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Ⅰ．計画の概要
■プログラム名：地域再生人材創出拠点の形成（事後評価）
■プロジェクト名：新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成
■機関名：国立大学法人北海道大学
■代表者名（役職）：佐伯 浩（総長：平成 21 年 4 月～平成 25 年 3 月）
山口佳三（総長：平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月）
■連携自治体：函館市
■実施期間：５年間
■実施経費：総額 219.0 百万円（間接経費・環境改善費込み）
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１．プロジェクト概要
地域再生人材創出構想・概要
○地域再生人材養成ユニット名「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成」
○総括責任者名
「 佐 伯
浩
」
○提案機関名
「 北 海 道 大 学
」
地域の現状と地域再生に向けた取組状況
地域現状と課題：函館は、海に囲まれた自然条件と海洋資源に恵まれ、水産業で全国有数の地域で
あるが、近年、既存産業の停滞、生産者減少、地球規模での資源・エネルギー・環境問題等が顕
在化し、早急に解決すべき課題が多い。
地域再生に向けた取組実績と今後の方向性：水産・海洋の学術機関が集積するという地域の優位性
を活かし、持続可能な水産資源活用や海洋環境保全の研究に取り組んでいる。函館地域では平成
15 年度の都市エリア産学官連携促進事業の採択を契機に様々な新事業・新産業の創出による地域
経済の活性化が図られている。平成 21 年 4 月に設立した「函館国際水産・海洋都市推進機構」
では海の学術研究・技術・産業の拠点となり特色ある豊かなまちづくりを目指す。
地域再生人材創出構想
人材養成の目的：地域再生の実現のために、水産・海洋に関する科学技術と地域の企業や漁業者等
と行政を結び、そこから生まれる知的財産の管理や起業ノウハウの能力を有する人材「水産・海
洋コーディネーター」を養成する。
人材養成の手法：基礎的な水産・海洋科学知識および技術を習得し、産業や政策に結びつける知的
経験基盤を養うことを到達レベルとする。規定のカリキュラムを修了し、審査を受け「水産・海
洋コーディネーター」として認定する。また、構想推進の応援団として、水産・海洋科学と市民
をつなぐ様々な関連事業で協働できる「海のサポーター」を別カリキュラムにより養成する。
人材養成の達成目標：新産業の誘致、新しいプロジェクトの企画および挑戦のできる人材。プログ
ラム終了時までにコーディネーター15 名、サポーター60 名を養成する。活動内容は、産業・学術・
研究機関集積戦略、産学官共同研究コーディネート、観光と学術研究の融合、水産・海洋と産業・
市民生活の調和等とする。

自治体との連携・地域再生の観点
「函館国際水産・海洋都市構想」の目標は、地域特有の水産・海洋の研究に関する資源やポテンシ
ャルの活用で、国際的な水産・海洋に関する学術研究の拠点都市を形成し、科学技術高度化、革新
技術・新産業の創出、地域経済の活性化、地域の復興を図ることにある。このような函館市の施策
と協調・連携している本計画の人材養成事業は、大学が地域の産業再生を効果的に導ける専門性の
高いソフト面から支援・協力するものである。当地域では、次世代の水産・海洋産業を養成し多
面的に活躍できる人材が多数必要であり、高いニーズが存在する。函館商工会議所、函館地域産業
振興財団等、地域の産業支援団体は、この構想の策定時より「函館国際水産・海洋都市構想推進協
議会」で中心的積極的な役割を担い、資金調達等でも常に大きな支援がなされている。本提案事業
「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成」のプログラムにより養成される人材は、函館国際
水産・海洋都市推進機構や国際水産・海洋総合研究センターにより高い機能をもたらし、持続可能
な産業活力、産学官連携の強化、経済効果等、成果として見込まれる地域再生への貢献度は大きい。

ミッションステートメントの概要
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人材養成対象者は、基礎的な水産・海洋科学知識および技術を習得し、産業や政策に結びつける知
的経験基盤を養うことを到達レベルとする。規定のカリキュラムを修了し、審査を受け「水産・海
洋コーディネーター」として認定を受けた人材を 3 年目終了時までに 5 名、5 年目終了時に 15 名養
成することを目標とする。認定・登録した人材の一部は水産・海洋都市構想業務に実質的に関わる
ことを目標とする。また、
「海のサポーター」は、水産・海洋都市構想に意識の高い人材の養成を
到達目標とし、3 年目までに 30 名、5 年目では 60 名を認定し、水産・海洋都市機構の企画イベン
ト等に積極的に関与することを活動目標とする。
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「実施内容」

「実施内容」
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ミッションステートメント
○地域再生人材養成ユニット名「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成」
○総括責任者名
「 佐 伯
浩
」
○提案機関名
「 北 海 道 大 学
」
（１）地域再生人材創出構想の概要
函館市は水産物、自然および歴史・文化に恵まれた観光都市である。また、函館市は学術・研
究機関が集積し研究を高度化する環境が整っている。この様な特性に着目し、食糧・環境等の課
題克服に貢献できるまちづくりを目指し、地域再生のため「函館国際水産・海洋都市構想」が策
定された。また平成 21 年 4 月に「一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構」が設立され本
機構の機能的な運営をコーディネートする人材養成が急務である。本プログラムは水産・海洋に
関する科学技術や知識を持ち、企業と学術研究機関を結びつけ、地域経済の活性化を目指す人材
の養成を目的とする。具体的には北海道大学の水産科学分野を主体とする高度教育・研究機関が
専門性を活かし提供するカリキュラムを、選抜した行政人・企業人を対象として実施することに
より上述の人材養成を目指す。また、カリキュラムの実施は同機関所属の人材を講師として活用
することにより行う。養成された人材は、水産・海洋都市推進機構に「水産・海洋コーディネー
ター」として登録し、本プログラムで修得した能力を構想実現に活かす。一方、水産・海洋都市
構想に市民意識の基盤を築くため、本プログラムの一部に一般市民を受け入れ、本構想を市民レ
ベルで支援する「海のサポーター」の養成を行う。
（２）３年目における具体的な目標
人材養成対象者は、基礎的な水産・海洋科学知識および技術を習得し、産業や政策に結びつけ
る知的経験基盤を養うことを到達レベルとする。規定のカリキュラムを修了し、審査を受け「水
産・海洋コーディネーター」として認定を受けた人材を 3 年目終了時までに 5 名程度養成するこ
とを目標とする。認定・登録した人材の一部は水産・海洋都市構想業務に実質的に関わることを
目標とする。また、
「海のサポーター」は、水産・海洋都市構想に意識の高い人材の養成を到達目
標とし、3 年目までに 30 名程度を認定し、水産・海洋都市機構の企画イベント等に積極的に関与
することを活動目標とする。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
上述の到達レベルに達し「水産・海洋コーディネーター」として認定・登録された人材を終了
時において 15 名程度養成する。上記同様の活動目標を持つ他、一部は次世代コーディネーター養
成活動を行うことを到達目標とし、本人材養成拠点の継続性を図る人材となる。
「海のサポーター」
は、延べ 60 名程度を認定し、上記同様のイベント等の拡大に貢献することを活動目標とする。
（４）実施期間終了後の取組
本プログラム終了後は、養成した人材が次世代の人材養成にも関与し、高度教育・研究機関の
協力のもと同人材養成ユニットの継続性を維持する。また養成した人材が水産・海洋都市推進機
構に所属し産官学を統合する施策を施すことにより函館市に新産業を創設する。活性化した地域
経済と連動する市政策ならびに産業界からの支援により同ユニットの継続的な運営資金の獲得を
図る。また、養成した人材の活動状況を随時追跡調査し、活動の健全性を確認する。
（５）期待される波及効果
函館市は水産・海洋関連の産業が多く、それを生活の一部とする市民によって構成されるコミ
ュニティーである。本プログラムの実施は、同コミュニティーを有機的に結びつける人材を養成
することにより、同市の主要な地域再生政策である水産・海洋都市構想を力強く支援する。従っ
て本地域の活性化に大きな波及効果を持つことは明白であり、同市の特色を生かした新産業の創
出と雇用安定および人口増加が期待される。
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２．採択時コメント
本提案は、函館の将来を担う「函館国際水産・海洋都市構想」を支える「水産・海洋コーディ
ネーター」を地元企業・行政等関係者を対象として養成するものであり、地域ニーズに見合った
教育プログラムとして評価できる。実施に際しては、北海道大学の他学部や地元高専、地元企業
との連携により、函館エリア全体の底上げを図るシステムや修了生に対する行政によるサポート
システムの構築が望まれる。また、マーケティング、流通に関するカリキュラムの充実が望まれ
る。

6

Ⅱ．成果の概要
１． 目標に対する達成度
本事業では、水産・海洋に関する科学技術や知識を持ち、企業と学術研究機関を結びつけ、地域
経済の活性化を目指す「水産・海洋コーディネーター」と、豊かで生き生きとした“新水産・海洋都市
はこだてを支える応援団”として、水産・海洋科学と市民をつなぐ様々な関連事業で協働できる「海のサ
ポーター」の養成を行った。
「水産・海洋コーディネーター」は、本学大学院水産科学研究院（以下「本研究院」）が提供する水産・
海洋に関する最新の科学的知見に加え、函館市、本学他部局、市内の他大学・高専、地元企業家等、
多方面から提供される、マーケティング、IT 等の実学的素養、さらに、函館に特有の地理的・歴史的・
文化的資源等に関しての基礎的知識をも修得し、水産・海洋に関して、総合的・多角的・俯瞰的な視
点から、従来の枠組みを越え、地域が有する顕在的・潜在的資源の連携・融合による新しい価値の創
造（イノベーション）により、函館地域の再生において主導的役割を担うことが可能な人材を目指し、養
成目標として 5 年間で 15 名と定めた。
「海のサポーター」は、水産・海洋都市構想に高い意識を持ち、函館市の主要な地域再生計画であ
る「函館国際水産・海洋都市構想」(後述)推進の応援団として、水産・海洋科学と市民をつなぐ様々な
関連事業に関与することを活動目標とする。その活動を通して、函館地域の再生という理念を市民の
中に草の根的に浸透させ、地域が再生への道を持続的に歩んでいくための地盤を形成することを目
指し、5 年間で 60 名の養成を目標とした。
※養成目標・実績人数（平成 21～25 年度）
養成目標

養成実績

（5 年間）

（H25 年度末時点の累計）

15 名

23 名

60 名

109 名

水産・海洋コーディネーター
（受講期間：2 年）
海のサポーター
（受講期間：原則 1 年）

カリキュラムをスタートさせた平成 22 年度から多数の希望者に恵まれ、「海のサポーター」コースでは
平成 23 年度末時点で、「水産・海洋コーディネーター」コースでは 24 年度末時点で、それぞれ当初の
養成目標人数をほぼ達成することとなった。
平成 25 年度末において、養成者の累計は「水産・海洋コーディネーター：23 名、海のサポーター：
109 名」となり、当初の目標を大幅に上回った。
２．人材養成手法の妥当性
函館市では、平成 15 年 3 月に「函館国際水産・海洋都市構想」を策定、これが地域再生計画とし
て認定された。また、平成 21 年 4 月に「一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構」が設立さ
れ、推進母体として同構想の普及・PR や産学官連携事業などに取り組んでいるが、さらなる事業展開
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に向けては、本機構の機能的な活動をコーディネートする人材の養成が求められていた。
そこで本事業では、このような地元自治体のニーズに応えるため、水産・海洋に関しての最新の科学
的知見を軸に、個別の分野に留まることなく、実学的、文化的な知識をも幅広く有し、各専門分野の研
究成果を俯瞰し、それらの円滑な連携を促進することで、函館が有する豊かで多様な資源をさらに価
値あるものとすることが可能な人材が必要と考え、それぞれ 1 年間で構成される「海のものづくりカリ
キュラム」および「海と人をつなぐカリキュラム」の 2 つのカリキュラムを策定し、これらを隔年で実
施した。
｢海のものづくりカリキュラム｣では、海の生物をはじめ、関連することがらをさらに価値あるものへと発
展させることをテーマとし、水産物の未利用部位や水産物に含有される有用成分等を用いたイノベー
ション、魚類の増養殖や水産加工食品の科学的分析等および、それらを産業と結び付けるための手法
や具体的事例等を扱った。
「海と人をつなぐカリキュラム」では、海の環境とそれを取り巻く背景と人とをつなげ、まちづくりへと発
展させることをテーマとし、流通における食品の安全性確保といった身近なレベルから、海洋環境の保
全という地球規模のレベルに至るまでの最新の科学的知見に加え、観光、文化形成、環境問題など広
範な視野からまちづくりを考えるための手法や具体的事例等を扱った。
「水産・海洋コーディネーター」コースでは、2 年間に渡りこれらカリキュラムの両方を受講の上、年度
ごとそれぞれのカリキュラム終了後に行われる「認定発表会」、さらに被養成者における 2 年目の最後
には「水産・海洋コーディネーター認定試験」を行い、知的経験基盤の達成度と総合的な資質を評価
し認定することとした。
「海のサポーター」コースでは、原則 1 年間でカリキュラムのどちらか一方を受講し、講義における理
解度のほか、各種ワークショップ等へ取り組む姿勢についても勘案し認定することとした。すでに被養
成者は、受講した内容を各自が実行可能な範囲で連携の上活用し、商品開発・販売、地域におけるイ
ベントの企画および実施、各地での講演等、地域へのさまざまな貢献活動を進めている者が多数おり、
また今後は、公民問わず水産関連研究施設を集約した「函館市国際水産・海洋総合研究センター（平
成 26 年 6 月に供用開始）」を拠点とし、さらに幅広い活躍が期待されていることから、函館市および近
隣市町のニーズに沿っていると言える。
３．実施体制・自治体等との連携
本プログラムでは、人材育成方針および教育カリキュラムに係わる基本的事項について審議するた
めの機関として、北海道大学と函館市が中心となり、函館地域の高等教育機関および公設試から委員
を選出した上で「運営委員会」を構成し、全地域的に運営に当たった。また、本運営委員会の下に「人
材養成実行委員会」を設置し、カリキュラムの検討・改編や受講生の選考等を行った。さらに、事業の
有効性や妥当性・継続性および今後の見通しについて客観的な判断・指導を得るため、市内の一般
財団法人代表者や民間企業経営者を含む「外部評価委員会」を設けた。
カリキュラムの実施にあたっては、水産・海洋科学を始めとして、そこに留まらない学術的知見を幅広
く教授し、かつ、それらを有効に活用する能力を養成するため、本研究院教員を始め、本学他部局、
函館市、市内教育・研究機関、市内企業・団体のほか、他の都府県にある機関等にも協力を仰ぎ、多
様な分野の専門家を講師として招聘した。
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また、地元自治体である函館市を始め、地域各機関から委員、講師や被養成者として本プログラム
に多数参加を求め、地域ニーズの提示だけに留まらず、講義や実習場所の提供等も含めて密接な協
力体制を構築した。
４．人材養成ユニットの有効性
本事業は開始当初より一貫して、自治体である函館市と、緊密な協調関係を構築・維持して来た。
函館市は、地域特有の自然的・文化的・知的資源やポテンシャルを活用することで、国際的な水産・海
洋に関する学術研究の拠点都市を形成し、科学技術高度化、革新技術・新産業の創出、地域経済の
活性化を図るため、「函館国際水産・海洋都市構想」を推進している。
同構想は、水産・海洋に関する学術研究機関の集積、地域と学術研究機関の連携、観光と学術研
究の融合、水産・海洋と市民生活の調和を主要な施策として挙げており、推進母体として「一般財団法
人 函館国際水産・海洋都市推進機構」が設立されている。本事業が養成した「水産・海洋コーディネ
ーター」および「海のサポーター」は、函館地域再生のための人的資源として同機構に登録され、各自
の主体的な活動と並び、同機構をハブとして「函館国際水産・海洋都市構想」に関与して行くこととな
る。
「水産・海洋コーディネーター」は、カリキュラムを通して、水産・海洋科学に関する最新の知見、マ
ーケティングの基礎知識、IT 関連の知識、函館に特有の地理的・歴史的・文化的資源等に関しての知
的経験基盤を養うことで、人と産業と文化を結び付け、持続可能な産業活力、産学官連携の強化、市
民生活との調和など、函館国際水産・海洋都市構想を実現するために、様々な分野での広範な活躍
が期待できる。「水産・海洋コーディネーター」コースの被養成者による「がごめ昆布料理講習会」等の
講演（13 ページ： 被養成者による講演等の活動 参照）、「がごめの滴」等の商品開発（14 ページ： 被
養成者が研究・開発・商品化に関わった商品 参照）および「函館がごめカフェ」等の地域イベントの開
催（14 ページ： 被養成者が企画・主催に携わったイベント 参照）など、地域再生に貢献し得る成果を
上げている。
また、「海のサポーター」は、水産・海洋科学と市民をつなぐ様々な関連事業で協働しており、「函館
国際水産・海洋都市構想」の応援団として期待される。「海のサポーター」コースの被養成者も「はこだ
て国際科学際」等の市民向け講演会や海洋に関連したイベント（13 ページ： 被養成者による講演等の
活動、 14 ページ： 被養成者が企画・主催に携わったイベント 参照）への助言・協力を行っている。
５．継続性・発展性の見通し
平成 26 年度からは、本事業で構築したシステムを最大限に活用することで、新たに「海のプロデュ
ーサー・海のナビゲーター人材養成事業」として、本事業を継続・発展させる。平成 26 年 6 月に「海の
プロデューサー・海のナビゲーター人材養成事業」の運営会議を開催し、本事業で養成した「水産・海
洋コーディネーター」を、新事業のカリキュラム担当講師に組み入れることで、より効率的な人材養成事
業の運営を図ることが確認された。また、平成 26 年 4 月には、地元企業が体験型観光施設を開設し、
「水産加工体験」と「地域文化の学習」の一体化を目指したプログラムを開始した。新事業では、このよ
うな地元企業と連携を図り、「水産・海洋コーディネーター」による専門的な講座を開く構想もある。
「水産・海洋コーディネーター」の活動拠点は、函館市が「函館国際水産・海洋都市構想」推進のた
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め建設した「函館市国際水産・海洋総合研究センター」に置かれる。同研究センターは、函館市が、
「函館国際水産・海洋都市構想」の研究拠点基地となる旧函館ドック跡地で、国・大学・道・民間などの
学術研究機関が集積した複合的な研究施設として整備したものであり、平成 26 年 6 月 2 日に開所し、
道立函館水産試験場、共同利用施設、共用実験施設、民間研究機関等誘致ゾーン、水産業の振興
に資する施設（栽培研究センター、漁業者研修施設等）および本学北方生物圏フィールド科学センタ
ー、本研究院等から構成される。また、同研究センターは、港湾機能と一体となった一大水産・海洋研
究ゾーンを形成することを基本理念としており、平成 26 年 8 月竣工の本学新船「おしょろ丸」が停泊で
きる埠頭を備える。
６．採択時コメントへの対応
■コメント「北海道大学の他学部や地元高専、地元企業との連携」について
運営委員会には、北海道大学（4 部局）、函館市を含む 3 つの団体、3 つの地元教育機関が参画し
ている。
講義および実験・実習においては、北海道大学の 4 つの部局、市内の 3 つの教育機関、函館市を
含む 16 の地元企業・団体の者が講師を務めた。（IV.3(2)参照）
また、北海道大学の 2 つの部局の協力のもとで「疋田豊治写真展・記念講演会」を開催した。さらに、
18 の団体または地元企業の協力のもとで「はこだてマリンラーニング～ふれあい～」を開催した。
■コメント「マーケティング、流通に関するカリキュラムの充実」について
マーケティング、流通に関しては、“地域の経済基盤に対する理解”、“当該基盤を活かす手段・手
法の理解と習得”、“市場・流通の現実の理解”などを体得し、それらを経験させることに主眼を置いた
「実践学習・プロジェクト企画」の開設により、カリキュラムの実学的充実を図った。
開講科目は、以下の通りである。
「道南の水産資源の増養殖と管理」、「地域とイノベーション」、「水産物の感質と高価値化」、「函館オリ
ジナル製品が生まれるまで」、「日本食の温故知新」、「コンブ製品プロセス実習」、「函館地域企業の経
営戦略」、「伝統を守り抜く変革の歴史」、「共同研究契約の方法」、「函館マリンガーデンビジネス」、「新
しい海洋産業と知的財産戦略」、「公設試の活用法／技術移転マネジメント」、「国際海洋都市函館ブラ
ンドの構築」、「タンパク質の特性と新しい食ビジネス」、「マーケティング概論」、「海に生かすマーケティ
ング論」、「特許電子図書館（IPDL）を用いた特許情報検索」、「海の価値づくり実践学習・プロジェクト企
画 ②」、「観光文化マーケティング」、「海のまちづくりとコンプライアンス」、「水産物の安全な流通
（HACCP）」、「グローバル経済と海洋都市」、「水産物地方卸売市場実習」、「海と人をつなぐ実践学習
①」、「街づくりと連携する函館経済」、「水産物トレーサビリティーとエコラベル」、「水産物の流通・消費」、
「金融機関と産学官連携促進」、「松前漬けとマーケティング」、「南茅部発のコンブマーケティング」、
「産学官連携」、「函館から世界へ（特許で技術革新）」、「海の価値づくり実践学習①」、「函館の魅力発
信ものづくり」、「水産ビジネス情報収集（東京シーフードショー参加）」
７．中間評価への対応
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■コメント「食の安全性についてのカリキュラムの充実」について
以下の講義が行われた。
「松前漬けとマーケティング」、「魚の増える仕組み」、「南茅部発のコンブマーケティング」、「函館オリ
ジナル製品が生まれるまで」、「ウニ類の養殖に向けた成熟機構および栄養吸収機構の解析」、「水産
物の感質と高価値化」、「水産資源が支える健康」、「水産食品とアレルギー」、「タンパク質の特性と新
しい食ビジネス」、「水産利用化学と栄養評価」、「生食文化と安全性」、「水産物の漁獲から食卓に至
る過程の安全・安心の提供」、「水産食品における食中毒防止」、「水産食品微生物基礎実験」、「生鮮
魚介肉の科学的鮮度判定」、「放射能と食品の安全」
■コメント「継続性・発展性の見通し」について
北大・自治体（函館市）
・地域産業界の関係者が集まり、本人材育成事業の継続性・発展性に
関する会議を行った。その結果、北大・函館市・地域産業界が協力し、本人材育成プログラム
の理念を踏襲しながらも、持続可能な予算で実施可能な実習型コンテンツに集約し、さらに受
講者のニーズに合致するように発展させた、新たな「海のプロデューサー・海のナビゲーター
人材養成事業」を立ち上げる方向性を打出した。この新規プログラム案内及び受講者募集開始
は H26 年７月を予定し、現在までに２回の運営会議を開催して準備を進めている。H26 年度か
らの運営資金は、北大・函館市・地域産業界により分担調達され、新プログラムの実施予算と
概ね一致する計２，０００万円/年度程度の運営資金確保が見込まれている。
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Ⅲ．所要経費
補助対象経費

（単位：百万円）
21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

備考

１．人件費

7.2

12.9

17.0

19.2

19.1

各備品の

（１）業務担当職員（地域

3.0

5.3

7.3

9.5

5.4

詳細につ

（1 名）

（1 名）

（2 名）

（2 名）

（１名）

いては、

4.2

7.5

9.5

9.4

13.4

22-23 頁

（4 名）

（5 名）

（4 名）

（4 名）

（6 名）

0.1

0.2

0.3

0.3

（23 名）

（34 名）

（45 名）

（35 名）

連携研究員）
（２）補助者（研究補助
者）
（３）補助者（短期支援
員）
２．設備備品費

15.0

10.3

10.3

9.6

－

（１）教育環境の整備

13.6

10.3

10.3

9.6

－

（２）教材作成

1.4

３．消耗品等

3.7

7.7

5.2

4.2

9.5

４．旅費

1.0

2.4

4.7

5.2

7.7

５．その他

2.2

4.6

4.2

3.8

6.0

６．間接経費

8.8

11.4

－

－

－

2.5

2.0

1.6

43.9

44.0

43.9

７．環境改善費
計

37.9

49.3

参照

総計
219.0

（内、自己資金）

補助対象外経費

（0.0）

0.0

（0.0）

（0.0）

0.0

0.0

（0.0）

0.0

（0）

0.0

（0）

総計 0.0

注：人件費は、委託者及び補助金により人件費を支出している本人材養成業務に従事する者を職階（教
授、准教授、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事人数とともに記載
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Ⅳ．成果の詳細
１．目標に対する達成度
（１）養成人数の目標と実績
人材養成のカテゴリー

養成修了者数

（コース等）

実績

目標

・水産・海洋コーディネーター

23 人

15 人

・海のサポーター

109 人

60 人

132 人

75 人

合 計

※「実績」は、実施期間終了時点で既に修了している養成修了者数（予定は含まない）
本プログラムは、養成期間を2年間とする「水産・海洋コーディネーター」コースと、1年間の「海のサポ
ーター」コースの2つがあり、それぞれに養成目標数を定めている。
「水産・海洋コーディネーター」コースは平成22年4月から養成を開始しており、平成23年度末に初
の養成修了者を輩出した。一方、「海のサポーター」コースでは、平成22年度末に初の養成修了者を
輩出した。
なお、「海のサポーター」の養成人数が目標を大幅に超えているが、本プログラムにおいて実施され
るカリキュラムは選択制であり、個別の講義において出席者数は分散する。さらに、数値的・客観的に
到達度を判定するための修了要件を定めており、被養成者数が当初の目標を上回っていることは、被
養成者の到達度を引き下げる要因とはならないと考えられる。
（２）養成人数以外（拠点形成）の目標と実績
本事業では、養成人数以外に、被養成者による、新商品開発、未利用資源の利活用、水産・海洋関
連情報の地域への周知等、以下のような事項を実績として挙げることができる。
※詳細については「５．成果の発表状況 （１）養成された人材による成果」を参照。
＜講演等の発表活動＞ 被養成者による講演等の活動
「がごめ昆布料理講習会（平成 22 年 6 月 11 日）」： 「がごめ昆布」について講演を行った。
「はこだて国際科学祭 2010 サイエンスカフェ（平成 22 年 8 月 25 日）」：「海苔を飼う」について講演を
行った。
「水産・海洋市民講座 海藻その 2 ～昆布が食卓にのぼるまで～（平成 23 年 6 月 21 日）」：「松前漬
を作る」について講演を行った。
「市立函館高校の授業として（平成 25 年 2 月 15 日）」：函館のまちづくり構想である「函館国際水産・
海洋都市構想」を紹介した。
「函館マリンバイオクラスターグループミーティング（平成 25 年 6 月 14 日）」：「北海道フードコンプレッ
クス国際戦略総合特区の現状」の演題で講演を行った
「第 11 回『シーフードショー大阪』（平成 26 年 2 月 21 日）」：本プログラムを受講することで生み出され
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た成果品を出品した。
＜開発商品＞ 被養成者が研究・開発・商品化に関わった商品
「昆布ふりかけ（平成 22 年 9 月発売）」、「松前漬の素（平成 22 年 10 月発売）」、「はこだてがごめ昆布
塩らーめん（平成 22 年 11 月発売）」、「Osatsube とろろ昆布（平成 23 年 3 月発売）」、「函館産 食べ
る真昆布（平成 23 年 3 月発売）」、「函館がごめの滴（平成 24 年 7 月発売）」
＜地域イベントの開催＞ 被養成者が企画・主催に携わったイベント
「函館がごめカフェ（平成 22 年 7 月 8 日）」、「地元食材を使った地産地食料理レシピコンテスト（平成
22 年 7 月 17 日）」、「はこだて国際科学祭 2010（平成 22 年 8 月 21～29 日；JST 地域ネットワーク支援
事業）」、「海藻おしば教室 1 年 1 組親子レクリエーション（平成 24 年 6 月 28 日）」、「はこだて国際科
学祭 2012 『海藻バイキング』 ～MARE 海を学ぶ体験型科学教育プログラム～（平成 24 年 8 月 25
日）」、「はこだて国際科学祭 2013 展覧会 海藻の世界－生態とおしば作品－（平成 25 年 8 月 17～
25 日）」
（３）客観的な情勢の変化等（社会ニーズの変化等）への対応
平成 23 年 3 月 11 日に発生した「東北地方太平洋沖地震」に関わる内容を盛込んだ講義を新
設・開講し、タイムリーな話題により被養成者の興味を強くひいた。
例）災害後の持続可能な水産科学とは、衛星を使った災害地の状況報告、エネルギー：日本
は今後どうすべきか、災害後の函館観光文化マーケティングについて、プランクトンと放射能
について、海洋科学専門家の取組み：震災対応と地球温暖化、震災対応の水産学 等
これらの講義では、震災が及ぼした甚大な被害により影響を受けた様々な事例を挙げ、今後
どのように取り組むべきか活発に議論し、災害に関する意識を強く持った。また、実際に宮城
県南三陸町を訪問し、被害状況や復興の様子を目の当たりにした。これにより講義で学んだ知
識を防災・復興活動に役立てることができると判断する。
平成 24 年より北海道大学大学院水産科学院の博士前期課程に設けられている「広領域教育コース
（広い視野を持った研究者および高度専門職業人育成）」専攻の学生は、本事業の講義が選択科目
の対象となった。
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２． 人材養成手法の妥当性
（１）地域のニーズ
函館は、海に囲まれた自然条件と海洋資源に恵まれ、水産業で全国有数の地域であるが、近年、
既存産業の停滞、生産者減少（※1）、地球規模での資源・エネルギー・環境問題等が顕在化し、これ
らの課題を早急に解決し地域再生・活性化に取り組むことが急務となっている。
そこで、地域再生の実現のために、函館の地理条件を活かし、水産・海洋に関する科学技術と地域
の企業や漁業者等と行政を結び、そこから生まれる知的財産の管理や起業ノウハウの能力を有する人
材が望まれている。
※1： 函館市内漁業協同組合員数と年間漁獲金額の推移
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（２）人材養成の手法・方法と実施結果
実施状況（取組毎）
実施期間
（実施日）
平
7. 30
成
21
8. 26
年

行事等

委員会・会議等
事業計画等に関する
会議
平成 21 年度
第 1 回 運営委員会
平成 21 年度 第 1 回
カリキュラム作業部会

8. 27

平成 21 年度 第 1 回
地域再生人材養成フォーラム

9. 1
平成 21 年度 第 2 回
カリキュラム作業部会

9. 15

平成 21 年度 第 2 回
地域再生人材養成フォーラム

9. 29
平成 21 年度 第 3 回
カリキュラム作業部会

10. 16

平成 21 年度 第 3 回
地域再生人材養成フォーラム

10. 19
平成 21 年度
第 2 回 運営委員会

10. 28
11. 9

オープンシンポジウム
「函館国際水産・海洋都市
構想と人材養成の試み」
平成 21 年度 第 4 回
カリキュラム作業部会
平成 21 年度
第 3 回 運営委員会
平成 21 年度 第５回
カリキュラム作業部会

11. 25
12. 18
平
成
22
年

1. 14
1. 23

平成 22 年度
人材養成プログラム 説明会

1. 25～
2. 12

平成 22 年度 受講生募集
平成 22 年度
受講生選考委員会
平成 21 年度
第 4 回 運営委員会

2. 18
3. 1
3. 24

平成 22 年度
受講生オリエンテーション

4. 7

平成 22 年度 開講式

4. 14

平成 22 年度 海のものづくり
カリキュラム 開講
平成 22 年度
第 1 回 運営委員会

5. 11
7. 17～

その他

疋田豊治 写真展
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8.
7.
7.
8.
8.

27
17
24
21
22

疋田豊治 記念講演会
はこだてマリンラーニング
～ふれあい～
平成 22 年度
第 2 回 運営委員会
平成 22 年度 第 1 回
人材養成実行委員会

9. 8
10. 14
10. 22
10. 22
10. 23

シンポジウム
「海の街函館を考えよう」
オープン講義
「水産・海洋都市を考える」
平成 22 年度 第 2 回
人材養成実行委員会

12. 15
12. 15

平成 22 年度
水産・海洋コーディネーター
認定発表会
平成 22 年度
第 3 回 運営委員会

12. 16
平
成
23
年

1. 22

平成 23 年度
人材養成プログラム 説明会

1. 24～
2. 10

平成 23 年度 受講生募集
平成 23 年度
受講生選考委員会
平成 22 年度
第 4 回 運営委員会

2. 18
2. 23

平成 22 年度 第 1 回
地域再生人材養成フォーラム

3. 2
3. 9
3. 9

平成 22 年度
海のサポーター認定式
平成 23 年度
受講生オリエンテーション

4. 6

平成 23 年度 開講式

4. 13

平成 23 年度 海と人をつなぐ
カリキュラム 開講
平成 23 年度
第 1 回 運営委員会

5. 24
5.31

平成 23 年度
受講生交流会
平成 23 年度 第 1 回
外部評価委員会

7. 8
8.28
10.6

はこだてマリンラーニング
～ふれあい～
平成 23 年度
第 2 回 運営委員会
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11.5

シンポジウム
「海の街函館を考えよう」
平成 23 年度 第 1 回
人材養成実行委員会

12.5
12.14

平成 23 年度
水産・海洋コーディネーター
認定発表会
平成 23 年度
第 3 回 運営委員会

12.16
平
成
24
年

1.21

平成 24 年度
人材養成プログラム 説明会

1. 23～
2. 10

平成 24 年度 受講生募集
平成 23 年度
第 4 回 運営委員会

2.27
2.20
3.14
3.14
4.4

平成 23 年度
水産・海洋コーディネーター
認定試験
平成 23 年度
認定式
平成 24 年度
受講生オリエンテーション
平成 24 年度 開講式
平成 24 年度
第 1 回 運営委員会

6.11
6.30
7.29

平成 24 年度 受講生・修了生
ユニット会議・交流会
はこだてマリンラーニング
～ふれあい～
平成 24 年度 第 1 回
人材養成実行委員会
平成 24 年度
第 2 回 運営委員会

9.5
10.9

10.20

シンポジウム
「海の街函館を考えよう」
～文理芸術融合で拓く地域の
未来～
平成 24 年度
第 3 回 運営委員会
平成 24 年度 第 2 回
人材養成実行委員会

12.20
11.26
12.19
平
成
25
年

平成 24 年度
水産・海洋コーディネーター
認定発表会
平成 24 年度 第 3 回
人材養成実行委員会

2.3
2.23
2.24

科学コミュニケーション
実践講座(COSIA)
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2.25

平成 24 年度
水産・海洋コーディネーター
認定試験
平成 24 年度
第 4 回 運営委員会

2.27
3.13
4.13
4. 15～
4. 30

平成 24 年度
認定式
平成 25 年度
人材養成プログラム 説明会
平成 25 年度 受講生募集
平成 25 年度 第 1 回
外部評価委員会
平成 25 年度
第 1 回 運営委員会

4.15
5.13
5.29

平成 25 年度 開講式

5.29

平成 25 年度
受講生オリエンテーション

4.11～
9.4
4.11～
4.22
5.25～
6.2
7.13～
7.22
7.17～
7.25

プログラム展示会
プログラム展示会
プログラム展示会
海の光と影～育まれる人と街～
写真展
プログラム展示会

7.19

講演会
海の光と影～育まれる人と街～

7.23～
7.27

プログラム展示会

8.11

9.9

10.5

はこだてマリンラーニング
～ふれあい～
講演会
食品加工の夢の扉を開く
～革新的な食品加工技術の開
発と加工食品の応用～
シンポジウム
「水産・海洋都市の存在論」
文理芸術の融合
～自我と芸術表現～
平成 25 年度
第 2 回 運営委員会

11.1
1.22

平成 25 年度
水産・海洋コーディネーター
認定発表会
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平
成
26
年

2.26

平成 25 年度
水産・海洋コーディネーター
認定試験
平成 25 年度
第 3 回 運営委員会

3.3
3.12

平成 25 年度
認定式

○人材養成の手法
【養成する人材】
■水産・海洋コーディネーター
水産・海洋科学に関する最新の知見と知財・マーケティング・流通の分野をもとに、これらを広く俯
瞰できる能力を習得し、産学官連携の潤滑化を可能とする知的経験基盤を獲得することを到達目標
とする。
被養成者は、隔年で開講する「海のものづくりカリキュラム」と「海と人をつなぐカリキュラム」を二年
間に渡り受講し、所定の単位を満たすよう講義を選択・受講する。選択に制限はなく、開講される全
講義からの選択が可能である。
＜募集・選考方法と選考結果＞
市内各所に募集要項を配布・設置したほか、ホームページ、地元ＦＭラジオ、地元新聞などの
媒体を利用して被養成者を募集した。
広く一般市民に対し本プログラムの実施内容を周知し、より多くの応募を促すため、募集開始
直前に函館市および一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構との共催により、「新水産・
海洋都市はこだてを支える人材養成」プログラム説明会を開催している。
募集する人材は、(1) 道南地域の社会人（行政・民間・団体職員等）で、所属している機関の長
の推薦を得られる者、(2) 認定に必要な単位の取得が可能な者、(3) 「新水産・海洋都市はこだ
て」を支える人材となることを希望する者とし、「受講申込書」「履歴書」「受講希望理由書」に加え、
所属の長からの「推薦書」の提出を求めている。
受講生選考委員会において書類選考が行われ、本プログラムの主旨に沿った活動が可能と思
われる人材を「水産・海洋コーディネーター」被養成者とする。
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※「水産・海洋コーディネーター」コースの選考結果
選考の結果カリキュラム受講

募集者数

応募者数

平成 22 年度

5人

15 人

12 人

平成 23 年度

5人

9人

6人

平成 24 年度

5人

15 人

9人

を認めたもの（受講許可者）

☆：平成 25 年度については、平成 26 年度からの「海のプロデューサー」および「海のナビゲーター」
養成プログラムに発展的移行のため 2 年間要する本コースの募集は行っていない。
■海のサポーター
水産・海洋都市構想に高い意識を持ち、函館市の主要な地域再生計画である「函館国際水産・
海洋都市構想」推進の応援団として、水産・海洋科学と市民をつなぐ様々な関連事業に関与するこ
とを活動目標とする。
被養成者は、受講可能な科目の中から所定の単位を満たすよう、選択・受講する。
＜募集・選考方法と選考結果＞
「水産・海洋コーディネーター」の募集と同時期に募集を行っている。
募集する人材は、(1) 認定に必要な単位の取得が可能な者、(2) 「新水産・海洋都市はこだて」
を支える人材となることを希望する者とし、「受講申込書」「履歴書」「受講希望理由書」の提出を求
めている。
受講生選考委員会において書類選考が行われ、本プログラムの主旨に沿った活動が可能と思
われる人材を「海のサポーター」被養成者とする。
※「海のサポーター」コースの選考結果
選考の結果カリキュラム受講を

募集者数

応募者数

平成 22 年度

15 人

31 人

34 人

平成 23 年度

15 人

31 人

40 人

平成 24 年度

15 人

31 人

34 人

平成 25 年度

15 人

24 人

25 人

認めたもの（受講許可者）

■受講許可者数が募集者数を上回っていることについて
本プログラムにおいて実施されるカリキュラムは選択制であり、個別の講義において出席者数は分
散する。また、出席者数の増大が適切な実施の妨げになる可能性のある講義については「水産・海
洋コーディネーター」被養成者のみが受講可能とすることにより、適切な養成を可能としている。
さらに、数値的・客観的に到達度を判定するための修了要件を定めており、受講許可者数が当初
の目標の募集者数を上回っていることは、被養成者の到達度を引き下げる要因とはならない。
■受講許可者数が応募者数を上回っていることについて
本プログラムにおいて、「水産・海洋コーディネーター」応募者の中で選考に外れた者は本人の希
望により「海のサポーター」応募に変更することができるが、上記の表の応募者数にはその人数は含
まれていない。また、平成 23 年度以降は標準の 1 年間ではなく 2 年間で「海のサポーター」の認定
を受けた者も加わっている。これらのことから全ての年度で受講許可者数が応募者数を上回った。
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【カリキュラム】
■海のものづくりカリキュラム
平成 22・24 年度に実施するカリキュラムである。
「海のものづくりサイエンス」と「海の価値づくり」に分類され、海の生物をはじめ、関連することがら
をさらに価値あるものへと発展させることをテーマとしている。
＜海のものづくりサイエンス＞
科学的専門性の高い内容となっており、主に屋内での実験を伴った講義を中心に構成される
「レクチャー＆ラボワーク」と、屋外での実習が中心の「フィールドワークチャレンジ」に分かれる。
最新の科学的見地から、水産物の未利用部位や水産物に含有される有用成分などを用いたイ
ノベーション、魚類の増養殖や水産加工食品の科学的分析について学ぶ。
＜海の価値づくり＞
講師との質疑応答やグループディスカッション、被養成者によるプレゼンテーションを取り入れ
た「レクチャー＆ディスカッション」からなる。水産・海洋を経済的・文化的側面から捉え、既存のも
のから新たな価値を創出するための考察とその具体的な方法について学ぶ。
■海と人をつなぐカリキュラム
平成 23・25 年度のカリキュラムである。
「海と人をつなぐサイエンス」と「海のまちづくり」に分類され、海の環境とそれを取り巻く背景と人と
をつなげ、まちづくりへと発展させることをテーマとしている。
＜海と人をつなぐサイエンス＞
科学的専門性の高い内容となっており、講義を中心に適宜実験を行う「レクチャー＆ラボワー
ク」と、屋外での実習が中心の「フィールドワークチャレンジ」に分かれる。
流通における食品の安全性確保といった身近なレベルから、海洋環境の保全という地球規模の
レベルに至るまで、最新の科学的知見について学ぶ。
＜海のまちづくり＞
講師との質疑応答やグループディスカッション、被養成者によるプレゼンテーションを取り入れ
た「レクチャー＆ディスカッション」からなる。経済的・文化的側面から水産・海洋を捉え、観光、文
化形成、環境問題など広範な視野からまちづくりを考えることを学ぶ。
【被養成者へのフォロー体制】
■e-ラーニングシステム
被養成者の自学自習の機会向上をはかるため、ネットワークを積極的に活用した教育プラットフォ
ームを構築している。システム内には、各講義資料データおよび講義を録画して編集したストリーミン
グ動画データを格納している。
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被養成者は、北海道大学内外にあるインターネットに接続されたパソコンにて、各固有の ID およ
びパスワードを用いてシステムにログインし、予習・復習・課題作成などのためこれらのデータを適宜
利用することができる。
平成 21～22 年度は準備期間とし、23 年 4 月から正式に運用を開始している。
なお、システムに格納する本養成事業カリキュラムの各データは、知的財産として半永久的に保
管・利用することが可能なことから、本事業終了後の人材養成プログラムの継続性に寄与し、かつ、
北海道大学の学生向け教材としても広く利活用される。
■講義欠席者への対応
被養成者のほとんどは就職している社会人であることから、全講義への出席は難しく、また、やむ
を得ない事情により欠席することも考えられ、修了に必要な単位の取得が難しくなる場合が予想され
る。
そこで、あらかじめ各被養成者へ受講希望講義を確認の上取得可能単位の管理を行い、各講義
の欠席者へ、実際に講義で使用した資料を配付し課題提出を求めるなどの措置をとり、受講率を高
めている。
【実施環境の整備】
主に、プログラムの効率的な推進のため、設備備品を購入している。
※設備備品の購入と活用状況
購入年度

設備備品名

活用状況

電動実体蛍光顕微

現代基礎科学の主流である蛍光を利用した特殊細胞（例えば幹細

鏡

胞）の観察を行う。
増養殖に関する講義や、微小生物（プランクトン等）の観察を伴う講
義などで活用している。

示差走査熱量計

熱量変化を検知することで、試料の非常に微細な変化を測定するこ
とが出来る。

平成 21 年度

化学的・薬学的研究において広く用いられる手法であり、本事業に
動画編集用ワークス

おいても調製実験を伴う講義等で活用している。
映像教材の編集・製作作業を行い、かつそれらのデータを保管する

テーション

ための機器である。
製作された教材は、e-ラーニングシステムや DVD により被養成者へ
提供するほか、本事業終了後のカリキュラムの継続運営のため利活
用される。

ＧＰＳブイ

海中あるいは海底に設置する観測機材および採集具に装着するこ
とで、GPS による位置観測を可能にする。
附属練習船による実習において使用する。

平成 22 年度

落射型蛍光・微分

高感度な蛍光観察能力、三次元像を得るための微分干渉能力およ

干渉四次元観察シ

び経時変化を観察するタイムラプス能力を併せ持つ四次元観察シ

ステム

ステムであり、食品を汚染する微生物とそれが食品を汚染する過程
を観察する。
食品の安全性や機能性を正しく評価するための食品学・微生物学

平成 23 年度

パルスフィールドゲ

に関する講義・実習において活用している。
多くの菌種・血清型で最も実績のある菌株比較方法である、パルス
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ル電気泳動システ

フィールドゲル電気泳動（PFGE）を行うためのシステム。

ム

食品の安全性や機能性を正しく評価するための食品学・微生物学
に関する講義・実習で活用している。

高速液体クロマトグ

水産生物に特徴的なカロテノイドや脂質などの検索や ATP 関連化

ラフィー生体成分分

合物の分離・分析技術を学習する。オートサンプラー、PC ベースの

離・分析システム

データ解析装置を備えており，実習時間の有効利用と分析データ
の汎用的活用が可能である。
水産生物の機能性成分の検索や水産物の生鮮度判定を行うため
の食品生化学・分子栄養化学に関する講義・実習で活用している。

高倍率顕微鏡画像

顕微鏡下に配した標本の画像をモニターに投影し、教員が観察し

解析システム

ている像を複数の実習生が同時に見ることが可能である。本システ
ムではさらに、2 台の顕微鏡がモニターに接続されているため、2 種
類の標本をモニター上で比較することが可能である。
魚類学術標本の作成ならびに観察をおこなう講義などで活用する。

有線式 CTD 用クロ

本学附属練習船うしお丸にすでに装備している CTD（電気伝導度・

ロフィルセンサー

水温・水深を観察する装置）に取り付け、CTD 海洋観測時に蛍光光
度の測定を可能とするセンサーである。この機能を付加することによ
り、観測項目の細分化・多様化、さらに海洋物理・海洋生物生産・海
洋科学等の多分野における観測・実習教育の要望に応えることが
できる。

メモリ式 CTD 用水

本学附属練習船うしお丸にすでに装備している CTD（電気伝導度・

中光量子センサー

水温・水深を観察する装置）に取り付け、CTD 海洋観測時に有光層
を測定するセンサーである。このセンサーを用いて現場海水の水中
での光量子の減衰を測定することにより、一次生産者として重要な
植物プランクトンの光合成が行われる有光層を迅速に測定できる。
さらに、すでにうしお丸に装着されている他の観測機器を併用する
ことで多次元での基礎生産量の測定が可能となり、受講生の多面
的な理解を促すことができる。

平成 24 年度

ADCP データ収録

本学附属練習船うしお丸の船底に装備されている ADCP（Acoustic

処理装置一式

Doppler Profiler）により観測されたデータの収録・解析を行う装置で
ある。本システム導入により、一航海における ADCP 観測による膨大
かつ煩雑な量の観測データを迅速に解析およびデータ化すること
ができ、受講生に効率・効果的な情報提供が可能となる。

蛋白質精製用クロ

タンパク質などの生体分子専用の高速・高分離能精製システムであ

マトグラフィー

る。一般的にタンパク質の精製には数日間、場合によっては数週間
を要するため、本プログラムの講義のような限られた時間では、座学
のみの原理説明にとどまるしかなかった。本システムを導入すること
により、原理のみにとどまらず、実際に操作およびその過程の観察
を行うことができるようになり、受講生に質の高い教育を提供できる。

落射型蛍光・微分

本プラグラムの 2 年目（平成２２年度）に購入済みの「落射型蛍光・

干渉四次元顕微鏡

微分干渉四次元観察システム」に追加する設備備品である。上記の

用 CCD カメラシステ

観察システムにはモノクロカメラがすでに装備されており、試料の形

ム

などの観察は可能である。しかし、GFP などの蛍光タンパク質を導
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入した試料を観察する場合、顕微鏡下ではその色彩が鮮やかに見
えるもののカメラを介したモニターではモノクロにしか見えないのが
現状である。本プログラムの時間内で単独でしか見えない顕微鏡下
での複数人への説明は非常に困難であり、学習効果も残念ながら
低い。そのため、本 CCD カメラシステムを導入することによりモニタ
ーでの説明が可能となり、確実かつ効率的な学習が可能となる。
70V 型タッチパネル

文部科学省における大学・研究機関等との共同企画広報（企画展

ディスプレイ

示・企画イベント）において本事業の内容を説明したパワーポントを
上映し広報活動とする。

【ワークショップ等】
水産・海洋に関するイベントを開催し、企画・立案・運営に被養成者が携わることで、函館における水
産科学研究についての知識を深めるとともに、水産・海洋都市函館をアピールし、市民と共有する手法
を実践的に学ぶことを目的とする。
■疋田豊治写真展および記念講演会
1909 年～1953 年の 40 数年間にわたり北海道大学で教鞭を取った魚類学者である疋田豊治が残
したガラス乾板写真を用いて、函館における水産科学研究の創成期について学びながら、研究資
料写真に美学的価値を付加するという作業を通して、新しい海の価値づくりの実践を目的として実
施した。
本学総合博物館分館水産科学館に残された約 6,900 点の写真から 65 点を選定し、5 つに分類し
て展示した。当科学館および本学大学院文学研究科の協力により、展示しきれなかった写真はスラ
イドショーとして放映した。
また、展示開催期間中、2 日間にわたり展示写真に関する講演会を実施した。
※疋田豊治写真展の実施状況
実施日

会場

来場者数

平成 22 年 7 月 17～30 日

北海道大学水産学部図書館ギャラリー

平成 22 年 8 月 2～27 日

函館市臨海研究所

のべ約 200 名

※疋田豊治記念講演会の実施状況
実施日
平成 22 年 7 月 17 日
平成 22 年 7 月 24 日

講師

演題

本学名誉教授

「疋田写真の魅力と魚類分類学」

本学文学部 准教授

「“再発見”知られざる北海道写真」

島根県立石見美術館

「疋田写真の概要とそのおもしろさ

学芸員

～響きあうかたち～」

多摩美術大学 教授

「疋田写真の美学について」

来場者数

のべ
約 120 名

■はこだてマリンラーニング～ふれあい～
函館市をはじめとする関連官公庁や、一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構、地元
NPO 等と連携し、函館市内において開催した。
講義の一環として本人材養成プログラム被養成者が企画・運営に携わり、カリキュラム内容の紹
介・海上スポーツ・文化等を通して、海と深い関わりを持つ函館について理解を深め、海の価値づく
りを実践的に学習する機会とした。
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※はこだてマリンラーニング～ふれあい～の実施状況
実施日

会場

実施内容

来場者数

・本人材養成プログラムについてのパネル展示
・函館国際水産・海洋都市構想パネル展示
・本人材養成プログラムで被養成者が学んだ
研究内容についてのパネル展示

平成 22 年
8 月 21～22 日

函館市内
旧シーポート

・水の生き物タッチプール
・イカ墨絵描き

プラザ周辺

・水の生き物折り紙（21 日実施）
・イカめし作り体験（22 日実施）

のべ
約 800 名

・「函館こがね」に関する講演・実演
・おぼろ昆布削り実演
・がごめ昆布アイスクリーム配布
函館湾内

・クルーザー、ヨット、カヌー、ジェットスキー乗船体験
・ジェットスキー模範演技等
・本人材養成プログラムについてのパネル展示
・函館国際水産・海洋都市構想パネル展示
・本人材養成プログラムで被養成者が学んだ
研究内容についてのパネル展示

平成 23 年

函館市内

・水の生き物タッチプール

旧シーポート

・イカ墨絵描き

プラザ周辺

・水の生き物折り紙
・イカめし作り体験

8 月 28 日

約 600 名

・海を学ぶ体験型科学教育
・函館海上保安部展示ブース
・陸上ヨット体験
・クルーザー、ヨット、シーカヤック、ジェットスキー乗船
函館湾内

体験
・ジェットスキー模範演技
・本人材養成プログラムで被養成者が学んだ
研究内容についてのパネル展示
・函館国際水産・海洋都市構想および函館マリンバイ
オクラスターパネル展示
・水の生き物タッチプール

平成 24 年
7 月 29 日

函館市内

・水の生き物折り紙

旧シーポート

・イカめし作り体験

プラザ周辺

・海藻おしば
・海を学ぶ体験型科学教育/フィッシュプリンティング
・マシンレガッタ（ボートトレーニング体験）
・空から見る海（ラジコンヘリ）
・函館海上保安部（展示ブース、海上安全教室）
・陸上ヨット体験
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約 700 名

・クルーザー、ヨット、シーカヤック、ジェットスキー、カ
ヌー乗船体験
函館湾内

・ジェットスキー模範演技
・海上保安部（巡視船一般公開、海猿による救難訓練
デモ）
・本人材養成プログラムについてのパネル展示
・水の生き物タッチプール（函館水産試験場・北海道
大学）
・函館水産試験場（調査器具展示）

函館市内

・イカ墨絵描き

旧シーポート

・水の生き物折り紙

プラザ周辺

・イカめし作り体験（午前）

平成 25 年

・海を学ぶ体験型科学教育

8 月 11 日

約 1,000 名

・函館海上保安部（展示ブース、海上安全教室）
・海藻ランド
・クルーザー、シーカヤック、ジェットスキー、乗船体験
・ジェットスキー模範演技
函館湾内

・海上保安部（すずらん：巡視船一般公開、海猿によ
る救難訓練デモ）
・函館水産試験場（金星丸：試験調査船一般公開）

■シンポジウム「海の街函館を考えよう」およびオープン講義「水産・海洋都市を考える」
文・理・芸術それぞれの分野の融合・連携による地域振興の新しい進め方を考察しながら、函館
内外の文化人から見た函館地域再生に関するパネルディスカッションを行うシンポジウム、および一
般市民も聴講可能なオープン講義を開催した。被養成者がその運営に携わることによりその方法を
学習する機会とするとともに、広く一般市民に向けて本プログラム実施内容の周知に貢献した。
※シンポジウム「海の街函館を考えよう」の実施状況
実施日
平成 22 年 10 月 22 日

会場

実施内容

函館市地域交流

オープン講義担当講師 6 名による「海の街函

まちづくりセンター

館」をテーマとしたパネルディスカッション

来場者数
約 60 名

オープン講義担当講師 5 名とパネリスト 1 名
平成 23 年 11 月 5 日

カフェ・ペルラ

による「海の街函館」をテーマとしたパネルデ

約 90 名

ィスカッション
平成 24 年 10 月 20 日

カフェ・ペルラ

平成 25 年 10 月 5 日

あうん堂

講師 5 名による「海の街函館」をテーマとした
講演とパネルディスカッション
「文理芸術の融合」をキーワードに 3 名の講
師による講演

約 60 名
約 60 名

※オープン講義「水産・海洋都市を考える」の実施状況
実施日

会場

平成 22 年

函館市地域交流まちづくり

10 月 22 日

センター

部門
音楽

講師
歌手・俳優
歌手
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来場者数
約 70 名

平成 22 年
10 月 23 日
平成 23 年
11 月 5 日
平成 23 年
11 月 6 日

歌人

短歌
本学水産学部大講義室

ドキュメンタリー映画監督

映画
カフェ・ペルラ

本学水産学部大講義室

約 40 名

日本近代文学会員
映画「海炭市叙景」製作実行委員

音楽

ジャズピアニスト、ジャズコース教授

芸術

美術・映像作家、芸術課程教授

宗教

住職

芸術

芸術学講座准教授

情報

情報学環教授

約 40 名
約 90 名

約 50 名

■人材養成プログラム展示会
受講生募集期間および下記の期間中に一般市民への本人材養成プログラムの紹介を通じて受
講生募集につなげる目的で実施した。
内容としては、「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成プログラム紹介」、「函館国際水産・
海洋都市構想紹介」、「北海道大学及び北海道大学大学院水産科学研究院・水産学部紹介」、「プ
ログラム養成修了者・被養成者成果品展示」を行った。
※人材プログラム展示会実施状況
実施期間

会

場

平成25年4月11日～9月4日

函館市臨海研究所

平成25年4月11日～4月22日

函館WAKOビル1F

平成25年5月25日～6月2日

函館丸井今井6F 特設会場

平成25年7月17日～7月25日

函館市市役所1F 市民ホール（国民年金側）

平成25年7月23日～7月27日

JR 函館駅 2F イカすホール

■海の光と影～育まれる人と街～講演会及び写真展
海を新しい視点で地域活性化に役立てている方々をお迎えし、知恵と経験を語っていただくこと
により、函館市民の水産・海洋に関する意識の向上を図ることを目的に行った。
4名の講師による講演会のほか、同時開催として写真展を行った。
※海の光と影～育まれる人と街～写真展の実施状況
実施日

会

平成 25 年 7 月 13～22 日

場

函館市中央図書館展示ホール

※海の光と影～育まれる人と街～講演会の実施状況
実施日

講師
標津サーモン科学館館長

演題

来場者数

「地域に根差した特異的な水族館を
目指して」

NPO 法人黒潮実感センター

「島が丸ごとミュージアム 持続可能

平成 25 年

センター長

な里海づくり」

7 月 17 日

南三陸町産業振興課水産業

「海とともに生きるまち～震災で失っ

振興係長

たもの、生まれたもの～」

鶴岡市立加茂水族館館長

「落ちこぼれが作った世界一のクラ
ゲ水族館」

28

約 70 名

（３）被養成者の到達度認定の仕組みと実施結果
【「水産・海洋コーディネーター」コースの修了要件】
「水産・海洋コーディネーター」コースの修了には、下記が条件となる。
・原則 2 年間で 24 単位（1 年につき 12 単位、各カリキュラムにおける認定発表を含む）以上を取得する
・「水産・海洋コーディネーター認定試験（2 単位）」に合格する
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※「海のものづくりカリキュラム」（平成 22・24 年度実施）修了要件
H22

小 分 類

必
要
な
単
位

レクチャー

6

海の

＆

単

もの

ラボワーク

位

づくり
サイ
エン
ス

H24
必要なコマ数

小 分 類

（時間換算）
全 52 コマ中

レクチャー＆

45 コマ（68 時間）以上

ラボワーク

必
要
な
単
位
5
単
位

全 28 コマ中

必要なコマ数
（時間換算）
全 43 コマ中
34 コマ（51 時間）以上 およ
び海のものづくりサイエンス
認定：4 コマ
全 20 コマ中

フィールド

1

10 コマ（15 時間）以上 お

ワーク

単

よび

チャレンジ

位

海のものづくりサイエンス

フィールド

1

ワーク

単

チャレンジ

位

レクチャー＆

6

ディスカッ

単

ション

位

14 コマ（21 時間）以上

認定：4 コマ
海の
価値
づくり

レクチャー
＆
ディスカッ
ション

5
単
位

全 54 コマ中
34 コマ（51 時間）以上 お
よび
海の価値づくり認定：4 コマ

全 58 コマ中
41 コマ（62 時間）以上および
海の価値づくり認定：4 コマ

※「海と人をつなぐカリキュラム」（平成 23・25 年度実施）修了要件
H23

H25

レクチャー

必
要
な
単
位
5

全 48 コマ中

全 43 コマ中

海と

＆

単

38 コマ（57 時間）以上

38 コマ（57 時間）以上

人を

ラボワーク

位

小 分 類

つな

必要なコマ数

区分

（時間換算）

講義（座学）
全 40 コマ中

フィールド

ぐサ

フィールド

2

24 コマ（36 時間）以上 お

イエ

ワーク

単

よび

ンス

チャレンジ

位

海と人をつなぐサイエンス

実習
ラボワーク

必
要
な
単
位

必要なコマ数
（時間換算）

5
単
位

認定：4 コマ
海の
まち
づくり

レクチャー
＆
ディスカッ
ション

5
単
位

全 60 コマ中
34 コマ（51 時間）以上 お
よび
海のまちづくり認定：4 コマ
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講義、講演会

7

フィールド

単

実習

位

全 59 コマ中
53 コマ（80 時間）以上
認定発表:必修

※「水産・海洋コーディネーター認定試験」（平成 23・24・25 年度実施）修了要件
水産・海洋コーディネーター認定試験

2 単位

【「海のサポーター」コースの修了要件】
原則 1 年間で、受講可能講義から 2 単位（15 コマ＝23 時間）以上を取得することが条件となる。
【認 定】
必要な単位を取得する上記修了要件を満たし、かつ、到達度評価（GPA 制度）にて一定以上の成
績をおさめることが認定の条件となる。
※GPA 制度（Grade Point Average）
GPA とは、各被養成者の受講科目の成績の平均を数値により表すものである。各科目の評価に一
定の GP を与え、この GP にその科目のコマ数を乗じ、その合計を、受講科目のコマ数の合計で除して
算出する。各評価に対する GP は以下の通りとなる。
成績評価

判定

秀

GP

100 点方式との対応

4.0

90 点 以上

優

合格

3.0

80～89 点

良

（単位認定）

2.0

70～79 点

1.0

60～69 点

0.0

60 点 未満

可
不可

不合格

【実施結果】
平成 22 年 4 月の開講当初の「水産・海洋コーディネーター」被養成者受け入れ人数は 12 名であっ
たが、1 名については、本人の都合により自主退学した。
平成 23 年 4 月の「水産・海洋コーディネーター」新規被養成者は 6 名であり、計 17 名が受講した。
この年 2 年目の被養成者 10 名を「水産・海洋コーディネーター」として認定した。1 名については、本人
の都合により自主退学した。
平成 24 年 4 月の「水産・海洋コーディネーター」新規被養成者は 9 名であり、計 15 名が受講した。
この年 2 年目の被養成者 4 名を「水産・海洋コーディネーター」として認定した。また 1 名が単位の不足
によりカリキュラムを修了できなかったが、次年度のカリキュラムで単位を補うことができるため、受講を
継続することとなった。1 名については、単位の不足によりカリキュラムを修了できなかった。次年度のカ
リキュラムで単位を補うことができなかったため「海のサポーター」として認定した。
平成 25 年 5 月の「水産・海洋コーディネーター」被養成者受け入れは最終年度のため行わなかった。
この年 2 年目の被養成者 8 名と、3 年目の被養成者 1 名の計 9 名を「水産・海洋コーディネーター」と
して認定した。また 1 名については単位の不足によりカリキュラムを修了できなかった。
被認定者は、北海道大学総長および函館市長名のもとに「認定証」を受け、一般財団法人函館国
際水産・海洋都市推進機構に「水産・海洋コーディネーター」として登録された。
平成 22 年 4 月の開講当初の「海のサポーター」被養成者受け入れ人数は 34 名であったが、このう
ち 26 名を「海のサポーター」として認定した。5 名については、単位の不足によりカリキュラムを修了でき
なかった。また 3 名が、本人の都合により自主退学した。
平成 23 年 4 月の「海のサポーター」新規被養成者は 20 名と 2 年目受講の 20 名で計 40 名であっ
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たが、このうち 32 名を「海のサポーター」として認定した。2 名については、単位の不足によりカリキュラ
ムを修了できなかった。また 6 名が、本人の都合により自主退学した。
平成 24 年 4 月の「海のサポーター」新規被養成者は 23 名と 2 年目受講の 11 名で計 34 名であっ
たが、このうち「水産・海洋コーディネーター」で単位不足によりカリキュラムを修了できなかった 1 名を
含む 28 名を「海のサポーター」として認定した。4 名については、単位の不足によりカリキュラムを修了
できなかった。また 2 名が休学し、1 名が本人の都合により自主退学した。
平成 25 年 5 月の「海のサポーター」新規被養成者は 16 名と 2 年目受講の 9 名で計 25 名であった
が、このうち 23 名を「海のサポーター」として認定した。2 名については、単位の不足によりカリキュラム
を修了できなかった。
被認定者は、北海道大学総長および函館市長名のもとに「認定証」を受け、一般財団法人函館国
際水産・海洋都市推進機構に「海のサポーター」として登録された。
（４）人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
被養成者への配慮として、各講義ごとに「意識調査票」により講義に関する要望や感想などの聞き取
りを行う。また、2 ヶ月ごとに受講希望の確認を行うとともに、改めてカリキュラム全体に関する要望など
の調査も行い、より受講しやすい環境を作ることができるよう努めている。
さらに、事業の有効性・継続性・発展性および今後の見通しについて客観的な判断・指導を得るた
め、各界の有識者からなる委員により構成される「外部評価委員会」を設けている。
平成 23 年と平成 25 年に「外部評価委員会」が行われ、記のような意見が挙がり、今後の課題として
取り組むこととした。
（外部評価委員からの意見）
・ 本人材養成事業および、養成される「水産・海洋コーディネーター」「海のサポーター」の存在とそ
の活動内容について、地域への周知が不足している。
・ 被養成者が、養成期間から養成終了後に実際に活動する一連の流れの中での、民間企業（産業
界）との強い連携を望む。
・ 専門知識を学ぶという点では問題ないが、多くの人や企業と接しコーディネーションするにあたり、
コミュニケーション能力を養い、ネットワークを形成できるような講義を取り入れるとよい。
・ 養成修了後、地域で活躍する具体的な仕組みを求める。
（現在の取り組み）
・

食の安全に関するカリキュラムを取り入れ実施した。

・

マスメディアにのせて十分に周知できることになった（p37-41 参照）

・

文部科学省および北海道大学本部においても成果展示を行い周知に努めた。

（今後の取り組み）
・ 地域への周知は今後の課題であるが、被養成者の修了後の受け入れ先である一般財団法人 函
館国際水産・海洋都市推進機構とともに単純な広報活動を行うだけではなく、養成修了者が増え
活動の機会が多く設けられ、地域住民と接することにより地域へ浸透していくことを期待する。
・ 地域の民間企業（産業界）で活躍中である被養成者が、改めて本カリキュラムの中で担当講師とし
て招き入れることにより、このサイクルの中で、地域企業との強い連携および今後の事業継続性を
維持したいと考えている。
・ 平成 26 年より供用開始予定である「函館市国際水産・海洋総合研究センター」（詳細は V. 2 参
照）を被養成者の活動拠点とし、地域産学官へ積極的に働きかける仕組み作りに着実に取り組ん
でいる。
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３．実施体制・自治体等との連携
（１）実施体制

【運営委員会】
本養成事業を円滑に推進するため、運営に関する重要事項を審議する運営委員会を設置し、年 4
回のペースで開催した。函館市・同市内の他研究機関および学内他部局との連携を図るため、多様な
機関・部局から委員を選出した。
※運営委員会の委員構成（平成 25 年 6 月現在）
北海道大学大学院水産科学研究院

5名

一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構

1名

函館市（企画部・経済部・農林水産部・教育委員会）

4名

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

1名

北海道大学産学連携本部

1名

北海道大学情報基盤センター

1名

北海道大学高等教育推進機構

1名

公立はこだて未来大学

1名

函館工業高等専門学校

3名

北海道教育大学函館校

1名

北海道立工業技術センター

2名
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【人材養成実行委員会】
運営委員会の下に設置し、北海道大学大学院水産科学研究院のスタッフのみで構成した。カリキュ
ラムの検討および改編・講師の選定・受講生の選考等、本養成事業を実施するためのすべての事柄に
ついて実質的に携わった。必要に応じ、年に 3 回程度の頻度で委員会を開催した。
※人材養成実行委員会の委員構成（平成 25 年 6 月現在）
北海道大学大学院

運営委員（兼任）

6名

環境分野

5名

食品分野

5名

水産科学研究院

【外部評価委員会】
各界の有識者により運営委員会下に設置し、年 1 回を目途に委員会を開催した。本プログラムに関
し客観的な指導・判断を求め、事業遂行上の参考とした。
※外部評価委員会の委員構成（平成 25 年 4 月現在）
函館商工会議所

1名

一般財団法人

1名

地方紙

1名

市内民間企業

2名

（２）自治体等との連携状況
【運営委員会】
人材育成方針および教育カリキュラムに係わる基本的事項について審議するための機関である運営
委員会に函館市（4 名）、一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構（1 名）、北海道立工業技術
センター（2 名）が、同地域の学術機関からは北海道教育大学函館校（1 名）、公立はこだて未来大学（1
名）、函館工業高等専門学校（3 名）が参画した。
【カリキュラム実施、ワークショップ等の開催】
函館市を始め地域の各機関へ、講師や被養成者として本プログラムへの参加を要請し、地域ニーズ
の提示だけに留まらず、講義や実習場所の提供等も含めて密接な協力体制を構築した。また、被養成
者の講義の一環として開催した講演会やパネル展示、海のイベントなどは、多数の関係機関および民
間会社の協力のもとで行った。
【函館マリンバイオクラスター】
「函館マリンバイオクラスター」は函館地域の豊かな海を中心にして地域全体が盛り上がる世界レベ
ルのマリンバイオクラスター形成を目指した事業であり、本事業の実施機関である北海道大学を始め、
多くの機関や企業が参加した。本事業とも、関連講義の開催やワークショップ等において連携すること
により、双方の事業効果がより高まった。
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４．人材養成ユニットの有効性
（１）養成修了人材が地域で活躍する仕組み
本プログラムにより養成された人材は、一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構に登録さ
れ、同機構と共同で新事業を創出・推進していく。また、現在函館市では「国際水産・海洋都市構想」
推進のため「函館市国際水産・海洋総合研究センター」建設を進めており、平成 26 年６月に予定して
いる同研究センターの供用開始後は、「水産・海洋コーディネーター」の活動拠点をここに置くこととし
ている。
「水産・海洋コーディネーター」は、本プログラムで修得した能力を活かし、産業界からの多様なニー
ズを適切な研究成果とマッチングさせ、地域の学術研究機関と企業による共同研究・開発を実施・促
進することにより新事業創出への提案につなげる等、広い範囲で積極的な活動を行っている。
「海のサポーター」は、上記の「水産・海洋コーディネーター」による活動の一助を担うほか、地域で
行われる水産・海洋に関する「がごめ昆布料理講習会」や「はこだて国際科学祭２０１０」イベント等のス
タッフとして実務面で活動している。
被養成者はすでに、47-49 頁にあるように本業で食品製造加工等の民間企業に所属し、本プログ
ラムで習得した知識を元に地域発の自社オリジナル製品の研究開発に取り組んだ者、自治体やそれ
を母体とする財団法人に所属し、上記民間企業による研究開発に関し公の立場から助力する者など、
被養成者間で連携し多くの活動を進めている。このように、多種多様な職種に属する被養成者らが本
プログラムを受講する中で形成した“ネットワーク”のもとで、これらの活動に強く貢献し活躍の場
をさらに拡げている。
【函館市国際水産・海洋総合研究センター】
同研究センターは、函館市が、「国際水産・海洋都市構想」の研究拠点基地となる旧函館ドック跡地
にて、国・大学・道・民間などの学術研究機関が集積した複合的な研究施設として整備し、港湾機能と
一体となった一大水産・海洋研究ゾーンを形成することを基本理念として掲げ現在建設中であり、平成
26 年夏には供用が開始される予定である。
同研究センターは、道立函館水産試験場、共同利用施設、共用実験施設、民間研究機関等誘致ゾ
ーン、水産業の振興に資する施設（栽培研究センター、漁業者研修施設等）、および、本学北方生物
圏フィールド科学センター、本研究院等の研究施設から構成される計画であり、このような産学の高度
研究機関が集積する環境を本プログラム修了者の活動拠点とし円滑な活動を行うことができる体制作
りを進めている。
（２）波及効果
函館市の近隣市町村から事業に参加する被養成者が増えることにより、函館市内に限定することな
く、道南地域の地域連携の強化を図ることとなった。
また、講師についても、他地域から積極的に招聘し他地域の様々な情報をもたらしていただくことに
より、被養成者は地域や水産・海洋分野の狭い範囲に限定せず視野を広げた上で試行錯誤し、よりよ
い結果を地元一帯に還元する一助とした。
※函館市外からの事業参加者（平成 22～25 年度）
北斗市から 2 名
被養成者

「水産・海洋コーディネーター」コース

亀田郡七飯町から 2 名
松前郡松前町から 1 名

「海のサポーター」コース

北斗市から 7 名

35

亀田郡七飯町から 6 名
その他道南地域から 2 名
札幌市から 2 名
北海道（札幌市、小樽市、帯広市、釧路市、松前町）をはじめ
講

師

青森県（弘前市、むつ市）、神奈川県（横浜市）、茨城県（つくば市）、
京都府（京都市）等から講師を招聘

【他地域との情報交換および連携】
地域の再生が主な目的ではあるが、前項の通り、被養成者が他地域における同様の事例を参考と
することで得た知識やノウハウを地域で活用し、より円滑な活性化活動へつなげることを目的とし、他
地域の情報収集や双方の情報交換をカリキュラムに盛り込み、連携の強化に努めた。
・「北海道技術・ビジネス交流会 ビジネス EXPO」を見学 （平成 22・24 年度）
・「ジャパンシーフードショーin 東京」を見学 （平成 23・25 年度）
・「ジャパンシーフードショーin 大阪」へ出展 （平成 25 年度）
・「北海道 4 大学 地域再生合同特別セミナー」へ参加 （平成 24・25 年度）
・「長崎国際海洋総合研究ゾーン」を見学 （平成 25 年度）
（３）情報発信の状況
【事業ホームページ】
本事業の紹介、受講生募集、カリキュラム等についてはホームページ
（http://www2.fish.hokudai.ac.jp/modules/coordinate/）を作成し、公開している。
【地域再生プログラム実施機関連絡会議】
・平成 21 年 12 月 2 日（火）
・平成 22 年 6 月 5 日（土）
・平成 23 年 1 月 28 日（金）
・平成 23 年 9 月 1 日（木）

第 6 回会議－長崎大学
第 7 回会議－京都国際会館
第 8 回会議－金沢大学
第 9 回－金沢大学

・平成 25 年 1 月 11 日（金）

第 10 回会議－岐阜大学

・平成 26 年 1 月 10 日（金）

第 11 回会議－東北大学

【地域再生人材育成フォーラム】
・平成 21 年 9 月 1 日（火）
・平成 21 年 9 月 29 日（火）

長崎大学
北見工業大学

・平成 21 年 10 月 19 日（月） 帯広畜産大学
・平成 22 年 3 月 2 日（水） 長崎大学
【市政はこだて】
・平成 21 年 11 月号： 本事業の紹介およびオープンシンポジウムのお知らせ
【オープンシンポジウム】
・平成 21 年 11 月 9 日（月）

「函館国際水産・海洋都市構想と人材養成の試み」

【プログラム説明会】
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・平成 22 年 1 月 23 日（土）
・平成 23 年 1 月 22 日（土）
・平成 24 年 1 月 21 日（土）
・平成 25 年 4 月 13 日（土）
受講生募集にあたり、一般市民を対象としプログラム説明会を開催
【若手人材育成シンポジウム“シンフォスター”】
・平成 22 年 2 月 1 日（月）
・平成 26 年 1 月 30 日（木）
北海道大学内で取り組んでいる人材育成関連事業の意見交換や情報共有、学外へのアピール
【北大時報】
・平成 22 年 2 月 No.671
部局ニュース「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成」説明会を函館で開催
【産学連携学会】
・平成 22 年 6 月 24 日（木）～25 日（金）
産学連携学会第 8 回大会で発表
「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成－産学官で取り組む海の都市函館の地域活性化」
【函館学 2010】
・平成 22 年 7 月 10 日（土）
キャンパス・コンソーシアム函館－合同公開講座函館学 2010 で発表
「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成および疋田豊治写真展開催の紹介」
【食農人材養成ユニット会議】
・平成 23 年 1 月 12 日（水）～13 日（木）
・平成 24 年 1 月 11 日（水）～12 日（木）
・平成 25 年 1 月 9 日（水）～10 日（木）
・平成 26 年 1 月 15 日（水）～16 日（木）
毎年、北見市で開かれている「地域を彩る食物語 in オホーツク」に参加
事業紹介や成果品報告および販売、食農人材養成ユニット会議に出席
【文部科学省】
・平成 23 年 2 月（生涯学習政策局）
株式会社三菱総合研究所 依頼：実践的な教育事例についてのアンケートに情報提供
・平成 25 年 2 月（生涯学習政策局）
株式会社リベルタス・コンサルティング 依頼：開かれた大学づくりに関する調査
【国立大学協会情報誌「JANU Quarterly Report」】
・平成 23 年 Vol.21 に掲載
【学内広報誌】
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・北海道大学水産学部 PR 誌「AQUA」に事業内容の紹介掲載
・平成 24 年 7 月

北海道大学同窓会会報「親潮」に事業内容の紹介掲載

【イノベーションネットアワード 2013】
・全国イノベーション推進機関ネットワーク会長賞を受賞
「地域資源『ガゴメコンブ』を活用した産学官連携による地域おこし」
（函館マリンバイクラスター、新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成）
【新聞報道】
・平成 21 年
・8 月 27 日（木）

北海道新聞（朝）18 面

「文科省の助成事業に 水産振興へ」

・10 月 1 日（水）

北海道新聞（夕）22 面

「人材育成事業の課程作成へ会議」

・10 月 2 日（金）

函館新聞 7 面

「多彩な講座で来年スタート」

・10 月 29 日（木）

北海道新聞（夕）22 面

「社会人向け教育内容 北大が決める」

・1 月 1 日（金）
・3 月 24 日（水）

函館新聞 37 面
日経産業新聞

「今年から人材養成 地域発展・活躍に期待」
「地域・海洋産業担う力育成」

・4 月 8 日（木）

函館新聞 15 面

「勉学への決意新た」

・4 月 9 日（金）

北海道新聞（朝）19 面

「函館のマチ支える人材に」

・4 月 16 日（金）

函館新聞 13 面

「初回講座に 31 人」

・7 月 22 日（木）

函館新聞 13 面

「疋田写真の魅力語る」

・8 月 22 日（日）

北海道新聞（朝）25 面

「函館港をクルージング」

・8 月 22 日（日）

函館新聞 1 面

「海の生物に触ったよ」

・10 月 26 日（火）

函館新聞 8 面

「『海の街函館』振興 芸術から」

・3 月 10 日（木）

北海道新聞（朝）22 面

「26 人、初の認定式」

・5 月 11 日（水）

函館新聞

「『海のプロへ』 54 人が決意」

・8 月 13 日（土）
・8 月 22 日（月）

函館新聞 3 面
北海道新聞（夕）13 面

「見て触れて楽しんで 陸海でイベント」
「海で遊び、海を学ぼう」

・8 月 29 日（月）

北海道新聞（朝）29 面

「水上バイク、ヨット体験」

・8 月 29 日（月）

函館新聞 14 面

「海の魅力 肌で実感」

・1 月 6 日（金）

北海道新聞（朝）25 面

「水産や海の知識 函館の人材育成」

・3 月 17 日（土）

北海道新聞（朝）26 面

「函館の海 専門家を認定」

・4 月 5 日（木）

北海道新聞（朝）22 面

「海洋教育に携わる市民に」

・7 月 30 日（月）

函館新聞 15 面

「海とふれあう はこだてマリンラーニング」

・8 月 1 日（水）

北海道新聞（夕）16 面

「風切り爽快カヌー 海に親しむ催し」

・9 月 23 日（日）

函館新聞 1 面

「解剖でイカ学んだ！」

・6 月 25 日（火）
・8 月 13 日（火）

北海道新聞（朝）27 面
函館新聞 14 面

「ガゴメ商品開発 北大が全国表彰」
「手で触れて海学ぶ」

・8 月 14 日（水）

北海道新聞（朝）22 面

「函館の海 楽しさ満喫」

・平成 22 年

・平成 23 年

・平成 24 年

・平成 25 年
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５．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
【成果発表等】（３７件）
①本人材養成ユニット主催
・ 「はこだてマリンラーニング」 の企画、運営ならびにパネル展示
・平成 22.8.21-22
・平成 23.8.28
・平成 24.7.29
・平成 25.8.11
「はこだてマリンラーニング」の企画および運営に携わるとともに，本プログラムの講義内容を
紹介するパネルを製作し、地域住民に向けて掲示した。
・ 「水産・海洋コーディネーター認定発表会」
・平成 22.12.15
・平成 23.12.14
・平成 24.12.19
・平成 26.1.22
同年度に開催された講義内容をもとに、被養成者各自が発案または実際に進めている商品
開発の事例や、それにともなう自由な考察を、人材養成実行委員や海のサポーター受講生に
向けて発表した。
・ 「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成プログラム説明会」 受講生・修了生の声
・平成 23.1.22
・平成 24.1.21
・平成 25.4.13
本プログラムの講義や活動内容等について、地域住民に向けて発表した。
・ 「水産・海洋コーディネーター認定試験」
・平成 24.2.20
・平成 25.2.25
・平成 26.2.26
2 年間の養成プログラムの講義内容をもとに、被養成者各自が現在または今後、水産・海洋コ
ーディネーターとしてどのような取り組みをするかを、人材養成実行委員や海のサポーター受
講生に向けて発表した。
・ 平成 25.4.10-8.11 「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成」プログラム展示会
本プログラム受講により生み出された成果品、および成果についての展示を行った。
・ 「平成 25 年度 海と人をつなぐカリキュラム 『水産・海洋コーディネーター』修了生による講義」
・平成 25.6.12 「海を守り・海を育てる」
・平成 25.6.26 「函館の魅力発信ものづくり」
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・平成 25.7.10 「函館地域イノベーションと水産・海洋コーディネーター」
・平成 25.7.24 「水産物の流通・消費」
養成された「水産・海洋コーディネーター」を講師として招聘し、講義を行った。
②被養成者による活動
・平成 22.6.11 「がごめ昆布料理講習会」
「がごめ昆布」について、市内高校生に向けて講演を行った。
・平成 22.7.17 「地元食材を使った地産地食料理レシピコンテスト」
独自の発想によるオリジナル料理を、コンテストに出品した。
・平成 22.8.25 「はこだて国際科学祭 2010」 サイエンスカフェ
「海苔を飼う」の演題で、地域住民に向けて講演を行った。
・平成 22.12.7 「函館海峡ライオンズクラブ例会」
「水産・海洋コーディネーター」について、ライオンズクラブ会員に向けて講演を行った。
・平成 22.2.10 BS 朝日「いつもロハス日和～北海道・函館 美食発祥の地を巡る旅～」
「函館がごめ昆布の案内人」として番組に出演し、全国に向けてがごめ昆布の紹介を行った。
・平成 23.6.21 「水産・海洋市民講座 海藻その 2 ～昆布が食卓にのぼるまで～」
「松前漬を作る」の演題で、地域住民に向けて講演を行った。
・平成 24.1.27 「箱館はじめて物語」刊行
・平成 24.2.14 「平成 23 年度 北海道コーディネータ・ネットワーク・フォーラム」
「函館国際水産・海洋都市構想推進における産学官連携の事例」の演題で講演を行った。
・平成 24.6.14-15 「産学連携学会第 10 回大会」
「国際水産・海洋総合研究センター開設に向けた函館市の産学官連携の取組」について、発
表を行った。
・平成 24.6.19 「平成 24 年度

北海道スタディズ」

地域大学生へ「函館国際水産・海洋都市構想」の内容を紹介した
・平成 24.7.12 「新函館写真紀行」刊行
・平成 25.1.31 「十五歳の露国少年の書いたカムチャツカ旅行記〈復刻改訂版〉」刊行
・平成 25.2.15 地域高等学校にて授業として「函館国際水産・海洋都市構想」を紹介した
・平成 25.4.25 「ジェトロ北海道・相談窓口開設記念式典 『JETRO 海外ビジネスセミナー』」
函館相談窓口の開設に際し、水産物輸出入を含む事業の説明を行った。
・平成 25.6.14 「函館マリンバイオクラスターグループミーティング」
「北海道フードコンプレックス国際戦略総合特区の現状」の演題で講演を行った。
・平成 25.11 月 「市電でめぐる函館 100 選」刊行
・平成 25.11.13 「食の開発実践セミナー」
「工業技術センターの紹介と活用事例」の演題で講演を行った。
・平成 26.2.20-21 「第 11 回『シーフードショー大阪』」
本プログラムを受講することで生み出された成果品を出品した。
【地域再生に貢献し得る成果】（２６件）
①被養成者による研究・開発商品
・平成 22.6 月-平成 23.3 月 「アトピー性皮膚炎疾患者の温海水入浴による『鹿部の海水』の優位
性について」
・平成 22.9 月発売 「昆布ふりかけ」
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・平成 22.10 月発売 「松前漬の素」
・平成 22.11 月発売 「はこだてがごめ昆布塩らーめん」
・平成 23.3 月発売 「Osatsube とろろ昆布」
・平成 23.6 月発売 「海の恵みおつまみラー油」
・平成 24.7 月発売 「がごめの滴」
・平成 23.3 月発売 「函館産食べる真昆布」
・平成 25.8.1 開店 「道南産品アンテナショップ Foodkan」
②被養成者による提案
・平成 23.5 月 「JST 戦略的創造研究推進事業 CREST」へ 1 件提案
・平成 23.5 月 「北海道経済産業局 戦略的基盤技術高度化支援事業」へ 3 件提案
・平成 24.8.18 「経済産業省 イノベーション拠点立地推進事業『先端技術実証・評価設備整備費
等補助金』」 へ 1 件提案
③被養成者による地域イベント等の開催
・平成 22.7.8 「函館がごめカフェ」
・平成 22.7.17 「地元食材を使った地産地消料理レシピコンテスト」
・はこだて国際科学祭
・平成 22.8.21-29
・平成 23.8.20-28
・平成 24.8.18-26
・平成 25.8.17-25
・平成 24.5.5 「はこだて赤テント科学体験 『海藻おしば教室』」
・平成 24.6.28 海藻おしば教室「1 年 1 組親子レクリエーション」
市内小学校にて子供と保護者を対象に、海藻のレクチャーと、海藻おしば作品作成を行った。
・平成 24.7.29 「はこだて国際科学祭 2012 プレイベント サイエンストーク『函館特産！ガゴメのと
ろみ』の科学」
・平成 24.8.25 「はこだて国際科学祭 2012 『海藻バイキング』 ～MARE 海を学ぶ体験型科学教
育プログラム～」
・平成 25.6.23 「ジョイントアートフェスぷらっと 『海藻アート』」
・平成 25.7.29 「はこだて国際科学祭 2013 プレイベント 海藻おしば教室」
・平成 25.8.4 「函館ペリーボート競漕」
・平成 25.8.17-25 「はこだて国際科学祭 2013 展覧会 海藻の世界－生態とおしば作品－」
・平成 25.10.4 「はこだてカルチャーナイト 2013 『海藻おしば体験』」
・平成 25.11.16 「はこだて赤テント『折り紙水族館』」
【特許等出願】（０件）
（２）人材養成ユニットに関する成果
【成果発表等】（５件）
○平成 23.3.10 北海道新聞（朝刊） 22 面 「海のサポーター26 人、初の認定式」
○平成 24.3.17 北海道新聞（朝刊） 26 面 「函館の海 専門家を認定■育成講座の修了者 42 名」
○平成24.10.16 -平成25.3月 文部科学省企画展示「海の恵みと価値の創造 ～マリンバイオクラス
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ターと人材養成の展開～」
○平成25.3.13 全国イノベーションネットアワード2013 全国イノベーション推進機関ネットワーク会
長賞 受賞
○平成25.12.11 –平成26.1.31 北海道大学企画展示「インフォメーションセンター『エルムの森』に
おける学部・大学院等との共同企画広報事業『海の恵みと価値の創造』
」
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６．中間評価への対応
注：「中間評価結果」の「評点」欄には、評価項目に係る評価結果（「ｓ」～「ｃ」のいずれか）を記入する。
(１) 総合評価
評点

Ａ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
本プロジェクトでは、水産・海洋科学に関する最新知見と知財・マーケティング・流通を
学びながら、修了前から講演等の活動、商品開発、地域イベントの開催に携わっている
被養成者を輩出するなどの成果を上げつつあり、所期の計画と同等の取組が行われて
いると評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後は、高い水産・海洋科学知識・技術を備えた実行力ある人材を多数輩出されるよ
う期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
自立型のシステムが効果的に機能しており、これをさらに充実してく。本事業の取り組みが評価さ
れ、2013 年全国イノベーション推進ネットワーク会長賞（財団法人日本立地センター）を北海道大
学が受賞した。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
水産・海洋総合研究センターと水産学部を拠点として、水産・海洋の科学的知識や技術を備えた
実行力のある人材になるように努める。
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(２) 個別評価①進捗状況
評点

ａ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
養成目標数を超えてコーディネーターとサポーターを輩出できる見通しであることから、
所期の目標に達していると評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
カリキュラムをスタートさせた平成 22 年度から多数の希望者に恵まれ、「海のサポーター」コースで
は平成 23 年度末時点で、「水産・海洋コーディネーター」コースでは 24 年度末時点で、それぞれ当
初の養成目標人数をほぼ達成することとなった。
5 年目の養成者の累計は「水産・海洋コーディネーター：23 名（目標 15 名）、海のサポーター：109
名（目標 60 名）」となり、当初の目標を大幅に上回った。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし
(２) 個別評価②人材養成手法の妥当性
評点

ａ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
コーディネーターコース、サポーターコースに分けて養成する手法は妥当であり、またラ
ボワーク、フィールドワーク、e－ラーニングシステム等が有効に働いていることから、手法
は妥当であると評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後は、食の安全性についてのカリキュラムを充実させることを期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
本事業で開発した養成手法は、地域のニーズに合わせて進化させ、養成した人材と養成手法が
協働した自立型教育システムとなるように努めた。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
食の安全性について、以下の講義を計画実施し、さらに充実させた。
「松前漬けとマーケティング」、「魚の増える仕組み」、「南茅部発のコンブマーケティング」、「函館
オリジナル製品が生まれるまで」、「ウニ類の養殖に向けた成熟機構および栄養吸収機構の解
析」、「水産物の感質と高価値化」、「水産資源が支える健康」、「水産食品とアレルギー」、「タンパ
ク質の特性と新しい食ビジネス」、「水産利用化学と栄養評価」、「生食文化と安全性」、「水産物の
漁獲から食卓に至る過程の安全・安心の提供」、「水産食品における食中毒防止」、「水産食品微
生物基礎実験」、「生鮮魚介肉の科学的鮮度判定」、「放射能と食品の安全」
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(２) 個別評価③実施体制・自治体等との連携
評点

ａ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
北海道大学と函館市、他研究機関、商工会議所、民間企業等との多面的な連携による
運営委員会、カリキュラム作業部会、人材養成実行委員会、外部評価委員会の下で本プ
ロジェクトが実施されている点は評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
多面的な連携については、さらに充実した形になるように事業運営を進めた。
２） 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし
(２) 個別評価④人材養成ユニットの有効性
評点

ａ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
被養成者による商品開発や講演、地域イベント開催等が進み、本プロジェクトの有効性
が実証されつつあると評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
・被養成者が研究・開発・商品化に関わった商品例として、「はこだてがごめコンブ塩らーめん」、
「昆布ふりかけ」、「松前漬の素」、「Osatsube とろろ昆布」、「函館がごめの滴」、「函館産食べる真
昆布」がある。
・被養成者が企画・主催に携わったイベントとして、「函館がごめカフェ」、「地元食材を使った地産
地食料理レシピコンテスト」、「はこだて国際科学祭 2010」、「海藻おしば教室 1 年 1 組親子レクリエ
ーション」、「はこだて国際科学祭 2012『海藻バイキング』～MARE 海を学ぶ体験型科学教育プログ
ラム～」、「はこだて国際科学祭 2013 展覧会海藻の世界―生態とおしば作品」がある。
２） 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし
(２) 個別評価⑤継続性・発展性の見通し
評点

ａ

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
「国際水産・海洋総合研究センター」とその中の「コーディネーターセンター」を拠点とし
て人材養成事業を維持するという企画や、社会人枠教育コースの設置などにより事業の
継続性は確保している。
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２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
この事業を真に発展性のあるものにするために、自治体からは実質的な支援を引き出
しつつ、期待だけに留まることのない積極的な連携に移行することが必要である。_
中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
函館市と協議を重ね、国際水産・海洋総合研究センターを 6 月に開所し、コーディネーターセン
ターを設けて、継続事業のために全面的な協力を行う予定である。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
本人材育成事業を継続するためには、北大・函館市・地域産業界が協力し、予算・カリキュラム内
容において自立的に発展させた新たな「海のプロデューサー・海のナビゲーター人材養成事
業」を立ち上げる必要があった。この点において、カリキュラム内容を発展的に集約するとともに、
本事業で養成した「水産・海洋コーディネーター」を、新規事業のカリキュラム担当講師に組み入
れ、より効率的に人材養成事業を運営する。自治体からの協力としては、この「水産・海洋コーディ
ネーター」の活動拠点に、函館市が「函館国際水産・海洋都市構想」推進のため建設した「函館市
国際水産・海洋総合研究センター」を提供し、新規事業において同センターを使用する際には使
用料を減免する。加えて新規事業の実習カリキュラムでは埠頭停泊中の水産学部新船「おしょろ
丸」を利用するが、函館市は同センターに「おしょろ丸」が停泊できる埠頭を整備することで、同埠
頭の利用を担保した。また、函館市の関連するイベントを利用しながら行う、イベント企画・運営実
習に際しては、受講者・コーディネーター主催企画の運営資金の一部を市側が負担する予定であ
る。さらに、函館市を含む自治体と地元企業の出資で設立された公益財団法人「函館地域産業振
興財団」に、新規事業の運営に関与する専門員を配置し、同専門員は、「水産・海洋コーディネー
ター」及び「海のサポーター」と協働して、新規事業の推進と円滑な運営に携わる。
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Ⅴ．継続性・発展性の見通し
１．実施機関の取組としての継続性
平成 26 年度からは、本事業で構築したシステムを最大限に活用することで、新たに「海のプロデュ
ーサー・海のナビゲーター人材養成事業」として、本事業を継続・発展させる。
平成 26 年 6 月に「海のプロデューサー・海のナビゲーター人材養成事業」の運営会議を開催し、本
事業で養成した「水産・海洋コーディネーター」を、新事業のカリキュラム担当講師に組み入れることで、
より効率的な人材養成事業の運営を図ることを確認した。
なお、「海のプロデューサー」については、昨年度までの「海のコーディネーター」の資格所有者が
さらなるステップアップとなる専門的知識の習得を目指すものとしての位置づけをした。
また、運営資金については、北大・函館市・地域産業界により分担調達され、新プログラム
の実施予算と概ね一致する計 2,000 万円/年度程度の運営資金確保が見込まれている。
「海のプロデューサー・海のナビゲーター人材養成事業」予算案
種

別

金

額

事業管理費

内

9,049,580

人件費

135,270

容

事業担当職員、補助員
短期支援員

消耗品費

3,156,181

教材作成など

国内旅費

2,393,160

講師旅費、調査旅費

諸謝金

850,000

講師謝金

会議開催費

214,430

講演会開催費（２回開催）

通信運搬費

89,120

印刷製本費

1,664,900

借損料

786,018

雑役務費

1,451,651

光熱水費

198,600

合

計

資料送付
チラシ、ポスターなど
複合機、バス借り上げ代
事業宣伝費など
事務所経費

19,988,910

２．自治体や地元からの支援による発展性
次年度の継続のための財源的支援に関しては、大学、自治体、経済界等の関係団体から確保の
めどが立っている。先述したように、自治体（函館市）からは、当該事業の新規継続事業「海の
プロデューサー・海のナビゲーター人材養成事業」について、本年６月にオープンした国際水産・
海洋総合研究センターを活用する場合の会場使用料の減免や、市関連イベントへ同事業として参
加する際の支援、同事業への積極的関与を行うための人材的支援の他、将来的に外部資金を活用
して事業を実施する場合、協力をするとの回答を得ている。地元産業界からは、新規継続事業に
賛同を得た会社から運営資金提供のめどが立っている。
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