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２．事業の目的及び概要【７ページ以内】 

①事業の目的・概要等（５ページ以内） 
 ○ 事業の目的及び概要、事業を通じて達成する数値目標について記入してください。 

 ○ 数値目標については、目標値の妥当性や設定した根拠を説明してください。 

【事業の目的及び概要】 

 

県民一人あたり所得は225.2万円（平成24年、全国平均の81.8％）、製造品出荷額等は5,218億円（平成

25年、全国最下位）、有効求人倍率0.92倍（平成27年４月）となっており、経済・雇用の両面から県内市

場が縮小し続けている。 
こうした経済状況を反映し、若年層の県外流出は深刻で、それに加え人口の自然減（平成2年から自然

減、全国に15年先行）と高齢化（高知県：平成17年に25.9％ ⇔全国：平成27年に26.8％（推計））が全

国に先行し、県内企業 にとっては優秀な労働力の確保がいっそう困難になってきている。 
若年人口流出のダム機能を大学が果たしきれていない中、この状況を打開するため、高知県内唯一の国

立大学法人である高知大学が中心となり、高知県公立大学法人である高知県立大学と高知工科大学、さら

に高知工業高等専門学校が連携して学生の地元就職向上に取り組むとともに、学生の就職先企業等の更な

る雇用創出にも貢献する。平成26年度の状況として4機関の地元就職率26％を、平成31年度に36％に増加

させ、16人の地域内雇用を創出することを目標とする。 

そのための具体策として、以下事項を中心的に実行する。 

 

＜教育プログラムの創設＞ 

①入学後から段階的に地域を“知る”、“会う”、“体験する”、“協働する”一連のプログラムの設定 

 これまでにも地域から学ぶ機会として、学外講師を招聘した授業や各種インターンシップを設けてい

たが、断片的であり全学的に体系化されていなかった。これらをまとめて体系化し、さらに拡充するこ

とで、より一層学生にとって地域に興味関心を持てる一連の正課および準正課プログラムを構築する。 

 ※準正課とは高知大学独自の位置付けであり、正課の授業とは異なる形で、教員による教育支援のも

とで行われる取り組み。学生が自発的・主体的に活動することを原則とするため、単位の付与は無

いが、その活動に対して大学が支援を行う。教員にとっては、準正課の取り組みも教員評価に組み

込まれている。 

 また、本プログラムを希望する学生を大学が把握するため、登録・管理システムを構築する。システ

ムは現行の高知大学の教務情報システム（KULAS）を適用することから開始するが、他大学の学生も本

学学生と同様に管理する必要があること、正課に加えて準正課も評価結果を含めて受講履歴を残す必

要があること、等のハードルが複数あることから、KULASのカスタマイズあるいは新規のシステム構築

を行うこととする。 

 

②高知県に就職を希望する学生が地域に“根付く”ための認証制度 

 上記の一連のプログラムを受講し、さらに県内への就職を強く希望する学生に対し、その資質等を厳

格に審査した上で、認証「地方創生推進士」を与える。事業協働地域内の企業において、本認証を得た

学生の採用が優先的に図られるためのインセンティブとする。認証学生は平成31年度までに延べ100人
の輩出を目指す。 
 
＜雇用創出支援プログラムの創設＞ 
① 産業人材育成のための社会人養成講座実施 
高知県における重要なテーマである「食」と「観光」を担うことの出来る専門人材の育成をCOC+に

おいて実施し、県内の資源の磨き上げを行い付加価値の最大化を図る。また、学生や教員に対する起業

マインド醸成のためセミナーや事業検証支援等を行い、起業に向けた働きかけを行う。 
 

② 産学官連携事業の支援 
認証「地方創生推進士」を採用した企業を対象に、雇用創出に資する産学官連携事業を支援するため

の補助金を用意する。また、現在COC事業にて実施している県内の重要課題を解決するための競争的資
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金である地域志向研究経費を更に改良・拡大し、雇用創出の視点を加える。 
 
 ＜教育プログラムと雇用創出支援プログラムの連動＞ 
 大学が地域の社会人を受け入れ、様々な専門知識や技術を教授することは、これからの大学にとって非

常に重要な機能の一つであり、これまでにも社会人養成講座として実践してきた積み重ねが本学にある。

これまでの経験から、社会人養成講座に学生が参画することで、学生自身にとって知識や技術を得るだけ

ではなく、リアリティのある地域体験の場にもなっており、高い教育効果と地元就職効果が認められてい

る。加えて、社会人にとっても、未熟だが純朴な学生と接することで、基礎知識や社会教養の振り返り、

指揮・指導・統率力の向上等に結び付いている。すなわち、本事業において、教育プログラムと雇用創出

支援プログラムを全く別個に進めるのではなく、相互に連携し合いながら進めることで、学生の地域志向

の強化と企業の雇用創出力および採用意欲の強化に対して、相乗的な効果が得られるものと考えられる。 
 
＜ポートフォリオを活用した学生と企業の適正マッチング＞ 
準正課においてはポートフォリオを最大限活用する。これにより学生の学びのプロセスと成果を可視化

し、「地方創生推進士」を取得した学生が県内企業への採用試験に臨む際には、ポートフォリオを提供す

ることで企業が学生を採用する際の信頼性の高い判断材料とし、双方のミスマッチを防ぐ。 
 
 ＜入学前支援＞ 
 高知大学は県内出身学生の割合が2割程度と低いため、県内高校生への県内大学進学に向けたアプロー

チとして中学・高校に対する「進学ガイダンス」も実践する。これにより、20～24歳人口に次いで多い15

～19歳人口の社会減への対抗策とする。 

  進学ガイダンス：中学・高校の生徒および保護者に対して、県内の大学に進学することの魅力を啓発

するとともに、そのための学習方法等を教授する。 

 
【地（知）の拠点大学による地方創生推進事業における共通成果に対する事業目標】 

 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 平成 31年度 

事業協働地域就職率 26% 26% 27% 29% 31% 36% 

 うち申請大学 28% 28% 29% 31% 33% 38% 

事業協働機関へのインター

ンシップ参加者数 
376人 376人 385人 400人 415人 430人 

 うち申請大学 44人 44人 50人 60人 70人 80人 

事業協働機関からの寄付講

座数 
3講座 3講座 3講座 3講座 3講座 3講座 

 うち申請大学 3講座 3講座 3講座 3講座 3講座 3講座 

事業協働機関雇用創出数 0人 0人 2人 3人 4人 7人 

 

【事業協働地域に新たに就職する学卒者の具体的な就労先】 

事業協働機関として土佐経済同友会、高知県中小企業家同友会、高知県工業会および高知県経営者協会

が参画する。土佐経済同友会は会員企業 237社、中小企業家同友会は会員企業 220社を擁する団体である。

また、高知工科大学や高知工業高等専門学校の工業系の学生にとっての就労候補先として高知県工業会所

属の企業は有望である。 

本事業への申請にあたり、「地方創生推進士」をはじめとした卒業生の採用に対する理解と賛同を得て

いるため、これら団体所属の企業が主な就労先としての見込みがある。 

 

【事業協働地域における雇用創出の手段】 

 大学は地域における社会人養成および企業等との産学連携に取り組むことで事業活性化を促し雇用創

出にむすびつける。具体的には、社会人養成講座として以下を実行する。 

（大学名： 高知大学 ） 
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 「土佐フードビジネスクリエーター人材創出（土佐 FBC）」 

高知県の食品産業人材育成事業として高知県からの寄附講座として実施している社会人養成講座。

講座以外に修了生の同窓会組織として「土佐 FBC倶楽部」も開設。食品産業の基礎から専門的な知識

を学ぶ。一次産業従事者や食品産業従事者だけでなく JA や自治体職員、自営業者等、様々な事業者

が受講。高知県の重要な地域資源である「食」に対する徹底的な高付加価値化を行う。COC+事業とし

て新たに、高知大学が国家戦略プロフェッショナル検定である食の6次産業化プロデューサー（LEVEL1

～3）の認定機関となる。また、JETRO高知と連携した海外販路開拓人材育成にも取り組むため、土佐

FBC受講企業から香港フードエキスポへの出展希望を募り、事前学習（「貿易の流れ」、「商談・展示会

の留意点」等）、現地指導、事後報告会を行うことで、海外にも対応できるグローカル人材育成を行

う。 

 「観光人材育成」 

高知県の地域資源を県外に販売し外貨を稼ぐため、マーケティングやマネジメント力、企画力等を

備えた観光人材育成を行う。高知県は食以外に気候・風土、地形・地質、生活、行事、芸能、史跡、

都市・田園、文化財など様々な観光資源が散在しており、これら資源を最大限活用するため、高知大

学をはじめ、高知県立大学、高知工科大学、高知工業高等専門学校、高知学園短大などが講師として

啓発、あるいは調査研究により更なる磨き上げを受講生と共に行うことに加え、高知県の観光支援施

策（土佐の観光創生塾や地域コーディネーター、広域観光アドバイザー等）とも連携した人材育成講

座を構築する。 

 「若手職員の自律化支援事業 Society Based Internship（SBI）」 

   SBI は学生の協働能力の習得を意図した内容であり、その詳細は後述するが、学生の教育目的に加

えて企業の人材育成の側面も有するものである。すなわち、受け入れ企業の学生指導担当者に対して

目標の設定と達成度評価を課し、大学教員と学外コンサルタントがその指導に当たることで、若手職

員に対する教育能力の向上と社内教育の改善が図られる。 

 「起業支援事業」 

大学教員及び学生の起業マインドを高め、事業の企画立案と検証を COC+において支援する。具体的

には、教員及び学生を対象とした起業マインド醸成セミナーを開催するとともに、事業化可能性のあ

るアイデアやシーズ等があった場合に、大学等の専門家によるアドバイスおよびブラッシュアップを

行う。必要に応じて事業化のための初期検証の場所（COCにて整備中の高知大学サテライト教室を想

定）および予算配分も行うとともに、更に本格的な検証においては高知県「ココプラ・ビジネスチャ

レンジサポート」の利用や高知県産業振興センター「こうちビジネスチャレンジ基金事業」の申請、

起業するための場所として高知県シェアオフィス支援制度の利用、更なる学びの場として高知工科大

学大学院起業家コースへの進学、など各種事業や制度への発展をサポートする。COC+による初期支援

から、県が整備する本格支援制度まで最大限活用することで、県内における起業と事業化に結び付け

る。 

 

 一方、大学の研究シーズを活用した産学連携を促進するための補助金制度も整備する。 

 「産学官連携雇用創出支援事業」 

   「地方創生推進士」を採用した企業を対象にして、雇用創出に資する産学官連携事業を実施する大

学等の研究開発費を補助金により支援する。 

 「雇用創出研究経費」 

   COC 事業にて、高知県との協議の場である「高知県地域社会連携推進本部」から県内の重要課題が

提示され、この課題解決を目的として地域志向研究経費を制度化している。COC+においては、審査項

目として雇用創出の可能性を新たに加え、課題解決のための取組みが、どのように雇用の創出に結び

つくかまで記載して申請することを要件とする。 

 

 また、高知県が推進する産業振興計画においても、地産外商の強化や産業人材の育成・確保等の様々な

取り組みが掲げられており、これら施策と本事業の雇用創出支援プログラムは密接に連携を図る。具体的

には、土佐 FBCは高知県の産業人材育成事業である「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐 MBA）※」の

専門知識・技術編に位置づけられ、一体的に遂行する。「観光人材育成」においては、高知県の「土佐の

観光創生塾 ※」を参考にしながら、大学独自のプログラムを構築する、これら連携により、高知県内にお
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ける全体的な人材育成メニューの相互補完を図っていく。また、産学官連携を意図した「産学官連携雇用

創出支援事業」や「雇用創出研究経費」は、高知県産業振興計画の、特に「地産」に関する施策の支援に

繋がるものである。「地域アクションプラン ※」の推進や、「集落活動センター※」の支援により、地域の

特性を生かした新たなビジネスの創出に向けた取り組みを連携して推進する。 

※土佐 MBA：ビジネスを進める上で必要な幅広い内容について、基礎知識から応用・実践力まで「まるご

と」身に付けることを目的としたビジネス研修。起業を検討している者、企業従事者、第一

次産業従事者等、産業に関わる全ての者を対象とする。土佐 FBCは専門知識・技術編として

位置づけられるだけでなく、授業の相互乗り入れも可能としている。 

※土佐の観光創生塾：旅行商品の開発にあたって必須となる、観光業界を取り巻くトレンドやマーケティ

ング等について学ぶとともに、地域の観光資源の磨き上げから具体的な旅行商品化

に向けた課題解決等に取り組み、そのノウハウを実践的に習得することで、旅行商

品造成を推進する事業。 

※地域アクションプラン：高知県の産業成長戦略を具体化する地域発の取組み。その実行においては高知

県から人的・財政的支援が得られる。 

※集落活動センター：地域住民が主体となって、地域外からの人材も受け入れながら、旧小学校や集会所

等を拠点に、それぞれの地域の課題やニーズに応じて、生活、福祉、産業、防災と

いった様々な活動に総合的に取り組む仕組み。 

 

産業振興計画は「高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも反映されており、その基本目標１とし

て「地産外商により安定した雇用を創出する」ことを掲げている。その主な施策としては以下の通りであ

る。 

・環境制御などの先進技術を導入した「次世代型こうち新施設園芸システム」の普及 

・「産学官民連携センター」を核に、県内外の英知を導入しながら新たな事業展開に挑戦する事業者等

を後押しする 

・「地産外商公社」や「ものづくり地産地消・外商センター」による外商支援 

・「農業担い手育成センター」と農地の集積・集約化を進める「農地中間管理機構」が連携し、新規就

農者の育成と就農を推進する。 

・「林業学校」を開講し即戦力となる林業の担い手を育成する。 

・商店街の空き店舗を活用した新規出店やチャレンジショップ等の運営を支援する。 

・「高知県事業承継・人材確保センター」を高知県が設置、中小企業等における事業承継と中核人材の

確保をサポートし、雇用の喪失の防止と事業拡大による雇用の増加を図る。 
これら施策による支援を産や民が積極活用すると共に、大学も全面的に協力することで地域内雇用の創

出を実現する。 

 

 COC+事業の特に雇用創出支援プログラムと、「高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略」および「高知

県産業振興計画」とは密接に連携することから、「高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略」における本

事業の位置付けと、「高知県産業振興計画」の基本方向との連携イメージについては、別紙「地方公共団

体が作成する計画イメージ案」として本計画調書と合わせて提出する。 

 

 また、高知県産業振興センターの起業支援事業である「こうちビジネスチャレンジ基金事業」では、高

知県経済をリードする優れたベンチャービジネスプランを募集・支援しており、平成 26 年度までの認定

事業（11件）のうち高知大学からの大学発ベンチャーとして 2事業が実績として採択されている。さらに、

高知銀行においては「こうぎん産学連携ファンド」を平成 26年 10月に創設している。本ファンドは、高

知県内の大学等が保有する特許や研究技術等を活用して事業を展開する事業者に対し融資または出資に

よる支援を行うことで、産学連携による共同研究やベンチャー企業の育成支援等を通じて、地域経済の振

興と活性化に貢献することを目的としている。これら起業支援事業に対して、大学および企業は協力して

産学連携研究の成果の事業化を目指すことで活用を図る。 

 

【就労先の確保や雇用創出のための事業協働機関の役割】 

（COC+参加校の役割） 

（大学名： 高知大学 ） 

6 



様式１ 

 本事業において実施する 1st～5th phase は COC+参加校との協力により実施する。正課については各大

学とは単位互換の協定を締結しており、正課外活動についても大学の垣根を越えて学生が一体的に実施で

きるようにする。また認証「地方創生推進士」についても、認証取得を各大学が積極的に薦めていく。 

 また、高知大学は 6学部を擁する総合大学だが、高知県立大学や高知工科大学、高知工業高等専門学校

にはそれぞれ医療・看護系、工学系等の特徴的な分野があり、これら機関が連携することで事業協働地域

全体でより質の高い総合的な教育プログラムを学生に提供することが出来る。また、学生の教育のみなら

ず、各産業人材育成事業および産学連携事業においても、これら機関との連携により企業の課題解決のた

めの対応の幅が広がる。 

 

（地方公共団体の役割） 

 本事業実施においては実務者同士の定期的な情報共有と意見交換が必要となるものであり、その「場」

として高知県立大学永国寺キャンパス内に設置されている高知県産学官民連携センター（通称ココプラ）

が平成 27 年度首に設置され、高知大学、高知県立大学、高知工科大学、高知工業高等専門学校、高知学

園短期大学の相談窓口が整備され、産学官で取り組むべき県内各種課題を協議する場が整った。 

 また、COC+事業にて取り組む各事業、特に雇用創出に係る産業人材育成等においては、高知県における

産業振興計画をはじめとした各種施策との連携が必要不可欠である。高知県との情報共有を密にしなが

ら、企業や学生等の地元就職および雇用創出に向けた支援をシームレスに行うことを目指す。 

 

（企業等の役割） 

 学生教育プログラムにおいては、地域を“知る”機会として学外講師講座や、“体験する”場として企

業インターンシップを正課あるいは準正課として実施するため、学外講師講座における講師の派遣やイン

ターンシップの受け入れにおいて企業からの協力を得る。加えて、雇用創出支援プログラムにおいては、

各種社会人養成講座に対して、内容等に合わせて適宜、社会人講師として協力いただくと共に、プログラ

ムへの受講生としての社員派遣に対する理解を得る。 

 また、高知大学、高知県立大学、高知工科大学、高知工業高等専門学校の卒業生、特に「地方創生推進

士」の雇用を積極的に図るものとする。 

（大学名： 高知大学 ） 
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②事業の概念図（１ページ以内） 

○ 本事業で取り組む内容が分かるように作成してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本事業と高知県産業振興計画との関係性については別紙参照 
土佐 FBC：高知県寄附講座。1，2 年間の座学、実習、OJT 授業。A,B,C コースと選択受講、企業研修コースを実装中。 
ココプラ：高知県産学官民連携センター。各高等教育機関から相談窓口役が常駐。知と交流と人材育成の拠点。 
土佐まるごと社中：産学官民連携のための有志の集まり。毎月の定例会と年 2 回のイベントを実施中。 
土佐 MBA：高知県主催による産業人材育成。入門・基礎・応用・実践編等、各種取り揃えた「まるごと」講座。 
えんむすび隊：準正課活動。学生が支援教員と共に県内各地を訪ねるワンデイツアー。 
SBI（Society Based Internship）、CBI（Collaboration Based Internship）：長期インターンシッププログラム。詳細は後述。 
コラボ考房：学生自ら 1 年間かけて企画、実行、結果報告を行うプロジェクト。支援教員や公費によるサポートがある。 

（大学名： 高知大学 ） 
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③事業協働地域に参加する大学、地方公共団体、企業等の連携図（１ページ以内） 

○ それぞれの役割分担が分かる図を作成してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知大学地域コーディネーター（UBC : University Block Coordinator）：COC事業にて平成 25、26年度から 4名雇用。県

内各地域に常駐し、地域からのあらゆる相談の窓口として機能。 

高知県立大学域学共生コーディネーター：地域実習の企画・立案や実習候補地の選定、地域との調整窓口等。地域の代表

者等と常時連絡を取りながら地域の課題を把握し、教員と地域との連携をコーディネートしている。 

高知大学サテライトオフィス：COC事業にて設置した UBCの常駐場所。高知県産業振興推進地域本部との併設を基本として

おり、地域住民のみならず高知県庁との連携の拠点となっている。 

 

 

（大学名： 高知大学 ） 
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３．事業協働地域の課題等 【①～③合わせて３ページ以内】 

①事業協働地域に含まれる各地方公共団体の人口動態と財政力の現状 
 ○ 事業の対象となる事業協働地域が人口流出超過となっていることについて、具体的な数値や財政力指数等を踏まえ、

の根拠を説明してください。 

高知県における他都道府県からの転入・転出・転入超過数 

（第 2期高知県産業振興計画 Ver.4 <<総論・産業成長戦略>> p87より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

※は国勢調査結果の数値。それ以外は、各年 10月１日現在の推計人口の数値。 

 

 高知県人口 若年層人口（20～24歳） 財政力指数（3カ年平均） 

平成22年度（※） 764,456 29,081 0.23995 

平成 23年度 758,614 28,221 0.23277 

平成 24年度 752,042 27,401 0.22833 

平成 25年度 745,070 26,999 0.22891 

平成 26年度 737,761 26,591 0.23299 

②事業協働地域の課題 
○ 今回の事業計画により解決を図ろうとする課題を中心に、事業協働地域の課題をその根拠となるデータを含めて記入

してください。 

○ 課題として記載した内容の根拠となる地方公共団体の文書名及び該当部分の抜粋を記入してください。 

【事業協働地域の課題およびその根拠となる地方公共団体の文書】 

・「第２期高知県産業振興計画 ver.4 PR版」 

＞29ページ 課題①「零細な企業が多く外商が困難」、「観光地としての認知度が低い」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞33ページ 課題②「全国に通用する付加価値の高い商品が少ない」、「県内での加工度が低く、お金が県

外に流出」 

（大学名： 高知大学 ） 
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＞35ページ 課題③「強みである第一次産業さえも担い手が減少」、「特に中山間地域では衰退が著しい」 

 
 

＞37ページ 課題④「資本や産業集積が乏しく、本県産業を牽引する企業が少ない」 

 

＞38ページ 

 課題⑤「地方では学びの機会が少ない」、「事業を継続・発展させていくための人材が不足」 

＞39ページ 

 課題⑥「人口減少により地域経済の活力が低下」 

 

 高知県産業振興計画には策定からフォローアップへと大学が密接に関与している。農林水商工観光と幅

広い領域のトータルプランであり、上記課題の解決に地域の高等教育研究機関が連携して貢献することが

強く求められている。 

③COC+大学の目的・目標を踏まえた事業協働地域の設定の考え方と対象とする理由 
○ 大学全体の目的・目標における「地方創生」の位置付け、当該大学にとっての「地方創生」の意義・内容を具体的に

記入してください。 

○ 申請大学が COC+大学となる必要性・重要性をこれまでの COC+参加校となる他の大学、地方公共団体、企業、NPO等と

の連携の実績も含めて記入してください。 

（大学名： 高知大学 ） 
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【COC+大学の目的・目標を踏まえた地方創生】 

 高知大学は法人化以降、一貫して地域の大学を標榜してきた。大学理念にも「地域社会に貢献し得る人

材育成と学問研究の充実・発展」、「高知大学が有する人的資源（教職員・学生）、知識、情報、研究成果

などの知的資源を駆使することで、高知県を中心とした地域社会への貢献を深化・発展させ、地域に欠く

ことのできない大学として存立基盤を強化する」と明記している。この理念に基づき、地域の課題解決に

資する様々な地域連携事業、産学連携研究等を積み重ねてきた。第 1期中期目標・中期計画においては本

学における高等教育機会や研究成果の地域社会への提供を推進し、第 2期中期目標・中期計画では、更に

貢献を深化・発展させ、地域に欠くことの出来ない大学として存立基盤を強化することを掲げてきた。さ

らに現在作成中の第 3期中期目標・中期計画においては、COC 事業において実践している「高知大学イン

サイド・コミュニティ・システム（KICS）化事業」に基づき、地域社会と連携した全学的な教育・研究・

社会貢献活動を行うこととしている。したがって、高知大学は地域への貢献を組織としての根幹に位置づ

けており、これらに基づき、地方創生に係る以下の事業をこれまでに実践・協力してきた。 

 ・地域再生人材創出事業 

「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐 MBA）」（高知県主体事業） 

「土佐フードビジネスクリエーター人材創出」（高知県寄附講座） 

「高知大学医学部家庭医療学講座」（高知県寄附講座） 

 ・地域資源高付加価値化プロジェクト 

   「大豊町碁石茶の機能性解析および事業化支援」 

   「室戸海洋深層水のヒト効能試験」 

   「黒潮町カツオ機能性解析」 

   「四万十町ショウガ機能性解析」 

 ・地域観光資源開発プロジェクト 

   「室戸世界ジオパーク認定に向けた支援」 

   「四万十川資源（スジアオノリ、アユ）の調査研究」 

 ・市町村版まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援 

   県内市町村への協力体制 

    室戸市、芸西村、田野町、安芸市、香南市、南国市、高知市、黒潮町、大月町 

 

【COC+大学となることの必要性・重要性】 

 高知大学は平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」に採択され、高知県の課題解決のための取り組み

や教育組織改革、カリキュラム改革に取り組んできた。既に十分な実績を積んでおり、COC+においてもそ

の経験を活かすものである。これに加え、高知県内唯一の総合大学であり、人文、教育、理、医、農、地

域協働学部と多様な分野の教育を備えている。学生数および卒業生数も県内高等教育機関の中では最多で

あり、学生の県内への就職および大学の知を活かした地域への雇用創出においては最も影響力が高い重要

な位置づけにあるといえる。したがって、県内高等教育研究機関が結集して申請する本事業においては、

高知大学が代表機関として責任を持って実施する必要があると考えた。 

 

【実績・準備状況】 

 高知大学と高知県および産業界等とは、これまでに各種事業において密接に連携してきた。地域再生人

材育成や医師養成を高知県からの寄附講座として実施していることに加え、高知大学 COC事業「KICS化事

業」においては、高知大学地域コーディネーター（UBC）が県庁職員である地域産業振興監、地域支援企

画員と現場レベルで連携し、様々な地域における活動を協働・支援してきた。 

 産業界においては、土佐経済同友会の特別会員に本学地域連携推進センターの受田浩之センター長が就

いていることに加え、幹事として地域連携推進センターの石塚悟史副センター長が就任し、密接な連携関

係を構築している。加えて、土佐経済同友会および中小企業家同友会とは本学授業の面でも連携を進めて

いる。平成 27年度から両会からの授業「高知の中小企業を知る（中小企業家同友会）」、「高知県の産業と

観光（土佐経済同友会）」を地域関連科目として共通教育により実施予定であり、地域企業の経営者等、

多くの学外講師による現場力の高い講義内容を実施予定である。 

 

（大学名： 高知大学 ） 
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４．地方創生に必要な COC+大学の教育カリキュラムの構築・実施について【①～⑤合わせて４ページ以内】 

①事業協働地域が求める人材像 
 ○ 事業協働地域が求める人材像を３．②の事業協働地域の課題を解決するために修得が必要な能力を明確にしつつ、具

体的に説明してください。 

○ 事業協働地域の地方公共団体や企業等からのヒアリング及びデータ等の把握・分析に基づいて、事業協働地域が求め

る人材が修得すべき能力を具体的に記入してください。 

【事業協働地域が求める人材像・修得すべき能力】 

 高知大学では、平成 22年度からの特別経費事業である「地域再生教育研究ルネッサンス事業」の取組と

して、「今後の地域再生教育研究の方向性や組織のあり方」等に対する提言を得るため、県・市・町の首長

等や企業等の学外有識者及び本学理事等を構成員とした「地域再生教育研究ルネッサンス検討会議」を設

置し、検討会議（幹事会）3 回、検討会議本会議 5 回を開催し協議を重ね、その検討結果を地域再生・発

展に結びつく学生教育の改革に反映してきた。本会議の委員は今回の事業協働地域から土佐経済同友会お

よび中小企業家同友会を含む以下のメンバーである。（平成 24年度当時の役職を記載） 

岩城 孝章 高知県副知事 

岡﨑 誠也 高知市長 

橋詰 壽人 南国市長 

岩﨑 憲郎 大豊町長 

久松 朋水 土佐経済同友会特別幹事 

渡邊 基文 高知県中小企業家同友会 前代表理事 

中澤 二朗 新日鉄住金ソリューションズ株式会社人事部部長 

中島 哲  トヨタ自動車株式会社東京本社総務部部長 

原  正紀 株式会社クオリティ・オブ・ライフ代表取締役 

松本 美奈 株式会社読売新聞社東京本社 編集局生活情報部記者 

 これらメンバーから学生教育に対する種々のニーズを収集し、その実現に向けて進行中である。そのニ

ーズとは以下の内容である。 

①コミュニティが若者（学生）の活動参画の継続と拡大を求めている。 

②高知県及び県内市町村が大学（学生及び教員）の活動参画の拡大を求めている。 

③地域協働教育及び地元企業へのインターンシップによって地域に根付く人材の育成が強く求められ

ている。 

④地域協働を通じて産業振興を担う人材の育成が産業界及び行政から強く求められている。 

⑤以上を実現する大学の COC機能強化への高知県、市町村、産業界等の期待が大きい。 

 これらの内容に加えて、本申請に先立って開催した「COC+申請に向けた全体会議」において、産業

界からは 「学生が県内企業についての知識を得ること」、「自分の人生の展望、社会に対する未来

展望を持つこと」、「高知に対する愛情を持った学生」等の要望が出された。以上の内容から、事業

協働地域が求める人材とは、『地域に対する理解と愛情を有する自律的で「協働」能力を持った人材』

であり、より具体的には、産官や官民あるいは異業種間をコーディネートして地域内の課題や特長を

発見し、その解決や発展のための活動を推進していくことの出来る人材である。 

②教育内容（授業科目等）及び教育方法（２ページ以内） 
 ○ 可能な限り具体的かつ詳細に記入してください。 

 ○ 構築する教育プログラムを履修した学生が事業協働地域に定着していくためにどのような点が実践的かつ効果的な教

育内容・方法なのか具体的に記入してください。 

 ○ 授業科目等は教育する年次又は順番が分かるように記載し、構築する教育プログラムが単発の地域に関する授業科目

の開設や相互関連の薄い授業科目の羅列ではなく、それぞれの授業科目等が相互関連しており、体系的に構想されてい

ることをカリキュラムマップ等を活用し、説明してください。 

 ○ 構築する教育プログラムを履修した学生が、その履修を通じて修得した能力の向上により、事業協働地域に定着し、

活躍することを見通すことのできる教育内容及び教育方法となっている根拠についても記入してください。 

 ○ 構築する教育プログラムをどのように学生に履修させるのか、学生の地元定着率の増加割合との関係が明確になるよ

うに記入してください。 

（大学名： 高知大学 ） 
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COC事業において初年次必修科目「課題探求実践セミナー」（必修）を全学部で地域関連化し、この他に

地域関連科目の 4単位選択必修等により地域を“知る”ことで関心を喚起する。これを以下に示す 1st phase

とし、さらに 2nd phase として地域を“もっと知る”機会を創出する。更に 3rd 4th phase として、地域と

“会う”、地域の仕事を“体験する”、そして Start-up phaseとして地域に“根付く”ことを意識づけ、更

に地域をより深く学ぶため地域と“協働する”、これら一連の体系的プログラムを構築する。 

1st preparation phase 

（6単位） 

地域に対する興味関心を高めることを目的とし、地域の基本的な各種情報を

講義する。 

 正課 課題探求実践セミナー 【全学必修】初年次科目 

 地域関連科目等※１ 【全学必修】各学部が設定した正課および準正課から選択 

2nd preparation phase 

（4単位） 

地域の更に詳細な情報を講義することで、学生が地域で活動するための土台

となる知識を習得する。 

  各学部指定科目等※２ 各学部が設定した正課および準正課から選択 

3rd preparation phase 

（以下から 2つ選択） 

地域（企業、住民等）との双方向のコミュニケーション（グループワークや

ディスカッション等）により、より地域のリアルな情報や考え方を学ぶこと

で、協働のための礎を作る。 

  各学部指定科目等※３ 各学部が設定した正課および準正課から選択 

準正課 土佐 FBC部分講義※４ 食品に関する基礎知識に加え社会人受講生の受講目的や仕事観を
学ぶ。また土佐 FBCは土佐 MBAとも連携しており、土佐 MBA授業も
一部受講可能とする。 

準正課 ココプラ交流事業※５ 各種講師や多種多様な社会人と接することで幅広い社会性を学ぶ。 

準正課 土佐まるごと社中※６ 産学連携の実現を目指した多様なセクターとの交流に基づき、企業
と大学との関係性を学ぶ。 

準正課 えんむすび隊※７ 地域の生活に密着したコミュニティ活動を知ると共に顕在化する
地域社会問題を実感する。 

4th preparation phase 

（以下から 2つ選択） 

地域の更に深い実情（自然、文化、人 等）に直接触れ、課題の認識と解決

のための方策を思考させることで、地域における自らの存在価値の自覚と、

選択肢としての地域就職の動機付けを行う。 

  各学部指定科目等※８ 各学部が設定した正課および準正課から選択 

準正課 土佐 FBC グローカル

プログラム※９ 

企業の海外販路開拓の現場に学生も同行し、学生自身も企画提案や
ディベート等により実践的な食品海外ビジネスを学ぶ。 

準正課 社長インターンシッ

プ ※10 

企業トップあるいは部局責任者等に直接密着し、日々の行動につい
て知ることや移動中の会話などに基づき、リーダーシップ論や経営
術あるいは信念などを、身をもって体感する。 

準正課 UBC インターンシッ

プ ※11 

地域コーディネーター（UBC）が、県庁職員と連携しながら企業や
市町村、民間団体等、様々なセクターからの地域課題に対応してお
り、その活動に同行することは協働を学ぶ上でも貴重である。 

正課 海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ（高知工科大学） 

県内企業の海外事務所での就労体験を通じて、異文化適応力を養う
と共に、グローバルに活躍する県内企業の事業内容や技術に対する
理解を得る。（単位互換不可） 

5th preparation phase 

（希望者のみ選択） 

社会において普遍的に必要とされる協働能力を養うためのプログラム。長期

の実習を綿密なサポートのもと行うことで、地域で働くための心構えやスキ

ルを身につける。 

  各学部指定科目等※12 各学部が設定した正課および準正課から選択 

正課 長期社会協働インタ

ーンシップ（CBI : 

Collaboration Based 

Internship） 

現代社会で強く求められる「自律性」や「社会力」の必要性を、学
生が実感するためのインターンシップ。「現実感覚を持った大学の
学びへの質的転換」、「信頼は仕事の 8割を占める日常業務への創
意工夫した取組から得ることの体感」、「PDCAの習慣化」、「自
己と他者（組織）及び社会の統合」等の実現のため実習（8単位）
は 2年生の 1学期に実施。なお、CBI関連単位数は、1年生 2学期
の事前学習（2単位）や事後学習（2単位）を含め計 14単位。 

準正課 人間関係形成インタ

ーンシップ（SBI : 

Society Based 

「仕事を成し遂げるためにはどのような人間関係が大切か」「その
ような人間関係の中で自分の役割は何か」「その役割を果たすため
に自分に必要なことは何か」など、「コミュニケーション能力」や
「協働実践力」を目的とした 3人一組 3週間の企業インターンシッ

（大学名： 高知大学 ） 
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Internship） プ。事前事後学習を含め 9か月のプログラム。なお、事前学習とし
て「チームビルディングセミナー」「目標設定セミナー」「スキルア
ップセミナー」を行い、企業と協働するためのスキルを身につける。 

準正課 コラボ考房プロジェ

クト（地域課題解決

協働実践コース） 

学生と企業の若手社員が協働し企業等の地域課題の解決を目指す
プロジェクト。プロジェクトは、学生 3人以上と企業の若手社員で
チームを組成し、半年～1年間の期間で実践。若手社員の自律化支
援も同時に目指すプログラム。 

※1、※2、※3、※8、※12 別添１参照 

※4 土佐 FBC 授業の一部および FBC 同窓会組織である土佐 FBC 倶楽部にも参加する。なお、過去の本学学
生の土佐 FBC受講者のうち、その後の高知県内企業への就職率は 77％と極めて高い。また、連携す
る土佐 MBAは高知県主催による産業人材育成事業であり、土佐 FBC受講生は土佐 MBA授業のうち、
マーケティングを始めとした実践的授業の一部受講が可能となっている。 

※5 高知県産学官民連携センター（ココプラ）にて実施される交流事業（経営者トーク、連続講座等）に

他の参加者と共に一定時間を参加。参加後、報告会等により学生の成長を評価。 

※6産学官連携の交流の場。定例会（偶数月）と世話人会（奇数月）、定期的にプレゼン大会を実施。 

※7 県内各地を訪ねるワンデイツアー。地域の自然や食、人々の暮らしに触れることで、地域の抱える問

題や社会とのかかわりを考え、行動を起こすきっかけとする。 

※9JETRO高知との連携による土佐 FBC受講企業の海外販売展開支援事業。平成 25年度試行済み。 

※10 高知県は製造品出荷額等 1 兆円当たりのニッチトップ企業数が東京に次いで多く（「グローバル・ニ

ッチトップ企業論」p176 細谷祐二 著 白桃書房出版）、全国的にもユニークな企業の割合が高い。 

※11 UBC4 名が県内 4 カ所に常駐。平成 26 年度実績として地域からの相談件数 159 件、受託契約件数 64

件、公開講座開催件数 46件（県内 8地域）となっている。地域における大学の最前線。 

 

 各 phase において高知大学の正課・準正課を他大学も可能な限り受講可能にすると共に、他大学におい

ても各 phaseに該当するものがあれば同様に位置付けて実施する。 

 1st phase：県内企業説明会(高知高専)、 2nd phase：県内企業見学会(高知高専)、 

 3rd phase：地域共生概論、地域活性化システム論（高知工科大学）、 

県内企業人講習会・インターンシップ（高知高専） 

 4th phase：海外インターンシッププログラム(高知工科大学） 

 

Start-up phase：県内の企業等に“根付く” 

1st～4th を経た学生の中で、県内に強い就職希望を有するもの対しては、その意志や資質を十分に見極

めた上で、大学が認証を与えることで、企業が採用する際のインセンティブとする。5th phaseは本格的長

期実習を含む内容であるため、認証取得のための必須条件とはしないが、学生の協働能力や地域活動能力

の向上に大きく寄与することから、受講することで審査において有利に働くものとする。 

「地方創生推進士」:COC+事業において新たに設ける認証。高知県内の社会や文化、企業等に対して深い

造詣と愛着を持ち、地域住民と協働して自律的に事業を進めることのできる人材。その付与において

は COC+により新たに設ける教育プログラム開発委員会が審査する。 

 

【指標】「地方創生推進士」取得者数  H28～H31年度：延べ１００名 

 

③教育プログラム総時間数・単位数 

【教育プログラム総時間数・単位数】 

1st preparation phase（6単位履修） 

「課題探求実践セミナー（初年次必修）」（2単位）＋「各学部指定共通科目（選択必修）」（計 4単位） 

2nd preparation phase（4単位履修） 「各学部指定科目」 

3rd preparation phase（正課 2科目 又は 正課 1科目＋準正課１つ 又は 準正課２つ） 

＜正課＞  「各学部指定科目」 

＜準正課＞ 

「土佐 FBC」授業参加（約 20時間 選択受講）＋FBC倶楽部参加（1回） 

 「ココプラ交流事業」県事業のため平成 28年度以降の実施内容は未定。①か②のいずれか、あるいは新

（大学名： 高知大学 ） 

15 



様式１ 

たな事業が開始されれば、連携を適宜検討する。 

①経営者トーク、シーズ紹介等への参加（計 15時間以上） 

②連続講座（8割以上の参加）※参考：H27年度高知 iHub（5日間、計 22.5時間）等 

 「土佐まるごと社中」会合参加（2回（約 3時間／回））＋プレゼン大会（6月 or 12月）における発表 

 「えんむすび隊」2地域への参加（約 7.5時間／地域）時間は訪問場所により多少異なる 

4th preparation phase（正課 2科目 又は 正課 1科目＋準正課１つ 又は 準正課２つ） 

 ＜正課＞  「各学部指定科目」 

「海外インターンシッププログラム」 2週間以上 2か月以内 

 ＜準正課＞ 

 「土佐 FBCグローカルプログラム」 約 4ヶ月間（約 20時間の事前事後学習、1週間の海外研修） 

 「社長インターンシップ」  約 2週間（計 4企業程度） 

 「UBCインターンシップ」  約 2週間（計 4地域程度） 

5th preparation phase 

 ＜正課＞  「CBIプログラム」 事前学習「CBI企画立案」2単位 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ「CBI実習Ⅰ～Ⅳ」8単位 「ｷｬﾘｱ開発講座 B」2単位 

              事後学習「CBI自己分析」2単位 

 ＜準正課＞ 

 「SBIプログラム」（事前学習、3週間実習、事後学習）期間が 9か月に及ぶインターンシップ 

 「コラボ考房プロジェクト（地域課題解決協働実践コース）」 

学生 3人以上と企業の若手社員でチームを組成。実践の期間は半年～1年間。 

④担当教員計画（１ページ以内） 
 ○ 本事業において構築する教育プログラムを担当する予定の教員を可能な限り記入してください。 

 ○ 事業協働機関から派遣が予定されている実務家教員については、名前の始めに「○」と記入してください。 

教員名 担当する教育内容 学位・業績 

池田 啓実 CBI、コラボ考房プロジェクト（地域課題解決協働実践コース） 経済学修士 

大石 達良 SBI 経済学修士 

今城 逸雄 えんむすび隊 経済学修士 

受田 浩之 土佐 FBC 農学博士 

吉金 優 土佐 FBC、土佐 MBA 博士（農学） 

石塚 悟史 土佐まるごと社中、ココプラ 等 博士（農学） 

赤池 慎吾 UBCインターンシップ、えんむすび隊 等 博士（農学） 

大崎 優 UBCインターンシップ、えんむすび隊 等 修士（経済学） 

岡村 健志 UBCインターンシップ、えんむすび隊 等 博士（工学） 

梶 英樹 UBCインターンシップ、えんむすび隊 等 準修士、法学士 

○土佐経済同

友会 

高知県の経済と観光（平成 27 年度講師は日本銀行高知支店長、JAL

高知支店長および帝国データバンク高知支店長） 

企業経営者 

○高知県中小

企業家同友会 

高知の中小企業について（全 16回をオムニバス形式で担当） 企業経営者等 

○地域企業 社長インターンシップ 企業経営者等 

※欄が不足する場合は、適宜追加してください。 

⑤ファカルティ・ディベロップメント 
 ○ 授業を担当する教員全員が、共通理解をもって教育プログラムの構築・実施に取り組むために、事業協働地域のニー

ズや開発する教育プログラムの内容をどのように共有するのか記入してください。 

 ○ 構築する教育プログラムを実施していくために、どのような教員体制を構築するのか、また、どのようなファカルテ

ィ・ディベロップメントを実施するのかを具体的に記入してください。 

 本提案における一連の教育プログラムと認証制度および、そこで育成すべき協働を備えた人材像につい

て、全学 FDセミナーを開催することで周知を図る。また、本プログラムの効果検証も外部評価等により行

い、その効果を教育プログラム開発委員会に報告すると共に、FDセミナーにおいても全学的に報告するこ

とで、学内における教育プログラムの有効性あるいは改良点等を共有し、PDCAを円滑に回していく。 

（大学名： 高知大学 ） 
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５．実施体制と情報の公開、成果の普及 【①～⑤合わせて６ページ以内】 

○ 事業の実施に伴う大学の組織整備と情報公開、成果の普及について、①～④の内容を実績・準備状況を踏まえて、計

画内容を具体的に記入してください。 

①COC+大学の学内の実施体制（１ページ以内） 
○ 事業の取組に対応するため、学長のリーダーシップの下、適切な人材配置や予算配分を行うための体制をどのように

整備するのかを記入してください（事務局機能を強化するなど事業の実施をサポートする全学的体制の充実、業務が一

部の教職員に偏らないよう、窓口となる担当部署を設定し、教職員間の情報共有、意思疎通や各種問い合わせへの対応、

事業運営上の関係者間の調整、監事による事業の実施に係る業務監査など）。 

○ 事業協働機関のニーズを受け止める体制をどのように整備したのか記入してください。 

【計画内容】 

  
【実績・準備状況】 

 ＣＯＣ事業において、地域ニーズに柔軟に対応するガバナンス改革により立ち上げた学長直轄の「国

際・地域連携推進機構」の下、ＫＩＣＳ事業を推進するための組織として平成 26 年度に創設した地域連

携推進センターにＣＯＣ+事業を実施するために新たな地方創生推進部門を設置するとともに、事務部に

地方創生推進室を新設して事務機能強化を図り、事業担当部署の窓口とする。事業の実施に係る監査は、

法人監査室において行う。また、県内に配置した大学派遣コーディネーター（ＵＢＣ）が地域課題及びニ

ーズ等を事業協働機関で構成した大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部（新設）へ持ち上げ定期的に

情報の共有、地域ニーズ、行政課題の洗い出し及び題解決に資する教育プログラムの検討等を行い、学内

の「国際・地域連携推進機構」にその結果を申し送る。 

（大学名： 高知大学 ） 
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②事業協働機関相互の連携体制（COC+推進コーディネーターの役割等）（３ページ以内） 
○ 事業協働地域が一体となって地方創生に取り組むための「協議の場」の名称を記入してください。 

○ 「協議の場」及び教育プログラム構築に関わる実務レベルのメンバーで構成する「教育プログラム開発委員会」をど

のような構成員で設置するのか記入してください。 

○ 「協議の場」と「教育プログラム開発委員会」それぞれがどのような役割を担うのかを具体的に記載してください。

特に「協議の場」は事業協働地域における意思決定の場として、学長等の責任者がどのように関わるのか明確に記入し

てください。 

○ 「COC+推進コーディネーター」が事業協働地域においてどのような役割を担うのか、その役割を担うことができる経

歴・経験・能力のあることを明確にして記入してください。 

○ 「協議の場」及び「教育プログラム開発委員会」に COC+推進コーディネーターがどのように関わっていくのか、実施

体制図を用いて記入してください。 

【「協議の場」の名称】 

 「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」 

 

【「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」の構成員等】 

事業協働機関の名称 構成員の所属・職名 役割等 

1 高知大学 理事（総務・国際担当） 本事業の責任者 

2 高知県立大学 学長特別補佐（地域教育研

究センター長） 

COC+参加校としての協力 

3 高知工科大学 地域連携機構長 COC+参加校としての協力 

4 高知工業高等専門学校 副校長・専攻科長 地域連

携センター長 

COC+参加校としての協力 

5 高知学園短期大学 教務部長 協力機関としての協力 

6 高知県 産業振興推進部長 自治体としての協力 

7 高知県 文化生活部長 自治体としての協力 

8 土佐経済同友会 副代表幹事 産業界との連携 

9 高知県中小企業家同友会 経営労働委員長 産業界との連携 

10 高知県工業会 常務理事 産業界との連携 

11 高知県経営者協会 事務局長 就職支援室長 産業界との連携 

 

【「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」の役割】 

 「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」は、高知県における地方創生に対する地域の高等教育研

究機関および産業界による連携について議論する場とする。 

「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」へは、本学からは本事業の責任者である理事（総務・国

際担当）が出席する。理事（総務・国際担当）は、学長直轄の全学的な地域連携戦略の意思決定機関であ

る「国際・地域連携推進機構」の副機構長であり、機構長である学長の下に位置する。「大学連携まち・

ひと・しごと創生推進本部」から大学に対する要望は、「国際・地域連携推進機構」へと申し送られ、全

理事が参画する機構会議にて協議、その内容は全学的に周知され、本学教育プログラムへの反映や教員シ

ーズを活用した課題解決等に結び付ける。 

 

【教育プログラム開発委員会の構成員等】 

事業協働機関の名称 構成員の所属・職名 役割等 

1 高知大学 理事（教育担当） 高知大学教育の責任者 

2 高知県立大学 教務部長 COC+参加校としての協力 

3 高知工科大学 教育本部長 COC+参加校としての協力 

4 高知工業高等専門学校 副校長・専攻科長 地域連

携センター長 

COC+参加校としての協力 

5 高知学園短期大学 教務部長 協力機関としての協力 

 

【教育プログラム開発委員会の役割】 

 本事業にて実施する教育プログラムの実施効果を高知大学地域連携推進センター地方創生推進部門か

（大学名： 高知大学 ） 
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様式１ 

ら報告を受け、プログラムの改善に向けた提言等を「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」に対し

て行う。 

 

【これまでの連携実績・準備状況】 

 COC 事業において「国際・地域連携推進機構」を新設し、また、高知県との意見交換の場として「高知

県地域社会連携推進本部」も新設している。「高知県地域社会連携推進本部」において県内各地域の具体

的な課題や、大学に対する解決に向けた要望を受け、「国際・地域連携推進機構」にて対応を協議、地域

連携推進センターを通じて全学的に周知、地域志向教育経費および地域志向研究経費を活用して地域にお

ける課題解決に資する教育・研究活動を推進している。平成 27年 6月までに地域志向教育経費により 66

科目の授業の整備、地域志向研究経費により 20件の地域課題解決型研究の実施に至っている。 

 また、高知県が平成 27 年 4 月に設置した高知県産学官民連携センター（ココプラ）においては、高知

県職員に加え、高知大学、高知県立大学、高知工科大学、高知工業高等専門学校、高知学園短期大学の相

談窓口役となるコーディネーターが配置され、産学官民連携に関する様々な相談を受け始めている。この

他、企業経営者トークや大学シーズ発表会の実施、産業人材育成等を実施しており、本事業における大学

教育プログラムや企業人材育成事業との連携を検討している。 

 

【COC+推進コーディネーターの役割】 

 本事業全体の取りまとめ役に加え、新たに高知大学に設置する地方創生推進部門の部門長を担い、高知

大学内および事業協働地域全体における COC+事業を統括する。特に本事業においては、学生に地域志向を

意識づけ、地域で活動するための能力や考え方を身につけさせる教育プログラムを一つの柱とし、もう一

つの柱として、地域企業の雇用創出に資するための人材育成事業および産学官連携支援事業を構築する。

したがって、若者の教育的視点に加え、企業支援と大学シーズの活用の方策についての知見があることも

必要である。 

 また、準正課プログラムにおいてもポートフォリオを用いるなどして学生の成績評価を行う予定であ

り、蓄積されたポートフォリオが学生の認証付与や、企業にとっての採用の判断材料となる。極めて重要

な資料となるため、その成績評価の統括を COC+推進コーディネーターが責任を持つ。 

 COC+推進コーディネーターの役割は非常に多岐にわたり、大所高所の考え方に加え現場的な視点も求め

られる。したがって、本事業における体制としては、経験豊富なコーディネーターを地方創生推進部門長

として 1名置き、その補佐役を 1名置く。補佐役は比較的若手を想定し、部門長からスキルを学びつつ、

COC+予算の逓減に伴い、徐々に部門長から引き継ぎを行う。 

 

【「協議の場」及び「教育プログラム開発委員会」への COC+推進コーディネーターの関与】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③事業協働地域におけるコストシェアの考え方（役割分担）（１ページ以内） 
○ 事業を実施するために必要な人的・物的・財政的負担の在り方について、事業協働機関それぞれの役割に基づいて説

明してください。 

○ コストシェアが現実的なものであることが分かるようにこれまでの実績や現段階の準備状況についても記入してく

ださい。 

大学連携 
まち・ひと・しごと 

創生推進本部 

教育プログラム 
開発委員会 

高知大学
UBC 

高知県立大学 
域学共生 

コーディネーター 

地域における 
ワンストップ 
ウィンドウ 

COC+事業 
全体統括 

地域ニーズの
報告 

地方創生推進部門 

COC+推進 
コーディネーター 

・本部会議の取り纏め 
・地方創生、雇用創出に資
する地域ニーズおよび大学
シーズ等の報告 

・委員会の取り纏め 
・大学教育プログラムに関す
る地域ニーズおよび「大学連
携まち・ひと・しごと創生推
進本部」からの要望等の報告 

（大学名： 高知大学 ） 
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【計画内容】 

・高知大学 

高知大学は COC 事業において地域関連科目を平成 29 年度までに倍増させる計画を遂行中である（平成

25年度比）。COC＋事業においては、大学全体の地域関連科目を体系的に組み合わせ、また、機動的に実行

可能な準正課活動を新たに組み込み、学生が地域を“知り”、“会い”、“体験し”、そして“協働する”こ

とを通じて、卒業後の就職の選択肢として地域を強く意識させるものである。本学常勤教員および前述の

地域関連科目を最大限活用する。 

「土佐 FBC」の講師陣は本学教員以外に高知県立大学や高知工科大学も担っており、加えて高知県や県

内企業等からの寄附金により遂行中であり、本学を含む地域全体でコストシェアを担っているものであ

る。また、「観光人材育成事業」についても他大学等の講師も含め、更に産業界とも連携して進める。「起

業支援事業」は、地域連携推進センター産学官民連携推進部門の知見等も活用しつつ、地域協働学部等の

専門家教員および地域内の専門家等もセミナー講師となる。また、事業の検証の「場」として、COC 事業

にて整備中の「サテライト教室」を利用することで事業前の初期負担を軽減する。 

これら全般にわたって、地域との折衝、地域の課題収集、大学との橋渡し等、様々なコーディネーショ

ン機能が求められる。新たに雇用する COC+推進コーディネーターが中心的に担うが、COC事業により既に

雇用し、県内各地域で草の根的にネットワークを構築している地域コーディネーター（UBC）も地域から

のニーズ収集等において大きな役割を果たす。 

・高知県立大学 

高知県立大学が雇用する域学共生コーディネーター（2 名）は、地域と大学との重要な橋渡し役を担っ

ており、様々な地域からの相談が寄せられている。本事業においては、域学共生コーディネーターとも協

力しながら、一層地域からの幅広いニーズ収集を行う予定である。また、地域共生推進士の学生教育を進

めており、COC+プログラムの取組みを協働で進めることにより、高知県立大学の学生の地域共生推進士の

資格取得に繋がり結果的に高知県全体の就職率アップにも繋がる。 

・高知工科大学、高知工業高等専門学校 

企業向けの人材育成事業においては、今後設定する科目に応じて専門家講師を立て、共同で実施する。 

・高知県 

高知県は現在、第 2期産業振興計画を進行中であり、同時に、産業振興計画をベースとした高知県まち・

ひと・しごと創生総合戦略を策定している。これら施策と連動を図ることで、地域における雇用創出およ

び学生の地元定着を協力して遂行する。 

・土佐経済同友会、高知県中小企業家同友会、高知県工業会 

高知大学で開設する地域関連科目において、学外講師として所属企業から講師を派遣、およびインター

ンシップの受け入れについて、貴重な企業の人員及び時間を割いて協力していただく。また、社会人養成

講座においても受講生として社員を派遣するなど積極的に活用いただく。 

・高知県経営者協会 

「ジョブカフェこうち」や各種セミナーによる就職支援事業との連携。既に学生とジョブカフェこうち

との連携実績はあり、さらに学生向けあるいは企業向けセミナー等で連携する。 

 

【実績・準備状況】 

高知大学 COC 事業にて地域関連科目の整備、UBCによる地域からの課題収集体制、学内における地域連

携施策のトップダウン周知体制等の基盤が既に整備されており、大いに活用可能である。 

また、各機関とは授業科目の単位互換に関する協定を既に締結している。（高知工業高等専門学校：平

成 19年 2月 27日締結、高知県立大学、高知工科大学：平成 26年 9月 18日締結） 

高知県は、COC 事業の連携自治体であることに加え、高知大学からは産業振興計画の策定からフォロー

アップに至るまで委員として参画していること、その実行においても協力体制にあることから、連携の下

地は十分にある。 

一方、中小企業庁の平成 26 年度補正予算「地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業」におい

ても、本学が幹事機関となり、各大学等に加え、高知県や産業界とも連携して県内外の若者、女性、シニ

ア等の就職支援を行っている。COC+事業と中小企業庁事業とは、地域における雇用の創出まで大学が責任

ある参画をすること、そこに対して学生教育を連動させていくこと、これらの点で差異があるが、地域に

おける人材確保の視点は共通しており、既に同じ志のもとでの連携体制が組まれている。 

（大学名： 高知大学 ） 
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④事業の実施、達成・進捗状況の評価体制 
○ 評価指標の適切性の判断や達成状況など、事業の進捗状況を把握する仕組みについて、補助期間中及び補助期間終了

後の体制を具体的に記入してください。特に、外部評価の仕組みについては必ず記入してください。 

○ 評価結果をその後の事業展開に反映させるような PDCA サイクルが確立されていることが分かるように記入してくだ

さい。 

【計画内容】 

外部有識者、シンクタンク等から構成された外部評価チーム（外部評価委員会）を組成し、外部評価を
実施する（評価の頻度は１年に１度）。評価結果は「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」に報告
し、地域全体で事業の改善に向けた検討を行う。 
また、地域住民や自治体、企業、学生等の事業のステークホルダーからも直接意見を収集する。評価は

事業成果（Output）や結果（Outcome）といった達成度の視点に限定せず、類似の先進事例や他 COC＋事業
から情報を収集し、事業構造（Structure）や実施過程（Process）の視点からも評価を行うことで、事業
の効果的・効率的運営に結びつける。 
 補助期間終了後も外部評価チームは維持し、引き続き同じ体制のもとで進める。 

 

 

【実績・準備状況】 
 本評価スキームは COC 事業を踏襲するものであり、COCにおいては「高知県地域社会連携推進本部」に
外部評価結果等を報告、事業全体の改善計画等を検討する体制であったが、COC+事業においては「協議の
場」がそれを担う。COC事業は現在 3年目であり、外部評価を既に 2回実施している。そのノウハウも得
られつつある。 
 

⑤事業協働地域内外への情報提供の方法・体制 
○ 構築する教育プログラムの質を保証する観点や学生の適切な判断・選択に資する観点から、取組の実施状況等、必要

な情報を積極的に発信する計画となっているか分かるように記入してください。 

○ 取組を通じて得られた成果について、ホームページ等による公表の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、地域

を志向する大学や学生、地方公共団体及び産業界等への普及を図るものとなっているか分かるように記入してくださ

い。 

○ 全国の COC+大学のネットワーク構築にも取り組むことを予定している場合は、その計画内容についても記入してくだ

さい。 

（大学名： 高知大学 ） 

21 



様式１ 

【計画内容】 

 高知大学は法人企画課に広報戦略室を置き、大学としての戦略的な広報を推進している。具体的な広報

媒体として以下を実施中であり、COC+の成果等も本媒体を用いて積極的に発信していく。 

 ・高知大学広報紙「Lead」 

 ・FM高知との連携企画 高知大学ラジオ番組「THEこうちユニバーシティ CLUB」 

 また、COC事業にて開設した KICSホームページにおいても、学生の地域活動や課題解決に向けた取り組

みを紹介しており、本ホームページは COC+においても活用し、学生の様々な教育活動やその成果を発信し

ていく予定である。 

加えて、COC事業での以下の報告の場とも連動する予定である。 

・研究シーズ発表会：地域の企業に向けた大学の地域志向研究発表の場。COC＋における雇用創出研究

経費の成果報告も併せて行い、雇用創出に資する新産業、新事業の企業等への展開を図る。 

・地域協働ネットワーク会議：地域における学生の受け入れパートナー（コミュニティ、企業、自治体、

NPO/NGO 等）との協議の場。学生受け入れに当たっての課題等を協議し、大学教育に対する地域の理

解を深める。 

・COC全国シンポジウム：全国の COC採択機関および COCを目指す大学等を対象としたネットワーク構

築のためのシンポジウム。各地域の先進事例を講演、パネルディスカッションおよびポスターセッシ

ョン等により議論し全国の取組みの底上げを図ることを目的としている。COC+においても全国ネット

ワーク構築のために本シンポジウムを利用する計画である。すなわち、COCから COC+に移行する上で

の効果的な実践法を本シンポジウムをプラットフォームに伝搬する。現在の COC採択機関が 82機関、

平成 27年度 COC+採択地域は約 30であることから、全ての COC採択機関が COC+として平成 27年度に

移行することは不可能である。来年度以降も COC+にトライしようとする大学等を支援するためにも

COCと COC+の両方の全国ネットワークの連携は不可欠であり、そのハブとして高知大学が役割を果た

す。 

 

【実績・準備状況】 

研究シーズ発表会、地域協働ネットワーク会議、COC全国シンポジウムは、平成 25，26年度に 1回ずつ

計画通り実施しており、広報体制の下地は十分である。特に、COC 全国シンポジウムにおいて各 COC 実施

機関とのネットワークが構築されており、COC+においても本ネットワークは十分に活かされるものであ

る。 

 

（大学名： 高知大学 ） 
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６．事業の実施計画【①～④で７ページ以内】 

○ 事業全体の「年度別実施計画」、「補助期間終了後の継続性」及び「補助期間終了後の資金計画」について、具体的に

分かりやすく記入してください。 

①５年間の事業実施計画の概要 
○ ５年間の実施計画の概要を計画の進捗状況の概略が分かる図を用いて記入してください。 

【平成 27年度（申請時の準備状況も記載）】 

 

 

  平成 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

教

育

プ

ロ

グ

ラ

ム 

1st preparation phase      

課題探求実践セミナー 

各学部指定科目 

全学必修体制整

備済み 

全学必修 全学必修 全学必修 全学必修 

2nd preparation phase      

各学部指定科目 整備済み     

3rd preparation phase      

土佐 FBC 

ココプラ 

土佐まるごと社中 

えんむすび隊 

学生受け入れ体

制整備 

 

学生受け入れ開

始 

   

4th preparation phase      

土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

社長インターンシップ 

UBCインターンシップ 

海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

実施体制整備 実施開始    

5th preparation phase      

人間関係形成ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 

コラボ考房ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

長期社会協働ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 

新たな改良個所

を検討 

    

Start-up phase      

「地方創生推進士」認証

制度 

制度の詳細を整

備 

希望学生に対す

る認証開始 

   

雇

用

創

出

支

援

プ

ロ

グ

ラ

ム 

土佐 FBC      

食プロ認定 

ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

認定機関申請お

よびｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑの広報 

認定開始 

ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実

施開始 

   

観光人材育成      

 事業内容検討 設計 試行 開始  

若手社員自律化支

援事業 

     

 実施中     

起業支援事業      

起業ﾏｲﾝﾄﾞ醸成ｾﾐﾅｰ 

事業構想ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

事業構想検証支援 

事業詳細の設計 事業詳細の設計 起業支援開始   

産学官連携支援事

業 

     

産学官連携雇用創出支

援事業 

事業詳細の設計   公募・実施 公募・実施 

雇用創出研究経費 学内公募・実施 学内公募・実施 学内公募・実施 学内公募・実施 学内公募・実施 

（大学名： 高知大学 ） 
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事
業
協
働
地
域
に 

お
け
る
協
議 

「大学連携ま

ち・ひと・しご

と創生推進本

部」会議 

1回 １～複数回 １～複数回 １～複数回 １～複数回 

「教育プログ

ラム開発委員

会」会議 

1回 １～複数回 １～複数回 １～複数回 １～複数回 

全
国
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
化
事
業 

COC・COC+全国

シンポジウム 

1 回（COC・

COC+ 共 同開

催） 

1 回（COC・

COC+ 共 同 開

催） 

1 回（COC・

COC+ 共 同開

催） 

1 回（COC・

COC+ 共 同 開

催） 

1 回（COC・

COC+ 共 同 開

催） 

 

②年度別実施計画（５ページ以内） 

【平成 27年度（申請時の準備状況も記載）】 

（COC+大学） 

1st preparation phase 

 正課：「課題探求実践セミナー」および「卒業要件地域関連科目（各学部指定）」の全学必修化完了済み。

平成 27年度から全学生が履修予定。 

2nd preparation phase 

 正課：全学部において該当科目を指定。 

3rd preparation phase 

 正課：全学部において該当科目を指定。 

 土佐 FBC①：土佐 FBC企画運営委員会により COC＋学生受け入れ制度を整備（学生部分受講制度） 

 ココプラ交流事業②：学生に対するココプラ事業の広報。 

 土佐まるごと社中③：世話人会における学生受け入れの承認。 

 えんむすび隊④：既に実施中（COC+としての学生の登録は H28年度から） 

4th preparation phase 

 土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑤：JETROとの H28年度実施に向けた調整。 

 社長ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑥：社長ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの制度設計。学生受け入れ先企業への依頼。学生が社長の“お付き”

として活動する上での必要品用意。 

 UBC ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑦：UBC ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの制度設計。UBCとの調整。 

 海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑧：COC+への制度設計。 

5th preparation phase 

 正課：長期社会協働ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑨ 実施（H27年度受講生から COC+に登録） 

 人間関係形成ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑩：実施（H27年度受講生から COC+に登録） 

 コラボ考房ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ⑪：実施（H27年度受講生から COC+に登録） 

Start-up phase 

 各機関による規定を作成し、認証制度を整備する。本認証制度を学生及び産業界等に広く広報し周知に

努める。 

 

・食品産業人材育成事業 土佐 FBC 

 食の 6次産業化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（LEVEL1～3）⑫：認定機関としての承認を得るための準備 

  現行の土佐 FBCカリキュラムと各レベル認定のためのカリキュラムの対応状況を調査。現行カリキュ

ラムにおいて不足分があれば追加授業の設置を検討。 

 土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑬：平成 28年度実施に向けて FBC修了生、受講生へ案内。 

・観光人材育成事業⑭ 

 必要とされる能力のおよび教育カリキュラムの検討を行う。特に大学の専門知識・技術を活かすことの

できる分野で、高知県による土佐の観光創生塾を補足する。また、他地域において実践される観光人材

育成プログラム等も参考にする。 

（大学名： 高知大学 ） 
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・若手社員の自律化支援事業⑮ 

 平成 27年度実施。 

・起業支援事業 

 事業構想検証支援のための予算措置に係る学内規程の制定。 

・産学官連携事業の支援 

  雇用創出研究経費⑯ 

事業採択後に直ちに公募要領を作成。年内中に学内募集を行い、5 件程度の研究事業を採択。年度

内に研究遂行する 

  産学官連携雇用創出支援事業 

予算措置に係る学内規程の制定 

 

・全国ネットワーク化事業⑰：COC全国シンポジウムとあわせ、年度末開催。 

・広報活動⑱ 

学生及び産業界への COC+事業の効果的な広報を図るため、パンフレットやホームページ等の広報媒体

の作成および効果的活用方法について検討する。 

・外部評価⑲ 

外部評価そのものは平成 28年度から行う。平成 27年度内に外部評価委員および評価指標等について

外部専門家等を交え設定する。 

・COC+推進コーディネーターおよび地方創生推進室の整備⑳ 

  採択後、直ちに組織体制整備に移る。同時に、COC+推進コーディネーターを含む新規採用人員の公募

に係る事務手続きを開始。可能な限り早急に公募、審査、採用する。また、業務環境の整備も平成 27

年度内に行う。 

 

（COC+参加大学） 

・1st ～4th preparation phaseに該当可能な正課および正課外活動を各大学にて指定。それぞれ受講によ

り 1st ～4th preparation phaseを満たすものとする。㉑ 

・COC+プログラムおよび認証制度の各大学への周知協力。 

（事業協働地域全体計画） 

・大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部 

年度内に会議開催。主に地方創生に関する議題。その他、平成 27年度 COC+教育プログラムおよび人材

育成事業準備状況、既プログラムへの学生受講状況、全国シンポジウム開催案内。 

・教育プログラム開発委員会 

 年度内に会議開催。主に COC+教育プログラムに関する議題。 

【平成 28年度】 

（COC+大学） 

1st preparation phase 

 正課：「課題探求実践セミナー」および「卒業要件地域関連科目（各学部指定）」の全学生受講。 

2nd preparation phase 

 正課：各学部該当科目を受講。 

3rd preparation phase 

 正課：各学部該当科目を受講。 

 土佐 FBC①：学生の選択受講受け入れ（5月～）。FBC倶楽部への参加。 

 ココプラ交流事業②：学生の受け入れ開始。 

 土佐まるごと社中③：学生受け入れ開始。 

 えんむすび隊④：COC+としての学生の登録開始。 

4th preparation phase 

 土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑤：プログラム実施（参加学生の募集、事前学習、海外研修、事後学習）。 

 社長ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑥：インターンシップ開始。随時、協力企業の募集。 

 UBC ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑦：インターンシップ開始。 

 海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑧：事業実施。 

（大学名： 高知大学 ） 
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5th preparation phase 

 正課：長期社会協働ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑨ 継続実施 

 人間関係形成ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ⑩：継続実施 

 コラボ考房ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ⑪：継続実施 

Start-up phase 

 希望学生が現れれば随時、審査のうえ承認する。 

 

・食品産業人材育成事業 土佐 FBC 

 食の 6次産業化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（LEVEL1～3）⑫ 

  平成 28年度受講生から LEVEL1、2認定のためのカリキュラムを開始する。LEVEL3については、さら

に高度なカリキュラム構築が求められることから、平成 28年度も準備期間とする。 

 土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：継続実施。⑬ 

・観光人材育成事業⑭ 

 平成 27年度に検討した内容に基づき、カリキュラムを設計する。 

・若手社員の自律化支援事業⑮：継続実施。 

・起業支援事業⑯ 

 起業マインド醸成セミナーおよび事業構想ブラッシュアップのための講師選定。 

・産学官連携事業の支援 

  雇用創出研究経費⑰：継続実施 

平成 27年度採択案件については地域への研究成果報告を行い、成果の地域還元を図る。 

 

・全国ネットワーク化事業⑱：COC全国シンポジウムとあわせ、年度末開催。 

・広報活動⑲ 

平成 27 年度に作成したパンフレットやホームページ等を活用し、県内への草の根的な広報活動も開

始する。 

・外部評価⑳ 

平成 27年度に設定した外部評価委員および評価指標に基づき、外部評価を実施する。評価結果は「大

学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」に報告すると共に、広く地域に対しても公表する。 

・地方創生推進室の運営㉑ 

  地方創生推進室が COC+実施を担うため、様々な企画調整等を行う。 

 

（COC+参加大学） 

・各大学にて指定した 1st ～4th preparation phase該当科目等を実施。また、高知大学の教育プログラム

に対して、各大学等の学生に周知、各大学からの受け入れを開始する。㉒ 

・人材育成プログラムに対して、講師等による協力。㉓ 

（事業協働地域全体計画） 

・大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部 

主に地方創生に関する議題。その他、平成 28年度 COC+教育プログラムおよび人材育成事業実施状況、

既プログラムへの学生受講状況、全国シンポジウム開催案内。外部評価結果報告。 

・教育プログラム開発委員会 

 主に COC+教育プログラムに関する議題。 

【平成 29年度】 

（COC+大学） 

1st ～5th preparation phase、Start-up phase：継続実施①～⑪ 

 

・食品産業人材育成事業 土佐 FBC 

 食の 6次産業化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（LEVEL1～3）⑫ 

  LEVEL1～3認定機関として開始。さらに、現在の土佐 FBCは平成 25年度～平成 29年度を事業期間と

していることから、平成 29年度中に土佐 FBCの更なる発展に向けた在り方の議論を行い、平成 30年

度からの再スタートに備える。 

（大学名： 高知大学 ） 
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 土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑬：継続実施。 

・観光人材育成事業⑭ 

 平成 28年度に設計したカリキュラムに基づき、実際に受講生を募集し試行する。 

・若手社員の自律化支援事業⑮：継続実施。 

・起業支援事業⑯ 

 一連の支援事業を開始する。 

・産学官連携事業の支援 

  雇用創出研究経費⑰：継続実施 

平成 28年度採択案件については地域への研究成果報告を行い、成果の地域還元を図る。 

 

・全国ネットワーク化事業⑱：COC全国シンポジウムとあわせ、年度末開催。 

・広報活動⑲：継続実施 

・外部評価⑳：継続実施 

・地方創生推進室の運営㉑ 

  地方創生推進室が COC+実施を担うため、様々な企画調整等を行う。 

 

（COC+参加大学） 

・教育プログラムを共同実施。㉒ 

・人材育成プログラムに対して、講師等による協力。㉓ 

（事業協働地域全体計画） 

・大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部 

主に地方創生に関する議題。その他、平成 29年度 COC+教育プログラムおよび人材育成事業実施状況、

既プログラムへの学生受講状況、全国シンポジウム開催案内。外部評価結果報告。平成 32 年度以降の

継続に向けた具体的な議論。 

・教育プログラム開発委員会 

 主に COC+教育プログラムに関する議題。 

【平成 30年度】 

（COC+大学） 

1st ～5th preparation phase、Start-up phase：継続実施①～⑪ 

 

・食品産業人材育成事業 土佐 FBC 

 新たな土佐 FBC事業を再スタートする。 

 食の 6次産業化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（LEVEL1～3）⑫：継続実施 

 土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑬：継続実施 

・観光人材育成事業⑭：平成 29年度試行結果に基づき、事業を開始する。 

・若手社員の自律化支援事業⑮：継続実施。 

・起業支援事業⑯：継続実施 

・産学官連携事業の支援 

  雇用創出研究経費⑰：継続実施 

平成 29年度採択案件については地域への研究成果報告を行い、成果の地域還元を図る。 

  産学官連携雇用創出支援事業⑱ 

   「地方創生推進士」取得者およびその企業に対して事業の紹介と本学教員とのマッチングを図り、

産学連携事業を開始する。 

 

・全国ネットワーク化事業⑲：COC全国シンポジウムとあわせ、年度末開催。 

・広報活動：継続実施 

・外部評価⑳：継続実施 

・地方創生推進室の運営㉑ 

  地方創生推進室が COC+実施を担うため、様々な企画調整等を行う。 

 

（大学名： 高知大学 ） 
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（COC+参加大学） 

・教育プログラムを共同実施㉒ 

・人材育成プログラムに対して、講師等による協力㉓ 

（事業協働地域全体計画） 

・大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部 

主に地方創生に関する議題。その他、平成 30年度 COC+教育プログラムおよび人材育成事業実施状況、

既プログラムへの学生受講状況、全国シンポジウム開催案内。外部評価結果報告。平成 32 年度以降の

継続に向けた具体的な議論。 

・教育プログラム開発委員会 

 主に COC+教育プログラムに関する議題。 

【平成 31年度】 

（COC+大学） 

1st ～5th preparation phase、Start-up phase：継続実施①～⑪ 

 

・食品産業人材育成事業 土佐 FBC 

 食の 6次産業化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（LEVEL1～3）⑫：継続実施 

 土佐 FBC ｸﾞﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⑬：継続実施 

・観光人材育成事業⑭：継続実施 

・若手社員の自律化支援事業⑮：継続実施。 

・起業支援事業⑯：継続実施 

・産学官連携事業の支援 

  雇用創出研究経費⑰：継続実施 

平成 30年度採択案件については地域への研究成果報告を行い、成果の地域還元を図る。 

  産学官連携雇用創出支援事業⑱ 

   「地方創生推進士」取得者およびその企業に対して事業の紹介と本学教員とのマッチングを図り、

産学連携事業を開始する。 

 

・全国ネットワーク化事業⑲：COC全国シンポジウムとあわせ、年度末開催。 

・広報活動：継続実施 

・外部評価⑳：継続実施 

・地方創生推進室の運営㉑ 

  地方創生推進室が COC+実施を担うため、様々な企画調整等を行う。 

 

（COC+参加大学） 

・教育プログラムを共同実施 

・人材育成プログラムに対して、講師等による協力。 

（事業協働地域全体計画） 

・大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部 

主に地方創生に関する議題。その他、平成 31年度 COC+教育プログラムおよび人材育成事業実施状況、

既プログラムへの学生受講状況、全国シンポジウム開催案内。外部評価結果報告。平成 32 年度以降の

継続に向けた具体的な議論。 

・教育プログラム開発委員会 

 主に COC+教育プログラムに関する議題。 

（大学名： 高知大学 ） 
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③補助期間終了後の継続性 
○ 補助期間終了後の事業の継続計画について、事業協働機関との連携体制や事業協働地域の維持、COC+推進コーディネ

ーターの育成等について記入してください。特に教職員の育成、教職員評価に関する計画については必ず記入してくだ

さい。 

 

 現在作成中の高知大学第 3期中期目標・中期計画（平成 28年度～平成 33年度）において、学生の県内

への就職による地域再生への貢献および産業人材の育成について明記すると共に、雇用の創出を目指した

地域との連携を展開することを掲げている。その実施においては、COCおよび COC+において構築する地域

との連携体制、とりわけ「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」がベースになることは明白である。

加えて、地域企業や自治体等との共同・受託研究の増加や、社会人学び直しプログラムの構築なども中期

計画に掲げており、これらは COCおよび COC+事業の継続と更なる発展により成し遂げられる。 

 事業の核となる存在は COC+推進コーディネーターであることから、継続雇用および次代への引き継ぎに

ついても念頭に置く。本計画では、経験豊富なコーディネーターが開始 3年は中心を担うが、4年目から

は非常勤とし、コーディネーター補佐を次代の中核的な COC+推進コーディネーターとして位置付ける予定

である。 

 人的継続性は大きな課題であるが、高知県等とも協議しながら、その実現に向けて検討する。 

 

④補助期間終了後の資金計画 
 ○ 事業を実施する際に雇用した COC+推進コーディネーター等の人件費を中心に、事業を継続するために必要となる資金

の確保方策について、拠出の根拠を含めて記入してください。 

 ○ 教職員を雇用することを計画している場合は、各人の職務内容を記入してください。 

 

 まずは「まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム」の成果の可視化を行う。外部評価委

員の意見も取り入れながら、学生の就職率や雇用の創出数だけでなく、地方創生に対する本事業の貢献を

可視化する。貢献度合いは「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」に報告し、事業協働地域全体で

本事業の継続の必要性について議論する。その中で COC+推進コーディネーターの必要性や人件費も含め

た、継続の規模、適切な人員体制等を明らかにしたのち、その実現のために係る経費を算出し、事業協働

地域全体で資金確保について検討する。一つの方策としては、事業協働地域からの寄附金あるいは基金の

設置があり得る。基金は利子運営のみを考えるのではなく、毎年の寄附と切り崩しによる運営も考える。 

 上記スキームに基づき、本学は既に土佐 FBC 事業を地域全体で担保して継続している。平成 20 年度～

平成 24 年度は文部科学省科学技術戦略推進費「地域再生人材創出拠点の形成」に採択され、補助金によ

り運営していたが、補助金が終了する 3年前から地域内で継続についての議論を重ね、結果として高知県、

地銀２行、JA、市町村振興協会から寄附金や助成金をいただき、高知大学も予算を確保し、平成 25 年度

からは全体総額約 3,500万円/年にて運営している。 

 本事業についても、地域内での議論に基づき、事業継続の必要性を全組織で共有することが最低条件で

あり、そこから資金計画についても具体に議論されるべきものである。ただ、学生の地元定着に対する応

援の声は既に地域内から複数上がっており、学生への奨学制度についての提案を具体的に頂いている。こ

れら提案を出来るだけ組み込みながら、総合的に継続体制を検討していくものとする。 

 なお、COC+推進コーディネーター含め、教務補佐員、事務補佐員の継続雇用も、必要に応じて具体的に

議論するものであり、補助期間中の教育プログラムや雇用創出支援プログラムにおける補佐業務を実行し

ていくなかで、効率化あるいは更なる増員体制も併せて検討する。 

（大学名： 高知大学 ） 
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７．他の公的資金との重複状況 【①～②で１ページ以内】 

○ 当該申請大学等において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている大学改革推進等補助金、研究拠点

形成費等補助金、国際化拠点整備事業費補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業の補助

金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している取組がある場合は、それらの事業名

称及び取組内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、今回の申請内容と類似し

ているものがある場合には、その相違点についても言及してください。 

①過去の大学改革推進等補助金の実施状況、継続状況 
○ 今まで大学改革推進等補助金による経費措置を受けていた場合は、それらの名称、内容について全て記載してくださ

い。その際、現在の取組状況についても記入してください（１事業について３～４行程度）。なお、今回の申請に繋が

る取組の場合は、どのように発展・充実させたかわかるように記入してください。 

プログラム名称：地（知）の拠点整備事業 

事業名（期間）：高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）化事業（H25～29年度） 

事 業 内 容：地域ニーズと大学シーズを効果的にマッチングする体制を構築する。高知県が設置する 

7か所の産業振興推進地域本部に大学教員（UBC）が常駐し、官学一体となって隈なく地 

域と向き合うことで、地域と大学との域学連携や産学連携活動を実践する。 

本申請との関連：「地（知）の拠点整備事業」の取組である、「学生・教職員の地域志向化」や「大学シー

ズを活用した地元企業との共同研究等の件数増加」等の成果を基に、本申請では取組内

容をさらに発展させ、「地域関連科目の COC+参加校との単位互換」や「企業の雇用創出

に繋がる人材育成事業」等を実施することで、地元就職率の向上や雇用創出を図る。 

プログラム名称：産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業 

事業名（期間）：中国・四国産業界の人材ニーズに対応した協働型人材育成事業（H24～26年度） 

事 業 内 容：当該事業は、産業界の人材ニーズに対応した大学教育プログラムを、中国・四国地域 

の大学と産業界が協働を通じて開発・試行し、大学の教育改善を図ることを目的とする。 

本申請との関連：上記の補助事業は、産学協働によって、産業界の人材ニーズに対応した大学の教育改善 

を図り、幅広い職業人養成に比重を置く大学の機能別分化に資することを目的としてい 

ることから、カリキュラム改革を行い、雇用創出や地元就職率の向上を目的とする本申 

請とは異なる。 

②他の公的資金との関係 
○ 文部科学省及び他省庁の事業により類似の支援を受けている、又はこれから受ける可能性がある場合は、事業名・概

要・本申請との関係を記入してください。 

事業名（期間）：【経済産業省】地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業費補助金（H26～27年度） 

事 業 内 容：高知県中小企業・小規模事業者への就職・定着を目途として、若者・女性・シニア等の 

人材の発掘、中小企業等の求人開拓・多様な人材確保に向けての啓発、中小企業・小規 

模事業者と各人材のマッチッング、同コーディネート、若者の定着支援を行う。 

事業名（期間）：【同上】地域中小企業・小規模事業者 UIJターン人材確保等支援事業費補助金（H27年度） 

事 業 内 容：高知県中小企業・小規模事業者への就職・定着を目途として、都市部の若者の発掘、中 

小企業等の求人開拓・多様な人材確保に向けての啓発、中小企業・小規模事業者と都市 

部若者のマッチッング、同コーディネート、若者の定着支援を行う。 

本申請との関連：上記２事業は、若者に限らず高知県中小企業・小規模事業者への就職・定着を目途と 

しており、カリキュラム改革、学卒者の地元就職率の向上を推進する本申請と趣旨は異

なるが、県内企業への就職率向上については、相乗効果が見込まれる。 

プログラム名称：国立大学改革強化推進補助金 

事業名（期間）：【文部科学省】「地域活性化の中核的拠点」形成に向けた機能強化戦略（H26～31年度） 

事 業 内 容：高知大学の機能強化に向けてガバナンス・人事給与システム改革を加速させ、地域の課 

題に対応できる体制整備と教育研究を実現することで、地域活性化の中核的拠点として 

の機能を果たす。 

本申請との関連：上記の補助事業は、ガバナンス改革等を加速させることで、地域の中核的拠点形成を目 

        的としていることから、雇用創出や地元就職率の向上を目的とする本申請とは異なる。 
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