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第Ⅰ章 事業概要 
 

 地（知）の拠点大学による地方創生事業（COC+）とは 
 

我が国が世界に先駆けて迎えている人口減少・超高齢化社会において、「人口減少が地域経

済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させる」ことが危惧されている。 

このような人口減少と地域経済の縮小による負の循環に歯止めをかけ、各地域がそれぞれの特

徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するためには、意欲と能力のある若者が地域におい

て活躍できる魅力ある就業先や雇用の創出等に国と地方が一体となって取り組んでいかなければ

ならない。 

地方創生において中心となるのは「ひと」であることは言うまでもなく、地方の未来を担う「ひと」を

養成する主役は、我が国における知識基盤社会の推進を担ってきた大学や短期大学、高等専門

学校である。これらの高等教育機関が、地域の人材需要を的確に把握し、その地域の課題解決に

向け中心的役割を担う人材を育成することは、地域の知の拠点である大学の使命である。 

文部科学省は、平成 25年度から「地（知）の拠点整備事業（以下『COC事業』という）」を開始し、

「地域のための大学」として各大学の強みを生かしつつ、大学の機能別分化を推進し、地域再生・

活性化の拠点となる大学の形成に取り組んできた。さらに「地（知）の拠点大学による地方創生事

業」（以下「COC＋事業」という）においては、COC 事業を発展させ、地方公共団体や企業等と協

働して、学生にとって魅力ある就職先を創出・開拓するとともに、その地域が求める人材を養成す

るために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取り組みを支援することで、地方創生の

中心となる「ひと」の地方への集積を目的としている。 

 

 北海道 COC+事業の目的 
 

室蘭工業大学は、平成 27年度 COC+事業の公募に対して、北見工業大学、北海道科学大学、

千歳科学技術大学を含めた北海道内の工科系 4 大学、3 高専（苫小牧工業高等専門学校、旭川

工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校）、自治体等 9 機関、企業等 20 機関の連携による

「『ものづくり・人材』が拓く『まち・ひと・しごとづくり』事業」（以下「北海道 COC+事業」という）を申請

し、採択された。 

北海道の人口は全国よりも 10 年早い 1997 年にピークを迎えた後、全国を上回るスピードで減

少している。北海道外の地域との人口移動をみると、道外への転出超過にあり 2013 年には全国 1

位であった。中でも若年層、特に 20～24 歳、15～19 歳の転出が顕著であり、就職や進学のため

首都圏を中心に道外へ転出している。 

 

 

 

 

註 以降、工業高等専門学校を高専と略す 
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表 1-1 事業の目標値 

数値目標 基礎指標 

（平成 26 年度） 

目標値 

（令和元年度） 

① 事業協働地域就職率 42％ 50％ 

② 就職者増に占める事業協働機

関雇用創出数 
0 人 26 人 

③ 事業協働機関へのインターンシ

ップ参加者数 
101 人 202 人 

 

北海道 COC+事業の参加校（以下「参加校」という）においても入学者の 8 割が道内出身である

のに対して、就職者の 4 割しか道内に留まらない。そのため北海道全域において、地元のものづく

り企業は将来の経営や技術を担う若者の採用に苦慮している。このような若者の首都圏を中心と

する流出、それに伴う地域企業の衰退さらには地域経済の縮小を克服すべく、北海道 COC+事業

においては事業対象地域を北海道全域とし、これを地方創生に資する人材育成の「キャンパス」と

捉え、地域の重要課題の解決を通して、学生の育成、地域振興を進め、学生の地元就職率の向

上、雇用創出の実現を目的としている。 

学生の地元就職率の向上では、令和元年度において国立大学法人の 2 校（室蘭工業大学、

北見工業大学）は、平成 26 年度に比べ 10％向上させ、他の参加校は 6％向上させることによっ

て、全体で 8％向上させることを目標とした（表 1-1）。 

 

 事業協定の締結 
 

事業採択後、新たに函館高専が北海道 COC+事業に参加することになり、道内工科系 4 大学・

4 高専と北海道、大学・高専の所在する 8 市（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）は、「相互に連携・協力し、意欲と能力のある若者が北海道において活躍で

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『モノづくり・人材』を養成す

ることにより、地方創生の中心となる『ひと』を地方に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、「北海道におけ

る雇用創出・若者定着に係る協定」（北海道協定）を、平成 27 年 12 月 18 日に締結した（写真 1-

1）。北海道協定の締結によって、これらの 8 大学・高専と 9 自治体は道内就職率向上の目標達成

に向け、相互に連携・協力して取り組むこととなった。 

さらに室蘭工業大学と COC 事業の参加校（以下「COC 校」という）である 3 大学（小樽商科大

学、札幌市立大学、稚内北星学園大学）は、COC 校が先進的に取り組んできた経験や蓄積を活

用して、北海道協定の目的を達成するために、「室蘭工業大学並びに小樽商科大学、札幌市立

大学及び稚内北星学園大学との連携・協力に係る協定」を平成 28 年 2 月 22 日に締結した（参考

資料 1 に掲載）。 
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【北海道協定調印式】 

日  時 ： 平成 27 年 12 月 18 日 11:00～11:35 

場  所 ： 京王プラザホテル札幌（札幌市） 

調印者 ： 高橋はるみ（北海道知事）、青山剛（室蘭市長）、空閑良壽（室蘭工業大学長）、髙橋

信夫（北見工業大学長）、苫米地司（北海道科学大学長）、川瀬正明（千歳科学技術大

学長）、黒川一哉（苫小牧高専学校長）、岸徳光（釧路高専学校長）、清水啓一郎（旭川

高専学校長）、伹野茂（函館高専学校長）（写真 1-1） 

来  賓 ： 大内全（北海道経済連合会長） 

概  要 ： 調印式では、はじめに北海道 COC+事業の責任者である室蘭工業大学理事・副学長 

馬場直志氏から本事業に関する説明がなされた後、高橋知事、空閑学長、青山市長が

協定書に署名した（写真 1-2、写真 1-3）。続いて、空閑学長、高橋知事、青山市長、大

内会長から挨拶があり（写真 1-4、写真 1-5）、各大学長・校長からも一言挨拶があった

後、調印式を終了した。 

 

  調印式の後、空閑学長、馬場理事・副学長、那須 COC+推進シニアコーディネーターによる記者

発表が行われた。 

 また午後には、北海道 COC+事業の活動をオール北海道体制で推進するために組織された北

海道 COC+コンソーシアムにおけるキック・オフ・ミーティングが開催された。 

 

 

写真 1-1 「北海道における雇用創出・若者定着に係る協定」締結における出席者 
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写真 1-2 調印式の様子（左）、協定書に署名する空閑室蘭工業大学長（右） 

 

   

写真 1-3 挨拶する高橋北海道知事（左）、挨拶する大内北海道経済連合会長（右） 

 

 事業協働地域 
 

 北海道 COC+事業が対象とする事業協働地域は北海道全域である。事業協働地域が広域に亘

ることから、事業採択後、より地域が一体となって域内の課題解決に取り組むために COC 校等も

加え、ものづくり系大学・高専 8 校を中心とした 11 校、北海道と大学・高専の所在する市からなる 9

自治体、そして事業に協力する 2 校による連携体制を構築した（図 1-1）。 
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図 1-1 北海道 COC+の事業協働地域と連携体制（大学等及び自治体） 

 

 事業の特徴 
 

北海道 COC+事業は、道内全域に亘る工科系単科大学・高専 8 校が地（知）の拠点として、地

元及び他の拠点と連携しながら、北海道のものづくりを担う経営者・技術者となる人材を道内に定

着させることに取り組んできた。この取組みには次に示す 3 つの特徴がある。 

 

【北海道 COC+事業の特徴】 

① 組織体制：オール北海道の産学官金が連携・協働する 

② 教育改革：工科系大学・高専が中心となって「ものづくり人材」を育成する 

③ 若者定着・雇用創出：地元の第二次産業（ものづくり企業）、第一次産業（農林水-工連携）

との連携を強化・創生する 

 

5.1 組織体制 
第 1 の特徴であるオール北海道体制については、産学官金の事業協働機関が北海道 COC+

事業の連携・協働を組織的、機動的に推進し、より高い成果を得るために北海道 COC+コンソーシ

アムを結成した。 

コンソーシアムは、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、④COC+事業広報活動等に関する事項、⑤その他、目的遂行のために必

要と認める事項を実施することによって北海道 COC+事業を推進した。 

構成員には、教育機関から室蘭工業大学、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、函館高専といった工科系大学・高専に加え、COC 校であ

る小樽商科大学、札幌市立大学、稚内北星学園大学が、自治体から北海道、室蘭市、北見市、札

幌市、千歳市、苫小牧市、旭川市、釧路市、函館市が、産業界から北海道を代表する経済団体で

ある北海道経済連合会、北海道経済同友会、北海道商工会議所連合会、北海道機械工業会及 
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図 1-2 北海道 COC+コンソーシアム活動における推進体制 

 

び道内の主要な企業、中堅・中小企業が、金融界からも北海道を代表する金融機関、地域の信用

金庫が参画した（図 1-2）。 

北海道 COC+事業をコーディネートする立場にある室蘭工業大学においては、学内に地（知）の

拠点推進室、学外に札幌連絡所を設置した。 

専任コーディネーターがこれらの事務所に各１人、北見工業大学に１人、兼任コーディネーター

が室蘭工業大学に 1 人配属され、全体では 4 人のコーディネーターが事業の推進、産学官金機

関との連携を担当した。 

また拠点においては、学長・校長のガバナンスのもと、北海道 COC+事業を全学的な取り組みと

して位置づけ、実行体制を構築し事業を実施した。 

当初、大学・高専に関わる事業運営は、数値目標である地域就職率の向上が求められている工

科系大学・高専が中心に取り組んだ。しかし、平成 30 年度からオール北海道で取り組む姿勢をよ

り強化するために、COC 校（小樽商科大学、札幌市立大学、稚内北星学園大学）も、各種会議体

への参画のほか、地域志向教育等の教育関連事業を中心により連携を深めることによって、参加

校全体を巻き込んだコンソーシアムの構築・運営を実施してきた。COC 校と連携することで文理融

合型の事業へと発展し、また課題解決型授業等において異分野を学んでいる学生が交流すること

によって、取り組みが活性化するのみならず課題解決能力やコミュニケーション能力の向上にもつ

室蘭工業大学

教育改革

チーム

広報・渉外

チーム

拡大本部会議※・コアメンバー会議
※学長を議長とし，COC+推進シニアコーディネーター，チーム
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北海道COC+コンソーシアム
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COC+推進コーディネーター，副学長（事務），事務局付課長，

学務課，研究協力課，総務広報課，

キャリアサポートセンター等で構成

事務局

社会連携統括本部・地域共同研究
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【共同研究・地域連携窓口等】

地域協力・研究企画
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教育システム委員会・学務課
【地方創成推進教育プログラム構築・
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ながった。 

 

5.2 教育改革 
第 2 の特徴においては工科系大学・高専が担う理工系人材教育を実施した。 

これからの社会では様々な分野の課題が複雑に絡みあった事案に直面する機会や専門分野を

超えてプロジェクトに参加することが多々ある。 

そこで、室蘭工業大学においては専門分野の枠を超えた俯瞰的な視点を持ち、修得した知識・

技術を社会に応用できる実践的・専門的な能力を有する人材の育成が必要との認識のもと「地方

創生推進教育プログラム」を平成 27 年度に構築し、平成 28 年度から教育を開始した。 

それは地域志向人材と俯瞰人材の育成をねらいとする 2 階層の教育プログラムとなっている（図

1-3）。前者では地域教育、地域課題教育科目を、後者では例えば建築が機械や電気といった自

分の専門外のエクストラ科目群を履修する。教育内容・方法には産業界が講師を担当するダイレク

トアクション（以下「DA」という）授業、課題解決型授業（以下「PBL」という）、企業の実例を用いた演

習、地域インターンシップを導入した。産業界との連携、地域をフィールドとすることによって、学生

にとって地域が身近に感じられる教育プログラムとなっている。 

例えば、学部新１年生全員が前期に履修する地域社会概論では、学生が商店街や企業、官公

庁、環境保護団体などを自主的に訪ね、地域の課題や現状を探る経験の中で、地域への関心・愛

着を育むことを実施している（写真 1-4）。 

各参加校においても、室蘭工業大学や他の参加校、そして小樽商科大学等 COC 校の事例を

参考に、地域志向人材育成プログラムを開発、実施している。また COC+事業の大学・高専が統一

して学修・教育目標の達成を示すことを狙いとして、平成 29 年度から各校の地域志向人材育成プ

ログラムに対して共通の修了認証を発行するための検討を進め、平成 30 年度には各校が共通と

する教育プログラムの要件を定めた「北海道 COC+地域志向人材育成プログラム履修要項」を整

備した。 

平成 2 年 3 月時点で、室蘭工業大学、旭川高専、稚内北星学園大学の 3 校が、北海道 COC+

地域志向人材育成プログラム修了生を合計 151 名輩出した。令和 2 年度以降は、他の大学・高専

からも修了生が出るため、さらに増加する予定である。 

 

 
図 1-3 地方創生人材育成プログラムの例（室蘭工業大学） 
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写真1-4室蘭工業大学の地域社会概論の様子(左)、北見工業大学のｵﾎｰﾂｸ総合演習の様子(右) 

 

地域志向人材育成プログラムの共用では、平成 27年度から室蘭工業大学と小樽商科大学が地

域再生システム論において開始し、翌年には苫小牧高専が参加した。また ICT システムを用いた

遠隔授業による参加校間の教育プログラムの共用は、平成 28年度から開始され（写真 1-5）、平成

29 年度には教育プログラム開発委員会によって、遠隔授業を含めた課題解決型授業「北海道産

業論」が開発され、平成 30 年度から授業を開始した。北海道産業論では、遠隔授業によって北海

道全域に亘る COC+参加校の学生に対して、北海道を代表する経営者やイノベーションリーダー

から北海道の課題や将来展望、学生へのメッセージなどを聞く機会を設けることによって、地域に

関わる意識の高揚につなげた。 

 

 

 

 

 

写真 1-5 北見工業大学遠隔授業の様子：室

蘭工業大学発信、トヨタ自動車北海

道社長の DA 授業 

 

 

企業からの授業科目に対するニーズへの対応では、アントレプレナーシップ教育が挙げられる。

教育プログラム開発委員において、教育プログラムの方向性を議論し、平成 30 年度から室蘭工大

において具体的検討・試行を実施し、令和元年度に授業を開設した。室蘭工大ではベンチャーキ

ャピタルと協定を結び、民間企業の起業家育成ノウハウを活用した実践的なアントレプレナーシッ

プ育成プログラムを開発、実施している。 

地域志向人材育成プログラムにおける地域企業等の参画では、新たに「地域共育プラットホー

ム」という仕組みを地域企業との共同によって、平成 29 年度に開発した（図 1-4）。この仕組みを活

用して、地域企業が DA 授業の講師を担当、地域 PBL の課題を提供、インターンシップの機会を

創出、学生の就職活動を支援することによって、学生の地域企業に対する認知や理解を向上させ、 
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図 1-4 地域共育プラットホーム： 

地域志向人材育成プログラムによる地元就職促進のしくみ 

 

図 1-5 地域志向人材育成プログラムと道内就職優遇制度による道内定着への取組み 

 

就職活動の機会を増やし、北海道に若者を定着させる活動を実施した。 

平成 30 年度においては、地域志向人材育成プログラムの出口である修了認証の発行と道内定

着を連携させる施策として道内就職優遇制度を策定し、令和元年度の卒業生を対象に運用を開

始した。この制度によって、修了認証を授与された学生はコンソーシアム企業の採用試験におい

てCOC+推薦枠、試験の一部免除、旅費支給や宿泊場所提供といった優遇を受けられる（図 1-5）。 

 

 

 

 

地域との
人材教育の協働

地域への愛着、自走力をもった将来
の地域リーダーを養成
道内就職率をH31年度末迄8％増
加（H26年度比）

企業経営者
技術者の授業

（教育）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
実施

（通常・合同）

地域企業課
題解決授業

（教育）

地域人材育成
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発

情報発信・共有
（フォーラム・
シンポジウム）

企業からの
就職活動協力

工科系大学

工業高専

企業
経済界
自治体

課題解決型の地域人材の養成
地域貢献意識の涵養

目 標

学生に対する認知・魅力の向上
地域視点の持つ学生の採用

地域人材
教育への参画
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5.3 若者定着・雇用創出 
第 3 の特徴においては、北海道の産業立地特性に基づいた企業・産業クラスターを対象に、学

生と企業とのマッチング戦略、大学と企業との共同研究戦略を構築し、実施した。 

千歳市、苫小牧市、室蘭市からなる道央地域では自動車等機械産業、エネルギー産業、鉄鋼

産業が集積していることから「道央ものづくりクラスター」と、北見市、旭川市、釧路市からなる道東

地域は第 1 次産業が盛んであることから「農林水-工連携クラスター」と位置づけ、教育効果の高い

地域インターンシップ、企業経営者と学生や教員との交流会、地元就職 OB・OG との懇談会等の

共通事業の他に、それぞれのクラスターの特性に応じて共同研究、新技術・新産業創出等の独自

の取り組みを展開してきた。 

道央ものづくりクラスターでは、産学官金が一体となった新産業創出における支援体制として、

室蘭工業大学が中心となって平成 27 年から「鋳物シンジケートプロジェクト」を進め、平成 30 年 7

月に北海道企業 8 社を含む全国 23 社からなる「特殊鋳物協同組合」を設立した。同大学が、材料

開発、品質評価、技術指導などを担い、組合参加企業は連携して中小企業単独では困難な付加

価値の高い製品の生産、受注に取り組んでいる。この取り組みは新事業・新産業を創出する地域

産業支援として高く評価され、第 8 回地域産業支援プログラム表彰（イノベーションネットアワード

2019）にて文部科学大臣賞を受賞した（図 1-6、写真 1-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 道央ものづくりクラスターを中心とする鋳物シンジケートの取組み 
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写真 1-6 鋳物シンジケートにおける 

新事業・新産業を創出する支援として評

価され「イノベーションネットアワード 

2019」を受賞 

 

 

 

このような地域の高等教育機関が中心となって地域産業を活性化し、地域に雇用を創出し若者

を地元に定着させる取組みは、苫小牧市においても苫小牧高専、市、商工会議所によって C-

base(シーベース)を開設、実施された。 

農林水-工連携クラスターでは、室蘭工業大学が釧路地域の白糠町とアイヌ由来の薬用植物の

栽培・商品化による地方創生事業を出口とした共同研究を実施している。オホーツク地域では北

見工業大学が中心となって、一次産業と連携した学生定着・雇用創出や共同研究に取り組んでお

り、その活動を地域で共有し、活性化すべく、平成 28 年 10 月に地域シンポジウムを開催した（写

真 1-7）。平成 30 年度には、この活動を強化するためにオホーツク地域の第 1 次産業関連工学を

研究する「オホーツク農林水産工学連携研究推進センター」を設立し（図 1-7）、そこでは卒業研究

を通じた地域就職機会の創出を目指し、地域企業との共同研究に学生を参画させている。 

これらの各クラスターにおける取組みの中で、学生はインターンシップ等、教員は地域課題の解

決により地域と関わることによって、地域への学生の定着、雇用創出を促進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

写真 1-7 農林水-工連携クラスターにおける取組み事例： 北見工業大学における地域シンポジ

ウム、小清水町農業協同組合眞栁氏による基調講演（左）、会場の様子（右） 
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図 1-7 オホーツク農林水産工学連携研究推進センターの役割 

 

 6 つの実施事業 
 

北海道 COC+事業全体では次の 6 つの事業に取組んできた（図 1-8）。 

これらは、地域のものづくり企業が抱えている将来の経営者や技術者の不足、それに伴う地域

企業の衰退さらには地域経済の縮小を克服することを目的として、1)地域を担う学生を育てる、2)

学生を地域に定着させる、3)新たな雇用・産業を創出する、4)活動を地域に周知し拡げることを担

ったものである。 

 

① 地域が求める人材の輩出/教育システムの構築 

地域課題の発見とその解決ができる能動的エンジニアを輩出するために、遠隔講義システ

ム、ICT 授業システムを用いた地域対応型アクティブラーニング、DA 授業等を拡充する。 

 

② 学生の地域志向を高めるカリキュラム改革 

地域の環境や文化を理解する教養と、地域政策に直結する課題の解決に必要な専門知

識を配したカリキュラムを構築する。 

 

③ 若年層の雇用創出に向けた企業誘致・雇用拡大 

地域企業や産業界講師による実践的職業教育等を実施し、雇用のマッチングを推進する

とともに、地域のブランド産品・固有産業技術の開発、地域産品の 6 次産業化、企業の誘致、

若年雇用を創出する。 
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④ 産学官＋金が一体となった新産業創出における支援体制 

ビジネス展開における課題（企業技術の競争力及びその評価、マーケティング、資金調達

等）に対して、担保・保証に過度に依存しない金融支援を行う「目利き」能力向上を目的として、

大学が中心となり事業価値を見極める目利き人材教育を進める。 

 

⑤ 大学発技術による「地場ものづくり新産業」の創造 

 地域を対象とした共同研究等を推進するとともに、大学発技術により付加価値の高い製品

づくりを推進して地域に「地場ものづくり新産業」を創造する。 

 

⑥ 社会人の再教育システムの構築 

経済のグローバル化、技術革新の進展、労働者の就業意識の多様化の中、社会人が生涯

に亘り最新かつ高度な知識・技術を修得できる機会を提供し、ものづくり基盤技術を支える人

材の裾野を広げる。 
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図 1-8 北海道 COC+事業における実施事業 
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