護者の約 260名 

出展企業： 同校協力会会員企業 38社（うち道内企業 25社） 

概要  ： 企業 38 社がブース出展をして自社の活動を説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-5 熱心にメモをとる参加学生（左）、参加した約 260 名の学生（右） 

 

【平成 30 年度】 

 前年度から本科 1～3 年生及び保護者へも広く開放し、地域社会を支える企業への理解を深め

る機会として開催している。 

  

日時  ： 平成 30 年 12 月 14 日（金）14：00～16：50 

場所  ： 苫小牧工業高等専門学校第一・第二体育館 

対象  ： 本科 4年生、専攻科 1年生、その他の学生及び保護者の約 250名 

出展企業： 同校協力会会員企業 66社 

 

事後のアンケートでは、「将来の進路について参考になった」、「自分の専門分野以外の様々な

業種を知ることができた」、「道内に就職しても良いと思った」等の感想が寄せられた。 

 

③ 旭川高専 

【平成 27 年度】 

『学内セミナー』 

個々人の個性や適性に応じた職業を学生自ら選択できる能力の育成や具体的な将来に向けた

学修意欲を高めるためのキャリア教育の一環として、企業による学内セミナーを実施した。学生の

地元就職支援を狙いとして、多くの道内企業の参加を得た。 
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日時 ： 平成 27年 12月 19日（土） 

場所 ： 旭川工業高等専門学校 

参加 ： 道内企業 25社 

内容 ： 企業担当者による会社概要等の説明及び質疑応答 

      (1) 会社概要 

      (2) 求められる職業観・勤労観 

      (3) 本校からの就職実績（先輩たちの現状・キャリア形成） 

      (4) 質問等 

     

写真 4-6 プレゼンテーションブースにおける企業担当者による会社説明（左） 

企業紹介ブースにおける企業と学生による個別説明（右） 

 

参加企業のアンケートから、「学生と直接話す機会となり感謝している」等の回答があり、地元企

業の同校学生への紹介の場として評価できる。 

 

【平成 29 年度】 

平成 27 年度に引続き同様のセミナーを開催した。学生の地元就職支援として道内企業 103 社

に参加を依頼して 37 社の参加を得た。 

 

日時 ： 平成 29年 12月 16日（土） 

場所 ： 旭川工業高等専門学校 

参加 ： 道内外企業 78社（道内企業 37社、道外企業 41社） 

内容 ： 開催内容は平成 27年度と同様 

 

参加学生からは、「道内企業について知ることができた」、「魅力的な企業を発見できた」等、本

セミナーをきっかけに地元企業への就職について考えるようになった学生が多数みられた。 

 

【平成 30 年度】 

学生の地元就職支援として継続開催している学内セミナーを、道内企業 165 社に参加を依頼

し、参加企業の半数以上となる 51 社の道内企業の参加を得た。 
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前年度より企業数も 2 割増加したことにより、道内企業の参加も増加している。 

 

日時  ： 平成 30 年 12 月 15 日（土） 

場所  ： 旭川工業高等専門学校 

参加学生： 本科 4年生、専攻科 1年生全員参加、その他自由参加 約 230名 

参加企業： 道内外企業 91社（道内企業 51社） 

内容  ： 各教室を数社のブースに区切り、企業からの説明及び質疑応答を行った。 

 

 

 

 

 

 

                   写真 4-7 企業ブースで説明を聞く学生 

 

参加した学生からは、「道内企業について知ることができた」、「魅力的な企業を発見できた」等、

本セミナーをきっかけに地元企業への就職について考えるようになった学生が多数見られた。 

 

【平成 29 年度】 

『ものづくり企業社員による出前授業』 

北海道の『次世代自動車産業集積促進・人材育成事業』の委託を受けた（一社）北海道機械工

業会主催により「旭川高専 ものづくり企業社員による出前授業」を開催した。ものづくりや道内企

業への理解を深めることで、ものづくり人材の育成・確保、道内企業への就職率向上を目指して同

校で開催した。 

 

日時 ： 平成 29年 11月 30日（木） 

場所 ： 旭川工業高等専門学校 

参加 ： 同校システム制御情報工学科 3年生 40名 

概要 ： 佐藤鋳工㈱（妹背牛町）、シンセメック㈱（石狩市）の社員が講師となり現場

の様子やものづくりの魅力等を伝えた。また、北海道職員からは道内のものづ

くり企業の概要等について説明があった。 

 

 

 

                 写真 4-8  社員による講話：勤務先を決めた

理由（きっかけ）、就職への心構え、仕

事内容、ものづくり企業に勤めるに当

たって必要な技術や知識になどについ

て講演 
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                   写真 4-9  北海道職員の説明：北海道のものづくり 

産業振興に向けたと取組例などを紹介 

 

 

参加学生からは「道内企業にも興味が湧いた」、「将来の自分の進路を決める参考になった」、

「このような機会を増やして欲しい」などの感想が寄せられ、低学年を対象とした本事業が、学生の

道内企業への就職を検討するきっかけとなった。 

 

④ 室蘭工業大学 

【平成 28 年度】 

『地（知）の拠点学生セミナー』 

地元就職促進活動の一環として大学 2 年生向けに COC＋の説明及び企業説明会を実施し

た。これにより道内企業への就職意識を醸成することを目的とする。 

 

日時 ： 平成 28年 10月 17日（月） 

場所 ： 苫小牧市テクノセンター 

概要 ： 室蘭工業大学機械航空創造系学科 2年生 87名に対して、北海道 COC＋の説明

及び企業説明会を実施した。 

企業は 2社から地域企業への就職や道内地域特有の商品開発等の紹介があっ

た。説明者は採用担当者と同大学卒業生。 

 【学生意見】 

・ 道内企業で就職したいと考えていたため選択肢が広がるこのセミナーはとてもうれしく、今

後もこの活動が一層広がっていくことを期待する。 

・ 企業説明会を複数行ってもらい、様々な企業を知りたい。 

・ 入社するために必要なスキル、どのような人材が求められるか、入社してからの福利厚

生、教育制度が知りたい。 

・ 今回のような説明や工場見学で具体的な事が分かるのでとても良い。 

アンケート結果については記述式の回答は少なかったが、それでも今回行ったセミナーについ

て参考になったとの意見があった。また、就職について迷っているとの意見もあり、早期に行った今

回のイベントについては、その意味で役立つものと思われる。 
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【平成 29 年度】 

『インターンシップ合同企業説明会』 

 学生が道内企業を知る機会を提供するとともに、インターンシップを体験することで道内企業の

魅力を認識して、将来の就職ミスマッチを減少させ、離職率の低減につなげることを目的に開催し

た。 

 

日時 ： 平成 29 年 12月 17日（日） 

場所 ： 室蘭工業大学 学生会館多目的ホール 

参加者： 同大学生 95名 

     （アンケート結果より学部生 70名、大学院生 15名、未回収 5名） 

概要 ： ㈱マイナビ様のご協力のもと、同大学の全学年（大学院を含む）の学生を対象

に、今冬インターンシップ（就業体験）を実施する道内企業 12社 1団体（うち

当コンソーシアム会員 8社 1団体を含む）が出展し、インターンシップの説明

会を実施した。 

 

 

   

 

 

 

                        写真 4-10 各ブースで企業担当者 

から説明を聞く様子 

 

参加した学生からは、「色々な業種の話を聞けて、自分が考えていたこととの違いを見つけられ

て、とても良かった（学部 3 年生）」、「北海道で働いている企業の話を聞けて良かった（学部 3 年

生）」、「話を聞くことでモチベーションが上がって勉強しようと思った（学部 2 年生）」等の感想があ

り、学生は道内企業に刺激を受けて関心を高めていた。 

 

『苫小牧地区自動車関連企業の就職ガイダンス』 

 苫小牧市の主催で同地区での自動車関連企業による就職活動対象学生に対する就職ガイダン

スを実施した。 

 

日時 ： 平成 30年 3月 26日（月） 

場所 ： 室蘭工業大学 学生会館多目的ホール 

参加者： 同大学生 41名 

     苫小牧地区の自動車関連企業 7社 
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概要 ： 出展企業のうち 2社から本学の OB社員による話の後、ブースに分かれて出展 

企業 7社によるガイダンスを 4回（1回 35分）実施した。学生は自由に個別ブ 

ースでガイダンスを聞き、質疑等を行った。 

 

 

 

 

 

                                      

 

写真 4-11 大学 OB による就職活動の経験談を話す様子（左）、各ブースで説明を聞く学生（右） 

        

学生からは、「企業の求めている人物像等が把握できて良かった」や「他の業種のガイダンスも

行ってほしい」等の意見が寄せられた。 

 

【平成 30 年度】 

『合同業界研究会 北海道版』 

従来から実施している合同業界研究会を、学生への周知強化を狙いとして道内企業と道外企

業に分け、更に道外企業に先駆けて開催した。 

 

日時  ： 平成 31 年 1月 12日～13日 

場所  ： 室蘭工業大学体育館 

参加者 ： 3年次生、大学院 1年次生 延べ 2,467人 

参加企業： 室蘭工業大学の学生の採用を予定している道内企業 155社 

概要  ： 合同業界研究会の実施方法を講義室によるスクール形式（1社 2回説明）か

ら体育館によるブース形式（1社 8回説明）に変更した。 

 

 

 

 

 

写真 4-12 各ブースで説明を受けている様子 
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合同業界研究会の北海道企業の参加数は 155 社（前年度比+62 社）へ増大した。また、学生の

参加人数は 2,467 名（前年度比+1,196 名、166.8％）となるなど、開催方法の変更による動員効果

があった。 

 

『苫小牧地区自動車関係業界の OB・OG 合同懇談会』 

苫小牧市と協力して、苫小牧地区自動車関係業界の合同懇談会を開催した。特に学生の理解

や話しやすさを考慮し、本学 OB・OG との懇談会として開催した。 

 

日時  ： 平成 30 年 11 月 15 日 

場所  ： 室蘭工業大学講義室 

参加者 ： 同大学 3年次生、大学院 1年生 延べ 21人 

参加企業： 苫小牧地区自動車関係業界の室蘭工業大学 OB・OG のいる企業 6社 

 

 

 

 

 

 

                         写真 4-13  懇談会の様子 

 

 

⑤ 釧路高専 

 【平成 28 年度】 

『地元企業ガイダンス』 

釧路商工会議所並びに釧路高専地域振興協力会の後援・協力のもと、地元企業の企業紹介及

び企業との懇談会を実施した。同校の学生に地元企業の実態をもっと知って貰うことを目的とした

初めての試みであり、今回は釧路管内の企業を中心に 14 社が参加した。 

日時 ： 平成 29 年 1 月 28 日（土） 

場所   ： 釧路高専内 

参加者 ： 同校 4 年生全員参加 

参加企業： ㈱太平洋製作所、日本製紙㈱釧路工場、㈱釧路製作所、王子マテリア㈱釧路工場、 

北海電気工事㈱、北海道エアウォーター㈱、釧路ガス㈱、㈱大塚製薬工場、 

㈱エイチ・シー・シー、クオリサイトテクノロジーズ㈱、㈱ポータス、阿寒共立土建㈱、 

村井建設㈱、坂野建設㈱ 

概要   ： 前半は学科別に各教室で企業担当者が自社の説明を行い、後半は別室でブース形 

式による懇談を行った。 
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写真 4-14  OB との懇談の様子（左）、熱心に説明を聞く学生たち（右） 

 

学生からは、「自分の知らないことばかりで広い視野を持つことができた」や「ガイダンスがなけれ

ば知らずにいた企業に出会うことができ、高専 OB の方の業務や会社の雰囲気を直接聞くことが

できた」と地域企業の実態等を知ることに繋がり、今後の就職活動の一助になっていた。また、3 年

生以下も参加できるようにしてほしいとの声もあり、今後検討していく。 

企業側からは、「地元企業の就職の受け皿が極めて重要と感じた」との感想があり、学生の生の

声を聴く貴重な機会となった。 

 

【平成 29 年度】 

 前年度に引き続き、釧路高専地域振興協力会（釧路商工会議所も協力会員）の協力を得て道内

外合わせて 99 社の企業担当者を招いてガイダンスを実施した。参加企業の半数近くとなる 45 社

の道内企業の参加を得た。 

 

日時  ： 平成 30年 1月 27日（土） 

場所  ： 釧路工業高等専門学校 体育館 

参加者 ： 同校本科 4年生及び専攻科 1年生 218名（うち 4年生 193名） 

出展企業： 道内企業 45社、道外企業 54社の計 99社 

概要  ： 企業が個別ブースにより出展し、学生が興味のあるブースへ行き説明を受け

る形式でガイダンスを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-15 会場の様子（左）、企業担当者から説明を受ける学生（右） 



- 137 - 

学生の終了後アンケートでは 76％の学生が「大いに役立った」と回答していた。 

 

『低学年向け釧路地域企業ガイダンス』 

 学生が地元企業への理解を深めながら就労について考えることを目的に、企業等の担当者と本

科 3 年生によるディスカッションを実施した。 

 

日時 ： 平成 30 年 1月 22日（月） 

場所 ： 釧路工業高等専門学校 

参加者： 同校 3年生 172名 

     ㈱ポータス、㈱釧路製作所、釧路市役所の担当者 

概要 ： ①企業等の担当者から各社の紹介 

     ②ディスカッション：「都市部大企業との差別化」、「人的環境」、「全国・世界

への展望」、「高専生への期待・要望」など 

 

 ディスカッションでは企業担当者から都市部大企業との差別化として、給与差のみではなく参加

企業における人材育成等の説明や、地元企業が目指していること、高専生への期待などが語ら

れ、学生にとって刺激がある有意義な会であった。 

 

【平成 30 年度】 

『4 年生対象企業ガイダンス』 

就職活動を目前に控えた学生を対象に企業研究を行うためのガイダンスを実施。全国から企業

担当者を招いて実施している取組みであるが，「釧路高専地域振興協力会」の協力を得て、地元

企業の参加を増やしている。 

 

日時 ： 平成 31 年 1 月 26 日（土） 

場所 ： 釧路工業高等学校第二体育館 

参加学生： 同校本科 4 年生、専攻科 1 年生 

概要   ： 体育館に企業ブースを設置し、学生が興味のある企業のブースへ赴き、直接企業説 

明を受ける。 
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                               写真 4-16 会場全体の様子。企業ごとの 

ブースで説明を受けている。 

 

 終了後のアンケートでは 64％の学生が「大いに役立った」と回答していた。 

 

⑥ 函館高専 

【平成 29 年度】 

 『Tech.Net はこだてミーティング』 

函館地域におけるものづくり企業の活動や技術的特徴を知ってもらうことを目的に、地域企業の

方々と自由に意見交換をする場として、「Tech.Net はこだてミーティング」を開催した。 

 

日時  ： 平成 30 年 2月 9日（金） 

場所  ： 函館工業高等専門学校大講義室 

参加者 ： 同校学生及び教職員約 20名 

参加企業： ㈱アクトシステムズ、㈱石井組、㈱菅製作所、函館エヌ・デー・ケー㈱、㈱

メデック、㈱ワダエンジニアリング（以上 6社） 

概要  ： 第一部 16時 30分～17時 30分 

     函館地域企業の方々から自社技術、及び今後取り組んで行きたいことの説明 

     第二部 17時 30分～18時 30分 

     函館地域企業の方々と同校教職員、学生とのカジュアルな意見交換 

 

 

 

 

                       写真 4-17 ポスターパネル展示： 

 企業ごとに自社技術を紹介するポスターを掲出 

 

 

 

 

 

写真 4-18 企業技術の説明： ものづくり活動や技術的特

徴、今後の取組等について、企業ごとに説明し

ている様子 
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                     写真 4-19 函館地域企業の方々と教職員・学生が 

意見交換をする様子 

 

 

【平成 30 年度】 

前年度に引き続き、学生及び教員が地域企業の活動、技術を知るための意見交換をする場とし

て開催した。 

 

日時  ： 平成 31 年 2月 14日(木) 16：00～18：00 

場所  ： 函館工業高等専門学校第 1講義室 

参加者 ： 同校学生及び教職員約 30名 

参加企業： 函館地域企業 5社（サンテクノ株式会社、タカノ株式会社、株式会社東鵬開

発、株式会社ＡＩハヤブサ、株式会社エスイーシー）  

概要  ： 第一部 16時 00分～17時 00分 

      函館地域企業の方々から自社技術及び今後取り組んで行きたいことの説明 

第二部 17 時 00 分～18時 00分 

      函館地域企業の方々と同校教職員、学生とのカジュアルな意見交換 

 

地域企業の技術的特徴を知ることにより、地域の課題解決に役立つ情報を得ることができた。ま

た、学生にとっては函館地域のものづくりや関連企業への意識が高まるとともに、身近で使われて

いる専門的な基礎知識の習得や、技術者としてのコミュニケーション能力の向上にもつながってい

る。 

 

【平成 29 年度】 

『函館高専地域連携協力会企業説明会』 

 地元企業との接点を増やすため、函館高専本科生 2～4 年生と専攻科生を対象に企業説明会

を実施した。 

 

日時  ： 平成 30 年 3月 1日（木） 9:30～15:30 

場所  ： 函館工業高等専門学校 第一及び第二体育館 

参加企業： 91 社（地域連携協力会会員企業で道内企業約半数） 

参加学生： 約 550人（2～4年生、専攻科 1年生） 

概要  ： はじめに企業説明会についてのガイダンスを実施後、企業の各個別ブースで

の説明会の実施。次年度の進路対象学生である本科 4年生と専攻科 1年生は

終日、本科 2、3年生は午前と午後に別れてそれぞれ参加した。 
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写真 4-20 企業説明会の様子： 普段着は低学年の学生 

 

地域連携協力会の会員企業は市内及び道内の企業も多く、本番を間近に控えた 4 年生や専

攻科生に加え、任意参加の 1 年生を含めて、低学年から参加することで企業を知る良い機会にな

った。 

 

【平成 30 年度】 

 昨年に引き続き、地域連協協力会の協力のもと次年度の就職対象学生である本科 4 年生、専攻

科 1 年生（終日参加）を対象に説明会を実施した。本科 2 年生、3 年生は任意の参加とした。 

 

日時  ： 平成 31 年 3月 2日（土） 9:30～15:30 

場所  ： 函館工業高等専門学校 第一及び第二体育館 

参加学生： 約 400人（2～4年生、専攻科１年生） 

参加企業： 96 社（地域連携協力会会員企業 うち道内企業 52社） 

写真 4-21 企業説明会の様子 

 

⑦ 北海道科学大学 

【平成 29 年度】 

『企業説明会』 

 就職活動解禁となった 3 年生の活動開始にあたり、企業研究及び企業理解を深めるとともに、企

業担当者と接することにより就職活動におけるコミュニケーション能力を向上させること、また地元

企業への就職者数の増加を目指すことを目的に企業説明会を開催した。 
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『学内合同企業説明会』 

日時   ： 平成 30年 3月 7日（水）～9日（金） 

場所   ： 北海道科学大学 

参加企業数： 281社（うち道内企業 151社） 

対象   ： 就職活動対象学生（学部生、院生） 3日間のべ 4,000 名 

概要   ： 企業は 1日単位でブース出展して、学生に採用情報を含めた企業説明や質

疑応答を実施した。 

 

【平成 30 年度】 

日時   ： 平成 31年 3月 6日（水）～8日（金） 

場所   ： 北海道科学大学 

参加企業数： 260社 

対象者  ： 就職活動対象学生（学部生、院生） 3日間のべ 2,800 名 

概要   ： 前年度同様 

 

多くの企業やその企業で活躍されているＯＢと学生が接触を持つことができ、大変有意

義で、今後の就職活動に活かせる説明会となった。 

 

【平成 29年度】 

『学内個別企業説明会』 

日時   ： 平成 30年 3月より随時開催 

場所   ： 北海道科学大学 

参加企業数： 115社（うち道内企業約半数）：平成 30年 3月単月 

対象   ： 就職活動対象学生（学部生、院生）  

概要   ： 開催日時は原則参加企業の希望。ただし、参加学生を募集して学生参加希

望がある企業に出展いただき、大学にて学生への説明会・質疑応答を行

う。 

 

【平成 30年度】 

日時 ： 平成 30年 3月～ ※企業からの開催希望日 

場所 ： 北海道科学大学 

参加者： 申込企業約 250社 

概要 ： 前年度同様 

 

多くの企業説明会を開催することができ、道内企業の理解を深めることができた。 

 

『石狩市ものづくり企業見学・交流会』 

大学が所在する石狩管内の地元企業との交流の場を設け、地元企業の学生認知度向上を図る

ため企業見学・交流会を実施した。 

 

日時 ： 平成 30年 10月 15日（月）、22日（月） 

場所 ： 石狩市内ものづくり企業 
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参加者： 石狩企業 8社、機械工学科 1年生 

概要 ： 石狩管内の地元企業の工場等を見学する。 

 

地元企業の理解を深め、将来の就業に対する選択の機会を広げるとともに将来の就職に対す

るミスマッチを解消し、学生の地元定着意識の促進に繋がる取組みとなった。 

 

⑧ 道内 4 高専連携 

【平成 29 年度】 

『PBL 教育及びキャリア支援教育等成果報告会・企業説明会』 

高専各校において産業界と連携した教育実践（専攻科生対象の PBL 教育及びキャリア支援教

育等）の成果発表を通し、学生が各地域の特徴や道内企業を理解することにより、道内就職への

意識付けを図ること、また、道内企業にも参加していただくことにより、高専についての認知度向上

を図り、道内就職率の向上に繋げていくことを目的に、道内４高専連携「PBL 教育及びキャリア支

援教育等成果報告会・企業説明会」を旭川市民文化会館にて開催した。 

 

日時 ： ①平成 30 年 3月 8日（木）PBL等成果報告会 

②平成 30年 3月 9日（金）企業説明会 

場所 ： 旭川市民文化会館 

参加者： ①企業関係者 14名、大学関係者 2名、高専関係者 46名 

     ②企業関係者 12名、大学関係者 2名、高専関係者 36名 

概要 ： ①発表件数：各高専生から 15分間で発表及び来場者との質疑応答 

           （苫小牧 3件、釧路 2件、函館 3件、旭川 3件） 

     ②道内企業等 7社（コンソーシアム会員 4社含む）が 15分で学生に向けて企

業説明と質疑応答 

 

 

 

                    

写真 4-22 PBL 教育（課題解決型授業）での 

成果を発表する学生 

 

 

 

 

 

                            写真 4-23 学生に対して会社概要や道内で 

働くことの魅力等について説明する 

企業担当者 
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参加学生からは、「興味深い企業がいくつかあり、今後の就職先の選択肢となりそう」、「とても力

のある企業が多く良いと思う」等、本イベントをきっかけに地元企業への就職について考えるように

なった学生がみられた。 

 

 企業見学会 

① 苫小牧高専 

【平成 27 年度】 

『苫東（苫小牧東部地域）視察見学会』 

北海道との包括連携協定に基づく事業として、学生及び教職員を対象とした苫東（苫小牧東部

地域）視察見学会を実施した。 

 

日時： 平成 28 年 2月 26 日（金） 

場所： 苫東（苫小牧東部地域） 

概要： 苫東は近年産業の集積が進み、道内外から数多くの企業が進出してきている。一方、

企業側から見て地域の学生や教育関係者には苫東が十分に認識されていないので

はという思いがあり、学生と教職員の苫東への理解を深め、地場企業への就職率と、

共同研究等の産学官連携の可能性を向上させるため見学会を実施した。 

 

表 4-2 苫小牧東部地域視察企業一覧 

コースⅠ（教職員ルート） コースⅡ（学生ルート） 

苫小牧市テクノセンター ㈱ダイナックス苫小牧工場 

㈱Ｊファーム苫小牧工場 西田鉄工㈱北海道工場 

㈱サニックスエナジー 明和工業㈱苫小牧工場 

     

写真 4-24 見学会の様子： 左はサニックスエナジー、右はダイナックス苫小牧工場 

 

普段訪れる機会のない企業の見学となり、学生は「苫東にこのような企業があるのは知ら 

なかった」と、新鮮な驚きを感じていた。 
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【平成 28 年度】 

教職員、学生ではなく機械･電子系コース及び物質（化学）系コースで実施した。機械・電子系

コースは太陽日酸北海道㈱苫小牧工場、㈱J ファーム苫小牧工場、㈱マテック苫小牧支店、物質

（化学）系コースは北海道石油共同備蓄㈱北海道事業所、合同酒精㈱苫小牧工場、㈱J ファーム

苫小牧工場を見学した。 

 

【平成 29 年度】 

 平成 29 年 10 月 24 日（火）に実施し、参加者は学生 13 名、教職員 8 名で北海道エコリサイクル

ズ㈱（廃家電等のリサイクル現場）、㈱ダイナックス苫小牧工場（自動車等の湿式摩擦材ディスクや

プレート等の製造現場）、㈱日邦バルブ北海道工場（水道給水装置用バルブ等の製造現場）を見

学した。 

 参加した学生からは、地元企業の活動を知ることができ大変勉強になった等の声が聞かれ、地

元企業の理解を深める良い機会となった。 

 

『企業見学バスツアー』 

【平成 29 年度】 

学生の地元企業に対する理解を深め、道内就職率の向上を図ることを目的として、苫小牧市と

の連携事業「企業見学バスツアー」を開催し、19 名の学生及び教職員が参加した。 

開催日：平成 29 年 11 月 10 日（金） 

内容等： 

   Ａコース Ｂコース 

行 程 ［午前］ 

日軽北海道㈱ 

加工（アルミ・ステンレス・鉄等の
設計、製作、表面処理）工場見学 

［午後］ 

出光興産㈱北海道製油所 

石油製造過程の現場見学 

［午前］ 

㈱サニックスエナジー 

プラスチックをリサイクル燃料と 
する発電現場見学 

［午後］ 

㈱イワクラ 

  住宅製造等に関する工場見学 

参加者 学生 8 名、教職員 2 名  学生 5 名、教職員 4 名 
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写真 4-25 企業見学の様子： ㈱イワクラ（左）、出光興産㈱（右） 

 

参加した学生は、企業側の説明に熱心に耳を傾け、授業に照らし合わせて疑問に感じたことを

すぐに質問するなど大変充実した企業見学となった。学生にとって将来の働く自分をイメージし、

地元への就職に目を向ける機会になった。 

 

【平成 30 年度】 

 地域教育（科目名：創造工学Ⅱ）の一環として、低学年次から地域企業への理解を深めることを

目的に企業見学バスツアーを開催した。 

 

開催日 ： 平成 30 年 11 月 20 日（火） 

参加学生： 123 名（機械系 43 名、応用化学・生物系 37名、都市・環境系 43名） 

      引率教員 7名 

見学先 ： 機械系：光生アルミ北海道㈱、応用化学・生物系：ハーバー㈱、都市・環境

系：苫小牧港開発㈱ 

 

② 北海道科学大学 

【平成 28 年度】 

『企業見学ツアー』 

 学生が最先端の技術に触れるとともに、道内のものづくり企業を知ることを目的として、IT 企業見

学ツアーを実施した。 

 

日時 ： 平成 28年 10月 21日（金） 

場所 ： 札幌市内 IT企業 

参加者： 北海道科学大学生 20 名 

概要 ： 札幌市及び北海道銀行から訪問先企業選定等のコーディネート協力を受け、札

幌市内に本社を置く IT企業 4社の見学ツアーを開催。各社ではソフトウェア
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及びシステム開発の担当者より IT技術者の仕事について説明を受け、また学

生からも活発に専門的な質問がなされ、極めて有用な機会となった。 

 

 

 

 

写真 4-26 開発担当者より説明を受ける学

生 

 

 

 

 

【平成 29 年度】 

札幌市及び北海道銀行から訪問先企業選定等コーディネートの協力を受け、札幌市内に本社

を置く企業 4 社を見学するバスツアーを開催した。 

 

日時  ： 平成 29 年 10 月 20 日（金） 

参加企業： 札幌市内の IT企業、電気電子系企業各 4社 

対象  ： 北海道科学大学 情報工学科、電気電子工学科各 20名 

概要  ： 各社では開発の担当者よりエンジニアの仕事について説明を受け、また学生

からも活発に専門的な質問があった。 

 

 

 

 

                                写真 4-27 開発担当者から説明を受ける学生 

 

 

 

 

  平成 28 年度は情報工学に興味を持つ学生を対象に IT 企業を訪問し、その結果として訪問企

業への受験学生が複数出るなど効果があったため、平成 29 年度は電気電子系にも拡大し、2 コ

ースを並列で催行した。 
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【平成 30 年度】 

 IT 企業に加え電気電子分野企業を追加して企業見学会を開催した。 

 

日時 ： 平成 30年 10月 19日（金） 

場所 ： 見学先企業（IT 企業 4社、電気電子機器関連 3社） 

参加者： 北海道科学大学生 59 名 

概要 ： 今年度は電気電子分野企業を加えて、参加企業増やし見学会を実施した。 

 

『北海道開発局現場見学バスツアー』 

【平成 29 年度】 

北海道開発局札幌開発建設部の協力を得て治水、農業農村整備、道路の事業現場を回るバス

ツアーを実施し、現場の理解を深めるとともに、公共事業の役割と効果を学んだ。 

 

日時  ： 平成 29 年 9月 28日（木） 

場所  ： 三笠市、千歳市、恵庭市 

協力団体： 鹿島・岩田地崎建設・伊藤組土建共同体 

参加学生： 北海道科学大学 3年生 55名 

 

【平成 30 年度】 

日時 ： 平成 30年 10月 4日（木） 

場所 ： 北広島市、恵庭市、三笠市 

参加者： 都市環境学科 3年生 

 

【平成 27 年度】 

『地元石狩管内で営業する企業への見学会』 

石狩振興局商工労働課の協力により、『地元石狩管内で営業する企業への見学会』を実施。こ

れにより地元企業の理解を深め、将来の就業に対する選択の機会を広げ、さらに就職に対するミ

スマッチを解消し、学生の地元定着意識の促進を図ることを目的に実施した。 

 

日時   ： 平成 28 年 3 月 7 日（火） 

場所   ： 石狩管内ものづくり企業 2 社 

参加者数： 北海道科学大学機械工学科 1 年生 3 名、2 年生 4 名、教員 2 名 

概要   ： ㈱坂井機材製作所、㈱中央ネームプレート製作所 

会社概要について説明を受けた後、工場を見学した。その後、質疑応答により情報交 

換を実施した。また、見学会を通して見て聞いた内容をもとに、ものづくり企業を紹介 

する「石狩市ものづくり企業マップ」が作成され、石狩振興局のホームページ 

（http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/koyou/monodukuri/map.htm）に掲載 

されている。 
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写真 4-28 会社概要について説明を受

けている様子 

 

 

 

 

 

見学会のほか交流会の時間を設けていただき、OB を含む様々な社員との交流により見学では

知ることのできない社風をも感じることができた。 

作成された「石狩市ものづくり企業マップ」に関して企業からは、『普段自分たちで気が付かなか

ったことがレポートさせていて大変参考になった。就職希望の学生や新たに当社と取引をお考え

の企業に見て頂きたい。』と好評であった。 

 

『ものづくり現場見学会』 

北海道の委託事業で北海道機械工業会が行う『ものづくり現場見学会』で、技術力のある道内

企業のものづくりの開発や製造現場を見学することにより、ものづくりの魅力を学生に認識させ、地

元企業就職への興味を喚起した。 

 

日時  ： 平成 28 年 3月 14日（火） 

場所  ： 札幌近郊ものづくり企業 2社 

参加者数： 学生 8名 教員 1名 

概要  ： ㈱ワールド山内（金属製品設計・製造；北広島市）、オーエスマシナリー㈱

小樽工場（産業機械、金型製造）の企業見学（バスツアー）を実施した。 

 

参加学生からは、「普段見学できない施設を見ることができた」、「企業の方から働く現場の話

が聞けて有意義だった」との感想が出ていた。 

 

【平成 30 年度】 

日時  : 平成 30年 10月 1日(月) 

場所  :  札幌市内 

参加者: 北海道科学大学生 23名 

概要  :  札幌市内に本社を置く企業見学ツアー(自動車関連系 2社)を開催。 
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         写真 4-29 企業担当者からの説明 

 

 

 

 

 

③ 函館高専 

【平成 28 年度】 

『企業見学バスツアー』 

 北海道銀行の協力により選定をした企業の工場見学『企業見学バスツアー』を実施した。函館高

専生が札幌近郊及び胆振地域で営業する企業を見学し、地元以外の道内企業を知り将来の就職

先の幅を道内企業にも広げてもらうことを目的に実施した。 

 

日時 ：①平成 29年 2月 17日、②平成 29年 2月 21日 

訪問先：①札幌近郊（㈱ダイナックス、北海道電子技術サービス㈱、ホクサン㈱） 

    ②胆振地区（北海道曹達㈱、㈱楢崎製作所、新日鐵住金㈱） 

参加者：函館工業高等専門学校生①12名、②9名（うち両日とも参加した学生 3名） 

概要 ：1社約 2時間程度で、企業説明と工場見学を実施した。 

 

写真 4-30 ダイナックスにて企業説明を受ける学生（左）、新日鐵住金の工場前で撮影(右) 

 

 地元（函館）以外の道内に、優良企業があることを知ることができて感動していた。また、将来の

就職先の選択肢の一つとして道内企業を検討するための一助になった。 
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④ 北見工業大学 

【平成 28 年度】 

『学外研修による野村興産㈱イトムカ鉱業所施設見学』 

 地元にある企業を知り、就職先決定の判断材料とすること及び日頃学んでいる工学の関わりや

処理技術を体験することを目的にジョブカフェ北見の協力を得て施設見学を実施した。 

 

日時  ： 平成 29 年 1月 26日 

見学施設： 野村興産㈱イトムカ鉱業所 

参加者 ： 北見工業大学マテリアル工学科 3年生 15名、4年生 2名 

マテリアル工学専攻学生 1年生 3名 の計 20名 

     （引率）マテリアル工学科教員 2名 

     （同行）ジョブカフェ・ジョブサロン北見コーディネーター 1名 

概要  ： 企業の概要説明等を受けたあとに、水銀のリサイクル施設全体を見学した。 

 

 

写真 4-31 施設概要等の説明の様子（左）、施設見学の様子（右） 

 

イトムカ鉱業所は日本唯一の水銀リサイクル処理施設であることから、全国から廃乾電池・廃蛍

光管等が回収され再利用に至るまでの説明を受けて、学生たちは当施設の特色ある技術及び北

見に全国規模で環境問題に取り組む企業があることについて理解を深めた。 

 

⑤ 室蘭工業大学 

【平成 29 年度】 

『ものづくり現場見学会』 

 インターンシップに先駆けて企業を知ることを目的に、北海道の『次世代自動車産業集積、人材

育成事業』を活用して現場見学会を実施した。受託事業者である（一社）北海道機械工業会との

連携により自動車関連企業 3 社を見学した。 

日時 ： 平成 29年 9月 28日（木）8:30～17:00 

場所 ： ㈱三五北海道（苫小牧市）、いすゞエンジン製造北海道㈱（苫小牧市）、 

     ㈱ダイナックス千歳工場 
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参加者： 室蘭工業大学機械航空創造系学科 2年生 21名、引率教員 1名 

概要 ： 学生の夏季休業を利用して苫小牧、千歳に所在する自動車関連企業 3 社を 1 日

でまわるバスツアーで現場見学を行った。現場見学と合わせて大学 OB 社員や経

営者、人事担当者との意見交換を実施した。 

 

 

 

 

                                    写真 4-32 大学 OB 社員から企業説明

や就職活動の体験談等

を聞いている様子 

 

学生からの感想では、技術だけでなく会社の従業員に対する姿勢（福利厚生）や、会社内の雰

囲気等が分かったということで、企業の理解が深まっていた。 

 

⑥ 千歳科学技術大学 

【平成 29 年度】 

『ものづくり企業バス見学会』 

 低年次からのキャリア教育として、「北海道に貢献できるものづくり人材の育成」を目的に、市内に

ある企業の工場見学や社員との交流を行った。 

 

日時  ： 平成 30 年 3月 6日（火）午後 

場所  ： ①㈱キリンビール 北海道千歳工場 

      ②東洋製缶㈱ 千歳工場 

参加者 ： 千歳科学技術大学学部 2年生 19名 

概要  ： 市内で事業を行っている上場企業 2社の工場見学を行うとともに、企業から

会社説明を聞いた。 

 

写真 4-33 ①㈱キリンビール北海道千歳工場(左)、②東洋製缶㈱千歳工場見学の様子(右) 
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 北海道の特性を活かして事業を行っている工場の見学等を行い、北海道で働くことのヒントを得

て、地元就職を考える機会となった。 

 

【平成 30 年度】 

日時  ： 平成 31年 3月 6日（火）午後 

訪問企業： 株式会社キリンビール 北海道千歳工場 

参加学生： 千歳科学技術大学生 2年生 15名 

 

⑦ 釧路高専 

【平成 29 年度】 

『企業見学会』 

 低学年から地元企業に接する機会を提供するために、釧路市内の現地採用も行っており同校の

OB も在籍している企業へ工場見学を行った。 

 

日時  ： 平成 29 年 7月 19日（水） 

見学企業： 日本製紙㈱釧路工場 

参加者 ： 釧路工業高等専門学校本科 2年生 33名 

概要  ： 学生たちは工場内を廻りながら各所で工程等や環境への配慮についての説明

を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-34 作業工程の説明を受ける様子。（左）、古紙のリサイクルの説明を受ける様子。(右) 

 

普段なかなか見ることのできない作業に触れることで地元企業への理解を深めることができた。 
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【平成 30 年度】 

 前年度に引続き低学年から地元企業理解を目的に、企業見学を実施した。 

 

日時  ： 平成 30 年 7月 18日（水） 

見学企業： ユーラス白糠ソーラーパーク、㈱北海道サラダパプリカ、運上船舶工業有限

会社、㈱ポータス、釧路重工業㈱ 

参加者 ： 本科 2年生（一部 1年生） 

 

ユーラス白糠ソーラーパークを見学した電気工学分野は、実際に太陽光発電での仕事の様子

や施設内を見学、太陽光発電に関してどのような専門知識が必要かなどの説明を受け、普段なか

なか見ることができない地元企業の見学により、知識を深めた。 

 

 ワークショップ等 

① 旭川高専 

【平成 28 年度】 

『地元就職ワークショップ』 

地元企業への就職者を増加させる方法を学生自身が検討するワークショップを開催した。検討

結果については就職率向上につなげていくために学生の声として、旭川商工会議所を通じて地元

企業に届けた。 

 

日時  ： 平成 29 年 1月 17日（火） 

場所  ： 旭川工業高等専門学校 大会議室 

講師  ： オフィスヨシエ 代表 吉江 妙子 氏 外 4名 

参加者数： 4年生 31名（一部 5年生含む） 

旭川商工会議所（同校産業技術振興会事務局）職員１名 

概要  ： 学生を 5班に分け、各班に講師（ファシリテーター）1名を付けて討論を実

施。「学生にとっての地元企業への就職メリット・デメリット」、「地元企業

への就職者を増やすための対策案」などの議題について、学生自身が主体的

に討論した。 
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写真 4-35 学生同士が検討している様子（左）、検討結果の発表の様子(右) 

 

地元企業への就職者を増やす対策として「地元企業のみの説明会を学校で開催する」、「学生

自身が地元企業の情報を積極的に調べる」、「起業する」など、活発な意見交換がなされ、学生が

地元への就職を検討する機会の一助となった。また、結果を報告書にまとめ、同校ホームページ

に掲載、同校産業技術振興会会員企業に配付して地元企業に広く周知した。結果を見た企業か

らは、参考になったとの話があった。 

 

【平成 29 年度】 

 前年度同様に地元就職を学生自身が検討するワークショップを開催した。今年度は検討結果を

旭川商工会議所と同校産業技術振興会を通じて、地元企業に学生の声を届けた。 

 

日時  ： 平成 30 年 1月 16日（火） 

場所  ： 旭川工業高等専門学校 

講師  ： オフィスヨシエ 代表 吉江 妙子 氏 外 4名 

参加者数： 4学科の 4、5年生約 30名 

概要  ： 5班に分かれ、昨年同様「学生にとっての地元企業への就職メリット・デメ

リット」、「地元企業への就職者を増やすための対策案」などの議題について

約 3時間半に渡り討論した。 

 

 本イベントをきっかけに参加学生からは、「道内の企業も調べようと思った」「いろいろと考える良

いきっかけとなった」「自分にはなかった考え方を知ることができて良かった」等の感想があり、学生

の地元就職を検討するきっかけとなった。 
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② 室蘭工業大学 

【平成 29 年度】 

『道内企業の若手社員とのワールドカフェ』 

 低年次の学生から道内企業を知り、仕事のやりがいや北海道で働くことについて考える機会とし

て意見交換会を開催した。学生が気軽に対話できるように道内企業からは若手社員に集まってい

ただいた。 

 

日時 ： 平成 29年 11月 30日（木） 12:15～14:25 

場所 ： 室蘭工業大学 学生会館多目的ホール 

参加者： 同大学１年生 12名、2年生 2名 

     道内企業若手社員 13 名（9企業） 

概要 ： 学生と若手社員が混成となるように 5グループに分けて意見交換を実施。その

後２回テーマ及びグループメンバーを変えて意見交換を実施し、最後に最初の

グループメンバーに戻して意見集約を実施した。今回は昼食時の開催としたこ

とから軽食を準備してランチミーティング形式で実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-36 グループで意見交換をしている様子（左）、意見集約している様子（右） 

 

実施後の学生の感想としては、「今まで漠然と有名企業、道外企業に就職すると考えていたが、

道内企業も考えてみたい。」や「仕事をするための目標がわかった気がする。」等々の意見があっ

た。また、若手社員からは、「学生や他企業の方と話して、自分の仕事のやりがい、楽しさを改めて

実感できた。」等の意見があった。 

 

【平成 30 年度】 

日時 ： 平成 31年 2月 16日（土） 

場所 ： 大学会館多目的ホール 

参加者： 同大学 1年生 8名、2年生 3名、道内企業若手社員 14名（10企業） 

概要 ： 前年度と同様 
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 参加学生からは「高い給料を得て、良い暮らしをすることだけが幸せではないというこ

とを改めて実感した」、「仕事のやりがいに評価や社会貢献をあげられる社員さんが多く､

より実力をつけることへのモチベーションが上がった」など、働くことへの価値観やこれ

からの学業への取組みについて考え、決意する機会となった。 

 

③ 苫小牧高専 

【平成 28 年度】 

『座談会・ジョブトーク』 

学習の価値を見出しながら、将来の仕事や道内生活を展望するとともに、高専生自身の職業

観・勤労観を考える機会として、企業からアドバイザーを招き座談会を実施した。また、学生が協力

会会員（地元）企業を知る機会として実施した。 

 

日時： 平成 28 年 12月 8日（木） 

場所： 苫小牧工業高等専門学校 

概要： 同校協力会会員企業と同窓会「樽前会」から 16社 18名のアドバイザーを招い

た。 参加学生は司会や発表などの役割を自覚し意欲的に取り組んでいた。ま

た、アドバイザーとの意見交流ができ職業観が芽生えた。 

  

写真 4-37 アドバイザーの仕事等に関する話に聞き入る参加者（左） 

座談会で学んだことを発表する参加者（右） 

 

【平成 29 年度】 

 昨年に引き続き職業人との会話を通して自己の職業観・勤労観を考えるジョブトークを実施した。

今年度からは必修科目「創造工学Ⅰ」の授業として 1 年生 201 名を対象として実施した。 

 

日時  ： 平成 29 年 12 月 7日（木）9:00～12:20 

場所  ： 苫小牧工業高等専門学校大講義室 

参加者 ： 同校 1年生 201名 
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参加企業： 同校協力会会員企業から 23社（うち道内企業 17社）25名のアドバイザーを

招いた。 

概要  ：  学生 4～5人の班にアドバイザーが 1名つき、現在の業務や職業人としての

あり方について語るとともに、学生からは仕事のやりがいや進路の選択につ

いて等を積極的に意見交換した。 

 

写真 4-38 座談会の様子 

 

 参加学生からは「道内で活躍する多くの企業を知ることができ、道内企業への就職意欲が高まっ

た」「何事をするにも基礎が大事、という話にとても納得した。今後の生活に活かしていきたい。」

「仕事をする上で大切なことは前向きさ・素直さ・仲間を大切にすることとの言葉が印象に残った。」

との感想が聞かれた。 

 

【平成 30 年度】 

日時  ： 平成 30 年 11 月 29 日 9：00～12：20 

場所  ： 苫小牧工業高等専門学校大講義室 

参加者 ： 同校１年生（200名） 

参加企業： 同校協力会会員企業、同校同窓会「樽前会」会員企業 27社（30名） 

概要  ： 前年度同様。 

 

参加学生からは、「将来のことを考えるきっかけとなった」、「先輩方の話が聞けてよかった」等の

感想が聞かれ、将来の仕事や生活の展望をイメージすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 158 - 

『ジョブトークⅡ』 

今年度からは 3 年生を対象とした座談会を、必修科目「創造工学Ⅲ」の授業の中で行った。自

分の将来をより具体的に考えなくてはならない時期が近づいており、「働くことの意義」、「仕事の具

体的な内容」、「仕事をしていく上で必要な力」などについて、職業人との会話を通して学ぶことを

目的に開催した。 

 

日時  ： 平成 30 年 11 月 27 日 9：00～12：20 

場所  ： 苫小牧工業高等専門学校大講義室 

参加者 ： 同校 3年生 207名 

参加企業： 同校協力会会員企業、同校同窓会「樽前会」会員企業 29社（32名） 

概要  ： 3～6人の班に編成し、各班にアドバイザー1名を配置して座談会を実施。ア

ドバイザーを入れ替えて 2回実施した。 

 

 

 

                                  

 

 

 

写真 4-39 講師と学生の様子 

 

 

 

参加学生からは、「進路がより具体的になった」、「就職したときのイメージが湧いた」、「生涯勉強

ということが分かった」等の感想が聞かれ、働くことの意義について考えることができた。 

 

【平成 29 年度】 

『キャリアパス講話』 

必修科目「創造工学Ⅰ」の授業として苫小牧市内で活躍する苫小牧高専 OB2 名に講演いただ

いた。技術者としての道を歩んでいる高専卒業生の講話を通して、自己のこれからのキャリアやな

りたい姿を思い描き、今後の高専での学習への意欲を高めるとともに、自己の職業観・勤労観を考

えることを目的とした。 

  

日時 ： 平成 29年 10月 12日（木）9：00～12：20 

場所 ： 苫小牧工業高等専門学校大講義室 

参加者： 同校 1年生 201名 

講師 ： 苫小牧市 市民生活部国保課長 吉田 陽輔 氏 

シティデジット 代表 阿部 和法 氏 
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写真 4-40 講話を聴講している様子 

 

参加学生からは「地元就職への意識が高まった」「将来へのたくわえとして今を頑張りたいと思っ

た」「今後の日本、世界のことを考え、社会に出るための様々な武器を高専で身につけようと思っ

た」との感想が聞かれた。 

 

【平成 30 年度】 

日時 ： 平成 30年 10月 18日 9：00～12：20 

場所 ： 苫小牧工業高等専門学校大講義室 

参加者： 同校 1年生 200名 

講師 ： ①苫小牧市 市民生活部国保課 課長 吉田 陽輔 氏 

     ②王子エンジニアリング㈱苫小牧事業部 営業技術部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 加藤 史広 氏 

概要 ： 演題：①「下剋上的高専生活 ～39番からの逆襲～」 

②「エンジニアとしての誇りをもって －生涯現役でいるために－」 

 

参加学生からは、「将来のことを考えるきっかけとなった」、「勉強をもっとがんばろうと思った」、

「地元のことを考えるきっかけになった」等の感想が聞かれ、地元で中核人材として働いている先輩

の存在を意識してもらうきっかけとなった。 

 

④ 北海道科学大学 

【平成 29 年度】 

『ワールドカフェ』 

 学生にとって興味のあること、学生が聞きたいことを社員目線で語ってもらうことで地元企業

を知り、地域に果たす役割について理解することを目的として交流会を開催。「キャリア教育連

携に関する協定」を結び連携を進めている北海道中小企業家同友会の若手社員と学生の意見交

換会を実施した。 

 

日時 ： 平成 30年 2月 5日（月） 

場所 ： 北海道科学大学 

参加者： 同校学生 65名（学年不問）、北海道中小企業家同友会会員企業 13社 
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概要 ： 「働くことの意味」をテーマにワールドカフェ形式で意見交換を行った。 

 

【平成 30 年度】 

日時 ： 平成 31年 2月 5日（火） 

場所 ： 北海道科学大学 

参加者： 同校学生 34名（学年不問）、北海道中小企業家同友会会員企業 9社 

概要 ： 平成 29年度と同様 

 

「若手社員と学生が気軽に討論できる場として開催することができた。学生も多くの疑問点を若

手社員に質問することができ、就職活動のためだけではなく学生生活についてもプラスとなるような

イベントとなった。 

 

⑤ 千歳科学技術大学 

【平成 28 年度】 

『道内企業との成果発表会』 

学生がプロジェクト教育の中で取り組むソフトウェア開発の成果発表会を、道内 IT 企業のエンジ

ニア及び外部講師に参加していただき開催し、技術的な面はもちろん道内就職を見据えたアドバ

イスをもらい道内企業への就職感を醸成した。 

 

日時 ： 平成 28 年 11月 12日（土） 13:00〜17:00 

場所 ： 千歳科学技術大学 10 周年記念棟 2階 G202教室 

参加者： 同大学情報系の学生 35名、教職員 4名、道内 IT企業のエンジニア 3名（うち

2名は同大卒業生）、外部講師 1名 

概要 ： 外部講師寺田佳央氏（日本マイクロソフト㈱）により人工知能サービスのハン

ズオンセミナー受講後、学生の成果発表会を実施した。 

 

 

写真 4-41  実施風景： 左は講師の寺田氏、中は学生の取組風景、右はセミナー風景 
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セミナーの外部講師及び道内 IT 企業のエンジニアを交えて成果発表会を実施することにより

技術面やエンジニアとしての考え方を学び、道内企業が求めている人材や道内企業への就職に

ついてのアドバイスをいただいた。 

 

【平成 29 年度】 

『情報系企業のエンジニアによる講習会』 

道内就職者の約 3 割が情報系企業に就職している千歳科学技術大学では、道内就職者数の

拡大にむけて、「情報スキルアッププロジェクト」を開催した。その一つとして情報系企業のエンジニ

アによる講習会を開催した。 

 

日時 ： 平成 29 年 10月 16日（月） 

場所 ： 千歳科学技術大学 

参加者： 同大学 1年生約 200名 

概要 ： 外部講師寺田佳央氏（日本マイクロソフト㈱）によりクラウドや人工知能技術 

と、情報系エンジニアとして働く心構えをテーマに講演を行った。 

 

 講演後の学生からは、「情報系で働くイメージが沸いた」「情報系が身近になった」等の意見があ

った。 

 

【平成 30 年度】 

日時 ： 平成 30年 11月 19日（月）」 

場所 ： 千歳科学技術大学 

参加者： 同大学 1年生 251名 

概要 ： 前年度と同様。 

 

さらに就職活動を控えた 3 年生に対して北海道の IT 業界について学生が情報を収集し、同業

界に目を向けてもらうことを目的に下記のとおり北海道 IT 推進協会より講話をいただいた。 

 

日時 ： 平成 30年 11月 20日（火） 

場所 ： 千歳科学技術大学 

参加者： 同大学 3年生 45名 

概要 ： 講話 「就職先としての情報産業」 川村要氏（北海道 IT推進協会） 

        「北海道の IT 産業の現状」  酒井裕司氏（同協会） 
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『成果発信型の情報系教育プロジェクト』 

 上記記載の「情報スキルアッププロジェクト」の発展部分として、情報系の授業や課外活動に取り

組む学生について、積極的に札幌の IT 企業が関わるコンテストや発表会に参加するよう促した。 

 

9 月：学生の課外活動成果発表会 

 本学が主催。学部 2 年生 20 名、3 年生 17 名が開発成果を発表。札幌に拠点を置く IT 系企業

3 社が評価・アドバイザーとして参加。 

10 月：北海道起業家甲子園 2018 

 北海道総合通信局が主催。学部 3 年生 4 名が開発成果を元にしたビジネスプランを発表、道内

に拠点を置く 4 社と総合通信局が評価者として参加 

1 月：IoTLT 札幌 

 本学関係者（山川）が主催。学部 2 年生 9 名がそれぞれ試作した IoT ツールを札幌の IT 系企

業のエンジニアに向けて発表を行った。 

 

参加学生からは「地元の IT 系の社会人がどのような分野や技術に興味を持っているかがわか

った」、「発表や聴講によって、新しく挑戦したいテーマや技術が見つかった」との回答が得られ

た。また、IT 企業のエンジニアからは、「地元の情報系の学生が、どのようなテーマやスキルアップ

に挑戦しているかがわかった」、「継続して発表を聞きたい」、「ぜひ学生には試作品を利用・評価さ

せる部分まで進めて欲しい」との回答が得られた。これらのコメントのフィードバックは来年度の実施

に盛り込めるよう考慮する。 

 

 学生に対する地域実践教育 

① 北海道科学大学 

【平成 28 年度】 

『富良野地域における地域教育プログラム』 

地域における地方公共団体の保健活動と地域の基幹病院で実施されている医療を体験するこ

とにより、学生に地域が置かれた状況を認識させ、就職感を意識させるプログラムを実施した。 

 

日時 ： 平成 28年 12月 9日（金） 

場所 ：  ①上富良野町社会教育総合センター 

②社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院リハビリテーションセンター 

参加者： 北海道科学大学理学療法学科 １年生 10名 

概要 ： ①上富良野町が展開する高齢者のいきがい・介護予防事業の「いしずえ大学」

の講座のひとつとして、理学療法学科教員と学生がスタッフとして「膝痛教

室」を実施した。参加者に実際に体操をしてもらう講座で、学生は指導補助

を担当し、介護予防事業を体験した。 
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②地域の基幹病院でどのように医療が行われているか、施設、スタッフ、患者等を見

学した。地域で働く理学療法士と意見交換する時間も設けていただき、学生にとっ

て貴重な経験となった。 

 

 

 

 

 

 

写真 4-42 いしずえ大学：紹介される学生の

様子 

学生にとって地域事情や地域の医療者としてのあり方・働き方を知る機会となった。 

 

② 室蘭工業大学 

【平成 29 年度】 

『地域課題解決プロジェクト』 

 室蘭工業大学と室蘭市の協働事業として「学会開催ガイドをデザインしませんか？」を実施した。

室蘭市の施策課題である室蘭市の魅力を道内外に発信するため、同市で学会や国際会議の誘

致を目指すことを目的としたガイドを業者に頼らず学生自らが取材等により作成した。 

 

日時 ： 平成 29年 8月～平成 30年 3月 

参加者： 室蘭工業大学生 3名（3年 1名、4年 1名、大学院 1年 1名） 

概要 ： 学生 3 名がチームとなり室蘭市職員と月 1 回程度、また学生のみでも随時参集

して検討、作業を実施した。作業はまず同市職員から趣旨説明を聞き、学生が

掲載項目、紙面レイアウトの検討、取材、掲載許可、紙面作成を自らが行った。 

 

 

 

 

 

 

写真 4-43 成果物：室蘭市の魅力を掲載した 

学会開催ガイド 
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 本プロジェクトを通じて学生は、課題解決を行うための手段や考え方について学ぶとともに、今ま

で知らなかった室蘭の魅力や市の業務を知る機会となり、地域への理解を深めた。 

 

【平成 30 年度】 

室蘭工業大学と室蘭市の連携事業として、地元室蘭の特徴である「坂」を題材に、学生がカレン

ダー製作をする取組みを実施した。学生が取材を通じて室蘭の魅力を発見して、愛着を育み、地

域とのつながりを構築することにより、室蘭への就職、定着を促す取組みである。 

 

日時 ： 平成 30年 8月～平成 31年 3月 

参加者： 室蘭工業大学写真部 3名（2～4年生） 

概要 ： 参加者は、計 18時間（3回）の撮影の中で、それぞれの坂の特徴をどう表現す 

るか試行錯誤しながら撮影した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-44 成果物：「むろらん坂のカレンダー モ・ルエラニ」 

 

『キャリア教育講座』 

 室蘭工業大学と室蘭市の協働事業として「地域中小企業の職業マップの作成」を実施した。 

 就職活動が不安な学生に対して、グループワークや企業訪問を通して「仕事」への理解を深める

と同時に、さまざまな就活ノウハウを学ぶことを目的に開催した。 

 

日時 ： 平成 29年 6月 26日（月）、7月 4日（火）、7月 24日（月）、8月 7日（月） 

講師 ： 法政大学 大学院政策創造研究科 教授 石山恒貴氏 

場所 ： 室蘭工業大学他 

参加者： 1～4年生約 10 人（大学内でのグループワーク等は 18時～20時と遅く日によっ

て参加者数が変動した。最大参加数は 20人） 

概要 ： 3～4 名のチームに分かれグループワークを行い、地元企業への取材案を作成し

た。その後、企業にアポイントを入れインタビューを行い、企業概要を取りまと

め、最後に成果報告を実施した。 
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        写真 4-45 左側はグループワークの様子、右側は成果報告の様子 

 

グループワークや地元企業への訪問、インタビューを通して、地元企業の実情やそこで働いて

いる人たちのやりがい等に触れ、地元企業の理解を深めた。 

 

③ 室蘭工業大学・小樽商科大学・札幌市立大学 

『協働人材育成プログラム』 

 室蘭工業大学・小樽商科大学・札幌市立大学による「3 大学の知恵で『小樽を象徴するガラス製

品』をプロデュ―ス！」を実施した。 

 一般的には分野の異なる「工学」「ビジネス」「デザイン」を専門とする3大学の大学院生・学部生

による、「分野横断的な発想による、製品開発・商品開発プロジェクト（Project Based 

Learning︓PBL）」を通じて、相互に学び合い、専門分野に囚われない「柔軟で分野横断的な発

想」ができる⼈材育成を目指し、今年度、新たな取組みとして実施した。 

 

日時 ： 平成29年11月18日（土）、19日（日）【第1クール】 

     平成29年12月 9日（土）、10日（日）【第2クール】 

場所 ： 小樽商科大学他 

参加者： 室蘭工業大学生12名（3年生から大学院1年）、札幌市立大学生4名（2年生）、小

樽商科大学生3名（2、3年生） 

概要 ： 3大学の学生が混在したグループで取り組んだ。工場見学、小樽市内のフィー

ルドワークの後、㈱深川硝子工芸様、石屋製菓㈱様、各大学教員の講義、グル

ープディスカッション、成果発表を行った。 
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 写真4-46 フィールドワークの様子（左）、グループディスカッションの様子（右） 

 

    写真4-47 デザイン案を検討する様子（左）、成果発表の様子（右） 

 

 学生向けものづくり目利き塾 

【平成 29 年度】 

これまで道内企業を支援する金融機関や自治体職員等向けに行ってきたものづくり目利き塾を

小樽商科大との連携で文理融合をさせ、「理系の職場を知っている文系人材」や「文系の考え方で

発想できる理系人材」の育成を目的に学生向けに実施した。 

 

日時 ： ①平成 29 年 8月 9日（水）、8月 10日（木）  【第 1クール】 

     ②平成 29 年 9月 19日（火）、9月 20日（水） 【第 2クール】 

場所 ： ①室蘭工業大学 ものづくり基盤センター他 

     ②小樽商科大学 3号館 3階教室他 

参加者： ①室蘭工業大学学部・院生 11名、小樽商科大学学部生 7名（教員 3名） 

     ②室蘭工業大学学部生 10名、小樽商科大学学部生 8名 

概要 ： 第 1 クールは室蘭工業大学を主会場としてものづくりについて講義、鋳造実習

（グループワーク）、工場見学を実施。第 2 クールでは小樽商科大学を主会場と

して決算書情報の読み方や企業分析方法について講義、分析実習（グループワー

ク）、工場見学を実施した。 
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                                      写真 4-48 鋳造実習： 室蘭工大の

学生の協力で小樽商大

の学生がカントリーサイ

ンを製作。 

 

 

 

 

 

                                      写真 4-49 両大学の学生が経営戦

略分析の結果を発表す

る様子 

 

 両大学の学生が一緒に講義を受けた後に、グループワークでは互いの知識等を共有しながら分

析検討を実施した。普段学ぶことのない講義、実習に戸惑いながらも積極的に協力し合い、学生

同士の交流も深めていた。 

 

1.3 教員を対象としたイベント 
 企業見学会 

① 旭川高専 

【平成 27 年度】 

『就職促進に向けた地元企業見学会』 

同校産業技術振興会の主催により教員向けの地元企業見学会を開催した。就職の窓口である

「教員」を対象に、地元企業の業務内容や技術に対する情報を提供することで、優秀な人材の地

元企業への就職を積極的に後押ししてもらうことを目的とする。 

 

日時 ： 平成 28年 3月 4日（金） 

場所 ： 上原ネームプレート工業、旭川ガス、西山坂田電気、檜山鐵工所 

参加者： 本科 4・5年生の学級担任を中心に 17名の教職員 

概要 ： 本校卒業生の社員紹介、会社概要や製品情報、採用情報等の説明、工場見学など

を行った。参加した教員からは多数の質問があり、今後の就職活動や研究活動に

対する有益な情報を得ることができた。 
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写真 4-50 見学会の様子：上原ネームプレート工業（左）、西山坂田電気メガソーラー(右) 

 

【平成 29 年度】 

 今年度は当初の目的の他、地元にＵターンを希望する既卒者に対して積極的に地元企業への

就職を後押してもらうことを目的に、教員に地元企業の業務内容や技術に対する情報を提供した。 

 

日時 ： 平成 29年 8月 29日（火） 

場所 ： ㈱エフ・イー、M-SOLUTIONS㈱、㈱橋本川島コーポレーション 

参加者： 本科 4・5年生の学級担任を中心に 18名の教職員 

概要 ： 本校卒業生の社員紹介、会社概要や製品情報、採用情報等の説明、工場見学な

どを行った。 

 

 

 

 

 

                               写真 4-51 工場見学の様子： 会社概要説明後に

設備の説明を受ける教員 

 

 

参加した教員からは多数の質問があり、今後の就職活動や研究活動に対する有益な情報を得

ることができた。 

 

② 釧路高専 

【平成 27 年度】 

『地元企業見学会』 

学生に地元企業を周知させるにあたり、教員自らが地元企業を知ることを目的として、教員によ

る見学会を実施した。 
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日時 ： 平成 28年 3月 24日(木) 

場所 ： 三ッ輪商会、三ッ輪ベンタス生コン工場、島本鉄工本社及び同社釧路エンジニア

リングセンター 

参加者： 教職員 17 名 

概要 ： 担当者から企業の概要について説明を受けた後、工場等を見学するとともに、企

業が求める学生像や現在の学生の状況等について様々な意見交換が行われた。 

 

   

写真 4-52 見学会の様子：左は三ッ輪ベンタス、右は釧路エンジニアリングセンター 

 

 

【平成 28 年度】 

『地元企業見学会』 

釧路高専地域振興協力会会員企業の釧路重工業㈱と㈱釧路製作所の協力を得て、前年に引

き続き企業見学会を実施した。 

見学会を通して、地元企業が高専卒業生を求めていることや、高専卒業生が業務の中心になっ

て活躍していることを企業のトップから直接聞くことができた。また、両社とも本校卒業生に対応して

いただき、改めて本校と地元企業の結びつきを感じることができた。    

これからの学生の進路指導に役立てることができる内容であった。 

 

【平成 29 年度】 

 今年度は教職員 14 名が地元採用も行っている王子マテリア㈱釧路工場を訪問した。 

 企業の担当者から工場についての説明を受け、引き続いてダンボールの製造工程などの工場を

見学した。見学後は同校 OB と学生当時の就職意識などについて話を聞き、これから指導する学

生に対しての対応方法等について意見交換した。 
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【平成 30 年度】 

11 月 26 日（月）に教職員 10 名が北海道電力㈱釧路支店を見学した。 

担当者から企業に関する概要説明を受け、その後「工務部門」「変電部門」「送電部門」「系統運用

部門」「通信部門」とそれぞれの施設を見学した。 

 見学と併せ、地元企業の現状等を聞くことができ、参加した教員は、学生への指導に必要な知識

を得ることができた。 

   

写真 4-53 「変電部門」の施設見学の様子(左)、右は通信部門」の施設見学の様子(右) 

 

 交流会・座談会 
① 北海道科学大学 

【平成 27 年度】 

『教員と企業経営者の交流会』 

大学の教員が地元企業を理解していないことが、就職指導において地元企業を紹介できない

要因となっていることから、キャリア教育連携に関する協定を結んでいる北海道中小企業家同友会

の協力のもと教員と企業との相互理解を深める交流会を開催した。この取組みは教員と企業との

相互理解と信頼関係構築に有効であるため、平成 28 年度から室蘭工業大学他へ展開している。 

  

日時 ： 平成 27年 12月 10日（木） 

場所 ： 北海道科学大学 

参加者： 同友会側 29名、大学側（教員）18名の参加 

概要 ： 「若者の就職をめぐる状況」、「本学卒業生の基礎力について」をテーマとし、同

友会と大学とでグループ討議を行った。 

 

【平成 29 年度】 

日時 ： 平成 29年 7月 26日（木） 

場所 ： 北海道科学大学 

参加者： 同友会側 26名、大学側（教員）14名の参加 

概要 ： 学生・学校・企業にとって望ましい就職活動のあり方・具体的なアプローチにつ

いて学部・学科ごとに懇談を行い、何ができるかを検討した。 
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日時 ： 平成 29年 12月 21日（木） 

場所 ： 北海道科学大学 

参加者： 同友会側 19名、大学側（教職員）16名の参加 

概要 ： 「若者がより豊かに成長できる社会とは？」「働きたくなる会社とは？」をテー

マに来年以降の連携について意見交換した。 

 

『企業との就職懇談会（札幌会場）』 

定常的に求人及び採用のある企業、ならびに新規採用を促進したい企業の人事担当者を招

き、北海道科学大学の卒業予定学生をＰＲすると共に、人事担当者と同大学及び短期大学部教員

との情報交換を行った。 

 

日時   ： 平成 29年 11月 2日（木） 

場所   ： 札幌市内のホテル 

参加企業数： 115社（別日で東京開催もあることから、ほとんど道内企業） 

参加教職員： 教員 44名、職員 6名 

 

【平成 30 年度】 

日時   ： 平成 30年 11月 2日（金） 

場所   ： 札幌市内のホテル 

参加企業数： 114社 

参加教職員： 教員 47名、職員 5名 

 

多くの企業やその企業で活躍されている OB と本学教員が情報交換を行い、大変有意義な就職

懇談会であり、情報交換で得た貴重な意見等を、学生の就職活動に活かせるものとして今後も継

続して開催する。 

 

② 室蘭工業大学 

【平成 28 年度】 

『教員と企業経営者の交流会』 

北海道中小企業家同友会の協力のもと室蘭工業大学の教員 25 名と同会加盟企業 26 社（28

名）の経営者による交流会。 

 

日時： 平成 28 年 12月 22日（木） 13：30～17：00 

場所： 室蘭工業大学 

概要： 企業経営者の方の学内見学を実施。その後、大学から「目指す教育」、企業から

「若者が活躍する地元企業」と題しての報告後、グループディスカッションを実施した。 
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ディスカッションのテーマ：「企業への要望」、「室蘭工業大学への要望」 

 

 

 

 

 

写真 4-54 学内見学の様子： 大学職員より大学設

備等の説明を受けている様子 

 

 

 

 

 

 

写真 4-55 報告会の様子： 大学から目指す教育

について、企業からは若者が活躍する

地元企業についての報告 

 

 

 

 

写真 4-56 グループディスカッションの様子：グルー

プごとに新卒採用に向けた意見交換を

している様子。 

 

 

【参加者の意見】 

〈大学〉 

・ 企業が様々な人材（学生）を求めていることがわかった。学生と企業が知り合う場が不

足している。 

・ 学生が企業内容を知らないだけでなく、教員が知らない。 

・ 自社の PR をもっと行ってほしい。大学に積極的に顔を出してほしい。 

・ 学科の専門にこだわらず学生に自社の魅力をアピールしてほしい。 

 〈企業〉 

・ 採用の近道として、企業と教員の情報ニーズの共有が必要だと気付いた。 

・ インターンシップが有益。もっと早くやるべきだった。 
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・ 学生だからできる技術教育をたくさんやってほしい。 

・ 考える力、論理的に考える習慣を養ってほしい。 

・ 技術はもちろん、人間として必要なマナーや人間性を高める教育をお願いします。 

以上のとおり大学、企業双方から様々な意見が出された。また、これまで気づかなかったこともこ

の機会に確認することができた。 

新卒採用のために学校・企業がどう向き合っていかなければならないかという点で一歩前進した

イベントとなった。今後も継続開催を行い、多くの企業と教員が相互理解を深めて地域（地元）の活

性化を目指したい。 

 

【平成 29 年度】 

 第 2 回の教員と企業経営者の交流会を開催した。今回も北海道中小企業家同友会の協力のも

と同会加盟企業と COC＋コンソーシアム会員企業合わせて 23 社の経営者 27 名と教員 14 名が

参加した。今回のテーマは新卒者採用についてとして、大学から「教員から見る学生と人材教

育」、企業から「若者定着について」と題した報告後にグループディスカッションを行った。 

 

③ 旭川高専 

【平成 28 年度】 

『就職促進に向けた教員向け地元企業見学会』 

同校産業技術振興会の主催で、旭川市に所在する企業の教員向け見学会を実施した。在校生

や既卒者の就職の窓口である「教員」に、地元企業の業務内容や技術に対する情報を提供するこ

とで、優秀な人材の地元企業（旭川市及び近郊地域）への就職を積極的に後押ししてもらうことを

目的として実施した。 

 

日時  ： 平成 29 年 3月 8日（水） 

場所  ： 旭川工業高等専門学校産業技術振興会の会員企業 3社 

（日進設備工業㈱、日本製紙㈱北海道工場旭川事業所、国策機工㈱旭川事業部） 

※ 日本製紙㈱、国策機工㈱は旭川の地元採用が見込まれる。 

参加者 ： 教職員 19名（本科 3、4、5年の学級担任中心） 

概要  ： 本校卒業生の社員紹介、会社概要や製品情報、採用情報等の説明、工場見学

などを実施。日本製紙㈱と国策機工㈱はグループ会社で日本製紙㈱の工場内に

国策機工㈱があることから、１か所で説明をしている。 

 



- 174 - 

 

写真 4-57 左は日進設備工業㈱での会社概要等の説明の様子、右は日本製紙㈱／国策機

工㈱ OBの社員紹介 

 

参加した教員からは多数の質問があり、今後の就職活動や研究活動に対する有益な情報を得

ることができ、地元就職向上への一助となっている。 

 

 会社訪問 
【平成 27 年度】 

旭川高専において、学生の地元就職支援の一環として学生指導のための各種資料・情報等を

収集することを目的に、各学科から 2 名（専攻科からは 1 名）の教員による道内企業への訪問を実

施した。 

 

日時 ： 平成 28年 3月 22日（火）～30日（水） 

訪問先： 道内企業 14社 

概要 ： 学校推薦での応募の可能性、インターンシップの受入等の成果を得ることができ

た。平成 28 年度の就職において、訪問した道内企業から 4 社 5 名の就職内定を

いただき、地元での就職への支援として本事業での成果が生かされた。 

 

 COC＋企業説明会 
【平成 28 年度】 

北海道銀行主催イベントとして北海道銀行の取引先から道内就職が見込まれる企業 36 社を選

りすぐり、道内 4 高専と北海道科学大学、北見工業大学の 6 校との交流会を実施（室蘭工業大学

はオブザーバー参加）。 

 

日時： 平成 28 年 11月 19日（土） 9：30～18：00 

場所： ホテル札幌芸文館 
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概要： 企業 36 社を 3グループに分けて、各グループ同時に参加校向けに企業紹介を行

った。お昼休憩を挟んで 16：50まで企業紹介があった後、企業向けに参加校が

学校紹介を行った。終了後に情報交換会を行い、さらに企業と学校教職員との距

離を近づける取組みとなった。 

 

 

 

 

写真 4-58 企業説明の様子：  

前列に参加高専及び大学の席が設けられ、企

業からの説明を受けている。 

 

【参加校の意見】 

・ 多数の企業、業種の情報が聞くことが出来て良かった。 

・ 会社概要、採用情報等の有益な情報を聞くことが出来た。 

・ 学校の協力会への申し込みにつながったことから、企業とのパイプが作れた。 

以上のような意見があり学校と企業のパイプをつくる機会となっている。 

 

【平成 29 年度】 

 前年度に引き続き、教員向けに企業説明会を実施した。今年度は COC＋参加校のうち千

歳科学技術大学の除く 7校の就職（進路）担当教員等が参加した。 

 

日時： 平成 29 年 11月 18日（土） 10：45～18：20 

場所： ホテルポールスター札幌 

概要： 企業 30 社を 3グループに分けて、3会場同時に 1社 20分で企業紹介と質疑応答

を行った。その後、各学校からの学校説明を各 10分行った。説明会終了後は、

企業と学校教職員との情報交換会を実施した。 

 

函館高専では、各教員がまとめた企業の説明内容のメモと参加企業からいただいた名刺を、キ

ャリアセンターで取りまとめて閲覧できるようにして、学生にも公開している。 

 

【平成 30 年度】 

 前年度に引き続き、教員向けに企業説明会を実施した。今年度は COC＋参加校 8 校の就職

（進路）担当教員等が参加した。 
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日時： 平成 30 年 12月 1日（土） 10：00～18：15 

場所： TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前 

概要： 実施内容は前年度同様。企業参加は 36社。 

 

1.4 企業を対象としたイベント 
① 北見工業大学 

【平成 28 年度】 

『新卒採用のためのプレゼンテーション研修会』 

北見工業大学では、オホーツク地域での企業の採用活動を支援するため、地元企業合同説

明会への参加企業にに対して、企業担当者のプレゼンスキル向上を目的とした研修会を開

催した。 

日時  ： 平成 29 年 2月 3日（金）14:00～15:30 

場所  ： 北見工業大学 A103講義室        

参加者 ： 地元企業合同セミナー参加予定の人事担当者 14団体 19名 

実施内容： 講 座「2018年卒の採用環境について」30分 

         「説明会プレゼンテーション研修」60分 

講 師 ㈱マイナビ 大塚 祐宜氏 

データにもとづいた 2018年卒の採用環境についての説明後、プレゼンの準

備やテクニック等について説明があった。 

 

 

 

 

 

写真 4-59 研修会の様子： 企業担当者がメモ

を取りながら聞き入る様子 

 

参加者からは、「企業のアピールしたい項目と学生の聞きたいことのズレがわかり参考になった」

「プレゼン改善のコツを得ることができ有意義だった」「次回も参加したい」との声が聞かれた。 

 

【平成 29 年度】 

前年度に引き続き、オホーツク地域企業による採用活動を支援するため、学生に対する企業担

当者のプレゼンスキル向上を目的として開催した。 

 

日時  ： 平成 30 年 2月 2日（金）14：00～15：30(受付 13：30～) 

場所  ： 北見工業大学 A205講義室        
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対象  ： オホーツク地域企業の人事担当者 13企業 14名 

      （オホーツク地域に本社を置く企業、団体及び北海道警察が参加） 

実施内容： 講座「2019年卒の採用環境について」30分 

       「説明会プレゼンテーション研修」60分 

講師 ㈱マイナビ 大塚 祐宜（おおつか・ゆうき）氏 

 

                        

 

 

 

写真 4-60 研修会用の様子： 講師の話に 

       熱心に聞き入る企業担当者 

 

参加者からは、「採用のノウハウなど新しい知識が得られた」「就活生とのジェネレーションギャッ

プを踏まえての説明会での接し方など、非常に参考になった」との声があった。 

 

【平成 30 年度】 

日時  ： 平成 31 年 2月 1日（金）14：00～15：30（受付 13：30～） 

場所  ： 北見工業大学 多目的講義室        

参加者 ： オホーツク地域企業の人事担当者 15企業 17名 

実施内容： 講師、講座は前年度同様（採用環境については当該年度） 

 

参加者から「セミナー等で伝えるべき内容等が明確になり良かった」、「改めて学生側

の考えが良く分かり、具体的にどのようにすれば良いかがわかった」との声があった。 

 

② 釧路高専 

【平成 28 年度】 

『新卒採用及び地元定着に向けた採用力向上セミナー』 

 地元企業への採用支援の一環として、釧路商工会議所並びに同校地域振興協力会の後援・協

力を得て開催した。大手企業に偏りがちな学生の就職先志向に対し、地元企業の良さや強みを知

り、就職先の選択肢に加えてもらうため、地元企業の積極的な採用活動と学生にとって魅力ある就

職先の創出を図る一助として、企業向けにセミナーを開催した。 

 

日時  ： 平成 28 年 11 月 8日（火） 

場所  ： 釧路工業技術センター 

参加者 ： 釧路市、釧路商工会議所のほか、地元企業 22社から 30名が参加した。 
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概要  ： ㈱ラコンテの東忠志氏と釧路公立大学キャリアセンターコーディネーターの

大滝功一氏から専門的立場で企業へのアドバイスを行った。また、本校卒業

生である㈱釧路製作所の中川翔太氏と本校専攻科 2年の佐藤智春さんから、

自らの経験を踏まえた学生側の就職観などが参加企業に語られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-61 セミナーの様子： 左は趣旨説明している様子、右は学生時の就職活動について

話をする中川氏（釧路高専卒業生） 

 

1.5 オープンキャンパスに「市内企業紹介ブース」を設置 
【平成 28 年度】 

旭川高専を広く地域に開放し、理工系分野の魅力について理解を深めてもらうこと、特に小中

学生に対しては将来の進路選択の一助となることを目的に初開催したオープンキャンパスにおい

て、本校と関係の深い地元企業を紹介する「市内企業紹介ブース」を設置・公開した。 

 

日時 ： 平成 28年 7月 3日（日） 

場所 ： 旭川工業高等専門学校図書館ロビー 

参加者： 同校産業技術振興会加盟企業 11社 

概要 ： パネル展示及び企業担当者による企業概要説明 

 

 

 

写真 4-62 市内企業紹介ブースの様子： オー

プンスペースに設置し、休憩場所を

兼ねたため、終日多くの来場者が

立ち寄り、地元企業の PR ができ

た。 
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1.6 企業展示会の出展及び学生見学 
 道内の優秀なものづくり企業に対して COC＋の周知を行い、活動参加を呼びかけるとともに、学

生を送り込んで優秀な技術を持つ企業を知る機会と捉え、COC＋としてのブース出展ならびに学

生見学に協力した。 

 

 北洋銀行ものづくりテクノフェア 
【平成 28 年度】 

北洋銀行が主催するものづくり企業の展示・商談会にて COC＋の周知活動としてブース出展。

参加校の取組についてパネル紹介を実施。 

併せて札幌市の協力により北海道科学大の学生がフェアの見学を行った。 

 

日時 平成 28年 7月 21日（木） 10：00～17：00 

場所 アクセスサッポロ 

概要 出展者数 228団体、来場者数約 4,800人の商談イベント。 

出展企業へのブース訪問及び来場者に対して COC＋の周知活動を行った。 

 

 

 

 

 

 

写真 4-63 来場者への説明の様子： 説明者

は千歳科学技術大学 山川氏 

 

【平成 29 年度】 

学生が道内企業の最先端の技術に触れ、出展企業の担当者等とコミュニケーションを図ること

によって、技術のみならず道内企業を知る機会として本フェアに学生が来場参加した。 

  

日時  ： 平成 29 年 7月 20日（木） 

場所  ： アクセスサッポロ 

参加学生： 北海道科学大学生 29名 

概要  ： 学生が一般来場者として参加し、企業ブースで技術（製品）を見たり、企業

担当者から説明を聞いた。また、札幌市の協力により参加道内企業による学

生向けミニセミナーが開催された。 
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                              写真 4-64 学生が企業担当からミニセミナーを聞いて

いる様子 

 

 

【平成 30 年度】 

 前年度同様に、北洋銀行ものづくりテクノフェアで出展されている企業、技術に触れることを目的

に学生を見学参加させた。また、札幌市の協力により学生向けのミニセミナーも継続実施した。 

 

日時  ： 平成 30 年 7月 26日（木） 

場所  ： アクセスサッポロ 

参加学生： 北海道科学大学生約 40名 

 

 ビジネス EXPO2016 
【平成 28 年度】 

ノーステック財団等が主催する道内最大級のビジネスイベント。ノーステック財団の協力により「も

のづくりなでしこ」ブースに COC＋の周知活動として出展。 

 

日時  ： 平成 28 年 11 月 10 日（木）～11日（金） 

場所  ： アクセスサッポロ 

概要  ： 出展者数 354団体、来場者約 2万人（2日間）の道内最大の商談イベント。 

4社の協力企業（COC＋参加校の出身者在籍企業）を得て、COC＋及び出展

企業の技術の説明、及び来場された学生に向けて道内企業の魅力について説

明した。 

協力企業： 北海道曹達㈱、㈱フィット、㈱光合金製作所、㈱郷葉（順不同） 

来場学生： 苫小牧高専、北海道科学大学、札幌市立大学 

    工業高校（札幌、琴似、苫小牧、小樽）、 

酪農学園大、北海道職業能力開発大、北海道情報大 
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写真 4-65 来場者への説明： 左は来場企業に対して技術説明する様子、右は学生に対

して技術説明及び道内企業として自社をアピールしている様子。説明は㈱郷

葉 長谷川氏。 

 

【平成 29 年度】 

学生が道内企業の最先端の技術に触れ、出展企業の担当者等とコミュニケーションを図ること

によって、技術のみならず道内企業を知る機会として参加。バスにより大学、会場を移動した。 

 

日時  ： 平成 29 年 11 月 10 日（金） 

場所  ： アクセスサッポロ 

参加学生： 北海道科学大学生 56名 

概要  ： 展示ブースでは、学生は多くの企業担当者と交流をして最新技術等の説明を

受けていた。また、ノーステック財団、札幌市の協力により道内企業 5社及

び元キリンビール副社長の田村潤氏による講演会を聴講した。 

 

 

 

 

                                   写真 4-66 講演会で質問する学生 

 

 

 

 

1.7 地元企業紹介ツールの作製 
【平成 28 年度】 

『地元企業紹介教材』 

釧路高専では、地元企業と連携して PBL 教育の教材を作製した。 
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 この DVD は同校地域振興協力会員である㈱三ッ輪商会殿の協力を得て作製されたもので、地

元企業である同社の概要のほか、同社が取り扱っている各種コンテナを題材に新たな活用方法を

学生に考えさせる内容となっている。 

 同校ではこの DVD を本科及び専攻科で地元志向教育に利用することとした。 

 

 

 

 

 

 

写真 4-67 完成した PBL 教材の DVD 

 

 

 

          図 4-4 左右とも DVD 内のコンテンツの一部 

 

【平成 29 年度】 

『地元企業紹介冊子』 

 釧路高専では、COC＋の活動と地元企業への理解を深めることを目的に、地元企業紹介冊

子を作成した。 

 この冊子は今年度3年生を対象に実施される低学年向け釧路地域企業ガイダンスで学生に配

付するほか、次年度以降は2年生への配付も検討している。 
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    図4-5 地元企業紹介冊子： 左側は表紙、右側は北海道COC＋コンソー 

シアムの紹介ページ 

 

 地域インターンシップ 
 

平成 27 年度は若者の地元定着に向け、地域におけるインターンシップ先の拡大や ICT 環境を

利用した地方での遠隔雇用を見据えたインターンシップ実証事業に取り組んだ。 

 

2.1 「『道の駅』就労体験型実習の実施に関する基本協定」の締結 
【平成 27 年度】 

平成 28 年 3 月、地域活性化の担い手となる人材育成と人材確保を図るため、北見工業大学と

全国「道の駅」連絡会との間で「『道の駅』就労体験型実習の実施に関する基本協定」を締結した。

北海道内の道の駅で受入可能箇所は９カ所あり、学生のインターンシップ先の選択肢拡大が期待

される。 

 

2.2 テレワーク企業へのインターンシップ 
【平成 27 年度】 

北見工業大学・北見市・斜里町と都市部企業との間で「北海道オホーツクテレワーク推進事業」

が採択されたことに基づき、市内にサテライトオフィスを置く情報系企業 5 社が同大学生にインター

ンシップを募集した結果、平成 27 年 11 月～28 年 2 月の間に、3 企業 26 名（人数はのべ数）との

マッチングが成立した。テレワーク事業は ICT 環境を利用して地方で遠隔雇用を行う実証モデル

事業であり、将来的には北海道にオフィスを構えることを目的としている企業でインターンシップを

実施したことで、地元への雇用創出に繋げていくきっかけ作りを提供した。 
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2.3 北海道インターンシップ協議会との連携 
【平成 27 年度】 

インターンシップの実施は多くの企業と交渉し受入先を確保する必要があるものの、各大学での

自己開拓では相手先の確保が厳しいのが実情である。これに対して他大学と受入先を共有できる

ようにすることは、大学相互にメリットがある。 

北海道科学大学では、このようなメリットから北海道インターンシップ協議会に加盟することで、

多くの学生がインターンシップに臨める機会を得ることができている。現在、同協議会への加盟校

は 11 大学となっている。 

平成 27 年度のインターンシップ実施企業数は 41 企業（主に道内企業が中心）であり、参加学

生数は 98 名（主に 3 年生）であった。その中で、協議会によるものは、18 企業、参加学生数はの

べ 32 名である。協議会を通して参加学生の 1/3 程度を確保できている。 

 

平成 28 年度は学生の就職先決定の契機にもなるインターンシップに着目して、道内企業への

インターンシップ強化を目指す。道内企業へのインターンシップを地域インターンシップと位置付

け、地域インターンシップの受入れ企業及び地域インターンシップ受講学生数を増加させ、道内

就職アップに結びつけていく。 

 

【平成 29 年度】 

 北海道科学大学は地域インターンシップの促進を図るため、北海道インターンシップ推進協議

会のほか、札幌商工会議所、北海道 IT 推進協会等の団体を通してのインターンシップに注力し

ている。 

 平成 29 年度のインターンシップ参加は学生 185 名が参加して、ほとんどが道内企業への参加と

なっている。 

 

2.4 インターンシップ学生アンケート 
【平成 28 年度】 

COC＋参加校のインターシップ修了学生（大学学部 3 年生、高専本科 4 年生）に対して、就職

の意識調査アンケートを実施した。就職活動が間近で実社会で就業体験した学生の意識調査を

実施した。道内就職への意識、及びインターンシップの状況、効果等の判断を行い、企業に求め

られるインターンシップを模索していく。 
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表 4-3 各校別アンケート回収数 

 室蘭工業大学     100     苫小牧高専   140 

 北見工業大学      35     旭川高専    112 

 北海道科学大学    38     釧路高専     56 

 千歳科学技術大学  69      函館高専    181    空白   4  

計   大学        242      高専      489    空白   4 

アンケート回収総数 735     

【結果】 

学生にとってのインターンシップとは「就職を希望する業種」、「就職先として意識している」ことが

多く、インターンシップを就職の動機づけとして有効利用していることが窺われる。そのため多くの

学生に、道内企業での就業体験を経て道内企業を知ってもらい、就職先の候補として意識するよ

うに、道内企業にインターンシップへの参加を促していきたい。併せて学生にも道内企業のインタ

ーンシップに積極参加する環境を作っていきたい。 

 

2.5 地域のインターンシップ拡充活動・受入拡大活動 
 推進体制の整備 

【平成 28 年度】 

室蘭工業大学では執行部主導のもと、地域へのインターンシップ拡充のため受講者数の増加を

目的に各学科・コースに数値目標を設定した。数値目標達成に向けた具体策を検討する地域イン

ターンシップ WG を立ち上げ、推進体制を整備した。 

地域インターンシップ WG は、平成 29 年度インターンシップ実施に向けて、①数値目標達成に

向けたアクションプラン、②学科・コースで受講者数にバラつきのあるインターンシップの改善に向

けて実施モデルの検討を開始した。 

 

 連携協定 
① 北見工業大学 

【平成 28 年度】 

 北見工業大学はオホーツク地域の 14 農協と「包括連携協定」を平成 29 年 2 月 14 日に締結す

るはこびとなった。この連携協定締結に伴い 10 農協で次年度インターンシップの受け入れが始ま

る予定である。 

 加えて、次年度オホーツク総合振興局産業部林務課の支援により美幌森林組合で北見工業大

学学部生を対象としたインターンシップ募集が次年度に行われる予定である。 

 また、共同研究が開始された北見市内の㈱北見ハッカ通商で複数名のインターンシップを受け

入れる（数名）予定である。 
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② 北海道科学大学 

【平成 29 年度】 

企業・団体・卒業生・北海道科学大学が連携して、同大学生に対するキャリア支援の充実を

図り、社会の一員として活躍するための基盤となる能力と専門性を併せ持つ人材を育成すること

を目的とし、主旨協力頂ける企業様とキャリア教育連携に関する協定を締結している。 

企業及び団体とのキャリア教育連携の事業は、次の項目からの選択となる。 

（１）学内で開催するキャリア教育講座及び業界セミナーへの講師派遣 

（２）職業教育（専門科目）授業へのアドバイザー派遣 

（３）工場見学会、現場見学会及び施設見学会などの実施 

（４）職業実務の業務体験 

（５）短期（２週間未満）インターンシップの実施 

（６）長期（２週間以上）インターンシップの実施 

（７）視覚教材作成（動画コンテンツなど）に対する素材提供 

（８）企業及び団体が実施する事業への参画（サービスラーニング） 

（９）その他企業、団体及び大学が必要と認めたもの 

平成 29 年度の新規締結数は 2 社である。 

 

2.6 卒業生による地域インターンシップ事前企業説明会  
【平成 28 年度】 

釧路高専では来年度のインターンシップ体験を控えた学生に職業観を養い、今後の進路を選

択する一助とすることを目的として事前企業説明会を実施した。 

実施日 ： 平成 28 年 12 月 5 日(月) 

場所  ： 釧路高専第 3 学年各講義室 

協力企業： 釧路市、札幌市、夕張市から 6 社が参加（下記参照：地名なしは釧路市） 

概要  ： 職業に関する様々な事柄について、道内企業に勤める同校卒業生等との質疑応答を 

通して学習した。 

 

                   

 

 

 

 

  

 

 

 

機械工学科 

夕張市 シチズン夕張㈱ 

電気工学科 

㈱三ツ輪商会（卒業生） 
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写真 4-68 事前説明会の様子 

 

説明会に参加した学生からは、インターンシップの大切さやこれから社会人になるための意識

向上に、大変役に立ったとの声が聞かれた。 

 

2.7 合同インターンシップ参加（北海道 IT 推進協会主催） 
【平成 30 年度】 

 北海道 IT 推進協会が主催する合同インターンシップ（※）に北海道 COC＋コンソーシアムとし

て連携し、北海道 COC＋参加校の学生が参加した。北海道 COC＋参加校のほか、北海道情報

大学、はこだて未来大学、北海学園大学に参加案内した。 

 

※合同インターンシップ～北海道 IT 推進協会に加盟する企業 20 社が参加し、学生に 1 日体験

のインターシップを提供する。一定期間に 20 社がインターンシップの受け入れをすることにより学

生は複数の企業のインターンシップ体験ができる。 

 

 

電子工学科 

㈱ポータス（卒業生） 

電子工学科 

㈱NTT ファシリティーズ北海道（卒業生） 

情報工学科 

札幌市 ㈱ブリッジ 

建築学科 

釧路市役所（卒業生） 
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日時  ： 平成 30 年 9月 3日（月）～同年 9月 14日（金） 

      ただし、平日のみ取扱い 

参加企業： 北海道 IT推進協会加盟企業 20社（震災等の影響により 16社の受入れ） 

参加学生： 30 名の学生に対して延べ 92名分のマッチングを実施（震災等の影響により

中止等が発生し、延べ 60名の実施） 

COC＋参加校においては室蘭工大 2名（2年生）、北見工大 1名、北海道科

学大 10 名、千歳科学技術大 3名（以上、3年生）の参加 

【参加学生のアンケート結果】 

 色々な企業を体験できるので助かる。 

 仕事内容の説明や簡単なプログラミングの実習などを分かりやすく教えていただき、とても有

意義。 

 雰囲気がとても良く、過ごしやすい環境で魅力的だと思った。プログラミングに自信がないが、

勉強が必要だと感じた。また機会と時間があれば参加したい。 

 

 

2.8 地域インターンシップ参加数 
 学生にとって最も就職先企業を意識する取組みはインターンシップである。そのため、地元（道

内）就職の促進を図るためには、多くの道内企業にインターンシップの受入れしてもらい、学生に

道内企業の魅力を理解してもらうことが重要である。 

 そこで平成 27 年度以降、地域企業によるインターンシップを積極的に進めるため、受入企業の

開拓を行い、事業協働機関及び北海道内企業のインターンシップ数の増加を図ってきた。表 4-4

に示すとおり地域インターンシップについては概ね増加傾向である。 

 

    表 4-4 地域インターンシップ参加数の推移 

 

 

 

 

 

 

H26 H27 H28 H29 H30

事業協働機関参加数 101 172 192 273 206

北海道内企業参加数 - - 545 700 606
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