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地（知）の拠点大学による地方創生事業（COC+）

平成27年度～令和元年度　事業成果概要

室蘭工業大学は令和の時代とともに、北海道に貢献できる人材育成の幅を広げるべ

く、工学部から理工学部へと進化しました。さらに「北海道を世界水準の価値創造空間」

としてのテストフィールドとする、「北海道のためのMONOづくりビジョン2060」を発表し、

地域貢献につながる活躍を担う学生諸君を育て、社会に送り出しています。

地域貢献に資する取り組みの一つとして本学は、平成27年度より5年間にわたり、文部

科学省の「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+) 」を活用して、北海道の代

表校として、「ものづくり・人材」が拓く「まち・ひと・しごとづくり」を進めて参りました。この

なかで私たちは、産学官金が連携し、北海道に貢献できる人材育成に関する教育から道

内定着までを一気通貫で繋げる仕組みを新たに構築し、運用を始めています。とりわけ、

教育では地域と共同で人材を育てる「地域共育」を実践しています。ここでは5年間にわた

る本事業の成果と浮かび上がった課題と今後の方向性を本パンフレットにまとめました。

私たち高等教育機関には、地域に貢献できる学生諸君を育てる責任があります。その一

方で、北海道地域の活性化・地方創生には、北海道地域の企業、経済界、自治体そして教

育機関が一体となって、これまで以上に連携・協力していくことが必須の要件であります。

今後は北海道とも協力し、COC+継承事業として「北海道若者活躍プロジェクト」を立ち

上げ、152機関の皆様とともに、地域を元気にするMONOづくり・価値づくりを進めて参り

ます。

ごあいさつ

北海道COC+コンソーシアム会長

室蘭工業大学　学長　空 閑　良 壽
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教育では地域と共同で人材を育てる「地域共育」を実践しています。ここでは5年間にわた
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　人口の道外流出は20～24歳が一番多く、年間5,000人程度が流出しており、地方創生に向け若者定着、次世代を担う技術

者の確保が課題となっています。そこで、文部科学省のCOC+事業として、道内のものづくり系大学・高専が中心となり、卒業生

の道内定着を向上させるため、産学官金が協働して、教育改革や若者定着・雇用創出に取り組んできました。

　北海道COC+では、卒業生の道内定着を向上させるための教育システムの構築や新たな学生と企業との交流、企業の雇用を

増やすための新産業創出への支援、社会人の再教育システムの構築等を実施しました。

・令和元年度において、ものづくり系大学・高専の新卒就職者

に占める道内就職者の割合を、平成26年度比で8％増加さ

せ、50％とします。

・同様に令和元年度には、事業協働機関の雇用創出数を26人

増加、インターンシップ参加者数を101人増加させます。

①自治体・NPO・企業等地域も参画

し、教育カリキュラムや教育システム

を構築・実施し、学生の地域志向を

高め、地域課題解決能力を育成する

（教育改革、地域共育）。

②産官学金が一体となって学生の就

職先となる企業を育て（雇用創出）、

大学・高専の主導や新技術によって

地域の産業創出を支援する。

③企業経営者やOB・OGとの交流、

WEBによる企業力の発信によって

学生（低年次から）と教員の地域企

業に対する認知を向上させる（地域

定着）。

全会員数は151機関、そのうち事業協働機関は41機関で構成される。（令和2年3月末現在）

●●●●は会員のうち、事業協働機関を示す。

■事業目標

事業目標

道内就職率

事業協働機関の雇用創出数

事業協働機関へのインターンシップ参加者数

H26年度(基準）

42%

－

101人

R1年度

50%（8%増加)

26人

202人

大学・高専間共通の地域志向人材育成プログラム履修要項を

整備し北海道COC+として修了を認証、道内就職促進や教育プ

ログラムの質的向上に活用しています。

企業がPBL等教育へ企画から参加する仕組みに58機関が協

力を表明、この仕組みによって学生が身近に地域企業を理解す

るようになりました。

北海道をリードする人材（起業家・各

界リーダー）が遠隔授業によって各大

学・高専の学生に北海道の未来展望等

を示し、北海道での活躍に対する期待

を熱く語っています。

地元企業の若手との交流

等、各大学・高専では、将来の

仕事や生活を展望する多様な

機会を設け、 1、2年生から地

元企業への興味を醸成させて

います。

教育と地域定着を融合させる仕組みを構築、北海道COC+修

了証を授与された学生は、まずは地元企業による採用試験の際

に優遇を受けることができます。

オホーツク地域第１次産業の6次産業化に向け、農林水産工

学研究連携センターを設立、共同研究への学生参画による地元

定着も期待されています。

企業の技術力・競争力を目

利きできる金融・自治体職員

を105人養成、中小企業の経

営力向上に貢献しています。

付加価値の高い製品を生

産、受注するため「特殊鋳物協

同組合」を設立した取組みが、

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ま

した。

●室蘭工業大学
●北見工業大学
●北海道科学大学
●公立千歳科学技術大学
●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
●函館工業高等専門学校
●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）

●ものづくり現場見学
●技術紹介
●OB・OGによる魅力発信
●企業経営者との交流
●インターンシップの実践
●共同研究による技術革新

企業力のアピール（若者定着）

教育改革

地域密着型金融

企業誘致・新産業創出

●地域志向カリキュラム
●俯瞰人材カリキュラム
●問題解決型教育の実践

●目利き人材養成（新技術・新商品）
●起業支援

●起業しやすい環境づくり
●ものづくり企業の誘致
●大学・高専発技術による新産業創出

●北海道
●北見市
●千歳市
●旭川市
●函館市
○帯広市
○西興部村

●室蘭市
●札幌市
●苫小牧市
●釧路市
●北海道立総合研究機構
○白糠町
○北海道警察

●苫小牧信用金庫
●㈱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

〈官〉行政（14機関）

■ 事業協働機関（15機関）
　●㈱ダイナックス
　●㈱ドーコン
　●トヨタ自動車北海道㈱
　●㈱永澤機械
　●㈱日本製鋼所
　●日本製鉄㈱
　●野村興産㈱イトムカ鉱業所
　●北海道ガス㈱
　●北海道電力㈱
　●㈱北海道二十一世紀総合研究所
　●北海道旅客鉄道㈱
　●北海道経済同友会
　●北海道経済連合会
　●NPO法人シップリサイクル室蘭
　●室蘭工業大学地方創生研究開発センター研究協力会
■ その他の企業等（106機関）

〈産〉企業（121機関）

〈学〉大学・工業高等専門学校（11機関）

〈金〉金融（5機関）

大学・高専が産学官金協働で若者の道内定着事業に取り組む

北海道COC+の特長を表す取組み

目標は新卒就職者の５割を道内に定着

オール北海道体制の「北海道COC+コンソーシアム」を創設

産学官金が教育改革、雇用創出・新産業創出、地域定着を協働実施

「北海道COC+修了証」を授与……………………P３ 「地域共育プラットホーム」で教育参画……………P４

「地域人財」の授業を遠隔発信……………………P４ 低年次から若手、OB・OG企業人と交流…………P7

ものづくり目利き人材の育成………………………P５

「オホーツク農林水産工学連携研究推進センター」の設立…P６「道内就職優遇制度」を構築……………………P16

文部科学大臣賞を受賞……………………………P5
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せ、50％とします。

・同様に令和元年度には、事業協働機関の雇用創出数を26人

増加、インターンシップ参加者数を101人増加させます。

①自治体・NPO・企業等地域も参画

し、教育カリキュラムや教育システム
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〈金〉金融（5機関）

大学・高専が産学官金協働で若者の道内定着事業に取り組む

北海道COC+の特長を表す取組み

目標は新卒就職者の５割を道内に定着

オール北海道体制の「北海道COC+コンソーシアム」を創設

産学官金が教育改革、雇用創出・新産業創出、地域定着を協働実施

「北海道COC+修了証」を授与……………………P３ 「地域共育プラットホーム」で教育参画……………P４

「地域人財」の授業を遠隔発信……………………P４ 低年次から若手、OB・OG企業人と交流…………P7

ものづくり目利き人材の育成………………………P５

「オホーツク農林水産工学連携研究推進センター」の設立…P６「道内就職優遇制度」を構築……………………P16

文部科学大臣賞を受賞……………………………P5
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室蘭工大「俯瞰的に観る力を育てる」

自治体や地元企業等と

連携した取組みや地域資

源を活かした教育活動に

よって、地域と向き合い俯

瞰的視野で課題を捉え、対

応策を地域とコミュニケー

トできる能力を育成してい

ます。

産学官連携の下で、北海道が抱える「農業・食品」、「医療・福祉」の

課題解決を実践的に体験できるプログラムを構築し、地域産業を牽

引する人材を育成しています。

一般企業、金融、マスコミ、自治体等の機関が地域共育の

協力機関として登録され、毎年、地域共育データブックによっ

て協力内容等詳細が大学・高専に公開されています。

室蘭工大の北海道産業論では、地域共育プラットホームに

参画する9つの企業が、自社内の課題を学生に投げかけ、解

決策を学生が考えました。さらに、その解決策に企業がコメン

トを加え、学生が改善を図りました。また、北海道をリードす

る企業の社長等が北海道について講演しました。これらの取

組みで学生は地域企業を身近に理解するようになりました。

自然、産業、まち等地域をフィールドとしたアク
ティブラーニング

地域や企業の実践的課題解決を体験（PBL：
Problem Based Learning)　

地域の専門家・リーダー・イノベーター等「地域
人財」との交流

文理融合・異分野融合

小樽商大・札幌市立大・稚内北星大が、公開授業や研究会の開

催、COC+会議の事例報告によって、COC事業で取り組んだ教育シ

ステム等の知見をCOC+メンバーに提供しました。

ベンチャーキャピタルと協定を結び、実践的アン

トレプレナーシップ育成プログラムを開発しました。

アイディアを実現するために必要なことを学べたと

学生の評価も高くなっています。

　地域志向人材育成プログラムにおい

て各大学・高専が共通とする教育目標や

要件を定めた履修要項を整備し、修了者

には北海道COC+共通の修了証を授与

しています。修了証取得者には道内就職

優遇制度を利用するメリットがあります。

人材育成プログラムの評価手法を開発することによって、 

PDCAによる質の改善に取り組んでいます。

地域を担う学生を育てる

カリキュラム改革によって地域志向を高める
地域の特性に対応して各大学・高専が地域志向教育プログラムを構築、それを「北海道COC+地域志向人材育成プログラム」

として束ね、修了証を発行する仕組みを整備することによって、道内就職促進施策との連携を図りました。 

地域志向科目やアクティブラーニングに係る先進事例や課題等について各大学・高専で共有を深めることや、起業家意識の

高い人材に対する企業ニーズの高揚を受け、「アントレプレナーシップ育成プログラム」の構築に取り組みました。

■共通の枠組みとして「北海道COC+
　地域志向人材育成プログラム」を整備

■北海道COC+の実践した地域志向教育の特長

・能動的・双方的学びの強化

・専門領域を超えた課題適応力の育成　

・地域への理解・関心の向上

・コミュニケーション力・リーダーシップの育成

■期待効果

■地域志向人材育成プログラムの効果検証

地域や企業が地域志向教育に参画する実践的な教育によって、北海道を担う「人間力」を育成し、学生に対する企業の認

知・魅力を向上させました。

北海道を担う「人間力」の育成

地域共育協力表明
企業数

58機関
（R1年度）

地域PBL授業数
（室蘭工大）

(H26⇒R1年度)

２科目⇒

事業協働機関
インターンシップ数

101人⇒

地域志向人材育成プログラム
修了証授与学生数

（R1年度）(H26⇒R1年度)

室蘭工大「アントレプレナーシップ育成プログラム」の連携体制

地方創生推進教育プログラム

北海道ベースドラーニングプログラム

修了証の授与

教育効果評価手法の開発

小樽商大の公開授業「地域学におけるコミュニケーションラーニング」

北海道COC+ 地域共育プラットホーム

地域共育の事例

各大学・高専間で地域志向教育を共通化、「北海道COC+修了証」を授与

地域のヒト・モノを活用した地域志向教育（地域共育）の実践

地域企業・自治体が教育に参画する仕組み「地域共育プラットホーム」を構築

旭川高専「北海道の課題に対して実践的に取り組む」

COC採択校が知見を提供

民間企業の起業家育成ノウハウを活用

新たな教育システム・地域人材育成プログラムに取り組む

数値で見る「地域志向教育」

地域と共同で人材を育てる「地域共育」
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基礎的な知識の習得

食品・農業・ビジネス
医療・福祉の基礎

食農・医療基礎
最先端工学

HOP 演習・実習
知識の定着
技術の習得

農業体験・食品分析
マイコン制御など

食農・医療演習
最先端工学演習

STEP PBL

知識と技術の応用

課題発見
解決型グループ研究

北海道ベースド
ラーニングⅠ・Ⅱ

JUMP

実践的な科目を通じて課題発見・解決能力を身につけます

地域への愛着、地域を担う人間力をもった将来の地域リーダーを育成
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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

課題解決型の地域人材の育成
地域貢献意識の涵養

工科系大学
工業高専

企業
産業界
自治体

活 動

1 2北見工大
オホーツク地域と環境（地域学）

函館高専
地域課題対応型創造実験（地域PBL）

3 4室蘭工大
「地域人財」の授業を遠隔発信

小樽商大・室蘭工大・苫小牧高専
地域再生システム論（文理融合地域PBL）

函館地域の企業は、研究部門がないため高専が企業から
の課題に取り組む。結果にコミットすることを掲げてお
り、納期・コスト・品質に対して学生が意識できるようにな
る。依頼先企業に就職し、テーマを続けるケースもある。

牛の発情検知システム
函館のIT企業からの課題。
牛にストレスをかけないた
め、鳴き声で発情を検知す
る非接触のシステム。

異分野の学生とのフィールド調査、グループワーク（討
論）、まとめる作業、プレゼンの中で協調性やコミュニケー
ション力を養成。市（各校のOB・OG）が授業企画や実施に
参加。住民とは違う多彩な発想が出てきて地域にも有益。

北海道の起業家、各界のリーダーが北海道の課題や未来
展望を学生に語る授業を実施。室蘭工大からインター
ネットによってCOC+に参加する大学・高専に配信。R1年
度のテーマは「北海道の価値、クリエイターが切り拓く北
海道の未来」

　　　　　　　　雪氷学実習、おしょろ丸道東沖ハイド
レート調査実習、ガリンコ号Ⅱ紋別沖海洋調査実習入門、
ガリンコ号Ⅱ紋別沖流氷観測実習、カーリング体験、知床
の環境保全、北海道の先史文化、サケの一生、環境保全の
ための廃棄物処理とリサイクル、旧石器時代の暮らし

企業経営者
技術者の授業
（教育）

地域企業課題
解決授業（教育）

インターンシップ
実施（通常・合同）

企業からの
就職活動協力

地域人材育成
プログラム開発

情報発信・共有
（フォーラム・
シンポジウム）

教育目的（人材育成像） 「地域を担う学生」の育成

教育目的に対応した人材の
「地域への就職」

「北海道の産業界に必要」
「地域を担う」

「北海道の地方再生に資する」

↑目的達成（知識向上・満足度等）
←修了によるインセンティブ

↑：学生の意識等の変化　←：プログラム等の実施

↑目的達成（知識向上・満足度等）
←科目内容等（期待や目標への対応）

プログラム修了

プログラムの受講（特に選択）

プログラムの認知・興味関心

↑参加意欲向上
←インセンティブ等

↑認知
←広報等

地域志向人材育成プログラム 学生の意識等の変化

地域への
興味関心

就職への
意識変化

地域で
求められる
能力

道内就職活動の実施

道内就職の検討

地域インターンシップ参加

地域への意識

起業家人材育成PBLプログラム（北海道産業論） 起業支援
（デジタルガレージ社）

人材育成・企業スタートアップ
事業投資

起業化・事業化ピッチ
ものづくり製品化＆起業化
支援事業（札幌商工会議所）

Who
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Alternative
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Solution
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一般企業、金融、マスコミ、自治体等の機関が地域共育の

協力機関として登録され、毎年、地域共育データブックによっ

て協力内容等詳細が大学・高専に公開されています。

室蘭工大の北海道産業論では、地域共育プラットホームに

参画する9つの企業が、自社内の課題を学生に投げかけ、解

決策を学生が考えました。さらに、その解決策に企業がコメン

トを加え、学生が改善を図りました。また、北海道をリードす

る企業の社長等が北海道について講演しました。これらの取

組みで学生は地域企業を身近に理解するようになりました。

自然、産業、まち等地域をフィールドとしたアク
ティブラーニング

地域や企業の実践的課題解決を体験（PBL：
Problem Based Learning)　

地域の専門家・リーダー・イノベーター等「地域
人財」との交流

文理融合・異分野融合

小樽商大・札幌市立大・稚内北星大が、公開授業や研究会の開

催、COC+会議の事例報告によって、COC事業で取り組んだ教育シ

ステム等の知見をCOC+メンバーに提供しました。

ベンチャーキャピタルと協定を結び、実践的アン

トレプレナーシップ育成プログラムを開発しました。

アイディアを実現するために必要なことを学べたと

学生の評価も高くなっています。

　地域志向人材育成プログラムにおい

て各大学・高専が共通とする教育目標や

要件を定めた履修要項を整備し、修了者

には北海道COC+共通の修了証を授与

しています。修了証取得者には道内就職

優遇制度を利用するメリットがあります。

人材育成プログラムの評価手法を開発することによって、 

PDCAによる質の改善に取り組んでいます。

地域を担う学生を育てる

カリキュラム改革によって地域志向を高める
地域の特性に対応して各大学・高専が地域志向教育プログラムを構築、それを「北海道COC+地域志向人材育成プログラム」

として束ね、修了証を発行する仕組みを整備することによって、道内就職促進施策との連携を図りました。 

地域志向科目やアクティブラーニングに係る先進事例や課題等について各大学・高専で共有を深めることや、起業家意識の

高い人材に対する企業ニーズの高揚を受け、「アントレプレナーシップ育成プログラム」の構築に取り組みました。

■共通の枠組みとして「北海道COC+
　地域志向人材育成プログラム」を整備

■北海道COC+の実践した地域志向教育の特長

・能動的・双方的学びの強化

・専門領域を超えた課題適応力の育成　

・地域への理解・関心の向上

・コミュニケーション力・リーダーシップの育成

■期待効果

■地域志向人材育成プログラムの効果検証

地域や企業が地域志向教育に参画する実践的な教育によって、北海道を担う「人間力」を育成し、学生に対する企業の認

知・魅力を向上させました。

北海道を担う「人間力」の育成
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地域共育の事例

各大学・高専間で地域志向教育を共通化、「北海道COC+修了証」を授与
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地域企業・自治体が教育に参画する仕組み「地域共育プラットホーム」を構築
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民間企業の起業家育成ノウハウを活用
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1 2北見工大
オホーツク地域と環境（地域学）

函館高専
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地元企業を支援する金融・自治体職員を対

象に企業の技術力・競争力の見立てや企業の

経営戦略を学ぶ人材育成プログラムを実施し

ました。その成果として、中小企業庁の「ものづ

くり・商業・サービス経営力向上支援事業」に

対する金融機関の支援件数が増加しています。

（事業期間内で室蘭、北見、小樽で6回実施）

北見工大では、オホーツク地域の基幹産業である第1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きた「オホーツク農

工連携若者定着プロジェクト」を強化するため、「オホーツク農林水産

工学連携研究推進センター」を設立（H30.8）しました。

苫小牧高専と苫小牧市、苫小牧商工会議所が専門家とタッグを組み、中小企業の技術相

談所として苫小牧高専サテライト「C-base」を開設（H30.10）しました。中小企業・小規模事

業者の経営、技術等の相談にお応えしています。

主な実績

・平成30年10月～平成31年3月までの相談件数　41件

・平成31年4月～令和2年3月までの相談件数　   85件

■シソ関連商品の研究開発

室蘭工大では、シソ関連商品の研究開発や、アイヌ民族伝承の有用植物に機能性を見

出し、これを活用した新産業の構築により6次産業化を目指しています。

■「北見ハッカプロジェクト」活動

北見工大では、地場産業であったハッカにフォーカスし、北見工大発の化学・情報・電気

等幅広い工学技術によってハッカ産業を創出・復活させることで新たな関連産業の誘致

や雇用拡大を目指しています。

主な実績

・地元の農協、漁協及び森林組合と包括連携協定を締結（計34

機関）

・林業インターンシップ参加、地元農協への就職

・第1次産業関連研究　進行中19テーマ

・学生参画（卒業研究）も推進

学生の就職先となる企業を育てる

大学・高専主導で地域産業の振興を支援する

中小企業による付加価値の高い製品づくりを支援する

新産業創出支援や雇用創出を目指し、地元企業を支援する金融・自治体職員及び地元企業の職員を対象にした人材育成プ

ログラムを実施しました。

大学と中小企業の知的財産を活用し、中小企業間の技術平準化（技術力引き上げ）と川下企業からの大量生産ニーズに対応

する仕組みを構築しました。

ものづくりの基盤産業である鋳造に特化した「鋳造カレッジ」を開催しました。

現場で鋳物に携わる従業員を対象にした初級コースと将来の工場長や経営幹部

となる相応の実務、技術知識を有した鋳物関連企業の従業員を対象にした上級コー

スを開催し、それぞれの立場でどの様にビジネスモデルを考えるのかを学びました。

この事業から大学と地域企業との連携の一つとして、「広域鋳物ネットワーク（鋳

物シンジケート）」の構築に繋がりました。

室蘭工大が主導して、大手鉄鋼業でニーズが

あり、技術を要する新部材の製造を中小の鋳

造企業などが組合を結成して共同受注する仕

組みを構築しました。

本取組みは、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、全国イノベー

ション推進機関ネットワークの第8回地域産業

支援プログラム表彰事業（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

ました。

地域の産業振興を活性化するための組織の整備や研究開発等を行いました。

ものづくり鋳造実習 経営戦略の分析結果を発表する受講生

鋳造カレッジ（初級コース）グループワーク

「ものづくり目利き人材」の育成

北見工大「オホーツク農林水産工学連携研究推進センター」の設立

苫小牧高専サテライト「C-base」の開設

地域のブランド産品・固有産業技術の開発

「ものづくりイノベーター（プロダクト・プロセスイノベーター）」の育成

室蘭工大による「広域鋳物ネットワーク（鋳物シンジケート）」の構築、文部科学大臣賞を受賞

北見工大→第1次産業
①研究成果によるイノベーション
②地域志向人材の輩出
③第1次産業職員の教育

第1次産業→北見工大
①地域志向科目の支援
②インターンシップ学生の受入
③卒業生の採用

農業
Agriculture

北見工業大学
Engineering

林業
Forestry

農林水産業の6次産業化

オホーツク地域第1次産業の
第4次産業革命

シナジー
イノベーション

水産業
Fisheries

①研究開発　-新規材料配合-

ニーズ：耐熱耐摩耗部材
大型・大量発注

知的財産の
共有

品質評価
技術指導

シーズ：広域ネットワークによる
大量生産、大学による品質保証

研究から得られた知的財産
「耐熱・耐摩耗特殊鋳物」

鋳物関連企業が
全国から参入し
連携を図る
・中小企業同士が
 知的財産を共有
・技術の平準化を実施
・川下企業からの
 大量生産ニーズに
 対応する

・組織観察、硬度測定　・欠陥の有無
・熱処理、加工条件等技術指導

②評価支援　-品質評価・技術指導-

大学の役割

広域鋳物ネットワーク「特殊鋳物協同組合」

川下企業
（製鉄・製鋼・産業機械）室蘭工業大学

全国展開
（11都道府県23社）

室蘭工業大学
品質評価

新
た
な
雇
用
・
産
業
を
創
出
す
る

02

新たな雇用・産業を創出する02

ものづくり目利き
人材養成

ものづくり
イノベーター養成

累計
79人

累計
105人

オホーツク圏共同研究

4件⇒12件

C-base相談件数

（H26⇒R1年度）

累計
126件

数値で見る「地域企業支援」

シソ圃場での活性評価の様子

企業等に対するC-baseの概要説明

オホーツク地域第1次産業の
持続的発展

若者のオホーツク地域への
定着・還流

X線CT
スキャナ 鋳型造型3Dプリンタ

サイクロンコーン

広域鋳物ネットワークによって新部材を共同受注する仕組み

オホーツク農林水産工学連携研究推進センターの役割
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学生に企業の受賞情報等特色のある取組みを発信する

釧路高専「低年次に地元企業に触れる」

北海道ＣＯＣ＋コンソーシアムのホームページにて、企業情報を発信し、道内就職優遇制度の利

用促進や地元企業の魅力発見に繋げています。

①「教えて、北海道！」：会員の企業情報

②「道内就職優遇制度」：参加企業、優遇内容等

③「企業探訪」：学生に知ってほしい情報（学生の興味が高まる情報）

※道内就職優遇制度：

会員企業への就職試験時、学生にメリットを付与する制度 （試験の一部免除、交通費の支給

等）

学生に道内企業の魅力を伝え、就職への動機付けを行うため、企業情報をホームページ等で広く発信しています。

低年次の学生のうちから企業と交流し、将来の仕事や生活を具体化させ、地元企業に対する関心を高めています。

低年次（１、2年生）の学生と若手社員の意見交換会（ワールドカフェ）を実施

しました。本取組みは北海道中小企業家同友会と連携し、平成29年度から実

施しています。

令和元年度は学生10名、道内企業から若手社員8名が参加しました。学生は

社会人としてのやりがい等について積極的に質問し、就職先を決めるまでに考

えるべき課題を知るきっかけを作りました。

企業探訪の学生向けチラシ

学生に道内企業の魅力を発信する

低年次学生から若手、OB・OGの企業人と交流する

室蘭工大「道内企業を知り、働く意味を考える」

苫小牧高専「ジョブトークを通して仕事について考える」
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学生を地域に定着させる03

2学年の地元企業見学

3学年の地元企業ガイダンス

職業人との座談会の様子

学生による感想の発表

参加者の感想

「やりたい仕事をするために、会社のことを良く知ってから

就職するべきだと思った。」

「高い給料を得ることだけが幸せではないことに、気が付

くことができた。」

「社員と学生が交流する場は、採用活動に取り入れても良

いと思った。」

「休みと給料に関心を持つ学生が多く、いかに別の視点

で考えてもらうことが重要であると思った。」

就職活動について学生と若手社員がディスカッション

ディスカッションの内容を参加者で共有

学生

若手社員

１年生（約200名）を対象とした必修科目「創造工学Ⅰ」及び３年生（約200

名）を対象とした必修科目「創造工学Ⅲ」の授業の一環として、将来を展望する

座談会「ジョブトークⅠ、Ⅱ」を実施しました。苫小牧高専協力会会員企業、苫小

牧高専同窓会「樽前会」から職業人を招き、学生をグループに分け、グループご

とに職業人にインタビューを行いました。

受講者の感想

ジョブトークⅠ（１年生）

「一人では仕事はできずコミュニケーション能力が重要であることが

わかった。」

「就職する上でどんな経験や知識が必要となるのかを知ることが

できた。」

「将来の進路を考える良い機会になった。」

ジョブトークⅡ（３年生）

「視野を広げることと地元に目を向けることの両方大事であることがわ

かった。」

「就職してからも基礎的な勉強が大事であると感じた。」

「生涯勉強ということが分かった。」

２学年には地元企業見学、３学年には地元企業ガイダンスを実施しました。学生は

実際に地元企業と接することで、低年次から具体的な就労イメージを描くことができ

るようになります。

こうして、４学年での企業ガイダンスでは、客観的に全国企業と地元企業を比較・

検討できるようにし、進路の決断に繋げています。

学生の感想

「実際に企業を見学して、造船も面白そうだと感じた。」

「造船だけでなく、もっと他の企業を見学してみたい。」

「授業で話を聞くだけより、実際に現場を見ることができて良かった。」

「釧路にこういう会社があることを初めて知った。」

企業探訪の発信情報（毎月1回掲載）

・公的機関等による認定・受賞情報（技術的なもの、社会・環境的なものも含む）

・COC+参加校のOB・OG在籍情報

・企業内改革情報（奨学金返済助成制度、女性社員の活躍等）

http://cocplus.hokkaido.jp/ホームページＵＲＬ
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学生が企業見学や企業の出展会に参加することで地元企業を知

ることや、地元企業で働くことの魅力を肌で感じています。

多数の企業が参加する出展会（北洋銀行ものづくりテクノフェア、

ビジネスEXPO）では、企業から丁寧で熱心な説明があり、学生は興

味・関心を高めており、道内企業就職へのきっかけになっています。

（札幌市、北洋銀行、北海道銀行の協力をいただいています。）

地元就職を意識づけるため、4、5年生31名を対象に地元就職ワークショップを平

成29年1月17日に開催(協力・進行 Office Yoshie)しました。学生は、与えられた課題

に対してブレーンストーミングを用いて、「地元企業へ就職するメリットとデメリット」

等についてグループディスカッションを行い、まとめた内容を代表者が発表しました。

企業説明会を、地域連携協力会と合同主催により、平成19年度から毎年3月に実

施しています。対象は、就職活動をこれから開始する本科4年生及び専攻科1年生を

中心とし、地域連携協力会加盟企業各社が個別ブースを構え、そこに学生が自由に

訪問して企業担当者と直接交流を行っています。（参加企業数約100社、参加学生約

400名）　

学部2年生を対象とした取組みで、学生は環境・生体のセンサーデータをWeb上で

用いるIoTシステムの試作を行いました。その成果を地元（札幌）エンジニアが集まる

IT勉強会で発表し、地元エンジニアによる技術開発を聴講しました。

学生に地元企業やものづくり企業の事業・技術に興味を持ってもらうために、産学官が連携して企業を知る多様な取組みを

開催しています。

H29年度　学生31名参加

H30年度　学生26名参加

R 1 年度　学生29名参加

学生が企画・開発したIoTシステムの概要図

北海道科学大「学生企業訪問バスツアーに参加し、地元企業への関心を高める」

地域に仕事を見いだす場・機会をつくる

函館高専「道内企業の魅力発見等により企業と学生のマッチングを推進する」

公立千歳科学技術大「成果発信型情報系プロジェクトの実施」

旭川高専「ワークショップで地元就職のメリットを考え、共有する」

北洋銀行
ものづくりテクノフェア

H29年度　学生36名参加

H30年度　学生58名参加

R 1 年度　学生44名参加

北海道銀行
札幌市内企業見学

H29年度　学生59名参加

H30年度　学生71名参加

R 1 年度　学生70名参加

ビジネスEXPO
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学生を地域に定着させる03

グループディスカッションの様子

地元のIT勉強会での成果発表

地域連携協力会　会員企業紹介冊子（道南・全道版）

発表の様子

学生の声

〈メリット〉

家族との関係性や、現在までの知人との人間関係を継続できることでの安心

感が挙がっていました。また、物価が安いことや実家から通勤することで支出

が少なくなるため貯蓄できるなど実利的な優位点もあり、環境変化への対応

が比較的ストレスなく適応できることについて、最も多くの意見が出ていました。

〈デメリット〉

給与面での不安や企業や職種の少なさ、地元に残ることで新しい出会いや自

己成長できる経験が減ることへの機会喪失が挙がっていました。中でも「給料

が少ない」「業種が少ない」「世界が狭い」「企業が少ない」などを最も致命的な

要因と考えていることがわかりました。

学生の感想

○様々な企業の方と触れ合い、書面からでは伝わってこない

企業でのやりがいや技術の高さ、仕事に対する楽しさが伝

わってきました。これからの就職には今回学んだことも踏ま

え考えていきたい。

○北海道の企業について沢山の事を知ることができた。機会

があれば、また行きたい。

○どの企業に行くとしても、自分の人柄やどれだけその企業に

熱い思いがあるかが大切なことを再確認することができた。

これを機にもっと企業研究を行い、自分に合った職を見つけ

たい。

参加者の感想

「希望以外の業界・業種の情報を広く入手でき、視野が広がった。」

「魅力ある企業が道内にも沢山あることを知った。」

「中小企業の魅力を改めて感じた。」

「専攻科進学後も、説明会に参加したい。」

「高専学生の高い専門性で、当社の発展に貢献して欲しい。」

「高専学生の柔軟性・発想力・コミュニケーション力に魅力を感

じた。」

「高専卒業生が多い職場です。一緒に楽しく働きましょう。」

学生

企業
担当者

合同企業説明会の様子

学生の感想

「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

わかった。」

「発表や聴講を通じて新しく挑戦したいテーマや技術が見つかった。」

令和2年1月に札幌で成果発表会が開催され、学生9名・地元の社会人エンジニア

11名が参加し、学生が地域で働くエンジニアの興味や取組み、雰囲気を感じ取る経

験から、地元への就職や情報系の進路に向けて、自らの知識・スキルや立ち位置を

振り返る場となりました。

■成果

●就職率100％（うち道内就職率約25％）を維持

●求人企業数約1200社を維持

■成果
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学生

企業
担当者

合同企業説明会の様子

学生の感想

「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

わかった。」

「発表や聴講を通じて新しく挑戦したいテーマや技術が見つかった。」

令和2年1月に札幌で成果発表会が開催され、学生9名・地元の社会人エンジニア

11名が参加し、学生が地域で働くエンジニアの興味や取組み、雰囲気を感じ取る経

験から、地元への就職や情報系の進路に向けて、自らの知識・スキルや立ち位置を

振り返る場となりました。

■成果

●就職率100％（うち道内就職率約25％）を維持

●求人企業数約1200社を維持

■成果
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　グローバル時代における地域（北海道）の教育研究拠点として、地球規模の視野で考

え、地域視点で行動するグローカル人材の育成に資する教育研究プロジェクトを学内公

募しています。このプロジェクト公募はCOC事業の中で始まり、現在も継続しています。

　平成30年度においては研究分野5件・教育分野10件のプロジェクトが採択されまし

た。その中から、市立小樽文学館と連携し、中国語・韓国語のパンフレットを作成したプ

ロジェクトを紹介します。

令和元年度は、オホーツク管内の企業22社、就職担当教員14名が参加しました。

意見交換会では、担当副学長などから、北見工大における就職支援に関する取組みや

地域への就職に関して説明があり、その後は、４グループに分かれ、就職に関する学生の

ニーズやオホーツク地域における就職に対する課題等について、意見交換を行いました。

今後の課題が明らかになるなど、出席者にとって有意義な意見交換の場となりました。

稚内北星学園大の全学必修科目「地域学Ⅱ」(2年次)では、『まちを教室』にし

ながら地域の事情について学んでいきます。稚内の基幹産業のひとつである第

1次産業への視察を行ったり、稚内の歴史について調べるための取材活動を

行っています。

札幌市立大は「デザインと看護の連携（D×N）」を特長とし、「地

域社会への積極的な貢献」を理念としています。本事業では、地域

志向を有する人材育成を、教育カリキュラムに明確に位置づけ、①

異分野連携の深化、②地域志向科目の増強、③地域志向科目のシ

ラバスへの反映を行いました。

芸術の森キャンパスアリーナで開催。芸術の森地区社会福祉協

議会の依頼により、健康応援室から①骨密度測定、②健康相談

コーナーに学生3名、教員2名が協力しました。

ＣＯＣ採択校では、授業科目等を通して、学生が地域課題の解決に取り組んでいます。

地元企業と教員の道内就職に対する意識を共有するため、企業経営者等と教員との意見交換会を北見工大、室蘭工大、北海

道科学大、旭川高専で開催しました。

デザインと看護の連携科目の流れ

地域を学び、地域を活性化する

企業と教員が交流する

稚内北星学園大「『まちを教室』にして行った地域理解を、情報メディアの活用につなげる」

小樽商大「公募プロジェクトによりグローカル人材を育成する」

北見工大「学生のニーズや地元就職の課題を共有する」

札幌市立大「専門知識を活かし、地域を担う学生を育てる」

『ウェルネス×競奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業』を遂行 「もりの仲間のさわやか健康まつり2019」に学生が協力

学
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に
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着
さ
せ
る
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学生を地域に定着させる03

最新の酪農業の取り組みとして、
「牛の給食センター」とも 言われるTMRセンターを視察 

むかしの稚内の歴史を調べるために、お寺を訪問 

出張健康応援室（地域プロジェクト）の様子

全体説明を行う担当副学長

企業と教員の意見交換の様子

韓国語チーム：文学館・小林多喜二コーナーにて

中国語チーム：文学館スタッフと打合せ

各科目では、地域課題を題材とし、専門知識を地域に還元する

演習を通じて、実践力を身に付けています。

■成果
5名の学生が参加し、地域住民（男性37名、女性35名）との関わ

りを通して、看護者として住民の健康教育を支援する重要性を認

識しました。

■成果

この授業で地域への理解を深めた学生は、その後の学習で地域理解を情

報メディアによる実践に繋げていき、そのことが学生の地元への定着に繋

がっています。

■成果

文学館スタッフと、語学系教員及び各言語を学ぶ学生達が協力し、既存のパンフレッ

ト翻訳にとどまらず、小樽の文学を日本の文化として、外国人観光客へ積極的に紹介す

るものを作り上げました。

成果物のパンフレットは文学館に設置され、市内で外国人観光客に直接配布しまし

た。学生達はこれらの活動を通じて、語学の実践のみならず、小樽の文学者・文学作品

への理解を深め、地域の価値をグローバルに発信する能力を養いました。

■成果

出席者（企業）の感想

学生の感想

「今の酪農業が自分のイメージとかなり違っていることに驚いた。」

「1次産業の６次産業化について学習した。自分でもビジネスモデ

ルを考えてみたいと思った。」

「今後どのような企業アピールが必要かわかった。」

「インターンシップ制度の活用をぜひ検討したい。」

「インターンシップの更なる強化や共同研究、個別説明会等、やれることは

積極的にやっていこうと思う。」
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　本事業が進める卒業生の道内定着に向けた活動や成果を地域に周知、波及

させるため、COC+全体シンポジウム及び各参加校による地域シンポジウムを道

内の主要6都市で年1回以上、合計14回開催しました。

　産学官金の関係者による講演やパネルディスカッションによって、参加する大

学・高専、自治体、産業界の他、開催地域の市民が本事業への期待、取り組むべき

課題、活動の成果を共有し、事業の検証と次に向けた展望を議論してきました。

　また、学生による講演を取り入れたことは、COC+事業と学生の関わりについ

て生の声を聴くことができたと地域企業ほか参加者から大変好評でした。

〈講演テーマ〉
・守ろう。鳴り砂 inイタンキ（学生）

・キャリア形成~ものづくりPJ ~（学生）

・学生から見たCOC＋ ～地域科目の受講を通して～（学生）

・宗谷における地域に根ざした教育運動の今日的意義（大学）

・地域志向人材育成プログラムの認証制度について（大学）

・人材確保に対する考え方（ものづくり企業）

・地元企業が求める人材（ITベンチャー）

・地方創生のサポーター、大学連携について（農業協同組合）

・北海道における学金連携（金融機関）

・一次産業を生かした楽しい地域おこし～かのやトルネ―ド～（自治体）

・地域産業の発展に向けた道総研の役割とその取組み（公的研究機関）

注）（　）内は講演者

〈パネルディスカッションテーマ〉
・地域を創る意欲と人材の育成

・地域の活性化と苫小牧高専が果たす役割

・オホーツクにおける学金連携の姿

・COC+事業の評価と展望

〈シンポジウム開催地域〉
札幌市、北見市、千歳市、旭川市、苫小牧市、稚内市

シンポジウムで成果を共有、地域での発展を展望する

　本事業の取組みや成果を新聞、テレビ、雑誌等により、積極的に地域に向けて情報発

信しました。これによって事業の理解促進を図り、コンソーシアム会員の開拓に繋げてき

ました。

　室蘭工大においては、地域を担う学生を育てる取組みとして、 地域の課題に取り組む

PBL授業（地域社会概論及び北海道産業論）が多く取り上げられました。

〈室蘭工大関連の新聞掲載記事〉

報道機関を活用して活動を一般市民に広報する

文部科学省科学技術・学術政策研究所長 川上氏の講演
【COC+事業発足記念シンポジウム（札幌市）】

　コンソーシアム会員に対して、本事業への理解を深め地域志向教育や学生との

交流活動等における積極的な参加の促進を図るために、「北海道COC+コンソー

シアム交流会」を平成30年9月27日に開催しました。

　交流会には、各地域から就職担当教員、自治体、企業が参加し、地域企業の担当

者にとっては、北海道全域の学校関係者との貴重な意見交換の場となりました。

　また、情報交換会では、就職担当教員と地域企業の採用担当者が、今後の人材

育成及び人材確保に向けて活発な情報交換を行いました。

コンソーシアム会員の事業活動参加を促進する

就職担当教員と企業採用担当者との情報交換

　本事業に参加する大学・高専9校（室蘭工大、北見工大、北海道科学大、小樽商

大、札幌市立大、苫小牧高専、旭川高専、釧路高専、函館高専）が一堂に会して、地

域PBL（課題解決型授業）の成果報告・交流会を札幌地下歩行空間で令和元年10

月20日に開催しました。

　学生同士、学生と企業との交流、そして学生が市民に向けて取組みを提案する

場となりました。学生は新たな課題の発見や挑戦意欲の向上につながり、市民や

企業の方には「地域のための大学」に向けたCOC+事業の取組みを理解していただ

くことができました。

地域課題解決を学生から市民に提案する

　シンポジウム、報道機関、イベントによる事業周知の他、推進コー

ディネーターによる自治体、産業界への事業説明を重ねた結果、コン

ソーシアム外への波及効果として、会員数は毎年増加し、発足時の会

員数に対して約4倍に増加しました。

　また、本事業の後継事業には多くの会員から賛同をいただいてお

り、令和2年度には 「北海道若者活躍プロジェクト」として152機関が

参画し活動を開始します。

平成27年度発足時　　　41機関（うち企業・金融20社）

令和元年度3月現在　　151機関（うち企業・金融126社）

コンソーシアム会員が4倍に増加

地域課題の解決を一般市民に説明する学生

地域シンポジウムにおけるパネルディスカッションの様子
【オホーツク地域創生シンポジウム in 北見工大】

「学生から見たCOC＋」を講演　室蘭工大学生 佐野氏
【COC+全体シンポジウム（札幌市）】

地域を担う学生を育てる取組み………21件

COC+事業全般………………………10件

教員と企業の交流に関する取組み…5件

新たな雇用・産業を創出する取組み…18件

学生を地域に定着させる取組み……8件

その他の取組み………………………8件 室蘭工大「地域社会概論」開始
【北海道新聞H28年5月19日掲載（同社提供）】

シンポジウム
開催数 新聞掲載数

70件
（室蘭工大関連）

14件

事業に関する
講演・原稿依頼数

16件

HP発信件数
（イベント案内・報告）

61件

数値で見る「広報活動」

北海道COC+コンソーシアム会員数推移

150人

120人

90人

60人

30人

0人
平成27年度　平成28年度　平成29年度　平成30年度　令和元年度

会
員
数

企業・金融
コンソーシアム全体

41人

20
人

48
人

87
人

123
人

126
人

70人

111人

148人
151人
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・守ろう。鳴り砂 inイタンキ（学生）

・キャリア形成~ものづくりPJ ~（学生）

・学生から見たCOC＋ ～地域科目の受講を通して～（学生）

・宗谷における地域に根ざした教育運動の今日的意義（大学）

・地域志向人材育成プログラムの認証制度について（大学）

・人材確保に対する考え方（ものづくり企業）

・地元企業が求める人材（ITベンチャー）

・地方創生のサポーター、大学連携について（農業協同組合）

・北海道における学金連携（金融機関）

・一次産業を生かした楽しい地域おこし～かのやトルネ―ド～（自治体）

・地域産業の発展に向けた道総研の役割とその取組み（公的研究機関）

注）（　）内は講演者

〈パネルディスカッションテーマ〉
・地域を創る意欲と人材の育成

・地域の活性化と苫小牧高専が果たす役割

・オホーツクにおける学金連携の姿

・COC+事業の評価と展望

〈シンポジウム開催地域〉
札幌市、北見市、千歳市、旭川市、苫小牧市、稚内市

シンポジウムで成果を共有、地域での発展を展望する

　本事業の取組みや成果を新聞、テレビ、雑誌等により、積極的に地域に向けて情報発

信しました。これによって事業の理解促進を図り、コンソーシアム会員の開拓に繋げてき

ました。

　室蘭工大においては、地域を担う学生を育てる取組みとして、 地域の課題に取り組む

PBL授業（地域社会概論及び北海道産業論）が多く取り上げられました。

〈室蘭工大関連の新聞掲載記事〉

報道機関を活用して活動を一般市民に広報する

文部科学省科学技術・学術政策研究所長 川上氏の講演
【COC+事業発足記念シンポジウム（札幌市）】

　コンソーシアム会員に対して、本事業への理解を深め地域志向教育や学生との

交流活動等における積極的な参加の促進を図るために、「北海道COC+コンソー

シアム交流会」を平成30年9月27日に開催しました。

　交流会には、各地域から就職担当教員、自治体、企業が参加し、地域企業の担当

者にとっては、北海道全域の学校関係者との貴重な意見交換の場となりました。

　また、情報交換会では、就職担当教員と地域企業の採用担当者が、今後の人材

育成及び人材確保に向けて活発な情報交換を行いました。

コンソーシアム会員の事業活動参加を促進する

就職担当教員と企業採用担当者との情報交換

　本事業に参加する大学・高専9校（室蘭工大、北見工大、北海道科学大、小樽商

大、札幌市立大、苫小牧高専、旭川高専、釧路高専、函館高専）が一堂に会して、地

域PBL（課題解決型授業）の成果報告・交流会を札幌地下歩行空間で令和元年10

月20日に開催しました。

　学生同士、学生と企業との交流、そして学生が市民に向けて取組みを提案する

場となりました。学生は新たな課題の発見や挑戦意欲の向上につながり、市民や

企業の方には「地域のための大学」に向けたCOC+事業の取組みを理解していただ

くことができました。

地域課題解決を学生から市民に提案する

　シンポジウム、報道機関、イベントによる事業周知の他、推進コー

ディネーターによる自治体、産業界への事業説明を重ねた結果、コン

ソーシアム外への波及効果として、会員数は毎年増加し、発足時の会

員数に対して約4倍に増加しました。

　また、本事業の後継事業には多くの会員から賛同をいただいてお

り、令和2年度には 「北海道若者活躍プロジェクト」として152機関が

参画し活動を開始します。

平成27年度発足時　　　41機関（うち企業・金融20社）

令和元年度3月現在　　151機関（うち企業・金融126社）

コンソーシアム会員が4倍に増加

地域課題の解決を一般市民に説明する学生

地域シンポジウムにおけるパネルディスカッションの様子
【オホーツク地域創生シンポジウム in 北見工大】

「学生から見たCOC＋」を講演　室蘭工大学生 佐野氏
【COC+全体シンポジウム（札幌市）】

地域を担う学生を育てる取組み………21件

COC+事業全般………………………10件

教員と企業の交流に関する取組み…5件

新たな雇用・産業を創出する取組み…18件

学生を地域に定着させる取組み……8件

その他の取組み………………………8件 室蘭工大「地域社会概論」開始
【北海道新聞H28年5月19日掲載（同社提供）】

シンポジウム
開催数 新聞掲載数

70件
（室蘭工大関連）

14件

事業に関する
講演・原稿依頼数

16件

HP発信件数
（イベント案内・報告）

61件

数値で見る「広報活動」

北海道COC+コンソーシアム会員数推移

150人

120人

90人

60人

30人

0人
平成27年度　平成28年度　平成29年度　平成30年度　令和元年度

会
員
数

企業・金融
コンソーシアム全体

41人

20
人

48
人

87
人

123
人

126
人

70人

111人

148人
151人
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道内就職率はCOC＋校（室蘭工大）、全体（COC＋8校）とも目標

には到達できませんでした。目標達成校は大学1校，高専1校であ

り、各校とも道内企業と学生の交流機会の増加や改善に取り組み

ましたが、結果（道内就職率）には表れませんでした。一方，道内就

職者数（全体）は基準年度（平成26年度）の664人に対し令和元年

度には834人となり、道内定着の絶対数は170人（26ポイント）増

加しました。

取組み成果として事業協働機関への就職者数は増加しました

が、道内就職率は連動（向上）してはいません。事業協働機関就職

者数は全道内就職数の3～5割です。道内就職率の向上は一部の

企業のみならず全体を考慮に進める必要があります。

全国各地で人材不足となっており、地域定着を進めていく

うえで学生にとっての魅力（ニーズ）を採り入れ、発展する企

業が求められています。さらにその企業情報を早期に学生

へ発信していくことが必要です。また、今後企業の採用活動

の多様化への対応や、対象者の範囲等の検討も必要です。

道内就職率が向上していないことから、学生が何を考えて就職

活動を行っているかについて本音を聞き出す調査により検討（外部

評価委員会指摘）しました。

【学生への本音調査結果（道外就職決定学生128名）】

道外就職決定学生の半数は就職先を仕事内容で決定。

道外企業に就職した理由は何かの質問に対して、

●道内企業未検討学生（59名）

　やりたい仕事が道外企業（道内にやりたい仕事がない）……17名

　道外出身…………………………………………………………14名

●道内企業検討学生（69名）

　やりたい仕事が道外企業（道内にやりたい仕事がない）……20名

学生が道外企業を選ぶ理由によく待遇面を挙げますが、道内に

はやりたい仕事（学んだ知識や専門を活かせる仕事）がないと3割

の学生が道外に就職しています。学生に道内企業の魅力が伝わっ

ていません。また、半数の学生は就職活動前に就職する地域を絞り

込んでいる状況です。

企業の採用活動の強化と学生の道内就職への関心を高めるため、

雇用枠を設定（雇用創出）して積極的に学生に企業情報を発信してい

ます。

設定した雇用枠は北海道COC＋のホームページで企業紹介と合わ

せて、学生に紹介しています。雇用枠の利用に対する企業からの期待

度は高いです。学生の利用を向上させることが課題です。

●学生にとって魅力ある企業への発展
●低年次学生へ企業情報（魅力）の発信

●道内就職率の向上は道内企業全体を考慮して進めることが必要
●学生に対する積極的な企業採用情報の発信を継続

●学生にとって魅力ある企業への発展（創出）と、それら企業の情報の低年
次学生への発信。

●在学生を対象としているが、対象者拡大の検討（既卒者のUJIターン希望者）
●就職活動の変化への対応

学生の本音調査から道内就職について検証します。

事業協働機関の道内就職について検証します。

地域志向人材育成プログラムにより学生の地域及び地域企業への関心を高め、道内就職優遇制度によって地域企業への就

職試験の受験機会を増やします。

COC＋事業での新たな取組みにおける成果、課題等を検証します。

令和元年度雇用創出数

学生動向・視点から見た道内就職

教育と地域定着を繋げ、融合させる

取組みの評価と課題

企業側から見た道内就職

道内就職率推移

事業協働機関への就職者数推移

産学官連携による地域定着への仕組みづくり（COC+修了認証×道内就職優遇制度）

COC＋事業において新たに作られた成果物

COC＋事業を通しての課題

学生の本音調査結果（ヒアリング）
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平成26年度　平成27年度　  平成28年度　  平成29年度　  平成30年度　  令和元年度

42% 42% 44% 45% 47% 44%
44%

50%

47%
40% 39%

48%

47%

48%
50%

52%
55%

58%

43%
45%

45%

38%

全体目標 全体実績 COC+校実績COC+校目標

COC＋校・COC＋全体の道内就職率推移

COC＋全体の事業協働機関への就職者数と道内就職率

企業数

16社

雇用創出数

48枠

同目標数

26枠

330人

320人

310人

300人

290人

280人

270人

260人

250人
平成26年度　平成27年度　平成28年度　平成29年度　平成30年度　令和元年度
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49%

47%

45%

43&

41%

39%

37%

35%

道
内
就
職
率

事業協働機関
への就職者数
道内就職率

北海道COC＋修了証の受領 道内就職優遇制度による就活メリットの提供

北海道COC＋地域志向人材育成プログラム 地域企業による地域志向教育

地域共育プラットホーム

産学官連携で企業参加を企画・推進する場

室蘭工業大学 COC+参加校の
共同実施

COC+
共通の枠組み
授業の共用
遠隔授業 室蘭工業大学

北見工業大学

北海道科学大学

公立千歳科学技術大学

苫小牧高専

旭川高専

釧路高専

函館高専

稚内北星学園大学

地域教育
＆

地域課題教育

地
元
で
働
く
面
白
さ

企
業
力
の
Ｐ
Ｒ

俯瞰人材育成
プログラム

地方創生人材育成
プログラム

他コース
専門科目

自学科・コース必修
専門科目　

地域教育・地域課題教育科目

若者定着

項目 内容 効果・課題

北海道COC+
地域志向人材育成プログラム

修了認証

道内就職優遇制度

地域共育プラットフォーム

企業と学生の
マッチングイベント

ものづくり目利き塾

地域教育、地域課題教育による教育プログラム及
び参加校統一ルール（履修要項）の策定。

地域を知り、地域に興味を持つ学生の増加（学生の積極的な地域貢
献）が見られた。企業ニーズを採り入れたアントレプレナーシップ教
育の実施は学生の満足度が高かった。

道内就職のための採用試験優遇制度。
（北海道COC+地域志向人材育成プログラムとの
連動）

取組みを開始したばかりで効果の検証が必要。企業の魅力を学生
へ発信するためのツールであり、道内企業の受験機会を増やすため
に制度の改善や利用の促進を図っていく。

地域共育を通じて産学官が参画する仕組み。
企業人等による講義や課題解決型授業等を実施し、地域が連携し
て教育を進めている。

低年次からのイベント
（ワールドカフェ、ジョブトーク等）

道内就職や仕事に対する意識向上に繋がっている。（イベント実施
後の学生アンケートより）

金融機関、行政機関向けの技術の価値判断能力
養成の取組み。

企業支援力アップに繋がり、ものづくり補助金への金融機関の推
薦、採用率が向上している。

262
人

269
人

291
人

294
人

288
人

325
人42%

40%

47%

44% 44%

39%

地域企業等は、教育機関が提供する
教育プログラムに積極参加し、地域
の良さを発信し、学生が利用しやす
い就職試験制度を教育機関と一緒に
提供。

教育機関は、学生が地域（企業）の魅
力に気づくための教育プログラムを
提供。同プログラムの修了認証者を
増やし、道内就職を促進。

社長による遠隔授業社長による遠隔授業 職人さんとの
製造方法検討
職人さんとの
製造方法検討

OB・OG
インターンシップ説明会

OB・OG
インターンシップ説明会

社長・OB・OGとの交流
キャリアデザイン授業他 地域PBL・DA授業 地域インターンシップ

今後必要な取組み

今後必要な取組み

今後必要な取組み
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道内就職率はCOC＋校（室蘭工大）、全体（COC＋8校）とも目標

には到達できませんでした。目標達成校は大学1校，高専1校であ

り、各校とも道内企業と学生の交流機会の増加や改善に取り組み

ましたが、結果（道内就職率）には表れませんでした。一方，道内就

職者数（全体）は基準年度（平成26年度）の664人に対し令和元年

度には834人となり、道内定着の絶対数は170人（26ポイント）増

加しました。

取組み成果として事業協働機関への就職者数は増加しました

が、道内就職率は連動（向上）してはいません。事業協働機関就職

者数は全道内就職数の3～5割です。道内就職率の向上は一部の

企業のみならず全体を考慮に進める必要があります。

全国各地で人材不足となっており、地域定着を進めていく

うえで学生にとっての魅力（ニーズ）を採り入れ、発展する企

業が求められています。さらにその企業情報を早期に学生

へ発信していくことが必要です。また、今後企業の採用活動

の多様化への対応や、対象者の範囲等の検討も必要です。

道内就職率が向上していないことから、学生が何を考えて就職

活動を行っているかについて本音を聞き出す調査により検討（外部

評価委員会指摘）しました。

【学生への本音調査結果（道外就職決定学生128名）】

道外就職決定学生の半数は就職先を仕事内容で決定。

道外企業に就職した理由は何かの質問に対して、

●道内企業未検討学生（59名）

　やりたい仕事が道外企業（道内にやりたい仕事がない）……17名

　道外出身…………………………………………………………14名

●道内企業検討学生（69名）

　やりたい仕事が道外企業（道内にやりたい仕事がない）……20名

学生が道外企業を選ぶ理由によく待遇面を挙げますが、道内に

はやりたい仕事（学んだ知識や専門を活かせる仕事）がないと3割

の学生が道外に就職しています。学生に道内企業の魅力が伝わっ

ていません。また、半数の学生は就職活動前に就職する地域を絞り

込んでいる状況です。

企業の採用活動の強化と学生の道内就職への関心を高めるため、

雇用枠を設定（雇用創出）して積極的に学生に企業情報を発信してい

ます。

設定した雇用枠は北海道COC＋のホームページで企業紹介と合わ

せて、学生に紹介しています。雇用枠の利用に対する企業からの期待

度は高いです。学生の利用を向上させることが課題です。

●学生にとって魅力ある企業への発展
●低年次学生へ企業情報（魅力）の発信

●道内就職率の向上は道内企業全体を考慮して進めることが必要
●学生に対する積極的な企業採用情報の発信を継続

●学生にとって魅力ある企業への発展（創出）と、それら企業の情報の低年
次学生への発信。

●在学生を対象としているが、対象者拡大の検討（既卒者のUJIターン希望者）
●就職活動の変化への対応

学生の本音調査から道内就職について検証します。

事業協働機関の道内就職について検証します。

地域志向人材育成プログラムにより学生の地域及び地域企業への関心を高め、道内就職優遇制度によって地域企業への就

職試験の受験機会を増やします。

COC＋事業での新たな取組みにおける成果、課題等を検証します。

令和元年度雇用創出数

学生動向・視点から見た道内就職

教育と地域定着を繋げ、融合させる

取組みの評価と課題

企業側から見た道内就職

道内就職率推移

事業協働機関への就職者数推移

産学官連携による地域定着への仕組みづくり（COC+修了認証×道内就職優遇制度）

COC＋事業において新たに作られた成果物

COC＋事業を通しての課題

学生の本音調査結果（ヒアリング）
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60%

55%

50%

45%

40%

35%

道
内
就
職
率

平成26年度　平成27年度　  平成28年度　  平成29年度　  平成30年度　  令和元年度

42% 42% 44% 45% 47% 44%
44%

50%

47%
40% 39%

48%

47%

48%
50%

52%
55%

58%

43%
45%

45%

38%

全体目標 全体実績 COC+校実績COC+校目標

COC＋校・COC＋全体の道内就職率推移

COC＋全体の事業協働機関への就職者数と道内就職率

企業数

16社

雇用創出数

48枠

同目標数

26枠

330人

320人

310人

300人

290人

280人

270人

260人

250人
平成26年度　平成27年度　平成28年度　平成29年度　平成30年度　令和元年度

事
業
協
働
機
関
へ
の
就
職
者
数

49%

47%

45%

43&

41%

39%

37%

35%

道
内
就
職
率

事業協働機関
への就職者数
道内就職率

北海道COC＋修了証の受領 道内就職優遇制度による就活メリットの提供

北海道COC＋地域志向人材育成プログラム 地域企業による地域志向教育

地域共育プラットホーム

産学官連携で企業参加を企画・推進する場

室蘭工業大学 COC+参加校の
共同実施

COC+
共通の枠組み
授業の共用
遠隔授業 室蘭工業大学

北見工業大学

北海道科学大学

公立千歳科学技術大学

苫小牧高専

旭川高専

釧路高専

函館高専

稚内北星学園大学

地域教育
＆

地域課題教育

地
元
で
働
く
面
白
さ

企
業
力
の
Ｐ
Ｒ

俯瞰人材育成
プログラム

地方創生人材育成
プログラム

他コース
専門科目

自学科・コース必修
専門科目　

地域教育・地域課題教育科目

若者定着

項目 内容 効果・課題

北海道COC+
地域志向人材育成プログラム

修了認証

道内就職優遇制度

地域共育プラットフォーム

企業と学生の
マッチングイベント

ものづくり目利き塾

地域教育、地域課題教育による教育プログラム及
び参加校統一ルール（履修要項）の策定。

地域を知り、地域に興味を持つ学生の増加（学生の積極的な地域貢
献）が見られた。企業ニーズを採り入れたアントレプレナーシップ教
育の実施は学生の満足度が高かった。

道内就職のための採用試験優遇制度。
（北海道COC+地域志向人材育成プログラムとの
連動）

取組みを開始したばかりで効果の検証が必要。企業の魅力を学生
へ発信するためのツールであり、道内企業の受験機会を増やすため
に制度の改善や利用の促進を図っていく。

地域共育を通じて産学官が参画する仕組み。
企業人等による講義や課題解決型授業等を実施し、地域が連携し
て教育を進めている。

低年次からのイベント
（ワールドカフェ、ジョブトーク等）

道内就職や仕事に対する意識向上に繋がっている。（イベント実施
後の学生アンケートより）

金融機関、行政機関向けの技術の価値判断能力
養成の取組み。

企業支援力アップに繋がり、ものづくり補助金への金融機関の推
薦、採用率が向上している。

262
人

269
人

291
人

294
人

288
人

325
人42%

40%

47%

44% 44%

39%

地域企業等は、教育機関が提供する
教育プログラムに積極参加し、地域
の良さを発信し、学生が利用しやす
い就職試験制度を教育機関と一緒に
提供。

教育機関は、学生が地域（企業）の魅
力に気づくための教育プログラムを
提供。同プログラムの修了認証者を
増やし、道内就職を促進。

社長による遠隔授業社長による遠隔授業 職人さんとの
製造方法検討
職人さんとの
製造方法検討

OB・OG
インターンシップ説明会

OB・OG
インターンシップ説明会

社長・OB・OGとの交流
キャリアデザイン授業他 地域PBL・DA授業 地域インターンシップ

今後必要な取組み

今後必要な取組み

今後必要な取組み

16



次
の
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
て

06

次のステージに向けて06

若者が働きたくなる企業の創出を産業界

自らが取り組むことが求められます。

一方、教育機関も施策の検討段階から共

に関わっていくことが必要です。

北海道は多様な環境・資源の価値を活か

すことが課題となっています。

拠点（地域）において、自治体と産業界は

価値創造のビジョンを教育機関と共有し、

特色のある拠点づくりに向け、人材を確保

していくことが必要です。

地域で活躍できるイノベーション人材教

育を修学中に加え卒業後にも継続すること

が地域人材育成環境基盤を強固にするた

めに必要です。

・ 社会人教育（定着者のフォロー）

・ アントレプレナーシップ育成教育

・ 価値創造ビジョンを担う人材育成教育

・ ＵＪＩターン人材教育

卒業生の道内定着の改善には、学生が能力・専門性を活かせ、働きたいと思うような企業を北海道内に多く創出することが

必要となります。

学生の意識・行動を「道内企業に関心を持つ／就職対象を見つける／就職する」と変容させるために、COC+では地域志向教

育（地域共育）、学生と企業のマッチング施策、道内就職優遇制度等を実施してきました（下図左）。しかし、地域の中に若者が働

きたくなる仕事（企業）が少ないため、学生が地域や企業に関心を持っても、就職対象を見つけられず、就職できないという状況

が発生しています。

COC+8校の学生に対して実施したヒアリング結果によると、道外に就職した学生の半数は仕事内容、つまり「やりたい仕事

を検討したら道外企業であった」「道内企業にやりたい仕事がなかった」を就職先を決めた理由として挙げています（下図右）。

また北海道の課題について、ある学生は「将来の就職についても、自分が取り組む内容にあった研究機関や企業は本州に集中

しており、道内は初めから選択肢にないことも問題です」と発言しています（室蘭民報R1.4.5） 。

まずは「若者が働きたくなる企業への変革・発展」を、産業界が中心となって取り組むことが優先されます。

COC+の目的でもある地方の活性化から鑑みると、ゴールは若

者の活躍であり、そのためには若者が働きたくなる環境づくりが必

要です。

これまでのCOC+の活動、外部評価や事業評価から省みると、こ

の実現には「強い連携と自律」「多様な拠点」「北海道価値創生人

材」がキーポイントと考えられます。

課題： 若者が北海道で働きたいと思う仕事（企業）の創出

キーポイント： 「強い連携と自律」「多様な拠点」「北海道価値創生人材」

強い連携と自律
（産業界×教育機関）

多様な拠点づくり
（自治体×産業界）

北海道価値創生人材の育成
（教育機関×自治体）

道内企業を
知らない

COC+
施策

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

道内企業に
関心を持つ

道内企業に
就職対象を
見つける

ボトルネック

道内企業に
就職する

道内企業に
定着する

若者定着の基盤となる働きたくなる環境づくりを産学官金の自律と強い連携によって実現することに取り組みます。

COC+NEXT： 北海道若者活躍プロジェクト

事業目的と実施内容

実施体制：主要課題を全道レベルの機関連携によって解決するプラットホームを整備する　

・全道レベルの連携体制と拠点レベルの連携体制を整備します。

・全道レベルでは、北海道若者活躍プロジェクト推進協議会（プラットホーム）を設置し、道内就職状況の把握及び若者が働きたくなる環境づ

くりの主要課題に対して、オール北海道で対応策を検討します。

・拠点は、プロジェクトの実行の中心として、地域特性に応じて自律的に活動します（若者に選ばれる企業の創出・紹介、地域共育、学生と企業

のマッチング事業等）。

目的：人口減少社会において、地域と企業が活力を持ち、地域の

若者とともに経済・社会的課題に取り組み、北海道の発展に

繋げていきます。

目標：地域の中で若者が「やりがい」を持って働ける場を創出し、

道内定着の維持・向上を図ります。

■事業目的・目標

・地域志向人材育成プログラム及び地域共育の推進・発展

・道内就職優遇制度の企業への普及及び学生の利用者数向上　

・若者に選ばれる企業への発展と学生への広報　

・若者の道内定着に向けた施策の展開及び対外的な情報発信

■実施内容

プロジェクト構成：オール北海道で産学官金が一体となって、プロジェクトを推進する

早期離職
減少対策地域志向教育 学生と企業の

マッチング施策
道内就職
優遇制度

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
仕事内容　　　勤務地　　福利厚生・給与

道外に就職を決めた理由 n=128

強い
連携と自律

多様な拠点づくり
北海道価値創生
人材の育成

拠点会議

大学・高専、自治体、産業界
①各拠点の教育機関における道内就職率の状況把握及び拠点活動
　状況の改善を検討
◎学生と企業のマッチング事業の促進
◎地域共育（地域志向人材育成プログラム、インターンシップ等）の推進
◎若者に選ばれる企業の創出に向けた取組み
②地域の若者定着に関する情報を共有

推進
協議会

大学・高専、自治体、経済団体等
道内就職状況の把握及び対応策の検討（成果を持ち寄り議論する場）定例1回／年、その他随時
◎地域志向人材育成プログラムの効果測定（学生の意識変化）による改善策の検討
◎若者に選ばれる企業に向けて実施・検討している取組みの推進

◎道内就職優遇制度の利用状況の把握及び制度の見直し
◎地域定着に関わる情報の共有

 ワーキンググループ

10拠点の体制（実行の中心）
（室蘭、北見、札幌、千歳、小樽、稚内、苫小牧、旭川、釧路、函館）

産業界
◎学生ニーズを捉えて学生に選ばれる企業に向け、
　企業意識を醸成
◎企業の魅力を大学・高専（学生及び教員）に発信

雇用創出の取り組み活性化

連
携

イベント協力依頼

企
業
情
報
提
供

協
力

オール
北海道体制

　プロジェクトは、産学官金の152機関で構成されます。

　全道10拠点を代表する大学・高専と自治体、及び北海道の主要な経済団体・金融の29機関によって、プロジェクト推進協議

会が構成されます。協議会では、プロジェクト全体に係る活動の協議や拠点からの情報を共有します。

大学・高専【10機関】
室蘭工大、北見工大、北海道科学大、公立千歳科学技術大、小樽商大、
稚内北星学園大、苫小牧高専、旭川高専、釧路高専、函館高専
自治体【11機関】
北海道、室蘭市、北見市、札幌市、千歳市、小樽市、稚内市、苫小牧市、
旭川市、釧路市、函館市

経済団体【6機関】
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IT推進協会、
北海道機械工業会、北海道建設業協会
金融【2機関】
北海道銀行、北洋銀行

COC+8校就職担当教員による学生へのヒアリング結果道内就職に向けた学生の意識・行動の変容とCOC+の施策

働きたくなる
環境づくり

54%

10%
21%

全体マネジメント

北海道庁

まとめ役
◎プロジェクトの円滑な推進に向け、
全体を俯瞰し、必要に応じて各機
関との調整

室蘭工業大学

事務局
◎ワーキンググループを含む各種会
議の運営及びまとめ役の補佐
◎プロジェクトに関連する情報の受
発信やホームページ管理

やりたい仕事を検討したら道外だった
やりたい仕事が道内企業にはない 等

推進協議会構成員29機関
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若者が働きたくなる企業の創出を産業界

自らが取り組むことが求められます。

一方、教育機関も施策の検討段階から共

に関わっていくことが必要です。

北海道は多様な環境・資源の価値を活か

すことが課題となっています。

拠点（地域）において、自治体と産業界は

価値創造のビジョンを教育機関と共有し、

特色のある拠点づくりに向け、人材を確保

していくことが必要です。

地域で活躍できるイノベーション人材教

育を修学中に加え卒業後にも継続すること

が地域人材育成環境基盤を強固にするた

めに必要です。

・ 社会人教育（定着者のフォロー）

・ アントレプレナーシップ育成教育

・ 価値創造ビジョンを担う人材育成教育

・ ＵＪＩターン人材教育

卒業生の道内定着の改善には、学生が能力・専門性を活かせ、働きたいと思うような企業を北海道内に多く創出することが

必要となります。

学生の意識・行動を「道内企業に関心を持つ／就職対象を見つける／就職する」と変容させるために、COC+では地域志向教

育（地域共育）、学生と企業のマッチング施策、道内就職優遇制度等を実施してきました（下図左）。しかし、地域の中に若者が働

きたくなる仕事（企業）が少ないため、学生が地域や企業に関心を持っても、就職対象を見つけられず、就職できないという状況

が発生しています。

COC+8校の学生に対して実施したヒアリング結果によると、道外に就職した学生の半数は仕事内容、つまり「やりたい仕事

を検討したら道外企業であった」「道内企業にやりたい仕事がなかった」を就職先を決めた理由として挙げています（下図右）。

また北海道の課題について、ある学生は「将来の就職についても、自分が取り組む内容にあった研究機関や企業は本州に集中

しており、道内は初めから選択肢にないことも問題です」と発言しています（室蘭民報R1.4.5） 。

まずは「若者が働きたくなる企業への変革・発展」を、産業界が中心となって取り組むことが優先されます。

COC+の目的でもある地方の活性化から鑑みると、ゴールは若

者の活躍であり、そのためには若者が働きたくなる環境づくりが必

要です。

これまでのCOC+の活動、外部評価や事業評価から省みると、こ

の実現には「強い連携と自律」「多様な拠点」「北海道価値創生人

材」がキーポイントと考えられます。

課題： 若者が北海道で働きたいと思う仕事（企業）の創出

キーポイント： 「強い連携と自律」「多様な拠点」「北海道価値創生人材」

強い連携と自律
（産業界×教育機関）

多様な拠点づくり
（自治体×産業界）

北海道価値創生人材の育成
（教育機関×自治体）

道内企業を
知らない

COC+
施策

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

道内企業に
関心を持つ

道内企業に
就職対象を
見つける

ボトルネック

道内企業に
就職する

道内企業に
定着する

若者定着の基盤となる働きたくなる環境づくりを産学官金の自律と強い連携によって実現することに取り組みます。

COC+NEXT： 北海道若者活躍プロジェクト

事業目的と実施内容

実施体制：主要課題を全道レベルの機関連携によって解決するプラットホームを整備する　

・全道レベルの連携体制と拠点レベルの連携体制を整備します。

・全道レベルでは、北海道若者活躍プロジェクト推進協議会（プラットホーム）を設置し、道内就職状況の把握及び若者が働きたくなる環境づ

くりの主要課題に対して、オール北海道で対応策を検討します。

・拠点は、プロジェクトの実行の中心として、地域特性に応じて自律的に活動します（若者に選ばれる企業の創出・紹介、地域共育、学生と企業

のマッチング事業等）。

目的：人口減少社会において、地域と企業が活力を持ち、地域の

若者とともに経済・社会的課題に取り組み、北海道の発展に

繋げていきます。

目標：地域の中で若者が「やりがい」を持って働ける場を創出し、

道内定着の維持・向上を図ります。

■事業目的・目標

・地域志向人材育成プログラム及び地域共育の推進・発展

・道内就職優遇制度の企業への普及及び学生の利用者数向上　

・若者に選ばれる企業への発展と学生への広報　

・若者の道内定着に向けた施策の展開及び対外的な情報発信

■実施内容

プロジェクト構成：オール北海道で産学官金が一体となって、プロジェクトを推進する

早期離職
減少対策地域志向教育 学生と企業の

マッチング施策
道内就職
優遇制度

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
仕事内容　　　勤務地　　福利厚生・給与

道外に就職を決めた理由 n=128

強い
連携と自律

多様な拠点づくり
北海道価値創生
人材の育成

拠点会議

大学・高専、自治体、産業界
①各拠点の教育機関における道内就職率の状況把握及び拠点活動
　状況の改善を検討
◎学生と企業のマッチング事業の促進
◎地域共育（地域志向人材育成プログラム、インターンシップ等）の推進
◎若者に選ばれる企業の創出に向けた取組み
②地域の若者定着に関する情報を共有

推進
協議会

大学・高専、自治体、経済団体等
道内就職状況の把握及び対応策の検討（成果を持ち寄り議論する場）定例1回／年、その他随時
◎地域志向人材育成プログラムの効果測定（学生の意識変化）による改善策の検討
◎若者に選ばれる企業に向けて実施・検討している取組みの推進

◎道内就職優遇制度の利用状況の把握及び制度の見直し
◎地域定着に関わる情報の共有

 ワーキンググループ

10拠点の体制（実行の中心）
（室蘭、北見、札幌、千歳、小樽、稚内、苫小牧、旭川、釧路、函館）

産業界
◎学生ニーズを捉えて学生に選ばれる企業に向け、
　企業意識を醸成
◎企業の魅力を大学・高専（学生及び教員）に発信

雇用創出の取り組み活性化

連
携

イベント協力依頼

企
業
情
報
提
供

協
力

オール
北海道体制

　プロジェクトは、産学官金の152機関で構成されます。

　全道10拠点を代表する大学・高専と自治体、及び北海道の主要な経済団体・金融の29機関によって、プロジェクト推進協議

会が構成されます。協議会では、プロジェクト全体に係る活動の協議や拠点からの情報を共有します。

大学・高専【10機関】
室蘭工大、北見工大、北海道科学大、公立千歳科学技術大、小樽商大、
稚内北星学園大、苫小牧高専、旭川高専、釧路高専、函館高専
自治体【11機関】
北海道、室蘭市、北見市、札幌市、千歳市、小樽市、稚内市、苫小牧市、
旭川市、釧路市、函館市

経済団体【6機関】
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IT推進協会、
北海道機械工業会、北海道建設業協会
金融【2機関】
北海道銀行、北洋銀行

COC+8校就職担当教員による学生へのヒアリング結果道内就職に向けた学生の意識・行動の変容とCOC+の施策

働きたくなる
環境づくり

54%

10%
21%

全体マネジメント

北海道庁

まとめ役
◎プロジェクトの円滑な推進に向け、
全体を俯瞰し、必要に応じて各機
関との調整

室蘭工業大学

事務局
◎ワーキンググループを含む各種会
議の運営及びまとめ役の補佐
◎プロジェクトに関連する情報の受
発信やホームページ管理

やりたい仕事を検討したら道外だった
やりたい仕事が道内企業にはない 等

推進協議会構成員29機関
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地（知）の拠点大学による地方創生事業（COC+）
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旭川工業高等専門学校

苫小牧工業高等専門学校

函館工業高等専門学校

執 筆 機 関
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