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１．はじめに

事業責任者
新潟大学

研究担当理事・副学長
高橋

均

新潟県は全国の都道府県中、5 番目に面積が広く、人口も明治期においては、日本一人口
の多い都府県でした。その後、1997 年に 249 万 1874 人（推計人口）のピークを記録した後
は、2016 年の推計値では約 228.6 万人まで減少しています。特に、進学や就職などの理由
による 18 歳〜24 歳の若年層の減少が深刻で、人口流出超過地域でもあります。このため、
さらなる生産人口の減少や高齢者人口比の増加により、今後、新潟県全体の生産性の著しい
低下が懸念されています。
こうした社会構造的課題の解消に向けて、新潟大学をはじめとする新潟地域の大学、公共
組織、企業、企業団体がコンソーシアムを形成して、文部科学省「地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業」に応募し、
「『ひと・まち・しごと』創生を循環させる NIIGATA 人材の
育成と定着」事業が、平成 27 年度に採択されました。これに基づき、新潟県全体の地元就
職率向上と首都圏域を中心とした国内外地域からの人口流入を併せた取り組みのみならず、
主として東アジア圏の海外へも視野を広げ、新潟県への人口流入や交流人口拡大への体制
整備までを考慮し、本事業に取り組むこととしました。
本事業は、地域人材認定制度を含む「教育プログラム開発」に加え、「インターンシップ
改革」、
「地域活性化／産業振興支援」、
「教育の国際化」、
「国際交流」の各関連事業から構成
されております。これらの事業を、新潟大学（COC+大学）や多くの協働する大学、自治体、
企業等が一丸となって取り組むこととしており、特に県内大学卒業生の地域定着を可能と
する雇用創出の観点から、新潟県の代表的な産業である「食」や「ものづくり」に関わる産
業界との連携強化のもと、「生活と健康」、「企画・生産から輸出までの流通」、「食の伝統・
文化」、
「ものづくりを支える技術」などの分野で、新潟という人口流出社会に歯止めをかけ
るべく地域活性化、国際化に取り組んでおります。
本書は、平成 27 年度および平成 28 年度における本事業の取り組みについてをまとめた
ものであり、ご高覧の上、本事業の今後の発展のためのご意見等、頂戴できれば幸いです。

1

２．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
３．事業実施組織体
(1)COC+大学
新潟大学
(2)事業協働機関
①参加校
新潟県立大学、敬和学園大学、事業創造大学院大学、長岡大学※、新潟国際情報大学、
新潟青陵大学、新潟青陵大学短期大学部
※）平成 28 年度より
②参加自治体
新潟県、新潟市
③参加企業等
亀田製菓株式会社、株式会社コロナ、株式会社第四銀行、株式会社新潟日報社、株式会
社ブルボン、北越紀州製紙株式会社、北越工業株式会社、新潟県商工会議所連合会、新
潟県商工会連合会、新潟県中小企業団体中央会、新潟県経営者協会、新潟経済同友会、
新潟県食品産業協会、新潟県電子機械工業会、環日本海経済研究所
(3)事業の一部を協力する大学
青山学院大学、東海大学、長岡大学※※、長岡造形大学※※※、新潟経営大学※※※、新潟工
科大学、新潟産業大学※※※、新潟薬科大学
※※）

平成 27 度のみ

※※※）

平成 28 年度より

４．概要・事業のポイント
新潟県は人口流出超過地域であり、現状の予測では人口減少傾向は継続する可能性が
高く、生産人口減や高齢化人口比の増加による新潟県全体の生産性の低下が懸念される。
こうした社会構造的課題の解消に向けて、新潟県全体の就職率向上と首都圏を中心とし
た国内からの人口流入への取組みだけではなく、将来的な人口減少対策として環東アジ
ア圏からの新潟県への人口流入体制整備までを視野に入れた取組である。新潟を代表す
る「食」や「ものづくり」をキーワードにして「生活や健康」「企画・生産から輸出まで
の流通」
「食の伝統・文化」
「ものづくりを支える技術」を分野として事業協働地域のニー
ズに基づく事業を設定した。具体的には、「教育プログラム開発」における地域人材認定
制度の開発に加えて、４つの関連事業として「インターンシップ改革」、
「地域活性化／産
業振興」、「教育の国際化」、「国際交流」を推進し、新潟の地域創生を実現する。
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COC+事業の概要（計画調書より一部修正）
５．進捗状況の概要
A.平成 27 年度の概要
本補助事業における平成 27 年度の実績（取組み）は、大きく分けて
Ⅰ.COC+事業の体制整備
II.大学教育改革として位置付ける教育プログラム開発の実施
III.県内就職率の向上及び雇用創出
に向けた各事業プロジェクトの推進を基に展開した。以下、それぞれの事業内容に分けて進
捗状況の概要を示す。
(1)COC+事業の体制整備
COC+事業を円滑に実施するために、全連携機関が一堂に会する「協議の場」としての(a)
新潟地域創生協議会を設立・開催し、(b)教育プログラム開発委員会、(c)企画・調整部会、
(d)事業プロジェクト推進部会、(e)事業評価検証部会の設立を承認した。併せて、推進コ
ーディネーターを２名配置した。いずれの組織においても、平成 27 年度内で体制の整備
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は完了し、COC+事業を強力に推進するための検討を開始した。[資料編 P.4 参照]
(2)大学教育改革として位置付ける教育プログラム開発の実施
上記(1)中、(b)の教育プログラム開発委員会を開催し、「プログラム設計」の方針につ
いてのコンセンサスを形成し、これに沿って「地域志向科目の必修化」、
「地域人材認定制
度の開発」について検討を進める環境を整備し、教育プログラムの開発・実施の検討を開
始した。さらに、COC+事業の参加大学間における「単位互換・認定制度の運用」について
の検討を開始した。
(3)県内就職率の向上及び雇用創出に向けた各事業プロジェクトの推進
上記(1)中、(a)の新潟地域創生協議会において、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国際交流の４つの関連事業を推進する母体となる７つ
のワーキンググループ(WG)を設立するとともに、(1)中(c)及び(d)の部会において、各 WG
活動の連絡調整や企画に関する検討・調整を行った。以下、各 WG における進捗状況の概
要について示す。
・インターンシップ改革 WG
インターンシップマッチングフェア及びインターンシップフォーラム開催のための
準備の他、他地域でのインターンシップ調査、地元企業を知るための学生見学会の試行、
次年度に向けた事業に対する準備・検討を行った。[6.(2)インターンシップ改革 WG の
項参照]
・食産業振興 WG
PBL 教育のための異分野融合型共同研究推進事業、アグロ-フードアソシエーツプロ
グラムについての計画策定、食に関する先進地域を対象とした調査を行った。[6.(2)食
産業振興 WG の項参照]
・専門人材認定制度 WG
「コミュニティ・ビジネス」マイスターに関する啓発セミナーの試行並びに先進事例
の調査及び意見交換を行った。[6.(2)専門人材認定制度 WG の項参照]
・新潟のブランド化 WG
情報メディアによる新潟の潜在的な魅力の発掘、国内外への情報発信に関する調査
と発信力向上のための具体的教育プランの検討を行った。[6.(2)新潟のブランド化 WG
の項参照]
・社会人学び直し WG
企業経営・産業振興につながる地域創生講座開催に向けた準備、超高齢社会への対策
としての地域包括ケアを担う人材発掘・育成のための教育体制の整備、潜在看護師を中
心とした医療関連人材の育成準備としての公開講座・研修会の実施を行った。[6.(2)社
会人の学び直し WG の項参照]
・教育の国際化 WG
大学間連携による（英語・中国語を媒介にしての）日本語プログラムの試行、留学生
家族の年少者日本語学習支援の実態調査、e-ラーニングによる日本語学習支援の構築
のための調査を行った。[6.(2)教育の国際化 WG の項参照]
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・国際交流 WG
環境整備及び企画立案のための調査のほか、国際交流プログラム、留学生サマーセミ
ナー及び国際ビジネスコンテストの計画策定を行った。[6.(2)国際交流 WG の項参照]
この他、翌年度以降の実施計画に結果を反映させることを狙い、新潟大学の卒業生に対し
て、COC+事業に関わるアンケートを実施した。[資料編 P.21 頁参照]
以上、平成 27 年度の事業内容は、県内就職率の向上や雇用創出を図るための事業計画を
踏まえた体制整備や準備（調査・情報収集等）が主であり、平成 28 年度以降に地域創生に
向けた事業を展開することとした。
B.平成 28 年度の概要
本補助事業における平成 28 年度の実績（取組み）についても、大きく分けて「Ⅰ.COC+事
業の体制推進」、「II.大学教育改革として位置付ける教育プログラム開発の実施」、「III.県
内就職率の向上及び雇用創出に向けた各事業プロジェクトの推進」を基に展開した。以下、
それぞれの事業内容に分けて進捗状況の概要を示す。
(1)COC+事業の体制推進
新潟大学に地域創生を強力に推進するための学内組織改組を行い、
「地域創生推進機構」
及び同機構内に本事業を推進するため「COC＋推進センター」を整備した。さらに、本事
業のコーディネーターとして、特任教員１名及び特任専門職員１名を採用した。COC+推進
コーディネーター2 人の配置により、事業の円滑な推進が期待されたものの、特任教員 1
名の退職を受け、欠員を生じた。これに対し改めて公募し、1 月 1 日付で特任教員１名を
採用した。さらに、教育プログラム開発委員会のサポートを主たる業務として担当してい
た特任教員が 12 月 31 日付で退職したことを受け、新潟大学内に特任教員選考委員会を
発足し、平成 29 年 4 月 1 日付採用に向けて、後任者の選出作業に当たっている。
「新潟地域創生協議会」を 7 月 28 日に開催し、H28 年度事業実施内容の確認、実施状
況についての評価を行った。同協議会で決定された事項を具体的に実施するために、協議
会の下に置かれた「企画・調整部会」、
「事業評価検証部会」及び「事業プロジェクト推進
部会」からの報告事項に基づき、各大学・自治体・企業・経済団体等が一体となって地方
創生に取り組む方策を協議した。これにより、事業計画の基本方針、予算配分、コストシ
ェア及び事業協働機関の拡充等が具体的に決定した。さらに、3 月 3 日に開催する「新潟
地域創生協議会」においては、次年度事業計画の基本方針並びに予算及びコストシェアに
ついて確認することとしている。
「新潟地域創生協議会」の下に置かれた「企画・調整部会」において、本補助事業企画
の調整や予算配分の策定等の全体のマネジメントを行うため、同部会会議開催し(4/25,
7/5, 11/2, 12/20, 1/26, 2/16)、事業計画の企画に関して検討・調整を図り、本補助事
業企画の調整や予算配分の策定等の全体のマネジメントについての案が策定した。
COC+大学である新潟大学では、学内に COC+事業調整会議を設立・開催し、COC+事業に

5

対する学内教職員への周知徹底、さらには教育の現場である部局からの意見収集と調整
を図った。(7/19, 12/6)
8 月 22 日に、NIIGATA COC+事業の地域社会への浸透強化し、必要とする NIIGATA 人材
像の明確化、現状課題の共有化を図るため、本事業参加組織のみならず地域の産学官の各
組織ならびに学生を対象としてシンポジウムを開催した。本事業参加組織のみならず地
域の産学官の各組織ならびに学生、計 247 名の参加者を得て、角方正幸氏（リアセック
キャリア総合研究所所長）の基調講演の他、当 COC+事業の内容の紹介、学生による地方
創生に寄与する取り組み事例紹介を通じ、NIIGATA COC+事業の地域への浸透が促進され
るとともに、必要とされる NIIGATA 人材像が明確化でき、現状課題の共有化が図った。
[資料編 P.2 参照]
「企画・調整部門」の下に置かれた「事業評価検証部会」において、「指標管理」、「自
己評価」、
「外部評価対応」について検討を行った。事業評価検証部会は、評価業務の効果
と効率性を鑑みて、自己評価委員会を兼ねることとし、外部評価委員の選定を行うととも
に、「外部評価委員会」を設置し、内部評価による自己点検作業を行った後、外部評価委
員による評価を受けることとした。
各事業プロジェクトの推進部会を開催し、各プロジェクトの実施計画に関して検討す
る。
「新潟地域創生協議会」の下に置かれた「事業プロジェクト推進部会」において、
「イ
ンターンシップ改革」、
「地域活性化／産業振興」、
「教育の国際化」、
「国際交流」の各関連
事業の本年度の進捗管理、および翌年度以降の実施計画について検討した。
事業協働機関への事業に関する評価アンケートを 12 月に実施した。[資料編 P.33 参照]
評価アンケートの実施により、実施事業の満足度、今後のニーズ及び今後の改善要求等を
把握することができ、これを次年度以降の事業実施・改善に資することとした。
教育コンテンツの整備、ならびに本事業に関する特設ホームページを設けた
（http://www.coc-branding.jp/）。教育コンテンツを整備するとともに、教育資源の蓄積・
共有・活用のためのデータベースとしてホームページとのシステム連携を図った。
(2)大学教育改革として位置付ける教育プログラム開発の実施
「教育プログラム開発委員会」を開催し(11/28)、以下についての検討を進めた。
1)地域指向科目の整備およびその必修化
2)新潟地域人材認定制度の設置
3)新たな学位プログラムの新設
1)については、新潟地域指向科目を卒業までに１科目以上履修可能な体制を整備する
こととし、「新潟地域志向科目」の要件を定め、新潟大学が開講する既存科目において、
要件を満たす科目を「新潟地域志向科目」としてラベリングする作業を完了した。これに
より、来年度から入学してくる全学生が履修できる環境を整えた。さらに、新潟地域指向
科目の拡充に向けて今後取り組むこととし、平成 29 年度においては、試行的科目として、
新潟県、各市町村の現状と魅力に関する講義、新潟県域の企業等による県産業の現状と魅
力に関する講義を開講するため調整を進めている。
2)の新たな人材認定制度は、新潟地域指向科目ならびに専門移管する科目などを活用
してパッケージングし、その中より 12 単位程度取得した学生に認定書を付与することと
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する基本的考えの下、平成 28 年度内に基本設計を完了し、平成 29 年度より制度化する
こととしている。
新潟大学で、COC+事業に対応してカリキュラム設計していた、社会の課題解決を中心に
学ぶ 3)新たな学位プログラム（創生学部）の設置が認められ、平成 29 年 4 月から学生が
入学することになった。そこでは、地域を含む社会の課題の発見、分析、解決に関して、
学修する新たな課程が準備されている。また、地域を基盤として国際的な活躍もできるよ
うに、実践的な語学学習プログラムも配置されており、地域が必要とする人材を育成する
プログラムを整備した。
これらの教育改革の推進により、地域志向を有する人材育成が強力に図られることと
なった。[資料編 P.74 参照]
(3)県内就職率の向上及び雇用創出に向けた各事業プロジェクトの推進
【インターンシップ改革事業】
・インターンシップ改革 WG
モデル領域分野のインターンシップ事業の施行と検証を行った。モデル領域としての
「理工系」分野において、企業展示会の見学から PBL 型インターンシップまで、大学１年
次から４年次まで段階的にステップアップするインターンシップ事業を試行した。モデ
ル領域としての「理工系」分野からインターンシップ事業を試行することで、事業を円滑
に運営するためのノウハウが得られる。さらに、改善ポイントを明確化することで、次年
度への展開が見込まれる。さらに、フィールド研究を中心とする領域におけるインターン
シップ科目の開発に一部着手した。今後、本事業が対象とする学術分野の拡大が見込まれ
る。
その他、参加校・協力校と共に、県内中小企業を主たる対象とするインターンシップマ
ッチングフェア、また、成果発表の場としてインターンシップフォーラムを実施した（新
潟、長岡会場）。これにより、学生の地域企業への関心を格段に拡大することができた。
さらには、コストシェアの観点から、新潟県と連携を進めて事業を展開することが可能と
なった。[6.(2)インターンシップ改革 WG の項、および資料編 P.43 参照]
【地域活性化/産業振興事業】
・食産業振興 WG
地域志向科目からインターンシップまでを組み合わせたアグロ・フードアソシエーツ
プログラムを実施した。これにより、地域志向科目からインターンシップまでを組み合わ
せたアグロ・フードアソシエーツプログラムで得られた結果の検証が行え、次年度に向け
たシステムの改善を図った。[6.(2)食産業振興 WG の項、および資料編 P.46 参照]
・専門人材認定制度 WG
「コミュニティ・ビジネス」マイスター認定制度の受講を開始した。先進地域における
調査結果に基づきプログラムを改良し、座学、ワークショップからなる「コミュニティ・
ビジネス」マイスター啓発セミナーを実施し、認定制度を開始する。「コミュニティ・ビ
ジネス」マイスター認定制度の確立を図った。
地域創生講座のケーススタディを試行した。新潟と立地条件が類似し、かつ、地域創生
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分野で先進的な取り組みが行われている地域に焦点を当て、同地域から講師を招き、地域
創生講座のケーススタディを試行した。地域創生講座のケーススタディを試行すること
により、先進地域における取り組みの導入が図られ、地域や地域産業の活性化につながる
ものと期待される。[6.(2)専門人材認定制度 WG の項、および資料編 P.59 参照]
・新潟のブランド化 WG
地域ブランドの Web 等、各種メディアを活用した情報発信を行った。新潟県全域を対象
とした潜在的魅力を発掘し、ブランド化の提案を行った。さらに、メディア関係者を招い
たワークショップなどにより、発信力を向上するとともに、地域ブランドの各種メディア
を活用した情報発信を行った。
（http://www.coc-branding.jp/）地域ブランドの各種メデ
ィアを活用した情報発信を行うことで、新潟地域の魅力を発信でき、交流人口の拡大やそ
れに伴う地域活性化が図られることが期待される。[6.(2)新潟のブランド化 WG の項、お
よび資料編 P.61 参照]
・社会人学び直し WG
地域包括ケアを担う人材の発掘と育成の一環として潜在看護師や、高度実践看護師の
医療スタッフ育成プログラムの試行と検証を行った。潜在看護師等の医療スタッフ育成
プログラムの実施により、地域医療体制の維持の効果を果たし、よって、安心安全な新潟
地域のアピールが可能となり、人口定着に繋がることが期待される。さらに、在宅ケアを
も担うことが可能な高度実践看護師育成のため、薬剤師等をも対象とする拡大検討を行
った。高度専門看護人材の育成により、地域医療体制の強化のみならず、高度医療を実現
するための医療機器やシステム改善に係る産業の発展も期待される。[6.(2)社会人の学
び直し WG の項、および資料編 P.63 参照]
【教育の国際化事業】
・教育の国際化 WG
体系化された日本語教育カリキュラムを検討した。特に、留学生の国内での就職活動
にも有益で、かつ、彼らの子女への対応も可能な体系化された日本語教育カリキュラム
を検討した。これらの日本語教育カリキュラムが実施されることで、地域に就職を希望
する留学生の増加と定着が見込まれる。さらに、留学生を活用した各言語合宿の計画・
試行等を通じて、カリキュラムに応じた教材開発を行うとともに、アクティブラーニン
グを視野に入れた教材の WEB 化を検討した。留学生を活用した各言語合宿の計画・試行
等を通じてカリキュラムに応じた教材開発を行ったことで、留学生や日本人学生間の交
流拡大、相互理解にもつながり、将来的な交流人口増が期待出来る。また、教材の WEB
化を検討することで、アクティブラーニングシステム等の基本設計につなげる。[6.(2)
教育の国際化 WG の項、および資料編 P.67 参照]
【国際交流事業】
・国際交流 WG
海外進出を図る地域企業と留学生等とのマッチングを図り、今後の海外展開の担い手
として有望視される留学生等が地域企業を知る機会として、自治体、大学合同での国際交
流イベントを実施する。本イベントを実施することで、留学生と地域企業間の交流が促進
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され、地域に就職を希望する留学生の増加が期待される。
留学生を対象とし、地域の特性の理解を促進するために、「総合新潟学シリーズ」を試
行した。新潟地域の特性の理解促進につながり、将来的な交流人口増ならびに地域企業へ
の理解促進が見込まれる。
ビジネスモデルの立案と仮説検証に重点を置く第 1 回国際ビジネスデザインコンテス
トを開催した。本コンテストをジャパン・ビジネスモデル・コンンペティションの新潟地
区予選として位置付けられた。国際ビジネスデザインコンテストへの応募準備の際に、参
加学生がビジネス展開についての検討と検証の素養を身につけた。さらには、国際的なコ
ンテストへの出場の機会が得られれば、国際感覚を養う機会が得られた。[6.(2)国際交流
WG の項、および資料編 P.70 参照]
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