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第Ⅵ章 活動を周知する 
 

1． 事業周知活動の実施 
 

事業の取組みを広く周知し、COC+事業への理解を深めるために、事業紹介パンフレットを作

成・配付したほか、事業のキックオフイベントとして、３月に札幌で COC+事業発足記念シンポジウ

ムを開催し、それに併せて、室蘭工業大学の自己財源により、北海道新聞の一面に地方創生の取

組みを掲載した。 

その他、地元企業や学生が参加する、COC+フォーラム、セミナー、テクノカフェ等において北海

道 COC+事業に関連する情報提供や、低年次児童等に対して『ものづくりの楽しさ』を伝える事業

も実施した。 

 

1.1 シンポジウム等 
1) 北海道 COC+全体シンポジム 
① 「COC＋事業発足記念シンポジウム」 

【平成 27 年度】 

北海道 COC＋事業である「オール北海道雇用創出・若者定着プロジェクト」の発足記念シンポ

ジウム（北海道 COC＋コンソーシアム主催）を開催した。文部科学省科学技術・学術政策研究所

の川上伸昭所長が、北海道からイノベーション型経済成長を実現する手法について基調講演した

のに続き、大学、企業、自治体の関係者らが若者の道外流出を防ぎ、道内産業を振興させる方策

を議論した。 

 

日時   ： 平成 28 年 3 月 13 日（日） 

場所   ： JR タワーホテル日航札幌 

参加者  ： 北海道 COC+事業関係者等 140 人 

概要   ：  第１部基調講演では川上伸昭氏から、「研究開発投資が全国 32 位と低く、ライフサイ 

エンス分野に集中している」と p いった北海道の研究開発に関する問題提起があり、

IT、 

環境など広い分野への研究開発投資、中小企業の産学連携を増やす必要性が述べ 

られた。 

第 2 部パネルディスカッションでは、モデレーターの北海道二十一総合研究所社長 

中村栄作氏、パネリストの川上伸昭氏、北海道総合政策部政策局長今井太志氏、日 

本製鋼所室蘭製作所副所長岩本隆志氏、室蘭工業大学学長空閑良壽氏によって、 

プロジェクトのキーワードである「オール北海道で取り組む」「若者の雇用創出を目指 

す」「若者を道内に定着させて地方創生に貢献する」に対して、先ずパネリストから北 

海道における現状と課題について述べられた。続いて、「今後の北海道 COC+事業を 
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どう取り組むか」について議論があった。 

参加者から： シンポジウムを傍聴した経済関係者から、「地方創生の要である人材育成に情熱を 

持って取り組んでほしい」、「産学官金がスクラムを組んで臨んでほしい」「雇用の受け 

皿として地域の発展に貢献したい」との期待の声があった。 

 

   

写真 6-1 「オール北海道雇用創出・若者定着プロジェクト」の発足記念シンポジウム： 左は文部

科学省科学技術・学術政策研究所長の川上伸昭所氏による基調講演、右はパネルデ

ィスカッションの様子 

 

② 「オール北海道雇用創出・若者定着プロジェクト」シンポジウム in Chitose 

【平成 28 年度】 

 「地方創生」の要である人材教育に焦点をあて、地域産業界が求める理工系人材や北海道を愛

する「地域人材」とは何かを探ることをテーマに、学生発表（地方創生人材育成教育として実施した

授業）やパネルディスカッション等を通じて意見交換を行った。終了後に企業と教職員および学生

との情報交換会を実施した。シンポジウムには 130 名、情報交換会には 100 名が参加した。 

 

日時： 平成 29 年 3 月 25 日（土） 14：00～19：30 

場所： 千歳市民文化センター（講演、パネルディスカッション等） 

     ANA クラウンプラザホテル千歳（情報交換会） 

概要： 基調講演 演題：「大学における工学系教育の改革について」  

講師：文部部科学省高等教育局専門教育課長 浅野敦行 氏 

事業報告 演題：「地方創生推進教育プログラムの取組み」  

 報告者：室蘭工業大学 副学長 溝口光男氏 

地方創生人材育成教育・学生報告： 

 ①「守ろう。鳴り砂 in イタンキ」室蘭工業大学 1 年 黒田祥平氏 他 

 ②「キャリア形成～ものづくり PJ～」千歳科学技術大学 2 年 千葉涼平氏 

パネルディスカッション 
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写真 6-2  学生報告：室蘭工業大学 1 年 

黒田氏他による「守ろう。鳴り砂 in 

イタンキ」の発表の様子 

 

 

 

 

 

写真 6-3 パネルディスカッションの様子：学

生報告をした 2 組の学生を含めた

意見討論  

 

 

 

 

 

写真 6-4  情報交換会の様子 

 

 

 

 

2) 北海道 COC＋地域シンポジウム 
【平成 28 年度】 

『オホーツク地域創生シンポジウム in 北見工大』 

1 次産業を基盤とするオホーツク地域の課題について認識を共有するとともに、「工学」を活用し

た課題解決のための今後の取組を主テーマとして、議論を深めた。北海道内外から高等教育機

関、地方公共団体、経済界等の関係者約 300 人が参加した。 

 

日時： 平成 28 年 10 月 29 日（土） 14：00～16：30 

場所： 北見工業大学 講堂他 
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概要： 地方創生の二つの講演の後、パネルディスカッションで北見工業大学が地域で果たす役

割について検討をした。 

基調講演① 演題：「大学と地方創生」 

講師：文部科学省高等教育局大学振興課長 角田喜彦 氏 

基調講演② 演題：「地方創生のサポーター、大学連携について」 

講師：小清水町農業協同組合参事 眞栁正嗣 氏 

      パネルディスカッション 

 

 

 

 

写真 6-5  基調講演：大学と地方創生につい 

て講演する角田喜彦課長 

 

 

 

 

写真 6-6  パネルディスカッション：北見工 

業大学が地域で果たす役割について 5 人のパ 

ネラーと討論 

 

 

 

【平成 29 年度】 

COC＋地域シンポジウム『地域を創る意欲と人材の育成』 

少子高齢化の進む道北地区の地域課題について認識を共有するとともに、地域の特徴をベー

スに地域の活性化を目指している北海道立総合研究機構および旭川高専の取り込みについて報

告することにより意識啓発を図り、「地域を創る意欲と人材の育成」をテーマに議論を深めた。企業

関係者、大学・高専関係者など約 100 名が参加した。 

日時： 平成 30 年 3 月 9 日（金） 

場所： 旭川市民文化会館 

概要： 事例報告 演題 ：「“KOSEN（高専）4.0”イニシアティブ 地域ベースドラーニング型人材

育成プログラムの開発」 

報告者：旭川高専 校長補佐（教育改革・評価担当）  

篁 耕司氏 

講演   演題 ：「地域産業の発展に向けた道総研の役割とその取組み」 

講師 ：地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術研究本部 
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企画調整部企画課主査 三田村 智行氏 

パネルディスカッション  

 

 

 

                             写真 6-7 パネルディスカッション： 地域を創る

意欲と人材の育成をテーマに討論し

ている様子 

 

 

 

受講後の声 

・ 若者の市外流出、深刻な人手不足を重大な危機と感じています。今日のような取組を地道に

広げ、20 年後 30 年後の旭川が明るいものであることを願っています。 

・ 地元で活躍する人材をどう作っていくか、教育、企業の側面から多面的に問題提起があり課題

を共有でき、考えさせられる機会となりました。 

 

上記は受講者からの声は一部であるが、本シンポジウムの開催により、道北地区の地域課題に

ついて認識を共有し、地域の活性化について検討する機会になった。 

 

【平成 30 年度】 

COC＋地域シンポジウム『地方創生・人材育成プログラムの現状と今後』 

地方創生の人材育成に焦点をあて、地元自治体及び地域産業界が求める人材を育成するプロ

グラムの現状と今後について議論を行い、学校関係者、企業等から 77 名が参加した。 

 

日時： 平成 31 年 3 月 23 日（土） 

場所： 北海道科学大学 

概要： 事例報告：「北海道科学大学における人材育成プログラム」 

北海道科学大学 COC+事業推進委員長 松崎 博季氏 

講演  ：「地元企業が求める人材」 ㈱INDETAIL 代表取締役 坪井 大輔氏 

    パネルディスカッション：「地方創生・人材育成プログラムの現状と今後」 
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写真 6-8 会場の様子（左）、パネルディスカッション（右） 

 

自治体・業界団体・企業それぞれの立場からの意見を聞くことで、大学でおこなう人材 

育成プログラムを検討及び実施する上で、貴重な場となった。 

 

『苫小牧高専地域連携シンポジウム 2018』 

 これまで「苫小牧高専教育・研究フォーラム」を開催していたが、地域に開かれた形として、一般

の方も対象とした「苫小牧高専地域連携シンポジウム」を開催した。同校教職員及び学生、同校協

力会会員企業の他、一般の参加者を含めて 約 140 名が参加した。 

 

日時： 平成 30 年 11 月 30 日（金）17：00～19：00 

場所： グランドホテルニュー王子 ３階グランドホール 

概要： パネルディスカッション：「地域の活性化と苫小牧高専が果たす役割」 

   教員研究発表          ：「AI による地域活性化」同校創造工学科 助教 原田恵雨氏 

   ポスターセッション    ：専攻科 1 年生 26 名による研究発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-9 パネルディスカッションの様子（左）、専攻科生研究発表の様子（右） 

 

 参加した企業関係者からは、「今後も継続してこのようなイベントを実施してほしい」、「事業創出

（インキュベーションやアントレプレナー）の必要性を問うような講演会も開いてほしい」等の感想が

あり、更なる地域活性化の方策を検討するための良い機会となった。 

 

3) COC 全国シンポジウム 
【平成 28 年度】 

「地域の教育力向上に果たす大学の役割」と題してこれまで COC 採択校である稚内北星学園

大学で進めてきた地域教育に対して全国に向けて発信することおよび地域への 5 回目の報告会

として開催した。 

 

日時  ： 平成 28 年 9 月 17 日（土） 14：00～19：30 

18 日（日） 10：00～17：00 
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場所  ： 稚内北星学園大学 新館 1401 教室他 

概要  ： 第１日目 基調講演 「宗谷における地域に根ざした教育運動の今日的意義」 

講師  ： 名古屋大学大学院教授 植田健男 氏 

パネルディスカッション 

第 2 日目 第 5 回地域活動報告会 

学生による地域活動報告会として「地域教育セッション」、「地域観光セ

ッション」「まちなか振興セッション」に分かれて発表があった。 

参加大学： 室蘭工業大学、北見工業大学、奈良県立大学、山形大学、 

東北公益文科大学等 

 

 

 

写真 6-10  パネルディスカッション： 地域の

教育機関関係者から地域への思

いと稚内北星学園大学への期待

について討論している様子 

 

 

 

 

 

 

写真 6-11  地域活動報告： 年 2 回地域の皆

様に行う報告会を実施。3 会場に

分かれて学生中心に発表を行っ

た。  

 

4) 地域連携のためのシンポジウム 
【平成 27 年度】 

『地域社会創生フォーラム』 

産学官連携を図るために「地域社会創生フォーラム」を開催した。補助金にて導入した遠隔会議

システムを活用して、上富良野町、北海道生涯学習協会、室蘭工業大学をネットワークで結び実

施した。 

 

日時  ： 平成 28 年 2 月 26 日（金） 

場所  ： 北海道科学大学 
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参加団体： 北海道科学大学、上富良野町、北海道生涯学習協会、室蘭工業大学 

対象  ： 地域住民、地方自治体関係者、学生・大学関係者、一般企業 

概要  ： 教職員・学生、地方自治体、大学、高専、企業等から 63 名が参加し、地域に 

おける大学の役割や連携の在り方について参加者と議論し、理解を深め、地域社会の 

活性化やそのための人材育成指導に向けて知見を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 29 年度】 

『北見工業大学と金融機関との連携強化に向けたシンポジウム』 

 北見工業大学は NPO 法人産学連携学会の共催で学金連携活動の強化・拡大による北海道地

域の振興を目指して、オホーツク地域の学金連携の姿を検討するシンポジウムを開催。産学連携

関係者、道内金融機関関係者等 41 名が参加した。 

 

日程 ： 平成 30 年 3 月 8 日（木）14：00～18：30 

会場 ： 北見工業大学 第 1 総合研究棟 2 階 多目的講義室 

概要 ： 第 1 部 講演『学金連携の取り組み事例』 

  講演 1：「金融機関の気づきと行動力が地域を変える」 

東京海洋大学 産学・地域連携推進機構 准教授 川名 優孝氏 

  講演 2：「金融機関との連携による中小企業支援」 

秋田大学 産学連携推進機構 准教授／統括 URA 伊藤 慎一氏 

  講演 3：「北海道における学金連携の事例紹介」 

北洋銀行 地域産業支援部 副部長 吉岡 孝則氏 

 

 第 2 部 パネルディスカッション 

  『オホーツク地域における学金連携の姿について』 

第 3 部 情報交換会 北見工業大学生協 2 階「KIT Gallery」にて 

 

 

 

写真 6-12  地域社会創生フォーラム、

北海道科学大学教員らによ

るパネルディスカッション 
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写真 6-13 パネルディスカッションの様子 

 

リレーションバンキングへの学の協力や金融機関が持つ情報等によるシーズ・ニーズマッチング、

大学シーズの社会実装支援強化の他、金融機関人材による学生教育支援、金融機関が持つ情

報を活かした地域就職支援に向けての連携強化を図っていくために、まず何が必要かを探るきっ

かけとなった。 

 

【平成 30 年度】 

『苫小牧高専・苫小牧市・苫小牧商工会議所 連携協定締結記念シンポジウム』 

「地域で取組む課題解決型共同教育」をテーマとし、大学・高専の学生が地域の企業や自治体

と共に課題を解決することの有効性について検討するシンポジウムを開催した。企業関係者、支援

機関関係者、COC＋参加大学等の教職員・学生等 約 100 名が参加した。 

 

日時 ： 平成 31 年 2 月 5 日（火）13：10～16：20 

場所 ： 苫小牧高専大講義室 

概要 ： 【第一部】同校専攻科 1 年生 26 名による成果発表 

           「地理空間情報の利活用とその普及（㈱タナカコンサルタント）他 

     【第二部】パネルディスカッション 

           「地域で取組む課題解決型共同教育」～教育の有効性と課題～ 

 

第一部を通して学生は、企業技術者等のサポートを受けながらグループで課題解決のプロセス

を実践し、発表をすることにより課題解決の進め方、人への伝え方等を学んだ。 

第二部では学生への指導方法や同校で実施している共同教育に係る意見等が活発に議論さ

れ、次年度以降の共同教育の実施に向けて参考となった。 

 

 

 



- 210 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-14 学生による PBL 成果発表の様子（左）、パネルディスカッションの様子（右） 

 

『オホーツクが求める工学技術』 

（北見工業大学農林水産工学連携研究推進センター（通称 CAFE）第一回シンポジウム） 

 

 地域課題解決による産業振興への工学の寄与拡大、地域との協働による地域志向人材の育成

と定着を目指しているCAFEの取組みを広く地域に周知するとともに、地域が求める工学技術につ

いて議論を交わした。地域の産業界、自治体・公組織、大学・研究機関等からおよそ 200名が参加

した。パネルディスカッションでは地域の第一次産業の組合、農林水産省の方々と意見交換を行

った。 

 

日程： 平成 31 年 3 月 2 日（土） 

場所： 北見工業大学 

概要： 基調講演「一次産業を生かした楽しい地域おこし ～かのやトルネード～」 

農林水産省食料産業局商品取引室長（前鹿屋市副市長）  福井 逸人氏 

かのやオフィシャルリポーター 半田 あかり氏 

    基調報告「CAFFE による農業の工学的支援に向けた研究事例報告」 

北見工業大学 副センター長（農業担当） 星野氏 

       「オホーツク地域の水産業の支援に向けた事例報告」 

北見工業大学 特任教授（水産業担当） 高橋(是)氏 

       「オホーツク地域に適した簡易で丈夫な林道の開発に向けて」 

北見工業大学 副センター長（林業担当） 川口氏 

    パネルディスカッション：「オホーツクが求める工学技術」 
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      写真 6-15 基調講演の様子（左）、パネルディスカッションの様子（右） 

 

地域課題解決を中心に据え人材育成・社会貢献を含めた総合的な地域振興に取り組む本セン

ターの活動について、広く地域に周知することができた。さらに、本取組の発展に向け、識者・関係

者と情報交換・議論を行う有意義な場とすることができた。 

 

『北海道 COC＋コンソーシアム交流会』 

 コンソーシアム会員の本事業への理解促進を図り、事業への参加と協力をお願いすることを目的

に交流会を開催し、コンソーシアム会員 45 機関 74 名が参加した。室蘭工業大学から本事業につ

いての説明を行うとともに、人材確保についての取組み事例の発表を行った。終了後、情報交換

会を開催し、各校の就職担当教員と参加企業が情報交換を行った。 

 

日時： 平成 30 年 9 月 27 日（木） 

場所： 北海道経済センター 

概要： 事業説明 

「地域志向人材育成プログラムの認証制度について」 

室蘭工業大学 副学長 永野宏治氏 

「ポスト COC＋事業の検討過程について」 

              室蘭工業大学 理事・副学長 溝口光男氏 

講話 人材確保について 

「学生の就職意識と学生（学校）へのアプローチ方法と取組み」 

              北海道科学大学 教授 松﨑博季氏 

「人材確保に対する考え方」 ㈱ASCe    代表取締役 後藤亮太氏 

              ㈱フィット 代表取締役 長内敏範氏 
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写真 6-16 事業説明をしている様子（左）、情報交換会の様子（右） 

 

 企業経営者から人材確保に関する考え方と題して、会社説明会、学校訪問、インターンシップを

積極的に活用する他、特徴的な事例として、人事評価制度の見直しや勤怠管理システムの改修

等の離職防止に関わる取組みについて、参加した企業関係者は熱心に耳を傾けていた。 

 

1.2 セミナー・講演会 
1) 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）説明会・地元企業展示 

【平成 27 年度】 

釧路高専にて同校専攻科生の研究活動を地元企業に紹介するため毎年開催されている専攻

科学生特別研究発表会に併せ、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）説明会」

及び地元企業紹介のための「企業展示」を実施した。 

 

日時 ： 平成 28 年 2 月 26 日(金) 

場所 ： 釧路プリンスホテル 

参加者： COC+説明会では釧路市、釧路商工会議所をはじめ 15 機関から 43 名 

概要 ： 釧路高専岸校長、講師である室蘭工大那須コーディネーターから COC+の説明が行わ

れた。併せて、専攻科学生に地元企業を知ってもらうため、参加企業が紹介展示を行

った。 

 

 

 

 

写真 6-17  COC+説明会： COC+について説

明する室蘭工業大学 那須コーディ

ネーター 
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写真 6-18 企業展示： 釧路製作所による展示 

 

 

 

 

2) 地域企業等との懇談会 
【平成 27 年度】 

旭川高専と同校産業技術振興会等の共催により、道北地域を中心とする産学官連携の推進を

図るため、同校と地域企業、団体、公的機関等が意見交換・懇談を行う会を開催した。 

今回は「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」をテーマに室蘭

工業大学教授 清水一道 氏による講演を実施した。 

 

日時  ： 平成 28 年 3 月 10 日（木） 

場所  ： アートホテルズ旭川 

参加者数： 62 名（企業 33 名、学内 29 名） 

概要  ： 北海道 COC＋事業の実施内容と今後の展開について、室蘭工業大学教授 清水一道

氏が講演し、旭川市内の企業関係者や本校教職員に周知を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

写真 6-18   COC+講演の様子： 講演する清水教授（左）と聴衆者（右） 

 

【平成 28 年度】 

平成 27 年度に引き続き上記同様の趣旨で意見交換・懇談を行う会を開催した。 

少子高齢、人口減少社会の中にあって、高専ではグローバル人材の育成、地域企業ではグロ

ーバル化が重要となっている。海外事情に詳しい方を講師に招き地域産業・経済の活性化を図る
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ための講演を聴講したあとに懇親会により意見交換を行った。 

 

日時  ：平成 29 年 3 月 13 日（月） 

場所  ：アートホテルズ旭川 

参加者数：55 名（旭川市、工業技術センターのほか企業等 25 名、学内 28 名） 

概要  ：講演 演題：「海外における日本国大使館の役割」 

講師：㈱構研エンジニアリング技術顧問 池田憲二 氏 

（元日本国大使館 在フィンランド日本国大使館１等書記官） 

海外における日本企業のビジネスを後押しする、大使館や総領事館の活用方法や、

外交の現状についての講演後、懇親会を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-19 講演の様子：左は講演者の池田氏、右は講演会場の様子 

 

 地域活性化の意見交換のみならず就職担当教員と参加企業との交流が図られ、次年度以降の

学生の就職活動について円滑に進めるきっかけの一つとなっている。 

 

3) 北海道経済同友会例会においての講演 
【平成 28 年度】 

「地の拠点として大学が担う役割」と題して北海道経済同友会会員約 110 名に対して COC＋コ

ンソーシアム会長である室蘭工業大学学長の空閑 良壽氏が講演。 

 

日時： 平成 28 年 8 月 2 日（火） 15：30～18：30 

場所： 札幌グランドホテル（札幌市）グランドホール 2 階 

概要： 室蘭工業大学の概要から中期目標・計画に掲げた地の拠点大学における同大の役割、地 

域との関わり、そして COC＋としてやるべきことに対する課題や提言について説明があっ 

た。 
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写真 6-20 空閑会長が講演している様子 

 

 

 

 

 

4) 日胆地区これからの建設技術者を育てる会においての講演 
【平成 28 年度】 

同会は次世代を担う建設技術者の人材育成を目的に、今後の取組みや連携について議論して

いる。北海道開発局室蘭開発建設部からの要請で、シニア・コーディネーターの那須が「COC+の

概要と取組み状況」と題して講演。 

 

日時 ： 平成 28 年 4 月 25 日（月） 14：30～16：00（30 分講演） 

場所 ： 室蘭建設会館（室蘭市） 4 階会議室 

参加者： 室蘭建設業協会、日胆地区測量設計協会、北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部、

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部、北洋銀行、室蘭工業大学、苫小牧高専 

17 名 

概要 ： COC+事業の概要から始め北海道 COC＋コンソーシアムと事業の概要、他府県の状

況、コンソーシアムの取組み状況について講演をした。 

 

5) 室蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会総会においての講演 
【平成 28 年度】 

大学と民間企業等との接点に立って地域技術の振興・活性化を図り、同センターが行う事業推

進への支援を目的として立ち上げた室蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会の総

会が開催され、総会のなかで、シニア・コーディネーターの那須が「ＣＯＣ+と産学連携の役割」と題

して特別講演を行った。 

 

日時 ： 平成 28 年 7 月 11 日（月） 15：00～17：00（60 分講演） 

場所 ： 中嶋神社蓬らい殿（室蘭市） 

参加者： CRD センター研究協力会会員企業 23 社 
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概要 ： COC+事業の概要、北海道 COC＋コンソーシアムの概要、地域が抱える課題、COC+事 

業取組み状況等について講演を行い、地域企業関係者へ事業の周知、地域課題の共 

有を図った。 

 

6) 「共同研究発掘フェア」にて北海道 COC＋事業内容を報告、事業参加を提案 
【平成 28 年度】 

北洋銀行ものづくりテクノフェア 2016 における共同研究発掘フェアにおいて、企業の北海道

COC＋コンソーシアムへの参加を狙いに、「ものづくり若者の道内定着に向けた COC+ 事業の活

動と参画への提案」と題してシニア・コーディネーターの那須が講演。 

 

日時 ： 平成 28 年 7 月 21 日（木） 13：00～17：00（20 分報告） 

場所 ： アクセスサッポロ（札幌市） 2 階 レセプションホール 

参加者： 自動車産業関連企業、大学・高専、金融機関等の関係者 50 名程度 

概要 ： 産業界・自治体・教育機関が三位一体となって、地域を担う若者を育成し、魅力ある企業 

の開拓や産業の創出による、若者の道内定着に取り組んでいる北海道 COC+事業の活 

動を紹介し、賛同する意欲的な企業との連携・協働を提案した。 

 

7) 札幌鉄工団地協同組合定例会において講演 
【平成 29 年度】 

 「北海道 COC＋プロジェクトが目指すこと」と題して札幌鉄工団地協同組合の経営者並びに青年

部会の 37 名に対して、コーディネーターの熊谷が講演。 

 

日時 ： 平成 29 年 11 月 6 日（月） 17：00～18：00 

場所 ： 札幌パークホテル 

概要 ： COC+事業の概要から始め地域志向教育、就職に関わる学生等の意識調査結果、北海 

道 COC＋プロジェクトが目指すことについて講演をした。 

 

1.3 その他 
1) 児童への『ものづくり』体験等 

【平成 27 年度】 

『テクノカフェ』 

各界で活躍する方の話を聞くことなどによって、「ものづくり」の実態を市民に周知する室蘭工業

大学テクノカフェを札幌市と室蘭市にて開催した。 

札幌市のテクノカフェでは、室蘭市副市長との対談、室蘭工業大学教員から市民に対して北海

道 COC+事業の説明があった他に、鋳型を使ったオリジナルキーホルダー作り体験が行われた。

この体験イベントは学生参加による地域貢献活動として実施され、学生がものづくり体験（オリジナ
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ルキーホルダー作り）をサポートした。 

  

日時 ： 平成 27 年 12 月 12 日（土） 

場所 ： 紀伊国屋書店札幌本店 1 階インナーガーデン（札幌市） 

参加者： 一般市民、キーホルダー作り体験者（親子連れ約 40 名） 

概要 ： テーマ「オール室蘭の力を世界に発信！」 

(1)ものづくり体験教室： オリジナルキーホルダーを作ろう！ 

(2)ものづくりトーク: 「ものづくりのマチ」室蘭の魅力や港の利活用、北海道 COC＋ 

事業の内容 

ゲスト： 室蘭市副市長 小泉 賢一氏 

聞き手： 室蘭工業大学教授 清水 一道氏 

主催 ： 室蘭工業大学ものづくり基盤センター・北海道新聞室蘭支社 

    

写真 6-21 テクノカフェの様子 ：  

対談する小泉室蘭副市長・室蘭工業大学清水教授（左）と聴衆者（右） 

 

 室蘭市でのテクノカフェは、平成 28 年 1 月 9 日に中島町の「ふれあいサロンほっとな～る」で開

催された。「鋳造」をテーマに室蘭工業大学清水教授が、伊藤道新室蘭支社長の質問に答える形

式で話し、市民から「室蘭工大のジンギスカン鍋や鉄の素クッキーが、室蘭を代表するお土産にな

ってほしい」と期待の声があった。 

 また、他の参加校においても、小中学生向け各種ものづくり講座を実施した。 

 

【平成 29 年度】 

『科学“大”実験ブース』 

科学離れが進んでいる中、地域で活躍する『ものづくり人材育成』のため低年齢層（子供）向け

の体験学習を通じて、「ものづくりの楽しさ」を伝える企画を北海道科学大学が札幌市青少年科学

館の共催のもと実施した。 

 

日時 ： 平成 29 年 7 月 9 日（日）10：00～16：00 

場所 ： 札幌市青少年科学館 
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参加者： 親子連れの一般参加者 176 名 

概要 ： 工作・実験・トレーニングの 3 つのテーマごとに体験ブースを設け、それぞれ大学教員が

特色を活かしたメニューを実施した。（工作 77 名、実験 46 名、トレーニング 53 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 6-22 実験ブースの様子（左）、トレーニングブースの様子（右） 

 

【平成 30 年度】 

日時 ： 平成 30 年 11 月 4 日(日) 10：00～16：00 

場所 ： 札幌市青少年科学館 

参加者： 171 名（工作 68 名、実験 46 名、トレーニング名） 

概要 ： 前年度と同様 

 

【平成 29 年度】 

『科学の祭典 in 石狩 2017』 

理科離れが問題とされている今日、地域の子ども達をはじめとする市民が科学に触れ、科学に親

しみをもってもらうことを目的として科学の祭典 in 石狩（石狩市）が実施され、北海道科学大学は学

生と教員でブース出展して参加した。 

 

日時 ： 平成 29 年 9 月 10 日（日）10：00～15：00 

場所 ： 石狩市民図書館（石狩市こども未来館あいぽーと） 

対象 ： 地域の子ども 

概要 ： 北海道科学大学の教員と学生 6 名が実験ブース「LEGO でまなぼうクルマのしくみ」を出

展し、LEGO ブロックを使って歯車の力の伝わり方を説明した後、LEGO で作ったクル

マの歯車やタイヤの大きさを変えながら、走り方の変わる様子を体験してもらった。 

 

 

 

                            写真 6-23 親子連れの参加で、親御さんが真剣に 

取り組んでいる様子 
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『小学生ものづくり体験教室』 

体験型講座を通して自分の手でモノを作る楽しさを経験し、またその背景にある科学的原理を

理解することによって、理科（科学技術）への興味を喚起することを目的として北海道科学大学が

幕別町にて行った。 

 

日時 ： 平成 29 年 7 月 31 日（月）10：00～14：30 

場所 ： 幕別町百年記念ホール講堂 

対象 ： 幕別町内の小学 3～6 年生 21 名（第一部 11 名 第二部 10 名） 

概要 ： 第一部 「ドレミファソラシド～♪を奏でるストロー笛をつくろう！」と「第二部 紙コップスピ

ーカーをつくろう！」の 2 テーマで開催した。 

  

 

                                   写真 6-24 学生の指導のもと作業をする 

小学生児童 

 

 

 

完成したストロー笛や紙コップスピーカーは持ち帰れることもあり、参加した児童は熱心に参加し

ていた。 

 

『リフレッシュ理科教室』 

電気系モノづくりの楽しさを知ってもらい、未来の研究者・技術者をめざす子ども達を増やすこと

を目的に「LED ミニランプづくり」を北海道科学大学が実施した。担当教員のほかサポート学生 10

名が参加して、同大学生のサポートにより製作を進めた。 

 

 日時 ： 平成 29 年 12 月 17 日(日) 

①10：00～12：00 ②13：30～15：30 

場所 ： 北海道科学大学 デジタル第 1 実験室 

参加者： 小学生 60 名（①、②部各 30 名） 

 概要 ： はじめに、光や LED、光の三原色の科学について学んでもらい、その後、デジタル第 1

実験室に備え付けの「新・まねびシステム」を用いながら、「LED ランプ」の作業手順

を説明し、参加者一人ひとりの状況を見ながら学生がサポートし、製作を進めた。 
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写真 6-25 完成したミニランプに電気を流し、 

灯りをつけた様子 

 

 

普段なかなか使うことのない「ラジオペンチ」や「ニッパ」を使用して LED ランプを作成した。LED

ランプと電池ボックスを繋ぎ、全員が無事完成させることができた。 

 

1.4 HP 作成 
【平成 28 年度】 

北海道 COC＋コンソーシアムのホームページを平成 28 年 10 月 3 日開設。本コンソーシアム

の活動やイベント情報等の発信を行っていく。 

 アドレス：http://cocplus.hokkaido.jp/ 

 

 

 

 

写真 6-26 ホームページのポータルサイト 

  

 

 

 

 

【平成 29 年度】 

「教えて、北海道！！」の開設 

 上記ホームページ上に平成 29 年 5 月 15 日に企業紹介コーナーを新設。併せて学生（父母含

む）から企業への質問コーナーも開設。 

 

【平成 30 年度】 

ホームページのリニューアルおよび「道内就職優遇制度」の開設 

閲覧者（学生、企業等）に分かりやすく情報を伝えるため、学生のページ、企業のページの分離

や、企画ページへの移行タグの設置等、ホームページのリニューアルを平成 30 年 7 月 1 日に実

施した。 

http://cocplus.hokkaido.jp/
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また、地域人材育成プログラムの出口戦略である「道内就職優遇制度」の参加企業一覧、優遇

項目等の紹介情報を提供するためにあらたに同制度のコーナーを新設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-27 リニューアル後のホームページ 

画面上部に『就活生の方へ』『企業の皆さまへ』等のタブ設定 

画面右側に『教えて、北海道！！』『道内就職優遇制度』等のリンク設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-28 道内就職優遇制度のページ 

上段は道内就職優遇制度の説

明 

下段は道内就職優遇制度の参

加企業（優遇内容）の紹介 
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