
ＮＯ． COC+大学名 頁 ＮＯ． COC+大学名 頁

1 室蘭工業大学 p.1 22 滋賀県立大学 p.22

2 弘前大学 p.2 23 神戸大学 p.23

3 岩手大学 p.3 24 奈良女子大学 p.24

4 秋田大学 p.4 25 和歌山大学 p.25

5 東北学院大学 p.5 26 岡山県立大学 p.26

6 山形大学 p.6 27 広島市立大学 p.27

7 福島大学 p.7 28 鳥取大学 p.28

8 茨城大学 p.8 29 島根大学 p.29

9 宇都宮大学 p.9 30 山口大学 p.30

10 共愛学園前橋国際大学 p.10 31 徳島大学 p.31

11 千葉大学 p.11 32 香川大学 p.32

12 新潟大学 p.12 33 愛媛大学 p.33

13 富山大学 p.13 34 高知大学 p.34

14 金沢大学 p.14 35 北九州市立大学 p.35

15 福井大学 p.15 36 佐賀大学 p.36

16 山梨大学 p.16 37 長崎大学 p.37

17 信州大学 p.17 38 熊本大学 p.38

18 岐阜大学 p.18 39 大分大学 p.39

19 静岡大学 p.19 40 宮崎大学 p.40

20 三重大学 p.20 41 鹿児島大学 p.41

21 京都工芸繊維大学 p.21 42 琉球大学 p.42

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）
平成２９年度　実施状況報告書より　進捗状況の概要
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（COC+大学名：室蘭工業大学、事業名：「ものづくり・人材」が拓く「まち・ひと・しごとづくり」） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．事業の実施体制の構築 

 室蘭工業大学内において本事業を統括する「COC+本部会議」、企画立案を行う「COC+コアメンバ

ー会議」、事業を推進・コーディネートする「地（知）の拠点推進室」及び「COC+札幌連絡所」を

設置し、全学体制で事業を推進している。各参加校においては、平成29年度から具体的事業を実施

する学校・自治体により構成される拠点会議を設置し、自律的・機動的に事業の企画・検討・運営

を目指した結果、地域機関との連携イベントの増加につながっている。 

２．中心となる取組、取組の成果 

 本事業の目的は具体には以下の(1)～(4)の項目に展開され、それらの実現に向け実施事業とし

て、①地域が求める人材の輩出/教育システムの構築、②学生の地域志向を高めるカリキュラム改

革、③若年層の雇用創出にむけた企業誘致・雇用拡大、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、⑤大学発技術による「地場ものづくり新産業」の創造、⑥社会人の再教育システ

ムの構築、といった6つのテーマに取り組んでいる。

(1)地域を担う学生を育てる（テーマ①、②）

平成 27 年度に室蘭工業大学において構築した「地方創生推進教育プログラム」について実施・効

果評価及び遠隔授業・地域企業提供 PBLの開発を行った。また、地域志向教育の拡大・普及を志向し、

旭川工業高等専門学校における「北海道ベースドラーニングプログラム」の構築をはじめ、各校にお

いて新たに地域志向科目等の企画・実施を行った。北海道全体での地域志向人材育成を加速させるた

め、「地域共育プラットホーム」、「COC+コンソーシアム修了認証制度」の検討・構築を行ったほか、遠

隔授業、連携授業の拡大・普及を進めた。教育効果として北海道への関心の向上、就職希望の向上及

び地域社会貢献活動に対する積極的取組みが見られた。 

(2)学生を地域に定着させる

地域インターンシップ参加人数は着実に増加しており、道内就職率向上の可能性は高まりつつある。

平成 29年度は 1年生と若手社員との講談会など低年次から企業と学生のマッチング機会を増す事業、

保護者アンケートほか新たな企画・実施を進めた。ホームページ上に学生と企業との交流の場として

『教えて、北海道！！』を新たに開設したが、企業・学生とも利用者が少なく改善を予定している。 

(3)新たな雇用・産業を創出する（テーマ③、④、⑤、⑥）

地域が求める社会人人材を育成するために「社会人プロダクト・プロセスイノベーター人材育成事

業」、「目利き人材育成事業」を実施した。後者においては、新たに小樽商科大学と連携し、ものづく

りに経営的要素を加え改善した。大学発技術による新産業の創造では、農業、林業のイノベーション

創出に向け包括連携を進め、北見工大と地元農協の間で 9件の共同研究が開始された。 

(4)事業活動を地域に周知する

事業啓発活動としてテクノカフェ、インフォメーションキャラバン、シンポジウム、HP等により、

広く事業活動の周知、協力要請活動を行った結果、コンソーシアム会員数が 41増加し 111となった。 

３．補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

補助期間終了後のコンソーシアムの在り方、資金調達計画等について、北海道ＣＯＣ+コンソーシ

アム幹事会において検討スケジュールを策定した。ＷＧを新設し、平成 30 年度中に詰めていくこと

とした。 

４．学内外への波及効果 

地域志向教育プログラムの連携実施や大学・高専、企業・経済界、自治体の協働による地域人材育

成の仕組み「地域共育プラットホーム」、修了認証制度の構築により、北海道全体で地元に愛着をもっ

た地方創生に資する人材を育成することを目指している。また、修了認証制度を活用した地元企業へ

の就職優遇対策（推薦枠）を企業等の協力のもと展開していく予定。 
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（COC+大学名：岩手大学、事業名：ふるさといわて創造プロジェクト） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１ 事業の実施体制 

 COC+大学の岩手大学に COC 推進室を設置し、COC+推進コーディネーター（以下「COC+CD」）、地域定

着、雇用創出、起業家人材育成担当教員を雇用したほか、専任の事務スタッフ 3名により、事業の全

体を運営。また、COC 認定大学の岩手県立大学でも COC プラス推進室を設置し、3 名のスタッフを雇

用して対応。事業の企画・調整については、協議会内に運営委員会（委員長：COC+CD）を設置して重

要案件の調整に当たっているほか、自治体や産業界との連携により「ふるさといわて創造部会」（部会

長：COC+CD）及び「教育プログラム開発部会」（部会長：岩手大学理事（教育担当）・副学長）を設置

して関係者で協議しながら事業を推進している。 

２ 中心となる取組とその成果 

(1) ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2017：「若者が地元企業をほとんど知らない」と言う課題を

背景に、企業と学生とのマッチングイベントを 11月 19日に岩手大学で初めて開催した。協議会メ

ンバーに岩手労働局やふるさといわて定住財団、いわて高等教育コンソーシアムを加えた実行委員

会を組織したほか、学生が主役であるとの認識から学生実行委員会を組織して企画・運営した。当

日の来場者は約 2,000 名（うち、参加高等教育機関の学生 905 名、高校生 218 名）、出展者 173 ブ

ース、出展者満足度 87.2％（大いに満足 9.6％、満足 77.6％）で、参加学生の反応は、楽しかった、

有意義だった、地元企業の多さやグローバル企業に驚き、地元就職志向が高まった、視野が広がっ

た、働くことの楽しさが伝わった･･･など肯定的意見が多数であった。 

(2) 地域志向型インターンシップ：中山間地域などにおいて個性的な中小企業と自治体が連携して

「地域で働き・暮らす」ことを体験できるインターンシップ・プログラムを展開している。28年度

は岩泉町のみであったが、昨年度は岩泉町、葛巻町、西和賀町などで実施し、85名（うち、参加高

等教育機関学生 58名）の学生が参加した。 

(3) 陸前高田グローバルキャンパス：岩手大学と立教大学(COC+協力大学)が陸前高田市と連携して平

成 29年 4月にオープン。国内外から 1年で 4,600名を超える利用があった。 

(4) いわてキボウスター開拓塾：学生のアントレプレナーシップを育成するため、岩手県からの委託

事業として平成 28年度から実施しており、昨年度は延べ 41名の学生が参加した。塾生 1名（岩手

県立大学宮古短期大学部）が起業を志して平成 30年 4月に宮古市の水産加工会社に就職した。 

３ 補助期間終了後の継続に向けた取組 

COC事業（平成 29年度終了）から継承している教育事業およびインターンシップマッチング事業は

すでに継続体制を確立している。COC+事業として開始した「ふるさと発見！大交流会 in Iwate」や

「事業所見学バスツアー」については、自治体や参加事業所の期待が高いことから、継続する方向で

関係者と協議することとしており、「いわてキボウスター開拓塾」及び「岩手県立大学雇用創出研究事

業」は岩手県からの委託事業であり、かつ、成果も出しつつあることから継続が見込まれる。「陸前高

田グローバルキャンパス」は陸前高田市、立教大学と連携して長期展望の下に運営しており COC+事業

後も継続される。 

４事業の波及効果 

「ふるさと発見！大交流会 in Iwate」では、ふるさといわて定住財団及び岩手労働局が今年度連携

イベントを同一会場で開催することとしており、県内事業所と若者が集う一大イベントへと発展しつ

つある。「いわてキボウスター開拓塾」では、経済界が主催する県内最大のイベント「岩手経済戦略会

議」に塾生がパネリストとして登壇し、第一線の経営者と意見を戦わすなど、学生の活動が産業界の

注目を集めている。「陸前高田グローバルキャンパスでは、ハーバード大・スタンフォード大など海外

学生も受け入れ、国内学生との交流の場となっているほか、国会議員や復興庁事務次官などの要人の

視察やマスコミに数多く取り上げられている。 
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（COC+大学名：秋田大学、事業名：超高齢・人口減少社会における若者の地元定着の促進と

若者の育成） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

事業協働機関の代表者で構成する「秋田創生ＣＯＣ＋協議会」を開催し、本事業の進捗状況や事業

計画について協議、確認し、秋田大学、秋田県立大学及び秋田工業高等専門学校の３つの高等教育機

関が、秋田県や経済団体等と協働で「3本の柱」の取組を次のとおり実施した。 

〇 第 1の柱「秋田おらほ学の展開」について 

 地域アイデンティティを持つ学生を育成するため、「教育プログラム開発委員会」及び「６大学秋田

おらほ学検討委員会」を開催し、各校の地域を志向した教育プログラムの進捗状況を確認するととも

に、共通の認証制度構築のスケジュール等について協議を行った。その後、福井大学と富山大学を訪

問し、地域志向科目の開講状況や共通の認証制度について調査、意見交換を行い、その成果を踏まえ

て 3校が個別に協議し、論点整理を進めた。 

各校の取組として、秋田大学は一定数の地域志向科目を修得した学生に称号を授与する「ＣＯＣキ

ャリア認証プログラム」をスタートさせ、第 1 期修了者 95 名を輩出した。また、理工学部において

は新たな地域志向科目（「秋田の環境と資源」）開講の準備を進め、平成 30 年度に学部必修科目とし

て開講させた。 

秋田県立大学は、「あきた地域学課程」の教育プログラムをスタートさせ、全学 1 年生必修科目の

「あきた地域学」を開講し、様々な分野の外部講師による講義や、地域での実地研修等を実施した。 

秋田工業高等専門学校は、「ＣＯＣ＋授業」として前年度の「地域産業Ⅰ」に加え、新たに「地域産

業Ⅱ」、「地域計画」を学外の実務家教員等により開講するとともに、ＣＯＣ＋講演会を 8回開催した。 

〇 第 2の柱「就業支援」の取組について 

 協力校を含めた各校就職担当者と秋田県や経済団体、企業の実務者をメンバーとする「秋田就職サ

ポート会議」を２回開催し、それぞれの取組に関する情報共有、意見交換を行うとともに、採用側企

業等の大学や学生への積極的な対応を促した。また、秋田大学と秋田県立大学では秋田県との共催に

より「秋田ものづくりオープンカレッジ」を開催し、両校を会場に県内製造業者等の企業展を開催し

た。 

 各校の取組として、秋田大学は「秋田大学と県内企業との情報交換会」を県内３カ所で開催し、学

生への有効な情報発信やアプローチについての研修、情報共有を行った。 

 秋田県立大学は、１・２年次生を対象とした「ジョブシャドウイング」（観察型の１日インターンシ

ップ）を県内 20 社において実施するとともに、実施企業との協働によりオーダーメイドのインター

ンシッププログラムを開発した。

秋田工業高等専門学校は、4年生の選択科目として「地域密着型校外実習」を開講し、39名が県内

企業におけるインターンシップを実施した。また、「ＣＯＣ＋研修会」としてインターンシップをテー

マとした研修会の開催等を実施し、受入先企業の拡大を図った。

〇 第 3の柱「ふるさと秋田魅力形成モデルづくり」について 

 秋田大学は、地域の交流人口の拡大に向け、男鹿市における首都圏大学スポーツクラブの合宿誘致

や東成瀬村における教育実習誘致を行った。また、助け合い社会の構築に向け、認知症予防運動「コ

グニサイズ」を男鹿市において展開するとともに、横手市において高校生を対象に、秋田市において

市民、学生を対象とした「聞き書きボランティア養成講座」を開催した。 

〇 事業実績、成果の情報発信につて 

3月 6日に秋田大学において「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）フォーラ 

ム」を開催した。大学や県内自治体、経済界関係者約 200名が参加し、各校の教育プログラム改革

や県内就職促進に関する 3 年間の取組状況とその成果について発表、情報発信するとともに、他大

学の先進事例等の紹介や連携した取り組みを強化するための意見交換を行った。 
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（COC+大学名：東北学院大学、事業名：みやぎ・せんだい協働教育基盤による地域高度人材の育成）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「みやぎ・せんだい協働教育基盤による地域高度人材の育成」事業（以下、本事業）の平成 29年度に

おける計画（申請書記載）と進捗状況の概要を以下に示す。 

 各種協議体構築と運営

本事業で設置した七つの部会（事業協働機関の関係者が参画）に加え、他の部会の活動を基に、自

治体の施策の検討を行うとともに、自治体が抱える課題解決を目指した取組を推進する「地域連携部

会」を設置した。なお、「地域協働教育推進機構会議」（最高意思決定機関）、「地域協働教育推進機構

運営会議」（部会間の調整及び意思決定）及び各部会を定期的に開催した（平成 29年度／40回）。 

 地域高度人材指標の検討と試行

 「地域高度人材指標開発・評価部会」において、平成 28年度に策定した指標に基づく評価を、地域

教育科目や COC+参加大学の既存科目で実施し、その結果をもとに各大学のディプロマ・ポリシー等に

合わせることができ、汎用性を有する下位指標の検討・策定を行った。 

 COC+コーディネーターの育成及び FD/SD研修会の実施

 補助期間終了後の継続発展を見据え、COC+コーディネーターの育成に向けた取組について、COC+コ

ーディネーターの役割に対する理解を促進することを目指した「入門編」と COC+コーディネーターの

能力として、大学と企業が連携する基盤となる計画を立て、学習支援能力と経営支援能力の育成を目

指した「実践編」として体系化し、実施した。平成 29年度の参加者は入門編、実践編あわせて 56名

であった。また、補助期間終了後の自走化を目指し、本事業で実施する教育プログラムを事業協働機

関の教職員に公開し、ディープ・アクティブラーニングのエッセンスの理解を深める取組も進めた。

本事業の理解・参画促進を目指した研修会を 11大学、631名の教職員を対象に実施した。 

 地域教育科目の単位互換の実施に向けた準備

 平成 30年度から単位互換が始まる地域教育科目について、「教育プログラム開発部会」では授業内

容の検討を行い、「単位互換部会」では実質的な単位互換に向けた履修促進の検討を行った。単位互換

科目「地域の課題Ⅰ」では、仙台市が抱えるリアルな課題をテーマに、フィールドワークを含めた内

容とした。また、多くの学生の履修を促進するため、「単位互換部会」を中心に、学生向け説明会及び

全 COC+参加大学での教職員向け説明会を行い、「地域の課題Ⅰ」を学ぶ意味、学習効果などを伝えた。 

 県内中学・高校に対する地域型キャリア教育実践モデルの実施

 「高大連携部会」での議論を踏まえ、平成 30 年３月に COC+大学の併設校で地元新聞社と連携した

地域課題探究プログラムを実施した。併設校での実施は、平成 30 年度以降も継続することが決まっ

ている。また、宮城県教育委員会と協議し、単位互換科目「地域の課題Ⅰ」を高校生にも開放するこ

ととし、進路指導担当教員向けに説明を行う機会を平成 30年４月に設定することとした。 

 共同キャリア支援の実施

 「共同キャリア支援部会」において、自治体や企業等と連携した「宮城の企業発見プログラム」や

「中小企業情報発信事業（WISE）」をはじめ、「グループディスカッションセミナー」などのキャリア

支援セミナー等を平成 29年度に計 34回、延べ 241名の学生を対象に実施した。 

 相互連携科目（ＰＢＬ・インターン等）

東北工業大学が提供する相互連携プログラムである「創造的インターンシップ」を平成 29 年度は

宮城学院女子大学が加わり実施した。また、これまでの実績から平成 30 年度以降は、補助期間終了

後の継続発展を目指し、各大学のインターンシップと組み合わせる形で実施することとしている。 

 情報公開・普及

本事業の取組については、ウェブサイトで公開するほか、その成果を「地域協働教育シンポジウム」

として、平成 30 年２月に「複雑で曖昧な現状から新しい将来像を描く－地域とともに成長するプロ

グラムデザイン－」をテーマに開催した。 
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（COC+大学名：山形大学 、事業名：協働・循環型「やまがた創生」人材育成事業 ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

○事業の実施体制の構築

本事業の参加高等教育機関・自治体・経済団体等により構成されるやまがた創生戦略協議会を 2回

（7月、2月）開催し、年度計画や現在の取組状況について報告し情報・意見交換を行った。また、教

育プログラム開発委員会を 4回（5月、7月、9月）開催し、責任学部の地域教育文化学部におけるモ

デルカリキュラムの編成・構築について全学的検討を行った。各コーディネーターが自主的に開催す

る協働人材育成部会を 34 回開催し、地域課題への取組等を行った。さらに、ＣＯＣ＋事業担当者会

議や参加大学等担当者会議を開催し、インターンシップの推進や若者定着の意見交換等を行った。外

部評価委員による全体的事業評価を行うアドバイザリーボードを開催した。なお、事業の課題検討や

企画立案、意見交換等のためにコーディネーター会議並びにＣＯＣ＋推進室の打合せを定期的（月例

会）に開催した。 

○中心となる取組

第一に地域創生に必要なモデルカリキュラムの構築である。コミュニケーション力や課題解決力、

自由な発想力を育成するカリキュラムの構築は最も中心となる取組であり、学部自体がこのカリキュ

ラムを担うことが適切なことから責任学部の地域教育文化学部において、教育プログラム開発委員会

における全学的検討を踏まえて構築した。今後地域創生マインドを育成することを検証しつつ実施す

ることになった。二番目に、県内就職者増大を図る取組である。山形大学の県内インターンシップ参

加者の県内就職率について調査を行ったところ、大学全体の県内就職率よりも 20％程高いことが判

明した。その重要性が再認識されたところであり、参加高等教育機関におけるインターンシップの特

徴的取組を協議会で報告するとともにその対応策を検討した。また、県内就職意識の醸成のために学

生と県内企業の OB・OGが情報を交換するキャリア Café への取組も重要であり、県内就職率が低い工

学部において新規に取り組んだ。次に、協働人材育成部会による地域課題への対応等である。この部

会は、コーディネーター主催によりカリキュラムの開発や地域課題への取組、地域との連携取組を目

指すことが特色となっている。企業や自治体と連携して 34回開催した。 

○取組の成果

一つは地域教育学部におけるモデルカリキュラムの構築である。カリキュラムの構築は、地域創生

マインドの育成が伏線にあり、その育成の検証をルーブリック等の評価で行うものである。また、履

修者にその認定証を交付して学外でも活用できるようにすることも目指している。二つ目に、実績と

してインターンシップ参加者の目標達成（目標 506人に対して 534人）と雇用創出数が初めてプラス

に転じたことである。三つ目に、最上地域の課題対応である。最上地域は、県内でも唯一高等教育機

関の無い空白地域となっており、高校生の進学選択は必ず地域外へ出て行くことになり、その結果地

域への回帰率は 2割程度で人口減少が進んでいる、という特殊事情がある地域で、そのため最上地域

人材育成・定着推進会議を組織して様々な取組を行った。 

○補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み

本事業は、山形大学の三つの使命の一つである「地域創生」を担う事業であることから、補助期間

終了後も、本学では継続して実施すべきものであり、特に、事業協働機関のオール山形の連携体制を

維持すること、コーディネーターは事業継続を任せられる専門人材として位置づけることが肝要とい

う認識に立っている。アドバイザリーボードにおいても事業継続の考え方の助言をいただいた。 

○学内外への波及効果等

本事業を広く知らしめて県民との情報・意見交換を図る広報戦略は重要なものと位置づけており、

広報紙「やまがた創生便り」を個別関係機関の枠を超えて参加 2自治体で各戸回覧を実施した。今後

は自治体の範囲を広げ、あるいは個別企業が目を通せるような展開も計画している。また、シンポジ

ウムについては、参加者の評価は「参考になった」が 9割を超えるもので、好評だったといえる。
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（COC+大学名：福島大学、事業名：ふくしまの未来を担う地域循環型人材育成の展開 ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 福島大学では、H25年度から展開している COC事業において、平成 26年度から復興・地方創生に

貢献する人材育成をめざす特修プログラム「ふくしま未来学」を全学カリキュラムに取り入れカリ

キュラム改革を行った。その中でコア科目である PBL「むらの大学」の受講生は平成 29年度に 64名

と過去最大となった。また、「むらの大学」を起点にして、自治体との連携事業の事例も生まれ、学

生の教育や学びの場の拡充とともに社会貢献にもつながるプログラムを開発することができた。ま

た、プログラムの質保証として、「ふくしま未来学」全ての科目のシラバスに、その科目で身に付く

コンピテンシーを明記し、到達目標の明確化、目標となるコンピテンシーの意識付けを行うととも

に、学生自身が自分の学習や進路に合わせて、主体的に科目を選択できるようにした。さらに、開

発をした指標（ルーブリック）に基づいて、コア科目の「ふくしま未来学入門」と「むらの大学」

において評価検証を行い、科目における学生の成長の伸び率と学修成果を確認し、それをもとに授

業内容の改善点を洗い出した。その他にも、受講学生による授業評価アンケートや、連携自治体に

よる外部評価などを実施し、多角的に教育の質保証を担保できる体制を整備した。今後は、５年間

で構築してきた「ふくしま未来学」を H31年度に予定している全学カリキュラム改革の中でさらに

発展させ人材育成機能の充実を図る。 

 また、東日本国際大学では、「地域活動特別演習」「地域スポーツ経営論演習」などによる地域で

の学びを重視した教育によりスポーツや福祉分野（ヘルスケア）の人材を、桜の聖母短期大学で

は、PBL科目「福島学」、「地域食生活論」などにより、社会的能力を備えた保育・食育に係るヘルス

ケア人材を、福島工業高等専門学校においては、学生主体の活動による廃炉創造ロボコンへの参加

など学校の特徴を活かし、廃炉・ロボット分野、再生可能エネルギー分野等での人材を育成するこ

とができた。 

 人材定着事業の基盤となっているキャリアサポーター制度について、キャリアサポーター数は順

調に増加し、今年度末に 225 名（昨年度末 140名）となった。キャリアサポーター名簿は参加校な

ど事業協働機関で共有され、様々な機関で実施する学生との交流会や、県が主催する UIJターン促

進事業などにも協力いただいた結果、キャリアサポーターの活動機会が飛躍的に増え（キャリアサ

ポーター参加者数 H28：112 名→H29：315名 延べ）、キャリアサポーターが出席する事業への学生

参加者数は、前年度に比べ 2.5倍程度の増加となった（学生参加者数 H28：742名→H29:1,902名 

延べ）。この制度は、現在個別面談などについては基本的に参加４校の学生が利用する制度となって

いるが、補助期間終了後には、福島県内の全高等教育機関が参加しているネットワークである「ア

カデミア・コンソーシアム・ふくしま（ACF）」の事業として位置付け、県内のすべての学生が利用

できる恒常的な事業として発展させる予定である。 

 福島大学が H28年度から実施しているワンデイ・インターンシップは主として１年生を対象とし

ているもので、H29年度は参加学生 646名（H28年度 552名）と昨年度より増加した。このインター

ンシップは、福島大学のモデルを参考として参加校にも広がりを見せており、今年度は東日本国際

大学でも初めて実施され（210名参加）、来年度には桜の聖母短期大学でも実施を計画している。学

生の早い段階から地元企業を知るきっかけとして、学生の地元企業への関心を高める効果が見られ

た。福島大学においては、このインターンシップを H31年度からの新カリキュラムの中に組み込み

正規授業の一部として実施すべく検討を進めている。また、今年度から始まった福島県による「Fタ

ーンインターンシップ」事業は、県と連携し、COC+の中期インターンシップとして推進しており、

初年度の参加学生総数 153 名の内 COC+参加校の学生は 85名となり、インターンシップ参加学生の増

加に結びついた。 

 引き続き、地域の企業や自治体との連携を強め、若者の育成と定着に向けた COC+事業を展開して

いきたい。 
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（COC+大学名：茨城大学、事業名：茨城と向き合い茨城に根ざし、未来を育む地域協創人材養成事業） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．本事業の実施体制 

本事業の実施体制は、平成 27年 11月に設置された茨城 COCプラス推進協議会並びに教育プログラ

ム開発委員会を主とし、前者は事業全体に関わる事項の審議・決定を行う場であり、後者は COC+参加

校共通教育プログラムである「地域協創人材教育プログラム」に関する事項を検討する場としている。 

平成 29年度は、茨城 COCプラス推進協議会・教育プログラム開発委員会を平成 29年 5月、11月、

平成 30 年 2 月の年 3 回開催し、別途、推進協議会協議事項を 1 回、メール審議で行った。本補助期

間終了後の推進体制も念頭にいれ、平成 30 年度には参加大学間・事業協働機関との連携強化並びに

事業の更なる円滑な運営に向けて、地域協創人材教育プログラム認定科目のうち地域志向科目に関し

て検討する「授業推進ワーキンググループ（仮称）」、同プログラム内就業支援科目及びインターンシ

ップ科目に関して検討する「インターンシップワーキンググループ（仮称）」、事業連携のための萌芽

的活動及び連携事業の企画運営に関して検討する「連携企画ワーキンググループ（仮称）」の 3 つの

ワーキンググループを新たに設置予定である。

２．中心となる取組と成果 

中心となる取り組みとして、まず大学間連携地域志向科目である茨城大学全学教育機構基盤教育科

目「茨城学」の参加校への配信（茨城高専を除く。）による授業の共有化を開始した。茨城大学では

全学必修科目のため 1624 人、茨城キリスト教大学では 40 人、常磐大学では 58 人、県立医療大学で

は 52 人の学生が受講した。各大学受講生の意見や感想、授業及び VCS 配信（接続）に関する方法・

問題点等について、平成 30 年 2月に各大学担当教員で集まり議論・検討を行った。平成 30年度はそ

こでの協議事項を反映させ授業を実施する予定である。 

地域企業との連携強化に向けての中心的活動としては、学生への情報提供とマッチング環境の整備

のため「業界研究＆インターンシップマッチングフェア」を平成 29 年 7 月に実施し、COC+大学及び

参加校の学生計 72 名が参加した。参加者からは「自身の専門分野とは異なる業界も知ることができ

て良かった（学生）」「学生さんと直接話をすることで学生の希望や気質を知ることができた（企業）」

等の声があり、満足度調査では参加学生の 99%、参加企業(23 企業)の 90%から「満足」以上の回答を

得た。また、インターンシップ受入先の拡大のため「経営者のためのインターンシップセミナー」を

平成 29 年 10 月に開催し、採用担当者ら 60 名が参加した。セミナーでは、インターンシップをきっ

かけに就職に至った事例紹介と地元インターンシップを促進する魅力的なインターンプログラムに

ついて、学生と企業との両視点からの情報提供並びにディスカッションを行い、「他社の取組や学生

のインターンシップに対する考えを聞けて良かった」等コメントと共に参加企業の 95%から満足以上

の回答を得た。 

これらの COC+に関する活動報告・成果をまとめ、平成 30 年 2 月に「いばらき COC プラスシンポジ

ウム」を開催した。

３．補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

補助期間終了後も「地域協創人材教育プログラム」が各校の教育プログラムに位置付けられるよう、

教務担当教員や就職支援教員といった実際の担当者で構成する 3つのワーキンググループ(WG)を教育

プログラム開発委員会の基に立ち上げる予定である。これらの WG を通じて各校の教育カリキュラム

に落とし込んでいくことを検討する。 

４．学内外への波及効果 

(株)ひたちなかテクノセンター（地域産業振興のための第 3セクター）より上記「経営者のための

インターンシップセミナー」の提案がなされ共同開催した。また日本自動車連盟(JAF)から地域振興

を目的とした共同事業が提案され、平成 30 年度からプレインターンシップ科目の一部として開始す

る。 
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（COC+大学名：宇都宮大学、事業名：輝くとちぎをリードする人材育成地元定着推進事業） 

 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．地域の課題解決に必要な人材の育成のための教育プログラムの実施 

イノベーション創出、グローバル化に対応できる人材育成に加えて、特に地域を理解し地域産

  業の発展に貢献できる人材、栃木県に定着し栃木の魅力を開発し発信できる人材の育成のための 

  教育プログラムを実施した。 

（１）新入生セミナー「とちぎを知る」ガイダンスの開講

 学びの拠点である栃木県の地理や産業、観光資源、地域と宇都宮大学の繫がりなどについて 

紹介する「とちぎを知る」ガイダンスを、全学部・学科の 1年生に対して実施した。 

（２）リテラシー科目「とちぎ仕事学」の開講

 地域志向及び地域課題解決への基礎力を養成するため、連携機関である栃木県協力のもと、 

とちぎで働く社会人をゲスト講師に迎え、「地域社会」と「自分自身の生き方」「働き方」の関 

係性を学ぶ「とちぎ仕事学」を選択科目として開講した。平成 30年度に全学必修化を予定。 

（３）総合領域選択科目 3科目の開講

 地域志向科目として、「ソーシャル・イノベーション概論」、「地域編集論-地域振興と情報発 

信」県内自治体や経済団体、企業等と連携する「とちぎ企業人に学ぶ ～業界・仕事･社会～」 

を新規開講した。 

２．地元を知り、地元定着を促すためのキャリア形成支援の実施 

（１）県内企業バスツアーと社員交流会

県内企業を回るバスツアーを 4回開催し、36名（うち連携校 2名）が参加。 

（２）学生向けフィールドワーク＆ワークショップ

 「大谷地区フィールドワーク＆アイデアソン（5月 13日実施）」、「3.11以降の地域の未来（11 

月 29日実施）」、「対話と思考の場 地域づくり×生き方の意味を問う（1月 20日実施）」の 3回 

開催。約 100名の学生が参加。 

（３）キャリア合宿

足利市の協力のもと「地元で生きるを考える＠足利」（9月 29日）を実施し、7名が参加した。 

（４）課題解決型インターンシップ

 地元企業 3社と自治体 2団体の協力のもと中長期の PBL型インターンシップを実施し、25名 

が参加した。 

（５）栃木県の Uターン促進イベント「JIMOTO TOCHIGI」

 東京都内において開催された「JIMOTO TOCHIGI」を共催し、在学生有志による首都圏進学者 

への「栃木の魅力」プレゼンをサポートした。 

３．研究プログラムの実施 

  宇都宮大学企業交流会を開催し、COC+参加校及び本学の学生と県内企業との技術交流を推進し 

  た（学内外約 400名が参加）。新たな試みとして、COC+首都圏参加校対象に、県内企業のプレゼン 

  の場を設けた。 

４．学生への情報発信・理解促進 

平成 28年度に開設した、学生向けウェブマガジン「18歳からのとちぎ仕事学」を継続・強化し、 

  県内で働く本学卒業生へのインタビュー、教員が執筆する「とちぎを知るコラム」に加え、県内 

  の魅力的な中小企業を、学生が取材・執筆し掲載した。 
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(COC+大学名：共愛学園前橋国際大学､事業名：持続的地方創生共同体形成プログラム：若者定着県域総ぐるみ計画） 

 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

■全体計画

計画通り、平成 29 年 11 月に COC+大学、参加校、協力校、事業協働機関を中心として構成される

コンソーシアム（以下「C3PG」）の全体会議を実施した。この会議では COC+大学、参加校等の現状

の県内就職率、インターンシップ参加者数の進捗、および地元定着に向けた取組の共有を実施した。

会議では高崎商科大学キャリアサポート室長から「地方創生と若者の傾向」について、地元企業より

「長期インターンシップ学生の魅力」について共有を行い、参加者の地元定着支援の意識を高めた。

なお、現在 C3PG 参加団体は 41 団体となっている（5 企業等が事業協働機関ではないが、実質的に

地域人材育成、地元定着に協力をいただいており、今年度中にも事業協働機関の手続きを取る予定）。 

 学生が企業と接点を持つ機会としての就職イベントは、COC+大学、参加校計で 21 イベントを実

施、1,125 人が参加した（これらの大学のメインターゲットである 3 年生の学生数が約 700 人と考え

ると、ほとんどの学生が参加していると考えられる）。特徴的なイベントとして、群馬県と協働して実

施した「未来創生フォーラム（参加者約 250 人、参加企業 61 社）」、明治学院大学が主導となり東京

で実施した「ぐんま UIJ ターンフェア（参加者 51 人、参加企業 12 社）」が挙げられる。 

■実施体制整備

 計画通り、COC+コーディネーターは稼動している。また、本事業の趣旨に鑑みた本学の FD とし

て、群馬県ジョブカフェ運営代表より「群馬県の企業と就職事情」のレクチャーを受けた。本学教員

のほとんどが県外出身者であり、県内事情に疎かったこともあり、この様な FD を行うことにより自

身のゼミ生に向けた適切なアドバイスができる素地を作ったといえる。および、本事業関係者の知見

を深めるため、年度末に高知大学で実施された COC 全国シンポジウムに参加した。 

 また、学内における本事業の認知も高まり、効果等も実感してきており、補助期間が終了する平成

31 年度以降も継続してコーディネータを配置していく方向で検討している。 

■教育カリキュラム改革

 地域産業人材に求められる素養の研究として、平成 28 年度に地元企業、自治体、地元高校で構成

される「地域人材協議会」を発足させ、地域で求められる人材をテーマに PBL を本学で実施した。

平成 29 年度は実際に問題となっている「中小企業の後継者問題」をテーマに大学生、高校生、企業

人が議論を行った。このような地域課題を学生が企業人と共に考えていくことは、将来地域で活躍す

るために有効な知見になると考える。また、本事業では平成 28 年度の「Regional Career Training

副専攻」設置に伴い、インターンシップの充実、新規科目の検討等を行った。計画通り、平成 29 年

度は「企業人オムニバス講座」を開講し、平成 30 年度に開講する「インバウンド人材養成講座」の

運営体制を整えた。これで当初開講予定した科目は全て平成 30 年度までに開講することとなる。 

■点検評価並びに検討

 本事業の外部公開として、毎年度末の「グローカル人材フォーラム」の場を利用して、本事業の取

組、地域人材育成プログラムを履修した学生の発表を行っている。また、本事業に参画する 4 大学に

おいては専用 HP を立ち上げ、情報公開に努めている。および、外部評価も年度末に実施した。 

■参加校独自事業

【上武大学】就活生をはじめとする学生の地元企業認知を高めるため、企業取材チームを結成し、県

内企業紹介ビデオを 8 本制作し、COC+専用ホームページにて公開している。 

【明治学院大学】在京学生向けのぐんま UIJ ターンイベントを毎年度末に実施。平成 29 年度は群馬

県内企業等 12 団体、25 大学 51 人の学生が参加した。COC+参加校の明治学院大学の学生のみなら

ず、在京他大学の学生が参加したのは大きな成果といえる。また、COC+ポータルサイトを利用し「地

元への U ターン促進」に焦点を当て学生への意識調査を行い、「U ターン促進総合要因」を整理した。

更に対象を拡げ上位要因を分析し、次のイベント・講座に生かしていく予定である。 
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（COC+大学名：千葉大学、事業名：都市と世界をつなぐ千葉地方圏の”しごと”づくり人材育成事業 ）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

Ⅰ．全体 Ⅰ-①推進体 全学のマネジメント組織であるコミュニティ・イノベーションオフィスと

事務組織である学務部教育企画課地方創生推進事業係の教職両輪で、以下のⅡ～Ⅳの３つの柱で実効

的に取組を推進した。また、自己点検・外部評価を実施し、全体計画へフィードバックした。事業協

働機関の推進体制である大学連携地方創生推進会議に「情報発信」「若者定着」分科会を新たに立ち

上げ、実質的な取組を推進した。事業協働地域での推進のために、ローカルハブ（現地オフィス）を

新たに長柄町（千葉大）、南房総市（千葉工大）にも設置した。地方の課題解決を専門に事業展開し、

卒業生の地方での受け皿ともなる「地域シンクタンク」を H30年度開設に向けて検討し準備を行った。 

Ⅰ-②シンポジウム等・学内外の周知等 千葉科学大学、聖徳大学短期大学部、木更津高専において

計 3回の合同シンポジウム（延 444名参加）、計 10回の自治体職員向け、市民向けのセミナー等（延

742 名参加）により、地方創生、産業振興の意識啓発、協働関係の構築ができ、事業展開につなげる

ことができた。学外情報発信は、新パンフレット、ホームページおよびフェイスブックにより活発に

実施し、教員、学生、協働地域の認知と理解を向上させることができた。学内では FD/SD（計 652 名

参加）により周知し、事業協力者の確保とともに、本取組みの展開を加速させることができた。 

Ⅱ．地域産業をイノベーションする人材の育成（人材育成） 全学共通教育プログラムである副専攻

「地域産業イノベーション学（30単位）」、サティフィケート「コミュニティ再生ケア学 地方創生コ

ース（23 単位）」では、目標値を超える履修登録学生を得て、それぞれ 27 名、48 名の学生が履修登

録して学修を進めた。履修を促進させるために、履修説明会・相談会の開催、関連する科目情報、イ

ベント情報の提供等を通じて、学修をサポートした。また、地方での、PBL（4）、体験学習プログラ

ム（6）、カレッジリンク・プログラム（2）を開講し、延べ 98 人が受講し、H30 年度に向けて 8 コー

スの PBLを計画した。これらにより、主体的に地方の産業や地域課題を解決する力が身につく地域産

業をイノベーションする人材育成することができるようになった。 

Ⅲ．千葉地方圏の地域産業において若者に魅力ある雇用の創出・開拓（産業振興） 自治体の課題や

ニーズに合わせた（一部外部資金獲得）計 53 件のプロジェクトが推進された。そのうち千葉大学で

は、事業協働機関で構成される「ローカルイノベーションコンソーシアム」を計 9件設置し産業振興

を進めた。また、企業、市民等向けの「地域産業イノベーションスクール」を横芝光町、長柄町にお

いて開講し、新産業創出に向けての取組に進展させた。これらを効果的に推進するためにエキスパー

ト人材バンクを活用するとともに、産業振興のベストプラクティスのデータベースの更新を進めた。

これらのプロセスや成果が学生の人材育成に役立つとともに、事業協働地域の産業振興に寄与し、そ

の結果、雇用を生み出し、若者の地元定着につなげることができるようになった。 

Ⅳ．グラデーション定着教育による若者の地元定着促進（地元定着） 県内で一体的に若者の地元定

着を促進できるよう参加大学、自治体等で構成される「若者定着分科会」を設置し、インターンシッ

プ、企業説明会、情報発信、セミナー等のメニューをパッケージにした「ローカル・ファースト・キ

ャリアプログラム」の見直しをおこなった。そのプログラムに基づき、千葉地方圏の企業説明会、起

業家・キーパーソンのインタービュー等を実施し、学生の地元定着を促進することができるようにな

った。自治体との協働による取組も進み、事業協働地域に所在する高等学校では、地域への誇りや愛

着を育て、自らの関わりを考えるためのワークショップを実施した。 

Ⅴ．補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み  学部から大学院に至る教育機能を強化する「地

域連携教育センター」を H30年度設置に向けて検討し、教育面での実施体制を着実に継続していく体

制を構築することができた。事業継続については、事業の進行過程において、事業協働機関との連携

が十分に図られ、学生受入の継続、外部資金獲得が見込めるようになった。また、Ⅰ-①にある地域

シンクタンクの設置準備も整い、財政的に独立した研究組織として人材の受け皿、起業の中間組織と

して、教育・研究・地域貢献が一体的に発展できる仕組みとなった。 
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（COC+大学名：新潟大学、事業名：「ひと・まち・しごと」創生を循環させる NIIGATA 人材の育成と定着）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成29年度の取組内容(実績)は、以下の５項目に大別される。 

１ ビジネスプロデュース室及び連携プラットフォームの運営 

(1) 新潟大学地域創生推進機構内にビジネスプロデュース室を新設し、地域産業振興を目的としたコンソーシア

ム開設の準備に着手した。これにより、大学と地元企業との組織対組織型のビジネス創出に向けた取組が一層

強化され、地域の産業振興、雇用創出、県内就職率向上を着実に進めるための体制が整った。

(2) 地域連携プラットフォーム強化に向けて、新潟大学地域創生推進機構では、連携協定を新規に６件締結し、

合計20件となった協定先との間で協議会を複数回開催した。これらを通して産学共同研究開発や、地元企業と

の連携教育等が促進され、大学と地域社会との連携強化につながった。

２ 継続的改善の実施

(1) [方針の策定] 新潟地域創生協議会を２回(７月、３月)開催し、事業全体の進捗と得られた成果について協

議し、それに基づき今後の実施方針を策定した。その結果、補助期間終了後の継続に向けた協力体制と実施方

針を検討するための委員会を、平成30年度に設置することが承認された。

(2) [事業のチェック] 事業評価検証部会での実施方針策定を経て、自己点検を実施した。その後、外部評価委

員会による平成28年度の取組全体の評価を受けた。これにより、本事業の効果を客観的に検証し、課題を事業

協働機関で共有することで、新規インターンシップ事業の開発や新潟地域志向科目の共同実施等、より教育効

果の高い連携教育を学生に提供することができた。

(3) [改善案の検討] 企画・調整部会において、本事業の企画に関する改善案の検討・調整を行い、それに基づ

いた予算案を策定した。また、人材育成に関する今後の大学間連携について議論した。

３ 教育プログラムの開発

(1) 地域に根ざし世界で活躍できる人材育成を目的とした新たな学位プログラム「創生学部」及び「工学部協創

経営プログラム」が４月に新潟大学に設置され、入学者を対象に教育を開始した。これにより、本事業で目指

している人材の育成・輩出が本格的に開始され、補助期間終了後も継続実施可能な教育体制が整った。

(2) 教育プログラム開発委員会での検討を経て、新潟大学に自治体・地域企業との連携科目を含め、「新潟地域

志向科目」として、当初95科目開講予定のところ 111科目を開講し、参加大学との単位互換制度を整備した。 

(3) 新潟創生人材育成プログラムのひとつとして、新潟大学に「アグロ・フードアソシエーツプログラム」を開

設し、11人の認定者を輩出した。さらに、３プログラムの新設に向け、検討に着手した。

４ 中間報告シンポジウムの開催(11月)

大学・自治体・地元企業・経済団体からの参加者(約 200 人)を得て、事業の中間報告、基調講演、パネルデ

ィスカッションを実施した。これにより、自治体や地元企業等、地域の関係者が一堂に会して、若者にとって

魅力のある地域や企業について考え、解決策となり得る事例や情報を共有することができた。その結果、若者

の地元定着には自治体や企業の協力が不可欠であるという認識を参加者が持ち(アンケート回答中９割以上)、

学外学修を通じた連携教育への意識向上を促すことができた。 

５ ４つの関連事業の実施 

事業プロジェクト推進部会の下で、①「インターンシップ改革」、②「地域活性化／産業振興」、③「教育の

国際化」、④「国際交流」という４つの関連事業を実施した。 

インターンシップ改革においては、新潟県とのコストシェアを確立し、新潟県が主催するインターンシップ

マッチングフェアを実施した（出展企業数延べ 154社、参加学生数延べ 625人）。 

また、新潟県が実施するインターンシップ事業では、参加大学、協力大学のほか、県内外の学生が、県内企

業でのインターンシップに参加した（企業 132 社、延べ 471 件）。これらの取組により、事業協働機関へのイ

ンターンシップ参加者数は 434人となり、目標値である 364人を大幅に超え、多く学生の地域産業に関する理

解度向上につながった。 

その他、３つの関連事業において実施した様々な取組に学生が参加することにより、新潟の地域や企業の課

題、魅力等を理解し、将来の活躍の場として興味を持つ契機となった。さらに、参加学生の各種学外学修での

経験を、課題発見・解決能力向上につなげることができた。 
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（COC+大学名：富山大学、事業名：富山全域の連携が生み出す地方創生‐未来の地域リーダー育成‐） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

■事業の実施体制の構築

（運営） 

・本事業の運営については， COC+推進コーディネーターが地域創生連絡協議会で承認を得た事業計

画，補助金配分等に基づき事業を推進し，各大学の特徴を活かした多様な展開を実施した。

・平成 29 年 2 月 22 日(水)に開催した「地域創生連絡協議会」で，「各高等教育機関で認定する「未

来の地域リーダー」について，質保証などを含め統一的な対応を検討すべきではないか」との意見

から未来の地域リーダー認定のための規則を各高等教育機関で制定することとした。

・平成 29年 10月 6日(金)に開催した「教育プログラム開発委員会」で，企業が COC+の人材育成に入

り込む必要があるとの意見を踏まえ，人材育成ビジョン検討 WG において，地域企業の人事 4 名が

参加し協議した結果，企業と学生が語り合える場を次年度に設けることとした。

■中心となる取組

（教育戦略） 

・県内各高等教育機関による｢未来の地域リーダー｣の称号授与について，各機関で教育プログラム改

革を行い，地域科目を設定する等｢未来の地域リーダー」称号授与に関する規則を整備した。

・平成 29年 9月 12日(火)～14日(木)に学生が参加する合宿型セミナー「とやま塾 in TOGA」を開催

し，県内各高等教育機関から，富山大学，富山県立大学及び富山国際大学の学生 12 人が参加し，

南砺市利賀村の過疎問題等に対する認識を深め，その解決策を発表した。学生からは，他大学の学

生と交流し，共に考える時間を持つことができ，とてもよい刺激になったとの感想が寄せられた。

・平成 29 年度後学期から地域志向科目「地域ライフプラン」を富山大学から富山県内の各高等教育

機関へ Web配信し，双方向による授業を開始した。富山大学以外の履修者は，富山国際大学 7人，

富山短期大学 2 人，富山福祉短期大学 3 人の計 12 人であった。移動に時間を取られることなく他

大学の授業を受講できるため，他大学を交えて学生の地域志向を育てる環境が整った。

・地域志向科目の履修者に対し富山県と富山県外地方と大都市圏の就職先としての魅力をアンケート

により調査したところ，県外出身者の学生に対し，富山県内の就職先としての魅力の伸びが高く，

地域定着に対する授業の効果が認められた。

（入口戦略） 

・平成 29年 10 月 28日(土)・29 日(日)，県内 2会場（参加者 129人）において，富山県内７高等教

育機関による合同進学説明会を開催した。今年度は，ひと味違う内容として「キャリアデザイン講

座」を実施した。進学を希望する生徒やその保護者，学校関係者はもちろん，これから進路を考え

ていく 1年生や 2年生にとっても，より明確な進路選択につながる説明会として位置づけた。

（出口戦略） 

・富山県と県内全ての高等教育機関が連携し，大学コンソーシアム富山主催の合同企業訪問に，延べ

269人の学生が参加し，前年度の 60人より 209人増となり，就職活動を行う際の一助となった。

・昨年度に引き続き，新たなインターシップ（中長期型・課題解決型・文理融合型）を富山大学・富

山県立大学・富山国際大学で実施し，その成果を，平成 30年 1月 26日(金)，県内企業 8社の協力

と 3大学の学生 25人が参加して｢新たなインターシップ報告会」を実施した。参加した学生からは，

｢ホウレンソウの重要性，考えて工夫すること，やりがい・喜びの実感。」などの感想を述べた。

■補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み

・平成 30 年度以降に地域連携戦略室に新規に教員 1 名を雇用し，補助期間終了後の本事業を継続し

て実施していくこととしている。また，本事業の取組である地域科目の各大学への提供，合同企業訪

問，大学等リーダー研修会，地域フィールドワーク研究助成，産学官金ネットワーク会議などを「大

学コンソーシアム富山」の事業として，発展的に融合させ，事業の改善を図りながら実施する。 
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(COC+大学名：金沢大学、事業名：金沢・加賀・能登で地域思考型教育による夢と志を持つ人材養成) 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

＜主な取組みとその成果＞ 

［STEP１：地域創生概論］ 

平成 28 年度以降の新入生（約 5,600 人／年）を対象に ICT 教材「いしかわで学ぶ未来可能性」を

必修教材として活用している。教材内容は石川の歴史，文化，自然の特色紹介，これらの地域資源を

活用しビジネスチャンスや人材の生きる糧として創造している人々を VTRで紹介している。 

［STEP２：共創インターンシップ］ 

いしかわインターンシップフェス 

大学 3 年生を主な対象にした 5 月の地域企業（事業協働機関も含む全県内企業）へのインターン

シップマッチングイベント（いしかわインターシップフェス）での学生参加数やインターンシップマ

ッチング数が大きく伸びている。 

COC+採択前の石川県での試行では，県内大学生 579人の参加者数だったものが，COC+事業として「い

しかわインターンシップフェス」を開催した平成 28 年は 910 人，平成 29 年に 1,491 人と継続して

増えている。また，マッチング数も当初の 348件から平成 28年は 512件，平成 29年は 517件と，県

内学生のマッチング数の目標値 500件を連続して達成している。 

出会っていいんじゃないプロジェクト 

 「夢」に向かって生きる先輩との交流により，多様な人生観や文化的で豊かな「い

しかわ」の魅力に触れる機会を創出。加えて，自身のコアとなる価値観や目標を発

見するワークショップを実施し，リラックスして地域の魅力と自己理解を深めるプ

ロジェクトとして実施している。平成 29年度は，12 月 17日（日）に地域共創イン

ターンシップに参加した学生による活動報告会と併せて開催した。

また，各参加大学の就職支援担当職員が学生の価値観を理解するための SDとして

「夢・自分・発見プログラム」を実施した。 

I LOVE いしかわ学生創出会議 

 夢と志を持って活躍する人々「地域サポーター」との交流により，人生には様々

な選択肢があることを発見し，新しいことに挑戦する勇気をもらい，自分と社会と

の関わりを考える機会を創出している。平成 29年度は，6月 25日（日）に開催。 

［STEP３：innova × emotion］ 

 学生のための起業塾「いしかわ未来アカデミー」は，平成 29 年度に 2 期目を迎え，地域における

当アカデミーの認知度も高まっている。これにより，地域の起業家との交流が増えつつある。また，

地域課題の解決に資する事業立ち上げ，地域資源を活用した事業プランの作成など，首都圏には見ら

れない事業アイディアが生まれてきており，地域において「夢」と「志」を実現できる環境が整えら

れてきている。 

＜補助期間終了後の継続に向けた取組み＞ 

COC+事業期間終了後は，県内の全ての高等教育機関及び県内全自治体，主な経済団体等で構成する

「大学コンソーシアム石川」で事業継続する。平成 29 年度にコンソーシアム内に「グローカル人材

養成・共創インターンシップ専門部会」を設置し，COC+事業のインターンシップ関連の運営・推進体

制を整えた。これにより，インターンシップ事業のスムーズな継続実施が可能となる。 

＜学内外への波及効果＞ 

県内自治体において，地域産業支援や地域課題解決のためにインターンシップを実施している事例

が増えている。例えば，中能登町では繊維産業の支援のため，奥能登２市２町では，能登キャンパス

構想推進協議会を通じて，地域課題の解決に向けてインターンシップを実施している。 
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（COC+大学名：福井大学、事業名：地域創生の担い手を育み活気あるふくいを創造する５大学連携事業 ）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

〇事業の実施体制の構築 

福井大学を責任大学とし

県内全ての４年制大学を参

加大学並びに協力校とし

て、福井県、企業及び福井県

商工会議所連合会等と連携

し、教育カリキュラム改革

及び大学連携センター（Fス

クエア）での地域志向科目

の共同開講と単位互換認定

に取り組んできました。さらに、大学及び福井県の特性と強みを活かした６つの特色分野での人材育

成と産業振興に産学官金連携で取り組むための実施体制を構築し運営しています。 

〇中心となる取組とその成果  

【地域志向人材育成（責任組織：地域志向科目・インターンシップ部会）】 

・共同開講授業の履修状況（平成 29年度）

Fスクエア：地域志向科目等の５大学開放科目 33科目を開講し延べ 1,243名が受講しました。

双方向遠隔授業システム：COC+参加５大学全てが科目を開講し延べ 237名が受講、看護福祉分野 WG

では各大学が公開授業を設定し、延べ受講者 327名の学生が大学の枠を超えて学修を深めました。 

・「ふくい地域創生士」を１年前倒しして 50名認定  

平成 30 年２月に、「ふくい地域創生士」第１期生 50 名（福井大学 31 名、福井県立大学 10 名、福

井工業大学５名、仁愛大学２名、敦賀市立看護大学２名）を認定しました。認定にあたり教育プログ

ラム開発委員会の議論に基づき、各大学の学生が地域課題に取り組んだ成果や「今後への抱負」等も

踏まえ、認定候補者の推薦後、教育プログラム開発委員会が審査し認定者の決定を行いました。 

【特色人材育成に関する取組（責任組織：特色人材育成部会）】 

・事業の成果を地域に広く周知する報告会を開催：平成 29年９月に「地域と協働した大学の活動！」

と題しプロジェクトに取り組む学生及び教員が、事業の成果を発表しました。 

〇学内外への波及効果等  

・採用の在り方を考えるシンポジウムを開催し福井型「新採用学」の研究会を発足：事業協働地域就

職率向上を目的に、企業等が採用の在り方を考えるシンポジウムを平成 29年７月に開催し県内企業・

自治体・大学等約 110団体 200名が参加しました。アンケートの結果、複数の参加企業等から要望が

あり、福井県から財政支援を受け研究会を発足しました。 

・地元産業界等との交流の強化：平成 29年 10月に、地元産業界が主催する「北陸技術交流テクノフ

ェア 2017」（来場者 17,632 名）に出展し、広く取組を周知しました。 

・地元産業界等からの講師招聘：地域に密着し、ふくいの産業に特化した授業「ふくいを見る・知る・

考えるⅡ」を新たに開講し地元産業界等の協力を得て多数の講師を招いています。 

〇補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

補助期間終了後の継続には、実施体制と事業資金の両者の継続性が不可欠となります。前者のため

には、コーディネーターをキーマンとして位置づけ、その人材確保と育成を図ります。また、教員に

対しては、教員業績評価において地域貢献・地域創生推進活動の項目を明確化するとともに、業績へ

のインセンティブの付与等を通してより見える化し、地域創生推進に対する意識改革の更なる向上を

図ります。後者のためには、連携大学間の連携協定を継続し、事業資金を事業協働機関の 5大学及び

福井県等が分担割合に応じて負担することとします。 

図 COC+実施体制図 
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（COC+大学名：山梨大学、事業名：オールやまなし 11+1 大学と地域の協働による未来創生の推進）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【事業の実施体制の構築】 

平成 27 年 12 月に、本学内に「地域未来創造センター」を設置し、初年度から継続的に平成 29 年

度においても、全事業協働機関のトップにより構成される「やまなし地方創生会議（年 1回）」、事業

のチェック組織である「事業評価委員会（年 1回）」、実質的な検討組織となる「COC+事業実施委員会

（年 4回）」及び「COC+事業実施委員会幹事会（月 1回）」により事業を推進してきた。教育プログラ

ムについては、「コース別運営委員会（月 1回程度）」、「インターンシップ・フューチャーサーチ運営

委員会（2 か月 1 回）」や、「クラウドファンディング運営委員会（月 1 回）」、「単位互換部会（年 2

回）」を継続して事業運営を進めた。また調査研究「Miraiリサーチ（年 10回と 2つの調査）」や地域

との対話や情報発信の「Miraiサロン（年 8回）」を行い、教育プログラムや事業の改善を図った。 

【中心となる取組及び成果】 

平成 28年度より、5つの幹事大学が運営する「地域教養科目」及び地域の産業と関わる 4つの「コ

ース（ツーリズム、ものづくり、子育て支援、CCRC）」による専門科目によって構成される「やまなし

未来創造教育プログラム」を開講した。教育プログラムの開講科目数は平成 28 年度 169 科目であっ

たが、平成 29年度は 199 科目に増やし、履修しやすくした。延授業履修者数は、平成 28年度 1,257

人、平成 29年度 2,335人に大幅増加した。 

特に、地域教養科目では、学生が地域の産業を理解し、地域の企業等と出会い、地域の企業と協働

することにより、地域課題の理解やその解決に向けた実践力を身につける活動「Miraiプロジェクト」

に対応する科目として、「ソーシャルデザイン入門」、「フューチャーサーチ」を平成 28年度に開講し、

平成 29 年度には地域の企業や経済を学修して企業訪問する「山梨企業研究」を開講し、マッチング

イベントである「やまなし合同 JIBUN説明会」を開催し、キャリア教育のプログラムを充実させた。

その結果、コースへの新規登録者数は平成 28年度 528人（入学生の 14%）、平成 29年度 496人（入

学生の 14%）であり、合わせて 1,024 人が履修中である。また、2 年目で平成 29 年度には 26 人が教

育プログラムを修了している。全体に目標を上回るペースで事業が進んでいる。 

こうした取り組みにより地域への就職率に徐々に反映されることが見込まれる。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み】 

補助期間終了後については、本事業の中心的位置を占める地域教養と 4つのコースからなる「やま

なし未来創造教育プログラム」及びその教育体制を継続的に維持していく予定である。 

会議等については、事業協働機関との連絡調整に必要な運営の実務組織としての「事業実施委員会」

および「事業実施委員会幹事会」を継続していく予定である。運営組織体制として、全体を運営する

事務組織として「山梨大学地域未来創造センター」、科目履修手続きや就職関係の連携を行う「参加大

学の教務関係、キャリアセンター等就職関係の部門」、および大学間の単位互換等の事務を行う「大学

コンソーシアムやまなし」による体制を維持してく予定である。

【学内外への波及効果等】 

 本学及び幹事大学を中心とした各コースのカリキュラムの検討や実践的調査研究と成果発表及び

自治体や企業との交流などを通じて、山梨県内全大学と横浜市立大学において多様な大学・専門分野

の教員や学生による実質的な連携体制が構築され、大学の枠を超えた多様な交流につながっている。

また、市町村や地元中小企業には、Mirai プロジェクトや「やまなし合同 JIBUN 説明会」などを通じ

て、企業と学生との交流・意見交換の機会となり、大学と地域企業の活性化にもつながっている。自

治体へのアンケートの結果はこの事業に対して 80%を越える満足度を得ている。 

クラウドファンディング「FAAVOやまなし」の運営と毎月の委員会開催により、平成 28年度は 636

万円、平成 29 年度は 313 万円の起案が成立した。地域雇用創出につながる新規事業の発掘や事業者

とのネットワーク構築の実績につながっている。 
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(COC+大学名: 信州大学, 事業名: 地域ニーズで就業力と地域定着志向と成長力を高めるキャリア教育)  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【事業の実施体制の構築】 
●長野県地方創生推進事業協議会の運営効率化
平成 28年度の就職支援、インターンシップ事業の成果と課題を踏まえ、平成 29年度は早期に対
策や拡充策を協議。各種事業を学生に周知する期間が延長され、広範に認知されたことで、各事
業への参加率向上や新規事業実施に繋がるなど、事業運営体制の効率化･強化を行った。

●育成する人材像
長野県総合 5か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0～学びと自治の力で拓く新時代～」で、郷学
郷就の産業人材育成・確保を目標に定めた。企業側の視点や人材育成のニーズと、大学における
教育や活動とのリンクを推進協議会の場で確認した。特に、人材育成プログラム構築専門部会で
まとめた「長野県中小企業の人材育成に関するヒアリング調査報告書」から、学生にとっては低
年次からのキャリア意識の醸成や大学での学びと実社会とのリンクが重要であることが確認さ
れ、事業内容にも反映された。

【中心となる取組とその成果】 
●事業協働機関による地方創生推進事業の推進
産学官連携事業として「信州産学官インターンシップ事業」「大学生海外インターンシップ支援事
業」を実施した。行政と大学間での双方の事情を把握し、学生や企業の参画拡充につながった。

●プレ･インターンシップ事業の拡充［ＣＯＣ＋大学、参加大学連携事業］
高年次インターンシップに対する意識を高めるため、低年次向けの「プレ・インターンシップ」
として地域で働く･暮らすことを自由に語るトークカフェ「しごとーーく」等を開始。これにより
学生は低年次から自身のキャリアビジョンや専門の意義、地域活動参加等を考える機会を持つよ
うになった。また、今までインターンシップの受入経験がない県内中小企業でも負担なく参加で
き、学生の考えや今後のインターンシップ受入を検討する機会に繋がった。

●eポートフォリオ（学びの履歴書）の利用拡大と改善［ＣＯＣ＋大学、参加大学連携事業］
キャリアマネジメントツールとして学生が日々の学習・課外活動等の記録をウェブ上の個人ペー
ジに記録する eポートフォリオシステムを授業ツールとして実装。新入生の 35%に相当する約 700
名の学生が利用を開始した。さらに COC+参加大学との携帯アプリ開発･共同利用を開始した。
また、インターンシップ実施先からのコメントやピアレビュー機能追加について検討を行った。

●ＣＯＣ＋大学におけるキャリア教育
これまで構築してきた地域活用型キャリア教育カリキュラムマップに基づき授業を実施し、課題
解決の実践的な知識・技能を獲得するための授業として、低年次を中心に受講者の増加がみられ
た。教育プログラム受講者数（入学生に対する割合）は、平成 28年度 872人（42.0％）から平成
29年度 937人（45.1％）に拡大した。学部との懇談会で、高年次においての専門教育につながる
キャリア教育とポートフォリオ活用について意見交換を行い、一層の普及を検討した。

●ＣＯＣ＋参加大学による地方創生推進事業（地域活用型キャリア教育、人材定着）の推進
長野大学主催の「インターンシップフォーラム」「学生サミット」では、企業と学生双方の情報交
換の機会ができ、地域企業への理解が深まる成果となった。松本大学が中心となり、松本市と連
携して既卒・新卒の卒業生のうち地域づくりに関する活動経験が十分にあり、卒業後も地元で継
続して地域づくりに関わる意志を持つ人材を「地域づくりインターン」として採用した。平成 29
年度は 4名（累計 11名）が採用され地域定着につながった。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み】 
●全学横断特別教育プログラムへの展開
専門性と実践力を持った高度キャリア人材を育成する「全学横断特別教育プログラム」を新たに
設置。地域資源の革新的活用や世界への発信力を持った人材育成分野として「ローカル･イノベー
ター養成コース」を開設。各学年 20名の選抜型副専攻で 1年次後期〜最大 4年次前期まで学ぶ体
制が整った。

【学内外への波及効果等】 
●広報活動の強化/情報発信の整備

COC+専用ホームページを開設し、事業概要や進捗を伝えるページを整備。今まで構築してきた地域
活用型キャリア教育カリキュラムや取組みについて情報発信ができ、複数進行する COC＋関連プロ
ジェクトのアーカイブも可能になった。企業のインターンシップ情報の直接入力を可能にするなど
データベースを再構築し、検索の際に県内企業の地域絞込みを可能にし、学生自身の目的に合わせ
た利用を検討しニーズに対応した利用環境が整備された。
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(COC+大学名：岐阜大学、事業名：岐阜でステップ×岐阜にプラス 地域志向産業リーダーの協働育成） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【運営】・統括事業推進コーディネーターの指揮監督のもと、ぎふ COC＋事業推進コンソーシアムの「運

営会議」を 1回、「幹事会」を 1回、「人材育成企画部会」を 7回、「連携・マッチング推進部会」を 3

回開催し、各大学の教育プログラムや参加大学共通プログラム、事業協働機関相互の連携体制等につ

いて協議した。こうした協議を踏まえ、事業協働機関間の緊密な連携のもと、同一水準の質が保証さ

れ、かつ各自の強み・特色を活かした教育プログラムを各大学が実施するとともに、大学の垣根を越

えてともに学び合う「参加大学共通プログラム」を企画・運営した。 

・平成 28年度の事業実績について、事業協働機関構成員を委員とする「評価委員会」の自己評価と、

産官学言の外部有識者による「外部評価専門委員会」の外部評価を実施し、ぎふ COC＋事業推進コン

ソーシアムとしての最終的な総合評価は「S」（計画を大幅に上回って実施している。）であった。

・岐阜大学地域協学センターでは、4月より専任の助教 1人を配置したほか、10月より新たに准教授

1人、助教 1人を配置した。これにより、地域協学センターの専任教員体制は教授 1人、准教授 1人、

助教 2人、特任助教 2人となった。また、引き続き事業協働機関である大垣共立銀行と十六銀行から

事業推進コーディネーターが 2人出向、県内自治体については岐阜県・岐阜市・高山市・郡上市に加

えて新たに中津川市の職員を地域コーディネーターとして委嘱する等、県内企業・自治体との連携を

より緊密なものとし、今後の事業を円滑かつ着実に実施するための体制強化を図った。 

・岐阜大学地域協学センターが専用に活動できる拠点（建物）を整備し、学生や地域・自治体・企業

等の関係者が対話し、議論を重ねる場であるフューチャーセンタールーム・地域協学サテライトを設

置するなど、今後の事業の展開・発展を見据えた環境整備を行った。 

【教育】・岐阜大学においては、平成 28年度より COC 事業の「次世代地域リーダー育成プログラム」

に組み込む形で「産業リーダーコース」を実施し（文部科学省「戦略性が高く意欲的な目標・計画」

認定）、平成 29年度は目標（15人修了）を上回って 18人がプログラムを修了、「ぎふ次世代地域リ

ーダー」の称号を授与された。また、地域協学センターに運営事務局を置く形で事業協働機関である

岐阜県が推進している「産学金官連携人材育成・定着プロジェクト」と連携して、学部専門教育と連

動した工学部機械工学分野（「機械工学創造演習」等）を「産業リーダーコース」内に設置し、全学

的にプログラムを展開した。このような教育プログラムの成果及び育成された人材の能力が評価さ

れ、「平成 29年度第 2回羽島市職員採用試験（自己推薦 A）」（採用 3人）において、次世代地域リ

ーダー育成プログラムの修了及び称号授与が採用時の評価対象となり、今後の雇用創出、地元就職率

向上が期待できる。 

・COC＋参加校も共通の目標・ステップに基づく、かつ各大学の強み・特色を活かした教育プログラ

ムを実施し、13人がプログラムを修了した。平成29年度のプログラム修了者は全体で31人（平成28年

度からの累計39人）となり、地域産業の活性化に貢献できる人材育成・輩出に寄与することができた。 

【共通（参加大学共通プログラム）】・地元企業をより深く理解するための「企業見学会」（8回開催、

62社、167人参加）、「合同企業説明会」（42社出展、105人参加）、地域・産業界の課題解決に大学混

成チームで取組む「サマースクール」（於：西濃圏域 5大学 50人参加）、企業に対する学びの成果発

表の場である「企業向け成果発表会」、県内高校生の地元大学進学への意欲向上を目指す「高大連携

事業」（テレビ会議システムを活用した岐阜県商工労働部及び岐阜県教育委員会、各務原市等との連

携による宇宙工学講座：16 校 34 人参加、岐阜県教育委員会との連携によるスーパーハイスクールセ

ッション：9校 30人参加等）を実施した。 

・次世代地域リーダー育成プログラム修了証等授与式と同時開催で、「地域活性化の中核拠点を目指

して」をテーマとしたシンポジウムを開催し、事業の成果を学内外に発信した（平成 30年 3月 23日 

約 120人参加）。 
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（COC+大学名：静岡大学、事業名：静大発“ふじのくに”創生プラン ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

（COC+大学における教育改革） 

〇教養教育改革－地域志向科目の拡充、キャリア形成科目の必修化 

平成 29年６月に県内有力企業で構成する「I LOVE しずおか協議会」（約 460 会員）と連携協定を

締結し、地元企業と連携した PBL型科目「地域連携プロジェクト型セミナー」など新規科目の開発を

行った結果、地域志向科目数は平成 26年度 10科目から 29科目へと約 3倍の増となった。平成 30年

度入学者からの「地域志向科目」の選択必修、「キャリア形成科目」の必修化を決定し、必要な準備と

体系化に向けた研究検討を進めた。 

〇新たな教育プログラムの開設－地域創造学環、地域づくり副専攻、産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

平成 28年度に開設した全学学士課程横断型教育プログラム「地域創造学環」（定員 50）の学年進行

を着実に進めた（志願倍率は平成 29 年度 4.84、平成 30 年度 4.60）。平成 29 年度に地域創造学環以

外の学部学生が学環の科目を学修できる「地域づくり副専攻」（定員 50）を新設した。大学院段階で

は、平成 30 年度から修士課程学生を対象に地元企業に派遣する長期インターンシップや PBL 型科目

等で構成する「産業イノベーション人材育成プログラム」を新設することとし、必要な準備を進めた。 

〇学生主体の地方創生－ﾌｭｰﾁｬｰｾｯｼｮﾝ、地域連携応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、地域課題解決支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 学生がファシリテーターとなり、地域の社会人・学生らと地域課題等を議論する「フューチャーセ

ッション」を 13回実施した。学生が取り組む地域連携活動を支援する「地域連携応援プロジェクト」

（13 件）、学外から地域課題を公募し学生等が地域と協働して課題解決に取り組む「地域課題解決支

援プロジェクト」（42件）を引き続き実施した。 

（インターンシップ・地元就職支援）

インターンシップ支援を中心に取組を進めた。学生（1・2年生）向け「ワークラリーしずおかイン

ターンシップ」説明会等（延べ 17 回、企業等 250 社、参加者 921 名）、「インターンシップ・就職相

談カフェ」（４会場、参加者 198名）、地元企業情報サイト「インターンシップ＠しずおか」の登録促

進等の継続事業を拡充・実施した。新たな取組として、静岡県との連携による地元企業等の魅力を紹

介する「地域の魅力発見相談会」（12市町参加）、インターンシップ出張相談（電気通信大学、愛知学

院大学）、(一財)静岡経済研究所との連携による内定学生のインタビュー調査等を実施した。 

（研究・雇用創出） 

静岡県が進める新産業集積クラスター構想と連携しつつ、共同研究の発掘及び新産業の創出に向け

て、ニーズ・シーズマッチング活動を行った。特にフォトン（光・電子）分野においては、大学発ベ

ンチャー企業への支援に努めた結果、２社から計 16 名の雇用を創出した。

（事業成果の発信・公開） 

新たに採用した COC+学生編集の冊子、ポスター制作など学生向け広報を拡充した。平成 30 年２月

に静岡大学、静岡県立大学、静岡英和学院大学、常葉大学の学生が活動報告する「地域教育・研究フ

ェア」を静岡駅スクエアで開催した（来場者約 500名）。 

（補助期間終了後の継続発展に向けた取組－地域創造教育センター） 

平成 29年 10月に、COC+の補助期間終了後も事業を継承・発展させる組織として、COC+大学に「地

域創造教育センター」を新設した。 
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（COC+大学名：三重大学、事業名：地域イノベーションを推進する三重創生ファンタジスタの養成）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【実施体制の整備】 

・三重大学では、平成 28年度に「地域創発センター」を改組し、「地域人材教育開発機構」を設立、

その中で地域創発部門として COC+を推進している。平成 29年度は、専任教員 1名、特任教員 2 名、

地域活性化推進コーディネーター2名の体制で、事業協働機関とともに事業を推進した。また、教育・

COC+担当副学長、学生総合支援・インターンシップ担当副学長を新たに置き、COC+における教育プロ

グラムの検討とインターンシップ増加や県内就職率向上を役割分担して実施できる体制を整えた。 

・事業協働機関相互の連携を図る「教育プログラム開発委員会」直下の分科会については、数値目標

や情報発信について検討する第 1分科会、各高等教育機関の教育プログラムの構築を検討する第 2分

科会、産業界の目線を取り入れた教育プログラムやインターンシップ等について検討する第 3分科会

の 3つの分科会に、平成 29 年度再編した。 

・事業協働機関については、参加校としてユマニテク短期大学、参加企業として (株)ドリームエー

ジェント、三重県中小企業家同友会、(一社)わくわくスイッチの追加を決定し、体制を強化した。 

【事業概要】 

＜教育プログラム＞ 

・三重創生ファンタジスタ(ベーシック)資格を 9校で実施、平成 30年度からは 10校で実施する。

・三重大学内で協議した結果、三重創生ファンタジスタ資格認定副専攻コースにおける対象授業科目

を 36追加し、計 258の授業科目（うち 43の授業科目は全学部開放科目）とした。学部横断的に学生

が学べる機会が増え、より資格の取得を目指しやすくなった。 

・三重大学における協力教員の増加により、生物資源学部専門科目として平成 29 年度に開発された

「自然環境リテラシー学」を、平成 30 年度から開講し、県内全高等教育機関にも単位互換科目とし

て開放することとなった。また、事業協働機関からは、四日市大学から 3 科目、高田短期大学から 4

科目をそれぞれ単位互換科目として相互開放することとなった。 

・三重創生ファンタジスタ専任教員が、座学の授業「三重の歴史と文化」「三重の産業」、PBL 型集中

講義「食と観光実践」「次世代産業実践」「医療・健康・福祉実践」の計 5科目を実施した。3つの PBL

型集中講義ではルーブリックを導入し、学生の成長を可視化した。特に「医療・健康・福祉実践」で

は、「協働活動の実践」の力において、学生の成長を確認できた。また、3つの PBL型集中講義には、

三重大学以外の 6つの高等教育機関の学生 13名が受講し、地域における学生間の交流が進んだ。 

・平成 30年度新規開講授業「地域発見型インターン」「三重の地場産業」を開発した。

・県内全高等教育機関で地域志向の授業や学びを学生に提供できるよう、新たな地域志向授業の教授

法であるトランス・ラーニングや地域について学ぶことができる教材を開発した。 

＜イベントの実施＞ 

・地域で働くことの意義を考える機会を作るため、三重大学、四日市大学、皇學館大学で、県内の若

手社会人を招き交流する「Jobキャラバン」を実施し、87％以上の参加学生が満足したと回答した。 

・平成 29年 11 月 26日に COC+シンポジウム「地域イノベーションを推進する三重創生ファンタジス

タの養成～明日(みらい)のファンタジスタの現在(いま)～」を開催、県内外から 232名が参加した。

＜入口・出口戦略＞ 

・高校生向けの三重創生ファンタジスタ啓発チラシを作成し、県内 14高校に約 2,500枚を配布した。 

・みえリーディング産業展に出展し、県内企業に三重創生ファンタジスタ資格の周知を進めた。

・県内企業向けに「インターンシップ受入れセミナー」を開催し、理解を深めてもらった。

＜補助期間終了後の継続発展に向けた取組＞ 

・後継組織である高等教育コンソーシアムみえにおいて、三重県からの事業受託（1,400 万円規模）

や、平成 30年度からの専任コーディネーターの雇用の決定等、自立化に向けた動きを活性化した。 
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（COC+大学名：京都工芸繊維大学、事業名：北京都を中心とする国公私・高専連携による京都創生人

材育成事業） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

○本事業の目的 本事業では①京都府北部に人材育成拠点を設置、理工系人材及びサービス経営人材

を輩出し地元に定着させること、②府全域において大学卒業後に地元で就職し地域産業を支える若者

を増加させること、という双方の取り組みを通じて京都府の地域活性化を図ることを目指している。 

○事業の実施体制の構築 COC+大学である京都工芸繊維大学は、COC+参加校の京都府立大学、京都学

園大学、舞鶴工業高等専門学校、京都文教大学及び京都大学との連携のもと、インターンシップや地

域課題解決型授業等の推進、地域企業等への就職支援を進めてきた。京都府及び府下の工業系・商工

系経済団体を含む 10機関の事業協働機関に加えて、平成 29年度に宇治商工会議所が参画し、事業推

進における合意形成を図る「京都 COC+実行本部」及び、地域志向教育プログラム開発のための「教育

プログラム開発委員会」において意見交換や事業への人的・物的・財政的支援に関する協議を進めた。 

○COC+大学を中心とする京都府北部での人材育成の取り組み 〔地域創生 Tech Program〕府北部の

人材育成拠点である京丹後・福知山キャンパスを利用し、地域課題導入セミナーを実施した。平成 30

年度後期からの長期インターンシッププログラムに向けた府北部企業との調整を進め、平成 29 年度

中に 30社の内諾を得た。府北部企業の海外拠点での海外インターンシッププログラム開始に向けて、

学長と担当職員が府北部企業のタイ国事業所を訪れ、受入れ体制の整備とともに、綾部工業団地振興

センター及びキングモンクット工科大学と協定を締結した。〔就職フェア〕事業協働機関である商工

会議所との連携により、就職フェアへ府北部から 19社（昨年度 5社）の参加を得た。 

○COC+参加校との連携による京都府全域での人材育成の取り組み 京都府立大学、京都学園大学、舞

鶴工業高等専門学校は、それぞれの専門分野を生かした地域公共人材資格の創設や、地元企業・農家

と共同で食品開発・新種苗開発を行う新センターの活用、地域企業・自治体等の協力による地域志向

教育プログラムの開発など、地域ニーズに対応する理工系人材やサービス経営人材の育成を進めた。

平成 28年度から宇治市を拠点とする京都文教大学が事業へ参画し、さらに平成 29年度から宇治商工

会議所が参画したことで、府南部地域においても、若者の地元定着に向けた取り組みを進めることが

できた。COC+大学及び参加校は全体会議に加えて 4回の連絡会を実施し、教育プログラムの進捗の確

認、情報交換や協働事業の企画を行った。上述の地域課題導入セミナーにおける福知山キャンパスで

の最終プレゼンテーションには、参加校の教員と学生が参加し、活発な質疑応答を行った。これを踏

まえ平成 30年度には 5校共同の PBLの試行を計画している。 

○その他平成 29年度の代表的な取組「COC+フォーラム in舞鶴」を開催し、ポスターセッションでは

各校の教員や学生が取組みの紹介を行った。また事業協働機関の意見を反映し、COC+大学の COCウェ

ブサイトに参加校の取組みを掲載し、各校ごとに記事をまとめて閲覧できるように改善を行った。京

都工芸繊維大学京丹後キャンパスを利用した京都文教大学の京丹後企業見学ツアーや、参加校の学生

にも開放して実施した京都工芸繊維大学の就職フェアなど、各校間での相互協力が進んだ。 

○取組の成果 事業協働地域就職者数は、目標を上回る人数を達成することができた。特に本事業で

注力している府北部地域における就職者数は、現時点ですでに最終年度の目標値を上回った。また、

インターンシップ参加者数については毎年各校が目標値を大きく上回る人数を達成している。平成 28

年度から各校で地元企業インターンシップ参加を地元就職につなげることに注力しており、平成 29

年度に一定の成果が表れてきた。 

○補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み

COC+大学では、平成 28 年度に地域創生 Tech Program 担当教員 2 名、さらに平成 29 年度に専門員 2

名を新たに配置した。補助期間終了後にも取組みを継続するための体制整備として、京都府、綾部市

と COC+大学の共同運営による「北部産業創造センター」（綾部市）の設立準備を進めた。平成 30年度

から同センター内に府北部企業での経験が豊富なコーディネーターを 1名配置する予定である。 
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（COC+大学名：滋賀県立大学、事業名：びわ湖ナレッジ・コモンズ＋ ～地と知で拓く滋賀の創生～） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．事業の実施体制の構築 

ＣＯＣ＋大学にＣＯＣ＋推進コーディネーター２名（教育担当１名／就職担当１名）、エリア・

コーディネーター２名および事務補助員２名を、ＣＯＣ＋参加校に事務補助員をそれぞれ１名配

置し、関係教職員等と連携した補助事業の推進を行った。また、ＣＯＣ＋参加６大学、滋賀県、

経済団体等による「近江地域共育委員会」を組織し、主に教育について議論する「６大学連携部

会」と主に地元就職促進について議論する「若者定着部会」の２つの部会を設置し、両部会での

議論を中心に連携・協働を展開している。 

２．中心となる取組 

（1）近江楽士（地域学）副専攻「ソーシャル・アントレプレナー（ＳＥ）コース」の実施 

（2）ＣＯＣ＋大学およびＣＯＣ＋参加校における地元志向教育の実施 

（3）就業体験 15日間以上の中期インターンシップの実施 

（4）ＣＯＣ＋参加校における学生の地域活動「近江楽座」の実施 

（5）大学・学生と中小企業の交流機会の提供 

（6）大学によるアイデアコンテストの実施 

（7）「Startup Weekend Shiga@滋賀大学彦根キャンパス 2017」の実施（滋賀大学） 

３．取組の成果 

・学生が、高い専門性や俯瞰的に物事を見る能力を身に付け、地域での実践活動を通して現実に

起こっている諸問題に新たな視点で取り組み、変革する能力と態度を養成した。

・ＣＯＣ＋参加校がＣＯＣ＋大学の成果を取り入れつつ、それぞれ特色ある地元志向教育を展開

することで、滋賀県立大学のＣＯＣの成果が県域に波及し、学内外における実践的な学びと経

験を得られる機会が拡大している。

・近江楽士（地域学）副専攻「ソーシャル・アントレプレナーコース」でのビジネスシミュレー

ションや県内企業関係者等を講師に迎えた実践的な教育を行うことで、学生の地元志向を高め

ている。 

・ＣＯＣ＋参加大学や滋賀中央信用金庫との共催による「大学によるアイデアコンテスト」や滋

賀大学の起業体験イベント「Startup Weekend 滋賀・彦根」を実施することで学生の起業マイ

ンドを醸成し、教育面での効果も上がっている。

４．補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み 

 学外との連携体制として、本事業を通じて、ＣＯＣ＋参加校、地方自治体、産業・経済団体、

金融機関等の多様な関係機関との強固なネットワークを構築しており、補助期間終了後も事業を

継続的かつ発展的に実施することが見込まれる。 

５．学内外への波及効果 

 本学ＣＯＣ＋事業の積極的な情報発信の成果として、滋賀中央信用金庫、関西アーバン銀行や

滋賀銀行といった金融機関から、事業連携にかかる提案が寄せられ、より効果的な取組の実施に

向けて共同体制の拡充を図ることができた。具体的には、滋賀中央信用金庫との共催による「大

学によるアイデアコンテスト」の実施の結果、国(近畿財務局)を巻き込んだ企業と学生の交流イ

ベントの実施や学生による研究成果の事業化への動きが見られた。また、滋賀経済同友会や関西

アーバン銀行との包括連携協定の締結、県内６つの金融機関の事業協働機関への参画などの波及

効果が得られている。 
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（COC+大学名：神戸大学 、事業名：地域創生に応える実践力養成ひょうご神戸プラットフォーム ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

事業の実施体制の構築 

平成 29 年 7月 18日に「第 3 回ひょうご神戸プラットフォーム協議会」を開催し、事業方針や年度計画、予

算に関する協議を行った。平成 30 年 2 月 13 日に「第 3 回 COC＋推進委員会」を開催し、事業についての

総括を行った。引き続き正副の統括及び 5 領域ごとにコーディネーターを雇用・配置し、年 16 回のコーディ

ネーターミーティングをもつことで教育プログラム等事業実施の進捗を図った。平成 29年 6月 29日には外部

評価委員会を実施し、本事業への評価・提言を踏まえ改善に努めている。 

中心となる取組とその成果 

①地域理解基礎カリキュラム

本学ではこれまで、地域を志向した科目を多数開講してきたが、これらを「地域志向科目」として指定し、1,2

年生向けの地域理解基礎カリキュラムを整備した（全学共通授業科目：29 科目）。特に、29 年度後期からカリ

キュラムの核として「ひょうご神戸学」及び「地域社会形成基礎論」（各 1 単位）を新たに開講した。講義内容

は、これまで地域で培われてきた「社会知」と大学で実践してきた「専門知」をクロスさせながら、地域の現状と

課題を多面的に学習できるよう、各分野の専門家や事業協働機関から講師を招いている。新規科目の開設

により、地域志向科目の履修者を増加させることが可能となり（履修者数：28 年度 1,291 名、29 年度 3,339

名）、地域社会に対する総合的な理解の上に専門性が身につく教育プログラムの整備と普及を進めた。 

②アクティブラーニング科目数の増加

アクティブラーニングを組み込んだカリキュラムの形成にも積極的に取り組んだ。29 年度から、理系学生の

県内中小企業に対する理解を目的とした「工学系・課題解決型アクティブラーニング」を、また、子育て高齢

化対策領域で「作業療法フィールド実習」を新たに開講した。インターンシップ型プロジェクト「実践農学」や

「Ｍラボ課題解決ラボ」も 28 年度に引き続き実施した。特に、「M ラボ課題解決ラボ」では、学生による提案が

実際に商品化されるなど大学と企業が連携して取り組んだ成果が現れている。さらに、実践農学等の履修者

からなる地元密着型学生サークルの学生が、篠山で地域活動をおこなったのべ人数は、年間 1,500 人にの

ぼり、こうした活動を経験した卒業生３名が新たに就農等に取り組むなど、地域をフィールドにした教育研究

が実際に学生の地元定着につながることが成果として現れつつある。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組  

地域連携推進室やキャリアセンターに専任の特命教員を配置することで、本事業で整備した教育プログラム

や事業を維持することが可能となっている。また、①地域をフィールドにしたアクティブラーニングは、事業協

働機関の支援を受けながら実施していること、②本事業により強化された事業協働機関での役割分担機能を

活用し、各々の人的・物的資源を結合したコストシェアを図ること（講師派遣・教材執筆協力・施設提供等）、

③地域活性化に向けた共同研究補助金や民間財団等の外部資金、企業や市民からの寄付金など外部資金

獲得の強化により（COC＋事業先の自治体からの人件費（特命教員）支援等）、補助期間終了後も継続的に

プラットフォームの枠組みや事業面、資金面の継続性を担保することに努めている。 

学内外への波及効果  

学内では各研究科での FD 活動（計 12 回）により本事業の周知を図り、専門科目を含めた地域志向科目

の指定に関して全学的なコンセンサスを得ることができた。事業協働機関とともに多様なシンポジウム等（計

16 回）を開催するなど具体的な取組を展開することで事業成果を発信し、事業協働機関や参加者間でのネ

ットワーク形成に寄与した。また、地域志向科目での利用や地域住民などによる本事業の成果活用に役立て

るため、5 つの領域ごとに地域課題やまちづくりについて学ぶための「地域づくりの基礎知識」シリーズの刊行

を進めており、29 年度は『地域歴史遺産と現代社会』及び『子育て支援と高齢者福祉』の計 2 冊を神戸大学

出版会から刊行した。その結果、地域課題解決に資する人材育成のための教育プログラムを実施する全国

の大学への成果還元と教育の質向上に資するとともに、広く社会への発信が可能となった。 
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（COC+大学名：奈良女子大学、事業名：共創郷育：「やまと」再構築プロジェクト） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【体制の整備状況】 

平成 29 年度は、学生が「奈良に関心を持つ」ための 3 校の教育プログラムと「奈良で働く」就職

支援プログラムの整備を充実させた。やまと共創郷育センターは COC+事業を総括し PDCA サイクルを

機能させた。事業の成果は、シンポジウム等を通じて社会に発信し、自己評価ならびに外部評価、事

業協議会、満足度調査等を受け事業内容の分析評価を行い、事業内容の改善・充実を図った。 

【環境整備状況】 

奈良女子大学は、奈良県十津川村に「十津川地域活動センター」を設置し、奈良県南部地域におけ

る教育・研究の活動拠点は計 3か所となった。サテライト設置自治体における地域の課題や活動成果

等は学内の木工作品展示場等を通じて紹介した。また、地域志向科目の学内周知のためリーフレット

を作成し、全学生、全教職員に配布した。奈良工業高等専門学校は、5 つの「地域共創研究クラスタ

ー(福祉ロボット、医工連携、スマートシティ、農工連携、環境)」が其々掲げたテーマの実現に向け、

関係する県内企業、自治体等と連携し研究開発を進めた。奈良県の林業復興に向け、「間伐材イノベー

ション構想」を提起し、関連自治体、林業関連企業と議論をスタートさせた。奈良県立大学は、ピア・

キャリア・サポートシステムの構築を完了させ、学生が自主自立的かつ持続的に発展させるための学

生指導・就職支援を行った。 

【地域創生・教育プログラム開発】 

教育プログラム開発委員会連絡会を開催し、事業協働機関からのニーズを取り入れた地域志向科目

を開講した。また、COC+3 校間で地域志向科目の受講を可能にするために、単位互換に関する覚書を

締結した。奈良女子大学は「なら学+（プラス）」を参加校や事業協働機関と連携して新規開講し、県

内経済・産業政策に関する多角的な視点を養った。地域志向科目 29 科目のうち、PBL科目を 16 科目

開講した。下市町サテライトを利用した PBL科目では、社会学や地理学の調査法によって地域の現状

を分析し、課題解決の方法を学んだ。下市町、吉野杉箸商工業組合等と共催した箸袋コンテストの実

施など連携を深め、地域課題の解決に向けた企画・実践型の授業を展開した。奈良工業高等専門学校

では、「地域創生マインド養成教育プログラム」を平成 29 年度 6 科目実施し、学年進行と共に順次

履修していくことで地域創生意識を涵養していく教育プロセスを作り上げた。奈良県立大学は、平成

28年度からの「働くナラ・プロジェクト」を継続・発展させ、奈良で働く企業等から県内就職に関す

るインタビュー、成果報告会を開催した他、県内企業の経営者や近畿財務局職員等を招いた講座を開

催した。また、「企業が求める人材像」についてアンケートを実施し、企業・学生間とのギャップや相

関関係を明らかにさせて教育プログラムに活用した。 

【就職環境開発】 

県内就職者を増やすために、COC+3校合同で「COC+3校合同会社見学会」「女子大学生ﾜｰｸ＆ライフ

EXPO」「バスで行く COC+3 校合同県内企業見学会」を開催した。学生生活課就職係と県内就職動向に

ついて情報を共有し、「県内企業並びに県内自治体 OG との交流会」「県内企業と奈良女子大学との

交流会」「県内自治体の魅力を知るセミナー」等を積極的に実施した。奈良工業高等専門学校は、奈

良県雇用政策課と連携し、卒業生の奈良県への再就職を支援していく仕組みを構築した。 

【COC+事業成果の社会への発信】 

平成 29年度事業実施報告書を全国約 800機関に送付し、HPを通じて事業成果を随時発信している。

特に、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）シンポジウム 2018‐奈良からの刺激、

奈良への発信」において事業成果と 3校の学生による地域活動取組 5事例を発表した。学生によるこ

れらの報告発表等は、県内企業側への大学生新卒採用・受入に係る意識変革を促した。  

また、地域志向科目の成果として、奈良の木造形演習報告書、歴史学実習冊子及び十津川村谷瀬案

内マップ作成、下市町、十津川村を紹介するフォトブック等を作成した。 
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（COC+大学名：和歌山大学、事業名：わかやまの未来を切り拓く若者を育む“紀の国大学”の構

築 ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

○ COC+事業の推進体制構築

◆COC+事業の推進体制

紀の国大学協議会（平成 29年 4月開催）にて平成 29年度の事業推進体制を整え、COC+大学である

和歌山大学の COC+推進室に配置された COC+推進コーディネーター3 名及び教育プログラム開発担当

者 3名が中心となり、事業全体を実施した。 

○中心となる取組と成果

◆「わかやま」学群の充実

「わかやま」学群の科目構成を地域志向科目として見直し、平成 28年度の 11 科目から、平成 29年

度は 12科目へと授業を充実させた。 

◆わかやま未来学副専攻の充実と単位互換制度の運用

わかやま未来学副専攻科目である、「地域協働セミナー」、「地域協働自主演習 I・II」に、事業協働

機関である和歌山県、紀陽銀行のほか、地域で活躍している企業等から延べ 25 人を学外講師として

招き講義の充実を図った。また、単位互換制度を平成 29年度も実施した。 

◆COC+推進コーディネーターの取組

わかやま志向の学生を認定する、紀の国大学「わかやま未来創造人」制度を紀の国大学全体の取り

組みとして策定し、平成 30 年度より運用することとした。また、学生創業の拡充のため、創業をめ

ざす学生グループを立ち上げたほか、和歌山大学同窓会の協力を得て、学内のビジネスプランコンテ

ストに、「わかやま創生プラン部門」を設立した。

○補助期間終了後の継続発展に向けた取組

◆紀の国大学認定制度

本認定制度で各教育機関に在籍する地域志向の学生を認定し、それをもって修了した学生が地域で

就職し活躍することで、次年度以降認定された学生の地域就職、地域定着が容易になるという好循環

を意図している。 

◆わかやま未来塾（単位履修制度）の検討

和歌山県に戻りたいと希望する若者をリカレント教育する、「わかやま未来塾」を平成 31年度から

実施するために、既に和歌山で創業・定着した方々から、聞き取り調査を行った。 

◆地域協働教育専門部会の設置

平成 30 年度に和歌山大学クロスカル教育機構推進会議の下に地域協働教育専門部会を設置し、事

業の継続発展について検討することとした。 

○学内外への波及効果等

◆広報用ホームページ・リーフレット・中間事業成果報告書の作成

紀の国大学 COC+広報用ホームページを平成 29 年度も引き続き運用した。さらに広報リーフレット

を発行し事業を広報した。また、中間事業成果報告書をホームページおよび、COC+ポータルに掲載し、

広く一般に公開した。 

◆紀の国大学シンポジウム

平成 29 年 11 月に紀の国大学シンポジウムを開催した。県内企業、自治体から 182 名の参加があ

り、ポスターセッションでは多数の自治体や企業の交流を通じて連携の場を強化することができた。 

◆自治体との連携

平成 28年 6月に田辺市と締結した包括連携協定により、平成 29年度は「わかやま未来学Ｂ」の授

業へ田辺市長に登壇いただいた。さらに、平成 30 年度には連続講座の実施、新規の長期インターン

シップ受け入れへと発展させる。
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（COC+大学名：岡山県立大学 、事業名：地域で学び地域で未来を拓く‘生き活きおかやま’人材育成事業 ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．事業の実施体制の構築 

①COC+推進協議会：6月開催。事業協働機関全体で年度単位の事業計画、予算、成果等を審議。

②COC+推進本部会議等：COC+大学で 11回開催。事業の計画、企画等を審議。

③外部評価委員会：7月開催。外部委員による事業の評価を行い、評価結果を以降の事業に反映。

④地域連携教育担当特任教員：COC+大学で新たに 1人雇用。教育改革分野の円滑な取組に従事。

２．中心となる取組、取組の成果 

（１）教育改革

①「地域再生実践論」「地域協働演習」の新規開講：2 年次生を対象とした選択科目。「地域再生実践

論」は 113人、その内の半数以上の学生を含む 64人が「地域協働演習」を履修。「地域再生実践論」

受講者を対象としたアンケート結果では、約 85%の学生が“社会活動への参画の必要性を認識した”

と回答し、副専攻開設の効果あり。

②長期インターンシップの開講準備：30年度開講予定。自治体対象の「地域インターンシップ」は岡

山県をはじめ、総社市、笠岡市及び備前市など 6地域を確保。総社市のインターンシップ受講生を

対象として、通常の 2週間に 2週間を追加した計 4週間の長期インターンシップ（計 4週間）を試

行し課題を抽出。

（２）域学連携

①「コモンズ公開講座」：9 件のテーマを設定。総社市で 7件、備前市で 4件、笠岡市で 2件、真庭市

1件を実施し、延べ 777人の参加者。地域創生コモンズの活用を促進。

②地域創生コモンズツアー：4 回開催し学内及び参加大学から延べ 93 人の参加。地域創生コモンズ

PRによる利用を促進。

③各自治体での活動：自治体ごとで設定した重点テーマの実施。①子育て支援・学習支援、②高齢者

健康増進支援活動、③食・アート・ICTによる教育支援活動、④まちづくり・まちおこし支援活動

（３）産学連携

①産業振興：「低価格米粉製造法」の確立による、米粉 100%の麺及びカレールウの商品化。デジタル

エンジニアリング等の共同研究の推進。中小企業経営者セミナー、津山デザインカレッジの開催、

岡山県立大学協力会の設立による県内企業と行政機関による組織的な産業振興に向けた体制整備。 

②雇用促進：雇用マッチングシステムの試行を行い開発を完了、71社の登録企業を確保。長期インタ

ーンシップの企業対象の「エンジニアリング演習」について新規開拓により 33 社を受入れ機関とし

て確保。

３．補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み 

①自治体との包括連携協定の締結：従来からの 4市に加え、岡山市・赤磐市との間で締結。より幅の

広い継続的な協働事業の実施体制を構築。包括連携自治体との事業継続に向けた資金面を含む協議。 

②大学コンソーシアム岡山：代表者会議において、補助期間終了後の継続的な取り組みについて提案

今後、実施に向けて協議。

４．学内外への波及効果 

①教育改革：副専攻「岡山創生学」受講生が、学生主体のボランティア団体へ参加し積極的に活動、

本学を代表して公立大学協会主催のイベントで成果発表等の実施。

②域学連携：自治体ごとにテーマ設定した活動成果を受けた他地域での展開。COC+大学及び参加校と

の連携した取組の実施。

③産学連携：中小企業経営者セミナーの継続。真庭市（H28）、備前市（H29）、笠岡市（H30予定）。

④その他：赤磐市、津山市、瀬戸内市、新庄村等、事業協働機関以外の自治体からの申出による協働

事業の実施等、本事業の事業協働地域全体への普及促進。
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（COC+大学名：広島市立大学、事業名：観光振興による「海の国際文化生活圏」創生に向けた人材育成事業） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

H28年度において各取組項目の基盤づくりを行い、H29年度は、事業を安定的に推進するとともに、

さらに積極的に事業の拡充や新規展開に取り組んだ。 

１ 教育カリキュラムの整備・推進 

COC+教育カリキュラム「地域貢献特定プログラム」の科目数を 9科目追加して全 23科目に拡充し、

延べ 1,167人が履修した。プログラムの中心となる「地域課題演習」を新規に開講し 6つのテーマ(地

域)において 60 人の学生が地域課題に取り組み、74％が地域への関心を高めた(教員も全教員の 1 割

の 21人が参加)。新たに「地域再生論入門」「地域再生論」「観光情報学」を開講するとともに、H28年

度開講の「広島の観光学」の履修学生数を増やし授業満足度を向上させた。プログラムの全学共通系

科目 4科目の受講後の科目別アンケートにおいて約 6割から 9割の学生が地域への関心を高め、地域

志向マインドの醸成に効果があった。参加校との単位互換を、6校から 17科目提供して開始し 3校 7

名の履修があった。事業協働機関であるマツダ㈱による寄付講座「マツダ・芸術学部共創ゼミ」を新

しく開講し、18人が業界の第一線のデザイナーの指導を受けた。COC+フォーラムを H30年 1月に開催

し 90 人が参加し「関係人口」をキーワードに若者と地域との柔軟な関わり方について考える機会と

した。FDSD研修を 2回開催し、参加校である広島経済大学の先駆的な地域教育プログラムの実践方法

を学んだ。本学のインターンシップの受入れ企業数、参加学生数のいずれも増加した。取組項目につ

いて概ね計画に沿って実施した。 

２ 観光関連データベースの構築 

H29 年度においてデータベースの構築を概ね終了した。コンテンツは観光地施設、イベント、パン

フレット、画像、音声、ＳＮＳ(ブログ・ツイッター・YouTube)であり、総数約 60万件を集積した。

このデータベースを用いて、「観光情報学」の講義での活用や、「地域課題演習」での学生による行動

情報の収集を行った。実用的な調査として、しまなみ海道での観光サイクリストの行動情報の収集や

岩国市での観光客の動向調査を実施し、データベースに登録した。また、H30 年度における公開・運

用の準備として操作マニュアル等の検討を行った。取組項目については概ね計画に沿って実施した。 

3 観光振興を目的とした教育研究事業の立案・推進 

学生による芸術作品の制作展示により観光振興や活性化を行うアートプロジェクト「広島ニュート

ラベル」を、参加校や自治体と協働し、実施地域を５地域に拡大して 10 件のプロジェクトを展開、

延べ 3,253人の来場者があった。地域での教育研究事業を効果的に進めるため、学生や教員の活動の

拠点として、広島市中区基町において、新たに空き店舗を学生が改修し、展示交流スペース「M98

〈join〉」を設けた。廿日市市宮島においては町家を補修した「サテライトハウス宮島」の開設記念展

を開催し(6 月)本格的な活用を開始した。参加校による協働研究事業を進め、8 校において観光に関

する調査、地域講座の開催、地域活性化や支援に関する活動を実施した。また、参加 6大学と比治山

大学が合同して、広島地域では初めての観光に関する学生の研究・活動発表会を開催し連携を深めた

(参加教員・学生 88 人)。学内の研究資金 COC+研究枠や社会貢献プロジェクトにより、教員の地域研

究の促進や社会貢献活動への支援を行った。新たに高校生の地域内進学を促進するサテライト講座を

柳井市において開講した。取組項目については概ね計画に沿って実施した。 

４ 事業運営（実施体制の整備等)  

事業協働機関として(一社)しまなみジャパンが新たに加わり(現在文部科学省において協議中)、全

67機関となった。また、事業の一部を協力する大学として比治山大学が参加した。協働協議会の全体

会議や連絡会議、教育プログラム開発会議を開催するとともに、学内において学長も加わった事業運

営部会や事業別のワーキング会議など数多く運営し円滑に事業を進めた。担当する教員について事業

協働地域調整担当、教育研究担当など 6教員による推進体制を継続した。専用ホームページによる情

報発信、ニュースレターの発行なども適宜行った。取組項目については概ね計画に沿って実施した。 
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（COC+大学名：鳥取大学、事業名：学生と社会の相互交流による人材育成・地元定着促進プログラム）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

（ＣＯＣ＋大学） 
・学長を最高責任者とする従来の「地（知）の拠点整備推進委員会」と併せ、参加校の学長等も参画
する「地（知）の拠点大学による地方創生推進委員会」を開催した。また、「地（知）の拠点大学に
よる地方創生推進室」の内部組織であるキャリア支援部門の人員を 4名増強し、地元定着を促進す
るための体制を強化した。

・事業の改善を図るため評価会議及び外部評価委員会を開催し、事業の課題及び目標達成に必要な取
り組みを明らかにし、平成 30年度の活動計画に反映させた。

・県内産官学組織の代表者により構成する「とっとり地域志向人材育成・定着イニシアティブ会議」
を 1回、実務者による幹事会を 5回開催し、産業振興等人材の育成・定着に資する協議を行った。

・県内の 4高等教育機関間で単位互換包括協定を締結し、単位互換科目履修案内を公表した。また、
教育プログラム開発委員会を 8回開催し、地域創生推進プログラム、カリキュラムマップ、大学間
の単位互換、遠隔講義システムの利用等について協議を行った。

・平成 29年度以降に入学する全学生に対して地域志向科目を選択必修化した。また、平成 30年度に
運用を開始する地域創生推進プログラムの修了要件を策定するとともに、地域志向科目並びに地域
創生推進プログラムの構成科目のカリキュラムマップを作成し、教育成果の可視化を試行した。

・鳥取県インターンシップ推進協議会により地域協働型インターンシップを実施し、目標値（177人）
を上回る 382 人の学生が参加した。また、出展企業 61 社、参加学生数約 300 人の「とっとりイン
ターンシップフェスティバル」を初めて開催した。

・県内企業との共同研究に学生がインターンシップとして参加する「学生参加型共同研究支援事業」
を 11件取り組んだ。

・地域連携コーディネーターが各担当地域を中心に企業や関係機関を訪問し、事業の紹介、実務家教
員への講師依頼など連携強化の活動を行うと同時にＣＯＣ＋セミナー等を積極的に企画した。

（ＣＯＣ＋参加校） 

（公立鳥取環境大学） 
・ＣＯＣ科目として開講している地域連携型ＰＢＬ科目「麒麟プロジェクト研究」、地域志向科目「鳥
取学」、キャリア教育科目「キャリアデザインＡ及びＢ」を必修科目として、平成 28年度以降入学
のほぼ全学生が受講した。

・平成 30年度からは全学向け新規開講科目「麒麟の知」等 43科目をＣＯＣ科目に設定し、シラバス
にも明記した。

・中高生の学習支援活動「環境大スタディ」を、「まちなかキャンパス」において、概ね毎週 1回開催
した。

（鳥取看護大学） 
・「地域志向科目」として全 33科目を設定し、科目ごとに評価シートを作成して成果と課題を検証す
るためのデータの蓄積を行いつつ、カリキュラムツリー及びポートフォリオの作成に着手した。地
域で求められる人材像を学生自らが認識し、専門性を活かして地域貢献に積極的な意識を形成する
教育の充実を図っている。 

・臨地実習先である医療機関等及び倉吉市地域支援課等との調整会議を定期的に実施し、地域におけ
る教育研究活動の基盤を構築した。特に「まちの保健室」に関しては、毎年全学生の参加を実現し
ている。

・「地域の健康づくりリーダー」を養成し、修了生を教育サポーターとして学生と地域活動を実施す
る仕組みを作った。人材育成効果の検証を行うことで、地元定着に関する研究成果の蓄積、地域に
根ざした大学の教育プログラムのモデル構築としての成果を狙っている。 

（鳥取短期大学） 
・地域志向科目として、教養科目の「現代鳥取学」で地域課題と解決の講義を行い、各学科専門科目
においても地域と連携した教育活動を展開した。

・インターンシップ関連では、全学共通科目として「インターンシップＡ及びＢ」を開講し、専門で
の学びを動機づけし、各学科の実習科目においても仕事や職場に対しての理解を深めた。また、キ
ャリア教育として全学共通科目の「キャリアデザイン入門」を開設し、就職への意欲、態度を確立
し、労働環境についての理解を深めた。

・県内企業等の情報収集と同時に、本学のキャリア支援内容を企業に伝え、これにより学生の就職先
とのマッチングを効果的に行った。また、「学科別キャリアガイダンス」を全学科で実施し、学生の
県内就職率が向上した。さらに、栄養士、保育学生のための職場説明会及び職場見学会を開催した。 

（米子工業高等専門学校） 
・米子高専振興協力会の会員企業を見学（体験）するオープンファクトリーを 2年生の必修とし、早
い時期から地元企業を意識させる取り組みを行った。

・本科 3・4年生に「米子高専振興協力会 企業ガイドブック」を配布し、インターンシップ先を考え
る段階から地元企業に対する理解を深めた。

・地域や企業との研究を掘り起こし、地元企業等のニーズをテーマとした卒業研究(本科)や特別研究
(専攻科)を 10 件実施した。この活動により地域との連携が築かれるとともに、学生が学びのテー
マを継続的に収集できた。
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（COC+大学名：島根大学、事業名：地域未来創造人材の育成を加速するオールしまね協働事業） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

■事業の実施体制の構築

COC+大学である島根大学において平成 27 年度に地域未来戦略センターを設置し、COC+推進コーデ

ィネーター、専任教員、キャリアプランナーを中心に COC事業と COC+事業を一体的に推進してきた。 

■中心となる取組

本事業は５つのプロジェクトで構成され、その核となる取組は「地域未来創造人材の育成」である。

具体的な取組方法は、本事業に参加する各高等教育機関の地域志向教育およびキャリア教育の充実

と、正課外教育として行うキャリア教育の教育機関の枠を超えた共同実施である。前者は、島根大学

や島根県立大学・同短期大学部では、それぞれが実施している COC事業による教育改革等を中心にし、

後者は本事業で行う「しまね大交流会（後述）」や企業ツアー・セミナー等の共同運用を行っている。

本事業では、連携する高等教育機関は、数こそ少ないもののそれぞれが社会を構成する各分野に特化

した専門教育を実施し、授業開講時間帯も一様でない。よって、高等教育機関連携のために正課の授

業科目の単位互換を目的化するのではなく、正課外教育における共同開発・実践を強化し、授業によ

る正課教育だけでなく正課外教育も含めた学生教育の質の向上に全高等教育機関が取組んでいる。 

本事業では、これらの人材育成に関する全ての活動を、地域と共に円滑に推進し、かつ実効性を高

めるため、「しまね協働教育パートナーシップ」「しまね大交流会」「しまねクリエイティブラボネッ

トワーク」「地域情報アーカイブ Ago-Lab」の４プロジェクトを計画し、取組を積み重ねてきた。先の

人材育成と合わせ５つのプロジェクト全てが、平成 29 年度にスタートアップ・試行段階を終了し、

PDCAによる充実段階へと移行した。現在、プロジェクト間の有機的連携が図られ、一部想定以上の成

果を得られたプロジェクトもあるものの全体としては計画通りの進捗状況といえる。 

■取組の成果

KPI の達成状況については該当箇所に記載する。その他、前述の通り、本事業は計画通りの進捗状

況であるが、５つのプロジェクトのうち「しまね大交流会」においては、申請時の計画における異業

種交流会の範疇を超え、高等教育機関に所属する学生を対象としたキャリア教育の場として地域に定

着しつつある。本取組では、事業協働地域の高等学校や専門学校をも巻き込み、大きな社会的インパ

クトを生む事業へと成長し、昨年度約 1200 名の学生（高校生・専門学校生を含む）の参加を得るな

ど、初期の想定以上の波及効果を得、大学を核とした地域の教育機関間連携へとつながった。今後も

改善と質の向上を行い、本事業のプレゼンス向上に資する取組とする必要がある。 

■補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み

補助期間終了後を見据え、COC+大学においては産学官連携や地域人材育成の推進、COC 事業・COC+

事業の継続的な実施を行うため、地域未来戦略センターと産学連携センターを発展的に解消・再編す

る「地域未来協創本部」の設置を準備し、平成 30 年 4 月の設置に至った。本事業で人件費以外に投

資額が大きいのが「しまね大交流会」であるが、その意義については地域の産業界および島根県から

も評価が高く、平成 29年度より協賛金という形で一部コストシェアを実現した。また、この取組が、

高大接続教育から雇用対策まで幅広い領域にまたがった社会的インパクトを創出していることから、

島根県において複数部局が連携した県予算申請について平成 29年度より検討を開始した。 

■学内外への波及効果等

「しまね大交流会」は、他大学の視察を積極的に受入れ、運営ノウハウを提供している。実際に佐

賀県、山口県、岩手県など他地域の COC+事業でも類似の取組が開催されている。また、大交流会には

高校生の参加もあることから、高等教育機関の研究室レベルでシーズや PR の見直し、出展学生の自

己肯定感・誇りの醸成など組織内部にも効果が波及している。その他のプロジェクトでも、産学官連

携による研究グループの立ち上げや知財の創出、COC+協力大学の大正大学と共に内閣府の補助事業

「地方と東京圏の大学生対流促進事業」の共同申請など様々な波及効果があった。 
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（COC+大学名：山口大学、事業名：やまぐち未来創生人材育成・定着促進事業） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 「やまぐち未来創生リーダー育成プログラム」（以下、「YFL 育成プログラム」と記載）の全科目を
平成 30年度から本格実施するにあたり、平成 29年度は、一部科目の試行や地元への就職支援の推進
に向けた取組のほか、事業の広報活動の展開や補助期間終了後の定着を見据えた取組の検討を実施し
た。以上に係る主要な取組内容を以下に列挙する。 
【事業の実施体制の構築】 
 平成 29 年度から、本事業責任者である地域連携担当副学長の下に、COC+事業を担当する副学長補
佐を配置し、COC+コーディネーターと連携して事業推進を加速させている。また、COC+大学に設置し
ている COC+事業推進本部に、平成 29 年 4 月から地元銀行所属の社員をコーディネーターとして、平
成 29 年 5 月から、山口県若者就職支援センター所属の職員を就業体験支援員として配置し、民間企
業及び自治体との連携を更に強化する体制を整えた。 
事業運営においては、最高意思決定機関である やまぐち地域創生ネットワーク会議 を開催（2月 19

日）し、「YFL 育成プログラム」及び「やまぐち就職支援マッチングシステム」の構築状況、「山口き
らめき企業の魅力発見フェア 2017（以下、「Jobフェア」と記載）」の実施概況等を協議したほか、COC+
参加校、地方自治体等で構成する YFL育成プログラム開発等委員会（10月 13日、2月 2日）、COC+大
学内における「やまぐち未来創生人材育成・定着促進事業」推進本部会議（7月 11日）及び COC＋事
業推進委員会（6 月 6 日、10 月 6 日、１月 22 日）を開催し、COC+事業の方針決定や YFL 育成プログ
ラム等の取組に関する議論を行った。また、平成 28 年度の本事業の実施状況に対して評価を行う内
部評価委員会（9 月 6 日）及び外部評価委員会（10 月 18 日）を開催し、今後の課題や改善等につい
て議論した。
【中心となる取組とその成果】
○YFL 育成プログラムの構築
YFL 育成プログラムの基幹（フィールド学習）科目（200番科目）の本格実施及び平成 30年度の本

格実施へ向けた PBI（Project Based Internship）科目（300番科目）の試行実施を行い、YFL育成プ
ログラム 100 番～300番科目すべての科目を実施する準備が完了 した。基幹科目（200 番科目）では、
「サービスラーニング基礎」及び「アントレプレナー基礎」の計 4科目を開講し、協働力、実践力、
アントレプレナーシップの育成に取り組んだ。PBI科目（300番科目）では、企業、地元銀行、地方自
治体等と協働で 10 プログラムを試行実施した。また、インターンシップ終了後の成果発表会におい
て、ルーブリックを活用した成績評価方法等の確認を行い、本格稼働の準備を完了させた。
 平成 28 年度に整備した E ラーニングコンテンツ作成機器を活用し、COC+大学、山口県立大学、徳
山大学が中心となり、YFL 育成プログラムのコア科目・実践導入科目（100 番科目）の動画コンテン
ツの収録を行うとともに、YFL育成プログラムの授業内容を紹介する動画を作成・公開した。
○県内就職の定着
学生及び企業のニーズを、従来の求人情報だけでなく、「YFL の 6 つの力」（やまぐちスピリット、

グローカルマインド、イノベーション創出力、協働力、課題発見・解決力、挑戦・実践力）によって
分析・判断し、相互の希望に合ったマッチングが可能となる やまぐち就職支援マッチングシステム
について、事業協働機関である企業の情報を学生が閲覧できるようシステム改修を行い、民間企業の
情報や当該企業が求める「YFLの 6つの力」を把握できる環境を整えた。なお、平成 29年度は、COC+
大学の学生を対象として運用を行い、YFL 育成プログラム履修者だけでなく全学生が利用できる環境
を整えた。また、YFL 育成プログラムを履修した学生が得た「YFL の 6 つの力」をシステムに取り込
むことが可能となり、YFL育成プログラム履修学生の学習成果の可視化が可能となった。 
県内の学生のみならず、高校生、保護者等、幅広く参加できる形で、県内企業の魅力を発信し認知

度向上を狙った「Job フェア 」を開催し、事業協働機関となっている企業 73 社、学生を主とした参
加者約 1,600 名が参加し、県内就職の定着につながる取組を行った。また、事業協働機関である企業
を対象に、企業の魅力をより確実に学生へ伝え、採用活動・採用力の向上を図るため「採用力向上セ
ミナー」を、Job フェア実施後の振り返りを含めて 3 回実施し、のべ数で企業 127 社、245 名が参加
した。（9月 8日、11 月 18 日、12月 22日）
【補助期間終了後の継続発展に向けた取組、学内外への波及効果等】
補助期間終了後の継続発展に向けた取組として、①YFL育成プログラムでは、平成 29年度に教育プ

ログラムの整備が完了したたことに伴い、自立化に向け検討を加速化 している。②やまぐち就職支援
マッチングシステムについては、平成 29 年度に企業情報を全高等教育機関で共有化し、企業と学生
をマッチングする仕組みを整えたため、平成 30 年度以降の共有化及びマッチングの精度向上を図る
準備が完了した。このシステムの継続発展においては、企業・自治体からの費用負担を含めた運用が
不可欠であり、その仕組みづくりについて検討を加速化した。③「Job フェア」については、県内企
業及び自治体から継続実施を望む声が多数あり、費用負担を含めて、企業・自治体等と一体となって、
平成 31 年度から実現する方向で、継続させるための仕組みづくりの検討を開始した。また、平成 27
年度に目標としていた「事業協働機関（民間企業）100社」を実現するため、積極的に企業への普及
活動を行ったことにより、平成 29年度末には 118社に到達し COC+事業を県内全域に波及 した。
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（COC+大学名：徳島大学、事業名：とくしま元気印イノベーション人材育成プログラム） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成 29年度においては、前年度に試行・実施した教育プログラムやインターンシッププログラム

をはじめ、地元で活躍する各分野のリーダーや OB・OGを講師とする参加校共同による授業、創業支

援事業、学生と保護者を対象とする企業ガイダンス、本事業の取組の成果を事業協働機関内外に向け

て発信・共有する FD フェスタなどの取組について、実施方策の改善、見直しを図ったうえで、参加

校及び事業協働機関との密な連携のもと本格稼働させた。 

○ 教育プログラムの構築・実施

教育プログラム開発委員会（6月、3月開催）及び分科会（10月開催）において、地域ニーズを踏

まえたうえで、徳島県において雇用創出と就職率向上が期待できる４分野（以下「成長・課題４分野」

という。）ごとの教育カリキュラムを見直し、その充実を図った。 

また、前年度から試行準備を進めていた「実践力養成型(寺子屋式)インターンシップ」を教養教育

科目として新規開講した。受入団体から提示された課題に学生が取り組む際、教員が「ドン(学内メ

ンター)」となって学生を担当、受入団体のメンターとも連携し、「課題・レポート・ディスカッショ

ン」を繰り返す「寺子屋式指導法」を本格稼働させた。受入団体数が前年度 7社から 15社に、参加

者（履修者）も前年度 35名から 54名に増加した。同インターンシップについての満足度評価アンケ

ートの結果によると、受入企業の 100%が「満足（大いに満足 57.6%、ほぼ満足 42.4%）」と回答した。 

○ 創業支援事業の取組

四国大学が創業支援事業の一環として開催したビジネスプランコンテスト「とくしま学生ビジネス

プラン道場」では、参加プラン数 131(224名)と、前年度（82プラン(169名)）を上回る参加を得、

創業に必要な能力を養う機会を提供するとともに、多くの学生の創業意欲を高めることができた。 

○ 主要行事の開催

参加校共同授業「徳島の魅力・徳島で働く」（8月実施）は、複数参加校が正課科目の集中講義とし

て導入したため、参加校それぞれのキャンパスで受講できるサテライト配信形式にて実施した。前年

度（１日開講）70 名であった参加者が、４日間開講のべ 761名(高校生・一般を含む)に増加するなど、

本格開講した結果、総じて高評価を得ることができた。 

学生と保護者を対象とする「徳島で働くためのガイダンス」（12月実施）では、参画企業数が前年

度 11社から 19社へ拡大、参加者数も前年度より 118名増の 238名を得た。徳島の成長・課題 4分野

と関連企業の紹介、県内企業の今後の経営戦略に基づく取組などの情報提供を行うとともに、徳島で

働き、暮らすことの魅力を周知し、県内就職者増加につなげる機会とした。 

また、「FD 地域人材育成フェスタ」（3月開催）では、県内ベンチャー企業代表の基調講演や、教員

はじめ事業協働機関（自治体・企業・団体など）の参加者全員による補助事業終了後の事業展開につ

いて議論を行うワークショップ等も催し、前年度とは異なる仕様で実施した。平成 29年度の事業の

取組を振り返り、その成果や課題を「とくしま元気印イノベーション人材育成協議会」に参加する高

等教育機関、行政、民間企業、経済団体、NPO等、地域全体で確認・共有するとともに、今後の事業

の進め方や県内就職率向上に向けた取組について協議を行った。インターンシップ受入団体や協議会

参加団体の増加につなげるべく、地域のより多くの企業に対し、インターンシップ事業の受入側にお

けるメリットも伝えることができた。 

〇 事業実施体制の拡充及び協議の場の設定・開催  

 事業参画機関の代表者を構成員とする「とくしま元気印イノベーション人材育成協議会」へ新たに

11機関から参画の申し出があり、事業協働機関数は 50機関（事業開始当初 35機関）に達した。平成

29年度は 5月に集会、3月にメール会議を開催し、事業進捗に関する情報共有及び年度計画や実施体

制整備等重要事項の協議を行った。また、成長・課題４分野の代表者を構成員としている「教育プロ

グラム開発委員会」では、地域ニーズを教育プログラムの改善に反映させることができた。 
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（COC+大学名：香川大学、事業名：うどん県で働こうﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～能動学修による地域の魅力発見） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成 29年度においては、以下の５項目の取り組みについて所期の目標を達成することができた。 

① 地域理解や課題解決型教育の推進については、大学入門ゼミを全学部の初年次生（1,279 人）に

必修化し、学部の学問特性や教育目的に応じた内容の授業を実施した。具体的には、教育学部では

初年次に小豆島での観光振興や産業振興に触れさせることで、学問と現場（フィールド）のつなが

りを体感させるとともに、学生同士のディスカッション等を主体とした PBL型学習を導入して、学

生の課題解決意識を高める授業を増やした。この取組を確実に実施するために、授業科目のナンバ

リングに教育方法や形態を示すとともに、授業の質的向上を定量化する仕組みを構築した。これら

の方針は、各学部のカリキュラムポリシーやカリキュラムマップ等においても明示することにし

た。さらにこれらの成果は、参加大学との間で共有することにより、遠隔講義や e-learning など

を活用した職業人材育成の新たな授業開発へもつながった。 

② インターンシップでは、従来から実施している「体験型インターンシップ（参加者 213 人）」に

加えて、学生が取り組みたい仕事内容や伸ばしたい能力を事前に把握し、協力企業と連携して学生

の成長につなげる「鍛えあげインターンシップ（参加者 36 人）」、さらに大学と企業の共同研究に

学生が参加する「実践型インターンシップ（参加者 52人）」を実施した。特に、「鍛えあげ」と「実

践型」のインターンシップを実施するにあたり、COC+推進コーディネーターが経済団体 18 か所、

民間事業所 105社、連携校及び県内自治体全てを訪問し、インターンシップへの要望や商品開発ニ

ーズ等の把握を行い、参加学生の満足度、協力企業の満足度の双方での向上が図られた。 

③ 地域企業の魅力発信事業では、香川県や経済団体等と共催での合同企業説明会の開催（参加企業

数延べ約 540社、参加者数延べ約 600人）、また学生と企業の OB・OGとの交流会（リエゾンカフェ）

の開催等、様々な出会いの場を設定して地元企業と学生の交流を図った。さらに、ランチタイムに

おける地元企業の魅力発信「水曜シゴト食堂」を企画・実施した。延べ 1,391 人の学生が参加し、

企業と学生の接点を大きく拡大することで、学生の地元企業への理解を深めることができた。 

④ 地元自治体との連携事業として、香川県の補助金「香川県大学等魅力づくり補助金」を活用して

学生や教員が高校に出向いて、アクティブラーニングの実践や体験イベント等を開催し、香川県内

大学への進学率の向上を図った。その結果、香川大学における県内高等学校からの志願者数は 1,066

人、受験者総数に占める割合は 30.8％となり、昨年度比 0.2%改善した。 

⑤ 地域の企業・自治体と連携した教育研究事業として、県内企業の日本興業(株)と連携した資源循

環型環境改善材料による水域環境改善技術開発等に対して支援を行うことで、地元企業の魅力発信

に繋がり就職率・定着率が香川大学において 1.7％、香川高等専門学校において 9.6％向上した。 

このような事業推進活動が実を結び、内閣府地方創生推進室主催「地方創生☆政策アイデアコンテ

スト 2017」の大学生以上一般の部（応募総数 647件）で、香川大学経済学部学生プロジェクトチーム

「なえどこ」及び財務省四国財務局「地方創生支援のための若手プロジェクトチーム」による連携チ

ームが応募した「小豆島で増加している空き家を集落ごと民泊として活用するアイデア」が、最優秀

賞（地方創生担当大臣賞）を受賞した。この受賞は、香川大学型能動学修の成果であると考えている。 

 また、平成 29年 11月に発表された日本経済新聞「大学ブランド・イメージ調査 2017-2018 中国・

四国編」において、「地域貢献」で香川大学が１位と評価された。これは COC/COC+事業による地域を

志向した香川大学の教育・研究・社会貢献活動が高く評価されたものと考えている。 

香川大学では平成 30年 4月に、外部機関（自治体・民間企業等）からの要望に「組織」対「組織」

で対応するために「地域連携・産学官連携戦略室（地域連携統括本部）」を設置し、COC/COC+事業はこ

の組織が中心となって実施する体制強化を図ることとしている。さらに、平成 30 年度内閣府「地方

と東京圏の大学生対流促進事業」に香川大学と芝浦工業大学が提案した事業が採択され、今後、東京

圏から地方への定着促進に係る事業も展開する予定である。 
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（COC+大学名：愛媛大学、事業名：地域の未来創生に向けた“愛”ある愛媛の魅力発見プロジェクト）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

●事業の実施体制の構築、中心となる取組、取組の成果

(1)愛媛県内就職・定住の促進プログラム

①必修科目（「愛媛学」「社会力入門」）の継続、②専門科目（2年次あるいは 3年次）の「キャリ

ア形成セミナー」の本格実施（履修者数 1,097名、単位取得者数 1,034名）、③高年次教養科目の

継続（愛媛新聞提供科目「新聞から学ぶ情報収集・伝達の方法」、松山商工会議所青年部提供科目

「人はなぜ働くのか」、愛媛経済同友会提供科目「地域企業の再発見」）、④「大学コンソーシアム

えひめ」共同授業（単位取得者数：平成 28 年度 62 名、平成 29 年度 41 名）およびインターンシ

ップ（単位取得者数：平成 28 年度 281 名、平成 29 年度 287 名）の定着、⑤COC+単位互換制度の

進展：「環境防災学」（継続：単位取得者数平成 28年度 221名、平成 29年度 214名）、⑥しののめ

COC+「地方における女性のワークライフバランス」プロジェクト：子育て家庭訪問コーディネー

ター養成講座ブラッシュアップ編と Being インターンシップの実施、⑦地域との連携強化（COC+

協議会に 16 市町追加）、⑧企業との連携強化（教育プログラム開発委員会にものづくり企業 2 社

追加） 

(2)キャリア形成支援事業（愛媛大学地域志向キャリア形成センター（平成 28年 6月設置）による取

組強化）

①就職支援活動の多様化（「キャリア形成ハンドブック」活用説明会の開催、就職ガイダンスの実

施方法の改善、就職支援相談員の増員による個別相談への対応）、②県内事業所研究のためのバス

運行支援事業の定着、③愛媛大学「地域定着促進」特別奨学金制度（愛媛大学校友会）の定着、

④eラーニングコンテンツの新規作成・インターンシップ事前指導用作成と利活用セミナー開催、

⑤図書館「働く応援コーナーの充実、⑥愛媛大学地域志向キャリア形成センターパンフレット作

成（学生および企業向け）、⑦「愛大学生コンピテンシー」習得率の向上（82.7%【目標値 82%】）、

⑧参加大学を含む 6大学の企業アンケートの試行を継続（採用満足度 88.5%【目標値平成 33年度

80%以上】 

(3)地域拠点・サテライトの機能強化

①愛媛大学地域協働センター西条（平成 28 年７月設置）を拠点としたインターンシップやフィ

ールドワークの実施、②新居浜西条ものづくり人材確保連携協議会（平成 28 年 4 月設置；愛媛

県東予地方局、新居浜市、西条市）を通じた事業の継続（意見交換会、企業見学会、出張講義）、

③サテライト 10 拠点（四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、松山市、東温市、八幡浜市、

西予市、宇和島市、愛南町）を活用した公開講座の開催（11 会場 807 名の参加者）、④地域連携

コーディネーター（３人）の継続配置による自治体・企業等との連携強化

●補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み

①事業協働機関との連携の要になる「愛媛大学地域共創コンソーシアム」と「COC+協議会」の継

続、②地域志向教育プログラム（全学必修科目「愛媛学」「社会力入門」及び「高年次教養科目」）

の継続実施、③COC+推進コーディネーター制の維持、④教職員能力開発拠点や SPOD を活用した

教職員の能力開発、⑤県外出身者対象の愛媛大学「地域定着促進」特別奨学金制度（20 名、400

万円）に加えて在学生対象の特別奨学金制度（20名、400万円）の新設（平成 30年度から）

● 学内外への波及効果

①連携協定の新規締結への波及（大洲市、鬼北町、久万高原町と締結し 20 市町のうち 16 市町と

連携協定締結）、②高年次教養科目新規開設への波及（愛媛県協同組合協議会提供科目を平成 30

年度から新規開設）、③社会連携系教職員養成プログラムによる教職員能力開発への波及（「レベ

ルⅡ」および「レベルⅢ」を実施）、④事業活動共有への波及（平成 28 年度からフォーラム・シ

ンポジウムを開催するとともに事業報告書を作成し、全国の COC・COC+大学に送付）、⑤メディア

による報道（平成 28年度、平成 29年度ともに地元新聞などで 10数件以上報じられる） 
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（COC+大学名：高知大学 、事業名：まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本事業を推進するにあたって、参加校、参加自治体、参加企業及び協力校を加えて構成する「大学

連携まち・ひと・しごと創生推進本部」を設置し、これまでの間、本部会議等を通じ本事業の目標達

成に向け、関係機関が連携し取り組んできている。 

事業の実施にあたって、参加校及び参加自治体との連携を強化するため、月に１度、実務担当者が

集まる会議を開催し、事業の実施状況や課題の検討、解決に向けた取組みなどを議論している。その

ような議論を通じて、地域志向教育を推進する体制が強化され、参加校からの地方創生推進士認証取

得に一定の道筋をつけることができた。 

学生の県内定着を進めるためには、学生と地域や企業との接点を増やすことが必要であることか

ら、様々な取組みを進めた。たとえば、地方創生推進士育成科目の準正課として高知県職員を講師に

迎え、高知県の果物や観光などの産業施策や南海トラフ地震への取組みまで学ぶ「地域講座」を開設

したほか、共通教育の科目として県内の企業から講師を迎えた授業を行った。その他、県内の企業や

地域へ出向き、地域の情報を知り、経営者等の考え方を学ぶ取組みも専門教育から準正課まで、幅広

く実施している。このような取組みを通じて、就職を控えた３年生だけではなく、初めて高知で生活

を始める１年生から、高知を「もっと知る」を本事業の取組みから修得できている。 

また、３年生、４年生には、大学が主催する事業だけではなく、県が主催する「就活セミナー（９

月補正予算で対応）」を開催するなど、参加校や参加自治体が一体となった取組みを展開している。

「地方創生推進士」認証取得に向けて、学生向けセミナーの開催や地域協働学部のオリエンテーショ

ンに出向き周知を図った。

その結果、２８年度まで 2 名であった「地方創生推進士」が、２９年度だけで 20 名誕生するなど、

学生の地域に対する想いは確実に深まっている。 

地方創生推進士は、高知大学広報誌やＦＭラジオ番組に出演したほか、COC/COC+全国シンポジウ

ムでは分科会で発表をするなど、県内での活躍が県内就職を目指す学生のロールモデルとして役割を

果たした。 

県内就職率向上に向け COC+大学である高知大学では、「就職未内定者マッチング支援」の取組み

を早め 8 月から実施することで、前年度と比べ参加県内企業が 23 社から 27 社に、参加学生が 46 人

から 63 人に増加し、企業とのマッチング者も 11 人から 25 人と増加する成果を得た。 

COC+事業は、大学側の取組みだけでなく、連携自治体である県の基幹計画である「産業振興計画」

にも位置づけられていることから、その発展･継続については、参加大学、参加自治体、参加企業で構

成される本部会議で平成 30 年度から議論する計画で準備を進めている。 

現在までの取組みにおいての直接的効果のみならず、UBC を中心に推進した中芸 5 ヶ町村の観光

雇用を創出・拡大するための研究が、「森林鉄道から日本一のゆずロードへ ─ゆずが香り彩る南国

土佐・中芸地域の景観と食文化─」として、29 年 4 月 28 日に日本遺産に認定された。 

また、本学からの働きかけもあって、高知県で実施する土佐まるごとビジネスアカデミーで「組織・

人的資源マネジメントコース」が 29 年に新設され、県内企業の採用力向上に対する施策が充実して

きた。また高知県産業振興センターが企業に対しての事業戦略策定に向けた取組みを開始して、大学

生の採用に対する意識の変化につながるといった、学内外への波及効果もでている。 
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（COC+大学名：北九州市立大学、事業名：「北九州・下関まなびとぴあ」を核とした地方創生モデルの構築） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【事業の実施体制】 

・事業の企画・運営は、北九州市立大学地域戦略研究所および COC+事業コーディネーターを中心に行

っている。 

・各機関の責任者で構成する「運営協議会」、実務メンバーによる「連絡会議」、産学官関係者による

「ワーキンググループ」において、情報共有と今後の事業展開について議論を行った。

【中心となる取組・成果】 

・ワーキンググループでの議論を受け、地元定着に関する調査（企業の認知度調査、採用意向調査等）

や低学年向けインターンシップを実施した。 

・COC+大学において開講している「地域科目」では、地域企業や自治体関係者が登壇する授業、地域

課題について考察するフィールドワーク、PBLのアクティブラーニングを実施した。

・平成 29年度までに地域科目を履修した学生数は 1,750人（対履修対象者：80.1％）、各授業評価の

平均は 5点満点中 4.29という高評価を得た。

・北九州市立大学・九州共立大学・九州国際大学・西日本工業大学・下関市立大学が連携する大学コ

ンソーシアム関門（単位互換協定制度）において、「北九州・下関地域の魅力ある企業を知る」を

開講し、地域企業 14社から講師派遣を受け地域企業の理解促進を図った。 

・学生と地域企業との交流プログラム（就活ワークカフェ・課題解決型ワークショップ等）や、学生

自らが地域企業を取材し、情報を発信する「地域企業動画制作プロジェクト」を企画、推進した。 

・COC+大学において、各業界の特徴や各企業の業界内での位置づけ等をまとめた「北九州・下関地域

業界 MAP」の作成、業界 MAPに掲載された大手企業及びその関連会社による「グループ企業研究セ

ミナー」を実施するなど、学生の地域企業の理解促進を図った。

・北九州市、北九州商工会議所及び北九州活性化協議会との連携事業として、インターンシップ（参

加企業：211社、参加学生：250人）、バスツアー（参加企業：31社、参加学生：186人）、合同企業

説明会（参加企業：428社、参加学生：1,313人）などを実施した。

・CCRC 事業では、平成 29 年度から九州歯科大学、西南女学院大学、西日本工業大学の３大学連携講

義を開始。（62名が参加）講義では、医療分野、福祉分野、工学・技術分野の 3大学の専門性と特

徴を生かし、アクティブシニアが活動的に生活し続けるための支援方法等、高齢者の保健医療福祉

で必要な多職種連携に係る知識・技術についての学修を目的としている。受講者にプレポストテス

トを実施したところ全大学で講義終了後の点数が上昇し、教育的効果は十分であったと思われる。

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

・地域就職支援は、各大学・高専、自治体、産業界がそれぞれ経費を負担して継続実施する。

・COC+大学においては平成 28年度から開講している地域科目を増やして継続する。

・ESD 事業と連携し、「シビックプライドの醸成」「企業と学生のマッチング」「若手社会人の育成」などを目的

に事業を推進していくこととした。また、まなびと JOBステーションを移転し、北九州まなびと ESDステ

ーションと同居することとした。

・補助期間終了後の体制等について検討する組織「あり方ワーキング（仮称）」を平成 30年度中に立

ち上げることに決定した。

【学内外への波及効果】 

・HP・SNSの活用、事業報告会の開催などを行った結果、取材 12回・視察 5件を受入れた。また、講

演・報告も 4回行うなど、広く域内外において本事業が参考とされた。

・業界 MAP 等の成果物は自治体等が実施する U・J・I ターン関連イベントで活用されている。「地域

企業動画制作プロジェクト」で作成された動画は市の HP に掲載される等、取組が広く域内外に発

信されており、域外からの転入促進にも寄与している。 
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（COC+大学名：佐賀大学，事業名：さが地方創生人材育成・活用プロジェクト） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

・事業の実施体制の構築：「さが地方創生人材育成・活用推進協議会」に，事業の企画と運営のために

幹事会，教育プログラム開発委員会を設置，PDCAサイクルの推進のために自己点検評価委員会・外部

評価委員会を設置し，事業を推進した。COC+大学の佐賀大学においては，地域創生推進センターに学

部代表者からなる事業推進部門会議を設置し，キャリアセンター（就職支援課）・教務課・社会連携課

との連携を強化するための「地域連携連絡会」を設置し，事業の実質化を進めた。また，コーディネ

ーター及び教務補佐員・事務補佐員を雇用し，事業の全学的な推進体制を構築した。 

・中心となる取り組み：地域を志向するキャリア教育として，教養教育科目の初年次教育「大学入門

科目（全学必修）」での地元就職を含むキャリア教育やインターフェース・プログラム（２・３年次４

科目８単位，選択必修）の全てに地域志向要素を取り入れる教育改革（アクティブ・ラーニング及び

ルーブリック評価の導入を含む）を行い，「佐賀版キャリアデザイン（２単位，選択必修）」，「チャレ

ンジインターンシップ A（１単位，選択）・B（２単位，選択）」での県内企業等との連携による実践型

（PBL 型）インターンシップを推進した。学部専門科目においては，インターンシップ（経済学部・

理工学部・農学部，２単位・選択）を企業等との連携によって実施した。地域を志向する副専攻の開

設に関わる学内規則を定め，その企画・運営を全学教育機構が担う体制を整え，カリキュラムの検討

を進めた。また，県内企業を含む地域の魅力と学生との交流を深める「さがを創る大交流会」を実施

し，出展企業等 153 機関，総参加学生数約 1200 名が参加し，インターンシップの受け入れ数及び実

践型（PBL 型）インターンシップの質的・量的拡充を進め，合同企業説明会との連携も進めた。さら

に，雇用の拡大・創出を目指し，IT，バイオマス，肥前セラミック業，地域防災，機能性食品，コス

メティック産業等に関連する企業・自治体等との間での産学官連携事業（共同研究・インターンシッ

プを含む）を進めた。COC+参加校（西九州大学，佐賀女子短期大学，九州龍谷短期大学）に，新たに

西九州大学短期大学部を加え，県内の全ての大学・短期大学が参加する体制を整え，インターンシッ

プの協働による推進，PBL 型アクティブ・ラーニングを含むキャリア教育，就職支援室やスタッフの

配置等の事業を進めた。 

・取組の成果：前年度に比し，地元就職率の向上に関しては目標値を下回ったが，インターンシップ

や共同研究数については，全体としては向上し，新たに進出した IT 系企業に新規に雇用が創出され

た。しかしながら，様々な取組が地元就職率の向上に繋がっていない現状を踏まえ，企業・地方公共

団体等・学生等から高く評価された「さがを創る大交流会」を契機に，より丁寧かつ効果的な就職支

援のための行動指標の策定を検討した。 

・補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み：佐賀大学における「教教分離」の学内改革も踏まえ，

事業を推進するコーディネーター及び事務補佐員を含む人的資源の効果的な配置を検討し，キャリア

センターとの連携を強化することで対応する。また，「さがを創る大交流会」を含む事業協働機関の主

たる事業のコストシェアーについて，幹事会等において検討している。 

・学内外への波及効果等：事業協働期間の満足度（88.9％），「さがを創る大交流会」アンケート結果

及び外部評価委員会による評価結果等を総合的に判断し，本事業に対する理解は醸成されている。し

かしながら，全国的な就職状況の好転状況の中で，地元での新規雇用の拡大や創出は依然として厳し

い状況にある。そのような中で全国展開している IT 企業の佐賀大学との連携の強化や佐賀市への事

業所の新規進出もあり，インターンシップの受け入れや採用に繋がった事例もある。本事業に関連す

る産学官連携事業の進展による雇用の拡大も期待されている。 
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（COC+大学名：長崎大学、事業名：若者が輝く、若者で輝く長崎創生～地方創生人材士プログラム）  

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【総論】平成２９年度は、前年度に実施した外部評価結果と卒業生・企業アンケートの調査・分析を

行い、教育改善に繋げるＦＤを実施し、学生の地域志向性を喚起し、地域産業が要請する資質を涵養

する学士プログラムを新たに構築する。また、教育環境の整備、就職支援の充実及び事業成果報告会

（中間報告）を重点項目として実施し、併せて広報活動、調査活動、ＣＯＣ＋事業推進協議会の開催

など事業全体に係る事項を実施した。 

【事業計画の進捗状況】 

○ 外部評価において「ソーシャル・ビックデータ分析システムの活用が期待できる」との意見に対

し、「観光活性化支援システム」を開発し、８月より長崎県、長崎市、佐世保市へ同システムを提供

するとともに、１０月にシンポジウム「観光事業成功の方程式ＫＫＤ＋ＢＤ」を開催し、ビックデ

ータの活用方法を提供した。 

○ 卒業生アンケートでは、「長崎県で就職したかったが就職しなかった」、企業アンケートでは、「求

める人材が応募してくれない」との意見を踏まえ、学生と企業が身近で楽しく触れ合う交流の場と

して「学生と企業との交流会」を定期的に開催し、また、企業側に対してはプレゼン力を向上させ

るため「採用力向上実践セミナー」を開催した。 

○ 山口大学平尾教授を講師として「正課内外のキャリア教育とみんなの就職支援をつくる」を題目

に教職員を対象としたＦＤを開催し、山口大学で実践されているキャリア授業を中核としながら、

多様で多彩な正課外教育との組み合わせによる事例が紹介され、多くの示唆を得ることができた。 

○ 地域が求める人材を育成するため６学部４プログラムの「長崎大学地方創生人材学士プログラム」 

を開講した。同プログラムは、「長崎地域学」及び「キャリア入門」を必修科目としており、長崎を

理解し、また、学生自身がキャリアについて考えるきっかけや就職についての動機付けを行うこと

ができた。さらに、同プログラムを受講し、長崎県内の企業等へ就職するなど地方創生に貢献する

ことを誓約する学生に対し、インセンティブとして平成３０年度より「地方創生活動支援金」を支

給することとした。

○ 就職支援の充実の観点から、毎年度、職員１名に福岡市で開催される「キャリアコンサルタント

養成講座（９月～１１月（前１０回）」を受講させ、キャリアアドバイザーを配置している。（平

成２９年度の受講者が養成講座期間中に体調を崩し、資格試験を受験できなかったため、平成３

０年度に受験させる予定である。）

○ 平成２７年度から平成２９年度上半期までの事業の中間報告書を作成し、関係機関等へ配布した

ことによって、これまで実施した事業の概要を周知するとともに、自己評価を行い課題を抽出し次

年度の事業計画へ反映することができた。

○ 一般市民を対象に「つなげよう！長崎創生の輪～長崎県内５大学が推進する地方創生プロジェク

ト～」を公開講座として開催、その他就職支援事業として、「ながさき新卒面談会」、「ＮＡＧＡＳＡ

ＫＩしごとみらい博」、「基幹製造業合同説明会」、「県内企業合同説明会」等を開催、遠隔講義シス

テムを利用して「知って得する基礎知識」を参加校へ配信した。

【補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み】 

 事業終了後の本事業継続のための当面の必要経費は、事業協働機関等が分担して担保する方向で検

討を行っている。①本学に設置する地方創生推進本部の経費は本学が負担する。②本事業に関わる教

育カリキュラムをコーディネートし、自らもキャリア形成科目等を担当するキャリア支援センター教

員の人件費は本学が負担する。③ＣＯＣ＋推進コーディネーター及び事務職員の事業に付随する活動

に関わる経費は関係部署が負担する。④ＣＯＣ＋参加大学が開催するシンポジウムや講演会等の実施

経費は、事業協働機関の協力のもと実施大学が負担する。⑤教育プログラムの実施・マネジメントや 

キャリア支援センター等の機能は、引き続き、本学予算により維持・発展させる。
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（COC+大学名：熊本大学、事業名：“オール熊本”で取り組む熊本産業創生と雇用創出のための教育

プログラム ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

〇補助事業終了後も見据えた実施体制整備 

（1）熊本大学熊本創生推進機構の設置及び改組：COC+大学では、「イノベーション推進機構くまもと

地方産業創生センター」を中心に COC+事業を推進してきたが、社会貢献機能の強化のため、平成 29

年度に、「熊本創生推進機構」を設置し、地域と連携する学内組織を再編・集約した。平成 29年度

は更に機構の機能強化の検討を進め、組織対応による熊本の地方創生の一元的窓口として、上図の

とおり、平成 30年 4月の改組を決定し、3部門の連携の下、補助事業終了後も COC/COC+の取組を継

続する体制を構築した。また、地域連携部門には、COC/COC+を含む地方創生担当の専任教員を学長

裁量ポストにより、平成 30年度中に配置することも決定した。 

（2）地元定着・地元雇用推進コンソーシアム（仮称）：COC+事業による地元定着率向上に関する取組

を補助期間終了後も継続・発展させるため、「地元定着・地元雇用推進コンソーシアム」（仮称）の

設置に向け、COC+推進コーディネーターが中心となり、事業協働機関と協議を開始した。 

〇平成 29年度の主な取組と成果 

（1）地方創生教育：COC+大学では、平成 29 年度に地方創生教育プログラムを整備完了し、15 単位以

上を取得した学生 1名に対し、最終審査「地方創生プレゼンテーション」を実施し、初となる「く

まもとプレマイスター」の称号を授与した。COC+参加大学も、STEP1～STEP4からなる教育プログラ

ムを平成 29年度中（2校は平成 30年度予定）に整備完了した。

（2）農林水産業の成長事業：第 1次産業競争力強化と 6次産業化、農商工連携による商品開発やブラ

ンド化による高付加価値の取組みなど、主に 6つの取組みを進めた。これらの取組みには、大学生

や高校生が参加し、高大連携も進めることができた。 

（3）雇用推進（地元定着）：初の県内企業限定業界・企業研究会を実施した他、県内企業限定企業説明

会、事業協働機関との連携による県内企業見学バスツアー、くまもと春のインターンシップマッチ

ングフェア、県内誘致企業等及び大学等との情報交流会などを開催した。COC+大学では、平成 29年

8月に、キャリア支援課に「熊本企業就職相談窓口」を設置し、県内就職支援体制を強化した。 

（4）委員会等の開催：「熊本地方 COC+推進協議会」を開催し、平成 29年度の自己点検・自己検証を実

施した。「企画委員会」（計 13回（毎月定例他））では、事業企画や進捗状況の管理等を行った。「教

育プログラム開発部会」（計 3回）、「産学官連携推進部会」（計 2回。六次産業化育成連絡会は計 11

回。）、「雇用推進部会」（計 2回）の各部会も開催し、事業協働機関と事業推進に取り組んだ。平成

29 年 10 月には、雇用推進部会構成員に熊本労働局を追加し、労働局との連携も強化した。また、

外部有識者評価委員会による外部評価も実施し、平成 28年度実績について“計画どおりの取組であ

り、現行の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが期待できる”との評価を得

た。COC+大学では、熊本創生推進機構 COC+推進室会議（計 11回）の他、九州ブロック COC+推進コ

ーディネーター会議を開催した。 
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（COC+大学名：大分大学，事業名：地域と企業の心に響く若者育成プログラムと大分豊じょう化プラン） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【事業の実施体制の構築】 

大学等による「おおいた創生」推進協議会について，平成 29年度は，大学等３校，企業２社，

大分県教育委員会の計６機関が新たに参加し，56団体の組織となった。このことにより，地域協

働教育の充実や雇用創出の基盤拡大など，COC+事業補助期間終了後を意識したオール大分の推進

体制を拡大することが出来た。また，組織の拡大に伴い，推進協議会の実施部門も３部門から高

等教育活性化部会を新設して４部門に増設した。この新部会は，これまでの「大学生から地域社

会へのトランジッション促進教育」に加えて「高校から地域大学等への接続促進」を課題として

いる。即ち，「高校から大学を経て地域社会へ」の教育支援体制の構築である。 

【平成 29年度に実施した中心となる取組】 

１．申請校の大分大学は，教養教育における「地域協働科目（大分を創るトップアップ科目，高

度化教養）」のカリキュラムやルーブリックなど評価の枠組みを確立した。さらに，PBL課題提供

者（企業，行政など）に講義の支援とその評価を教員と一緒に行う地域協働型の教養教育の仕組

立ち上げた。これが，地元就職のインセンティブにつながる認証制度の構築につながっている。

この一連の動きが，教養の地域協働教育を学部専門のそれと連動させる方向性呈示となった。 

２．８校の COC+連携大学が，企業・自治体と協働実施する「シゴト発見フェスタ」などの準正課

的キャリア教育活動を通じて，地域企業や自治体が大学と連携して若者育成に取り組む機運がこ

れまで以上に高まった。大学と地域・企業が，積極的に意見交換出来る場となりつつある。 

３．平成 29年 10月に，「九州・沖縄 COC/COC+合同シンポジウム inおおいた 2017」を本学主催で

開催した。約 180名の大学関係者，自治体関係者，企業等関係者等が参加し，「COC+事業が目指す

もの，そして…」をテーマに熱く討論を行った。アンケート結果では，「良かった」以上の回答が

85%を超え，特に教育プログラムについて考える分科会では 90%以上と高い評価を受けた。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み】 

平成 32年度以降の自己資金による本事業の推進について，中間評価結果評価書の参考意見で「コ

ストシェアの推進」等が求められていることも踏まえて，平成 30年３月５日の「大学等による「お

おいた創生」推進協議会」総会で協議会構成員に対し，コストシェアに関する検討と協力を依頼し

た。なお，具体的な検討等は，平成 30年度から行うこととしている。 

【学内外への波及効果】 

 COC+大学内においては，本事業開始後の初めての入学生（平成 28 年度入学）を対象にした意識

調査を入学時と２年修了時の２回実施した。これらの比較により，県内への学生の就職希望の割合

が 32.8%から 40.9%に上昇する実証数値を得ている。 

 学外では，地域協働科目である大分大学の「大分を創るトップアップ科目」の実施成果として，

学生の提案をもとに地域営利組織が生まれた。長期宿泊を伴う地域協働科目では，学生発案による

地域産品の販促活動の展開や，地域紹介パンフレットが自治組織に採用されるなど，地域経済を活

性化するアウトカムにつながっている。 

【その他】 

 大分大学で新設した地域協働科目に加えて，複数校で協働する地域協働科目も申請校と参加校の

学生を対象にして今年度新たに立ち上げて試行した。また，地元企業の働き方改革が大学生の地域

就職率と雇用創出につながるとして，地域企業の女性活躍推進を実施している大分大学のダイバー

シティ研究環境イニシアティブ事業（文科省）組織を，情報提供などにより支援している。
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（COC+大学名：宮崎大学、事業名：大学間連携による地域ニーズを捉えたみやざき産業人材の育成 ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【取組の進捗状況】 

計画どおりに推移している。 

【主な取組状況】 

1．事業の実施体制の構築 

「みやざき COC+推進協議会」、「みやざき COC+産業人材育成教育委員会」、「みやざき COC+キャリ

アサポート委員会」を設置し、事業協働機関と連携して事業を推進している。平成 29 年 7 月には

宮崎銀行及び宮崎太陽銀行が事業協働機関として参画、平成 30 年 3 月には南九州大学及び南九州

短期大学が協力校として参画し、事業の拡充が図られる契機となった。 

2．中心となる取組・成果 

1)産業人材育成教育

平成 28年度に作成した「地域キャリアデザイン」、「地域産業入門」の 2科目に加え、平成 29年

度には県内主要 7 産業分野の 16科目を作成し、「宮崎産業人材育成教育プログラム」が完成した。

また、平成 30年度からの本格的稼働に向けて、「宮崎産業人材育成教育プログラム受講の手引き」

及び授業紹介動画を作成してＨＰ上に掲載し、学生へ周知するための準備を整えた。なお、受講生

は平成 29年度 754名であり、平成 28年度の 381名から約 2倍に増加とした。 

2)キャリアサポート

県内産学官関係者 60 名以上が集まるワークショップを 2回（5月、7月）開催し、宮崎県への若

者定着のための 283 件の課題と 63 件の課題解決策を抽出した。そして、ワークショップでの課題

解決策のうち 10 件を集中的にサポートすることを県内産学官で組織する「みやざき COC+キャリア

サポート委員会」で決定・実施した。この取組に関する報告会を平成 30年 3月 26日に開催し、次

年度の県内雇用創出と若者定着に向けた取組の方向性を決定した。また、“学生が企業を知る、企業

が学生を知る”をテーマにした学生と企業がフランクに話し合える場「ウィークリーワークカフェ」

を開始した。 

3. 補助期間終了後の継続発展に向けた取組

平成 32 年度以降の本事業の継続に向けては、県内全高等教育機関で組織される高等教育コンソ

ーシアム宮崎への COC+機能をシフトするためにコンソーシアム事務局である宮崎大学学生支援部

と COC+地元定着推進室の間で毎月ワーキングを開催し、協議を進めている。また、並行して、本事

業に参画していない県内高等教育機関の新規参入の打診を開始し、平成 30 年 3 月には南九州大学

及び南九州短期大学が協力校として新たに参画することとなり、事業継続に向けた準備が整いつつ

ある。 

4. 学内外への波及効果等

学内では上記のワーキングを開設する等、地元定着推進への理解が進んでいる。学外では、宮崎

の将来を担う産業人財の育成・確保のため、「宮崎県産業人財育成・企業成長促進プラットフォー

ム」と連携し、産業人財の育成・確保の現状と課題を整理して「産業人財育成・確保のための取組

指針」を策定する等、宮崎県や事業協働機関との連携が強化している。また、「ウィークリーワーク

カフェ」の仕組みが県内企業に周知され、参加企業が増えつつある。
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（COC+大学名:鹿児島大学、事業名: 食と観光で世界を魅了する「かごしま」の地元定着促進プログラム） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１ 事業の実施体制の構築 

 COC+事業を「オール鹿児島」で推進するため、事業協働機関が一体となって取り組む体制が整備さ

れ、組織的・実質的に機能している。COC+推進コーディネーターが中心となり、鹿児島大学に配置さ

れた教育プログラム担当教員、学生支援コーディネーター等が協力して、大学固有の業務とともに

COC+事業全体の推進・調整に当たっている。COC+参加校においても、コーディネーターや事務担当者

等を継続雇用し、引き続き COC+事業の推進に努めた。 

なお、平成 29年度は鹿児島大学において、COC/COC+事業を全学的に継承・発展させるため、学長の

リーターシップの下、学内の組織体制を大きく見直し、COC/COC+事業における「教育」部分を展開す

る「総合教育機構」と、産学官連携や地域貢献を行う「社会貢献機構」（平成 30年 4月「南九州・南

西諸島域共創機構」に改組）を設置した。

２ 地域人材育成 

COC+大学及び COC+参加校では、「食と観光」をテーマにした「COC+公開講座 2017」を開催した（9

月）。COC+大学では、「かごしまキャリア教育プログラム」において「地域キャリアデザイン」及び「企

業活動の基礎」を実施したことに加え、「地域キャリア・インターンシップ事前演習」、「地域キャリ

ア・インターンシップ」及び「地域キャリア修了演習」の平成 30年度開講に向けた準備を整えた。こ

れらを通じ、「かごしまキャリア教育プログラム」を構成する全科目の開発と提供が行われ、総合大学

にふさわしい地域人材育成教育の骨格が完成する。今後は PDCA サイクルを回し、より一層の改善

に努めていく。

３ 地元就職支援 

COC+大学及び COC+参加校では、学生と地元企業とのマッチングを図るため、事業協働機関と連携し

て「COC+推進フォーラム 2017」（6月、220人参加）を開催し、参加者に対して修了証明書を持った学

生の格段の配慮を依頼した。また、県内 5地区で「地元企業よかとこ発見バスツアー」（9月、119人

参加）を実施した。事業協働機関等とも積極的に連携し、「第２回地元企業と学生との意見交換会」

（12月）や「南九州の観光業界と留学生の就職面談会」を開催した（5月、11月）。加えて、「学生の

就職活動とインターンシップに関する調査」を８校の平成 30 年 3 月卒業予定者全員（有効回答者

2,386 人）に実施し（12 月）、その結果を事業協働機関全体で共有をすることで地元就職支援に活用

した。 

４ 補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み 

 補助期間終了後も引き続き地（知）の拠点として、COC+事業を「オール鹿児島」で継続していくた

め、事業協働機関の適切な役割分担等を含め様々な角度からの検討を行うこととしており、COC+教育

プログラム開発委員会の下での「ポスト COC+あり方部会」の新たに設置について検討した。（平成 30

年 5 月設置）。また、鹿児島大学では、自律的な事業展開を図るため、学内予算の組替やポストの再

配置等の必要な措置を講じることとしている。 

加えて、「かごしまキャリア教育プログラム」については総合教育機構と、また地元就業支援の移行

については就職支援センターと、さらに課題解決型インターンシップについては南九州・南西諸島域

共創機構産学・地域共創センターが引き続き担う方向で検討・協議を始めたところである。 

５ 学内外への波及効果等 

COC+大学及び COC+参加校では、平成 27 年度に制作した webページを継続運用しているほか、広報

誌「かごしま COC+通信」（平成 29 年度：全 8 回）を発行し、事業協働機関の傘下会員にも広く本事

業の取組を発信している。併せて、地元新聞やテレビなどを通じ、取組を随時紹介することで学内外

への認知度向上と成果の波及に努めた。その結果、事業協働機関内外で地元就職支援の体制が拡充し

た（県内企業情報サイト「かご Job」の創設、「ネクストかごしま」の発足など）。COC+大学では、

学内組織と様々に連携する中で、就職支援センターや各学部単位主催による県内合同企業説明会も新

たに開催されることとなった。上記に示した取組や情報発信の波及効果により、地元就職率向上の意

識醸成が事業協働地域全域に浸透していると判断している。 
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（COC+大学名：琉球大学、事業名：新たな地域社会を創造する｢未来叶い(ﾐﾗｲｶﾅｲ)｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【平成 29 年度の進捗状況（事業の実施体制の構築、中心となる取組、取組の成果、補助期間終了後

の継続発展に向けた取り組み、学内外への波及効果等）】 

○事業の実施体制の構築 COC+大学内では，学長の直下に設置された「琉大コミュニティキャンパス

（RCC）事業マネジメント会議」，さらにその下部である「琉大コミュニティキャンパス（RCC）事業本

部」において，COC+を管理運営し，全学から意思を吸い上げると同時に，事業の全学への波及効果が

得られるよう体制を整えている。RCC事業本部は，平成 28年度に設置された地域連携推進機構の中に

位置づけられることとなり，地域連携の各部門および本学の各部局との連携強化のもと COC+事業を

推進している。また，COC+参加校においては，学長を筆頭に地域連携機構が中心となって全学的な実

施体制のもと事業を推進している。 

 自治体とは協定の締結により本事業の確実な実施に向けた実施体制の構築を行っており，これまで

に沖縄県のほか，県内の 9 市町村と個別に協定を締結している。平成 29 年度には新たに県内 4 市町

村と協定締結に向けた調整を行った。本事業では沖縄県をはじめ，これら 13 市町村において重点的

に取り組み，成果を横展開し全県に拡大していく方針をとっている。 

 事業協働機関の企業団体等は，地域ニーズ調査の実施・協力や，地域課題（ニーズ）をテーマにし

た教育プログラムの協働開発，寄附講座の開講，教育プログラムでの研修の実施・協力，学生が地域

で行うインターンシップやフィールドワーク等の実施・協力，共同研究等を行っている。 

○中心となる取組、取組の成果 本事業では地域の実情に応じたきめ細やかな対応をとるため，地域

ニーズを把握したうえで，自治体と協定を締結し，各自治体の特性に合わせた事業を推進している

（「２．達成目標と事業内容」の（２）参照）。そして，重点的に実施する自治体のケースをモデルと

して成果を横展開することで沖縄県全体へ事業を波及させることとしている。平成 29 年度までの協

定を締結した自治体での実績をもとに全県への事業展開の実施体制が整ってきている。 

COC+大学においては地域ニーズにこたえる人材育成をカリキュラム改革も行い実施している。具体

的には，副専攻の設置や地域志向科目群の開講，寄附講座の開講，自治体等と連携した正課外の実習

の実施等に取り組み，事業期間終了後も本事業のレガシーとしていく予定である。 

○補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み COC+大学においては平成 28 年度に地域連携推進機

構が，COC+参加校においては平成 29 年度に地域連携機構が設置され，体制強化が図られた。専門人

材の配置や学生の受入れ先など学外との連携体制については，連携自治体との協定によって連携体制

を構築することができたため，信頼関係のもと補助期間終了後の継続的な取り組みを実施する体制が

整いつつある。 

事業の継続的，効果的効率的な実施を目指した資金計画としては，COC+大学においては，平成 28年

度に設置された地域連携推進機構において「戦略的重点配分経費」としての「地域連携推進経費」を

創設し配分するなど，全学的な資金計画の見直し，寄附講座等の財政的支援をはじめとする外部資金

の獲得等を検討し，本事業を継続的・発展的に実施する。さらに，連携自治体等，事業協働機関の協

力による人的支援，財政的支援，物的支援についても積極的に進めている。 

○学内外への波及効果等 本事業の進展にあわせ，事業協働機関はもとより本学との連携事業に興味

関心を持って頂ける企業，自治体や地域住民も増えてきており，講義における協力，フィールドの提

供等，本事業のレガシーとして継続的に実施できるよう拡充・発展に寄与頂いている。また，自治体

からの負担についても，COC+を一つの契機として，COC+大学では地域貢献型大学としての体制が整い

つつあり，学長のリーダーシップのもと「地域貢献型大学としてのブランド確立に向けた地域貢献事

業循環型モデルに関する具体的方策等について」をとりまとめ，益々地域貢献の体制が拡充・発展し

てきているところである。 
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