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大学は、最終学歴となるような「学

びのゴール」であると同時に、「働くこ

とのスタート」の役割を求められ、変

革を迫られている。キャリア教育、

PBL・アクティブラーニングといった

座学にとどまらない授業法、地域社

会・産業社会、あるいは高校教育との

連携・協働と、近年話題になっている

大学改革の多くが、この文脈にあると

いえるだろう。

この連載では、この「学ぶと働くをつ

なぐ」大学の位置づけに注目しながら、

学長及び改革のキーパーソンへのイ

ンタビューを展開していく。各大学が

活動の方向性を模索するなか、様々な

取り組み事例を積極的に紹介してい

きたい。

今回は、公設民営方式の私立大学

から2019年度に公立化した公立千歳

科学技術大学で、宮永喜一学長にお

話を伺った。

公立千歳科学技術大学は、1998年

開学の千歳科学技術大学が2019年に

公立化した大学だ。「光科学技術の教

育研究拠点」となることを目指し、千

歳市の支援を受けた公設民営方式で

1998年に光科学部1学部2学科で発足。

す。さらに、学生

の多くが北海道内

の出身であるため、

地域連携を強力に

進めることも重要

です。こうした状

況から、2019年に公立大学として再ス

タートを切りました」（宮永学長）。

「学ぶと働くをつなぐ」キャリア教育

の観点からの問題意識として宮永学

長はまず、近年の学生が「いろんな会

社から、どういうことができなければ

いけないとか、インターンシップで実

質的な能力を測りたいとか、協調性も

人間力も必要とか、いろんなことを言

われる」ことを懸念する。「そういう状

況にいる学生に対して、大学がキャリ

ア教育をきちんとしていかないと、何

も分からないまま就職活動して、なか

なかキャッチアップできないのではと

いう感じはします」（宮永学長）。

キャリアセンター長の吉本直人教授

も同様のことをこう語る。「就職活動に

あたり、情報が非常に多い。しっかり

とビジョンを持った学生は少数で、多

くの学生は情報の多さをメリットとし

て活かしきれてないところがあります。

2015年、光科学にとどまらず、広い範

囲の理工学を対象とする理工学部に

改組。2019年、「地域連携」や「研究力」

の強化と、「グローバル化」の推進を目

指して公立化した。その道のりを、

2021年4月に就任した宮永喜一学長

は、研究者の観点を交えてこう説明

する。

「日本は、1998年当時も現在も、光

科学の分野で世界のトップレベルを

走っています。ただ、例えば光通信

を大規模なネットワークにして、その

ネットワークの上でサービスを提供

するという場合、ネットワークを構築

するためのシステム、そのネットワー

ク上で動くサービス等、いろんな技

術を取り入れてやっていくことにな

る。たとえ光デバイス技術がすぐれ

ていても、それだけでは世界ナンバー

ワンというわけにはいかないのです。

異分野の領域同士が融合し、新しい

技術を生み出す必要性に直面し、本

学でも、各領域の融合による異分野

連携研究・教育を進めるよう、改組が

重ねられてきました」。

「公立化については、北海道の玄関

であると同時に、日本の玄関の1つと

いえる大きな国際空港を持つ千歳市

が、国際都市としてグローバル化を

いっそう推進することが1つの理由で
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終身雇用からジョブ型に変わりつつあ

ることへの対応も課題です。そういう

情報について、学生は我々以上に非常

に過敏に受け止めているからです」。

2019年の公立化とともに本格化し

た改革の取り組みが、地域連携の強化

推進だ。

むろん、開学当初より地域連携には

取り組んできた。立地エリアを「ホト

ニクスバレー」と称して光技術の国際

的研究拠点の形成を目指し、開学前年

の1997年に設立された産学官コンソー

シアム「ホトニクスワールドコンソーシ

アム（PWC）」の中核となって事業を推

進してきた。光科学に関する研究成

果をもとにした大学発ベンチャーの創

業・育成支援に実績がある。

ただ、公立化は、大学側から見ると、

私立では実現しにくい研究力や国際

連携推進力の大幅な向上を目指した

ものだが、千歳市から見ると、地域課

題への大学のサポートに大きな期待

改革に取り組む学内の体制整備と

して、まず課題となったのが、教員数

の少なさだ。ST比（教員1人あたりの

学生数）が高く、公立大学としては教

員数が非常に少ないという。

「公立化以降、研究力・教育力を高

めるための教員増は、千歳市とも協議

済みです。特に、国際共同研究にも積

極的に参加してくれるような若手の教

員を、毎年複数名、採る予定です」（宮

永学長）。

2020年度からは、オンライン化科目

やハイブリッド科目のコンテンツ作

成、実験・実習の少人数化による担当

講義時間の増加等の負担も加わって

いる現状に対しては、TA（Teaching 

Assistant）の採用拡大や、事務職員に

よる支援で、改善を図っている。「例え

ば授業のオンライン化で、配信形式に

合わせた装置の整備等、教員だけで

は全く対応できず、システム運用の支

援等を職員が多く担いました。そうい

がある。

そこで、2019年4 月の公立化ととも

に「地域連携センター」を設置し、地域

創生構想『スマートネイチャーシティ

ちとせ』（Smart Nature City ちとせ：

SNCちとせ）を提唱、その推進を主な

活動内容として、地域のステークホル

ダーと協力し、広く活動を展開するこ

ととした。

千歳地域には、支笏湖や鮭の遡上す

る千歳川等もあり、国際都市であると

同時に農業や漁業の課題も多くある。

そのため「SNCちとせ」は、幅広い地域

課題に、大学が有するICT等の科学

技術の活用による解決を図るものと

なった。

さらに、グローバル化の推進にも取

り組んでいる。国外大学との連携、

留学生の確保や国外インターンシッ

プ・国外留学、国際共同研究等の推進

を行う方向だ。また、2001年にNPO 

法人化したPWCも、活動範囲を千歳

地域に限定せず、世界に向けた事業

としていっそうの拡充を進めたいと

している。

32
公立千歳科学技術大学

千歳市の産学研究・
地域活性化の拠点を目指す

宮永喜一　理事長・学長

理学と工学を横断的に学ぶ

新素材・高機能材料
生物科学・医療工学
食品科学・環境工学

モバイル・知的家電
ロボット・コンピュータ
LSI・ネットワーク

データ解析・人工知能
ソフトウエア
インターフェイス

人間力・コミュニケーション力・プロジェクトマネジメント・キャリアデザイン

アカデミックリテラシー・言語リテラシーの強化

応用化学・材料科学
環境・生物工学
応用物理学
電気電子工学
情報通信工学
情報工学

ソフトウエア工学
サービス科学

理工学専攻
専門横断的な大学院教育

数理・データサイエンス・
人工知能（全学必修科目）

研究力強化
グローバル化

学
び
の
領
域

・異分野連携研究
・国際共同研究
・国際連携
・新学術領域研究

応用化学生物学科

電子光工学科

情報システム工学科

キャリア教育

共通教育科

1年生 2年生 3年生 4年生 大学院

シ
ー
ム
レ
ス
な
連
携

キャリアについて
ビジョンを持った学生を育成 公立化により地域課題解決

への取り組みを強化

教員数増加により
教育体制を強化

光科学技術の教育研究拠点



48 リクルート カレッジマネジメント229 / Jul. - Aug. 2021

う場面でも、うまく教職協働が機能し

ていると感じています」（宮永学長）。

事務職員が授業改善にも積極的に

関わるのは、私立大学の名残かもしれ

ないと、宮永学長は言う。吉本キャリ

アセンター長も、「確かにキャリアセン

ターも、学生一人ひとりに対してきめ

細かに指導する体制を、職員教員が非

常によく連携してやっている。こうし

た私立の良さを、公立になっても失わ

ないようにしていくのが、1つのアピー

ルポイントと思っております」と語る。

キャリア支援については、キャリア

センターに限らず全学的な協力体制

をとっているものの、若い大学なので

OBOG組織が小さい、企業とのネット

ワークが十分発達していない等の課

題が明らかになっている。

「学生の出身地はほとんど北海道で

すが、卒業生の約7割が首都圏で勤め

ている。それを踏まえて、東京の

OBOG会と強く連携をして、就職の斡

旋も含めて、体制を整えていこうと、

公立化にあたり、千歳市と合意してい

ます。

ただ、とはいえ開学からまだ20年強

ですので、卒業生は企業の第一線で忙

しく活躍されており、組織化というと

ころでは苦労しています」（吉本キャリ

アセンター長）。

公立化して3年目での成果として

は、学生募集状況の改善がある。私

立大学時代は1倍を切ることもあっ

た入試倍率が、公立化以降は3倍程

度となっており、経済的な面も含め、

期待値の高まりを感じると宮永学長

は言う。

学生の出身地は、8割以上が道内の

学生と、公立化前後で大きな変化は

ない。7割が首都圏で就職する状況

のほうはどうだろうか。吉本キャリ

アセンター長は「その傾向はより強ま

るという見方が一般的」としつつ、こ

の度のコロナ禍で、また違った風が吹

くという考え方もあるとし、世の中の

動向を見ながらキャリア指導をして

いきたいと語る。

「少なくとも今就職活動をしている

4年生に関しては、4割から5割は道

内志向と、非常に道内の希望が高く

なってきています。コロナの影響に

よる一時的な傾向なのか、今後持続

的になっていくのかはまだ分かりま

せんが、うまく地元企業とマッチング

が取れるようになれば、新しいネット

ワークができるのではないかと期待

はしています」（吉本キャリアセン

ター長）。

今後の取り組みは、公立の理工学

系大学としての研究力強化が軸にな

ると宮永学長は言う。

「理工学の分野では、ある技術製品

を千歳地区の企業が開発したとして

も、世界中の企業との競合になりま

す。つまり、グローバル競争に耐えう

る研究力強化が重要です。基本的な

取り組みとして、教員の拡充が必要

だと考えています。また、自分達の大

学だけでは限界があるので、広く国

外の大学と連携をして国際的な共同

研究を進めたいと考えています」（宮

永学長）。

留学生の数を増やすことも考えて

いるという。「若手の技術者がこれか

らグローバルに活躍していくことを

考えたとき、大学時代から、北海道の

学生ばかりでなくて、ワールドワイド

ないろんな考え方を持ち、いろんな言

葉を話す学生がまわりにいることは

とても大事です。実績が少ないので、

これからの話ですが、大学院を中心

に、定員の1割から2割ぐらいは留学

生になると良いかなと思っています」

（宮永学長）。

同時に、大学院への進学者数増加

や、大学院教育の充実も重要課題と

している。4月末には、道内の4高専

と包括連携協定を締結。従来非常に

少ない、高専からの編入学生や高専

専攻科からの大学院進学者等を増や

すことを意図したものだ。

これらの研究力強化とグローバル

化推進は、公立化のもう1つの狙いで

ある「地域連携」にもつながる。「千歳

市は全国もしくは世界からの企業誘

致を積極的に行っており、その企業と

本学が共同で『光科学を切り口にした

異分野連携研究・開発』を行う構想で

す。この地域連携は、千歳の地産地

消や千歳のためだけではなく、その成

果を日本及び世界にフィードバック

するという方向性で、地元自治体と本

学とでよく一致しているところなの

です」（宮永学長）。

公立化で学生募集状況が
改善

研究力強化と
グローバル化の推進を目指す

卒業生の組織化が課題

（角方正幸 リアセックキャリア総合研究所 所長）
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