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　各大学がそれぞれの機能・特色に応じて多様な発展を果たしていくことが、

我が国の高等教育の充実を図る上で重要であり、中でも地方の大学が果たす

役割は、その地域における「知の拠点」としての役割からも、また、地域貢献や

多様な社会的ニーズを踏まえた人材育成を担う観点からも極めて重要です。�

　教育再生会議第二次報告（平成１９年６月）や経済財政改革の基本方針２００７

（平成１９年６月閣議決定）においても、国公私立大学の連携による地方の大学

教育の充実に重点的に取り組むことが早急に求められていることを踏まえ、平

成２０年度から「戦略的大学連携支援事業」を新たに実施します。�

　本事業を通じて、国公私立大学間の積極的な連携を推進し、各大学における

教育研究資源を有効活用することにより、当該地域の知の拠点として、教育研

究水準のさらなる高度化、個性・特色の明確化、大学運営基盤の強化等を図り

ます。�

�

（１）募集の対象�
　　　国公私立の大学、短期大学、高等専門学校が連携して行う取組を対象

　　とします。�

（２）申請区分�
　　　総合的連携型（地元型／広域型）、教育研究高度化型を設けています。�

（３）事業内容�
　　　事業目的を達成するため、連携取組ごとに将来目標や連携効果などを

　　含む具体的な「大学間連携戦略」を策定することになります。�

　　　全国の各地域において、多様で特色ある大学間の戦略的な連携を推進

　　するため、�

　　　①大学連携による共通・専門教育の先進的なプログラム開発�

　　　②教育研究環境の充実のための教育・研究設備の共同利用�

　　　③地域の教育研究資源の結集による知の拠点としての機能強化�

　　　④大学間の連携による効率的かつ効果的な大学運営�

　　などの連携取組を支援します。�

（４）事業規模・支援期間�
　　　総合的連携型（地元型）は１件当たり年間５千万円を上限とし、総合的連

　　携型（広域型）及び教育研究高度化型は１件当たり年間１億円を上限に、３

　　年間の補助を実施します。（平成２０年度予算額：３０億円）�

（５）審査�
　　　有識者・専門家等で構成される「戦略的大学連携支援事業選定委員会」

　　において公正に審査します。�

（６）選定状況�
　　　平成２０年度　　申請件数　９４件　　選定件数　５４件�

（７）社会への情報提供�
　　　選定された事業については、大学間の戦略的な連携取組を広く社会に
　　情報提供することとしています。�

事
業
の
背
景
・
目
的
　
　
事
業
の
概
要�



平成平成２０年度年度「戦略的大学連携支援事業戦略的大学連携支援事業」選定状況選定状況�平成平成２０年度年度「戦略的大学連携支援事業戦略的大学連携支援事業」選定状況選定状況�平成平成２０年度年度「戦略的大学連携支援事業戦略的大学連携支援事業」選定状況選定状況�平成２０年度「戦略的大学連携支援事業」選定状況�

02

呉工業高等専門学校（広島）�

岡山大学（岡山）　広島経済大学（広島）�
香川大学（香川他）�

徳島文理大学（徳島他）　愛媛大学（愛媛他）�

金沢医科大学（石川）�
新潟青陵大学（新潟）�
富山大学（富山）�
金沢大学（石川）�
福井県立大学（福井）�
信州大学（長野）�

福岡大学（福岡）�
佐賀大学（佐賀）�
大分大学（大分）�

鹿児島大学（鹿児島）�

北九州市立大学（福岡）�
福岡工業大学（福岡）�
福岡歯科大学（福岡他）�

滋賀医科大学（滋賀）�
桃山学院大学（大阪）�
神戸学院大学（兵庫）�
京都府立医科大学（京都）�
京都産業大学（京都）�
関西学院大学（兵庫）�
武庫川女子大学（兵庫他）�
和歌山大学（和歌山）�
佛教大学（京都）�
龍谷大学（京都）�

名古屋工業大学（愛知）　愛知県立大学（愛知）�

名古屋市立大学（愛知他）　日本福祉大学（愛知他）�

岐阜大学（岐阜）　静岡大学（静岡）�

東京慈恵会医科大学（東京）�
東京工業高等専門学校（東京）�
千葉大学（千葉）�
武蔵工業大学（東京他）�
東京学芸大学（東京他）�
電気通信大学（東京他）�
一橋大学（東京）�
政策研究大学院大学（東京他）�
日本女子大学（東京）�
北里大学（神奈川）�
山梨大学（山梨他）�

北海道教育大学（北海道）�
青森県立保健大学（青森）�
秋田大学（秋田）�
酪農学園大学（北海道）�
岩手大学（岩手）�
東北学院大学（宮城）�
山形大学（山形）�

札幌医科大学（北海道）�

（注１）代表校の学校名のみ�
（注２）代表校の所在地分布�
（注３）複数地域にまたがる場合は（ ）内に「他」と表記�

（注１） 本事業は複数大学からの共同申請のみである。�

（注２） 申請区分の大学等数は当該取組に参加している大学等の延べ数である。�

（注３）（参加）に選定校数も記載しているが、１大学等から複数参加している場合があるため、�

　　　 参加大学等数とは必ずしも一致しない。�
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中国・四国〔6件〕�
北海道・東北〔8件〕�

九州・沖縄〔7件〕�

近畿〔10件〕�

関東〔11件〕�

東海〔6件〕�
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北海道教育大学　公立はこだて未来大学　函館大学　函館大谷短期大学
函館短期大学　函館工業高等専門学校�

青森県立保健大学　青森公立大学　青森大学　青森中央学院大学�
青森短期大学　青森中央短期大学　青森明の星短期大学�

秋田大学　秋田県立大学　国際教養大学　ノースアジア大学�
秋田公立美術工芸短期大学　日本赤十字秋田短期大学　聖園学園短期大学
秋田工業高等専門学校�

東京慈恵会医科大学　昭和大学　東京医科大学　東邦大学�

東京工業高等専門学校　杏林大学　工学院大学　創価大学　拓殖大学�
多摩美術大学　東京家政学院大学　東京工科大学　東京純心女子大学　
東京造形大学　東京薬科大学　明星大学　創価女子短期大学�
山野美容芸術短期大学�

金沢医科大学　金沢工業大学�

名古屋工業大学　愛知工業大学　大同工業大学　豊田工業高等専門学校�

愛知県立大学　愛知県立芸術大学　愛知淑徳大学　名古屋外国語大学�
名古屋学芸大学�
滋賀医科大学　長浜バイオ大学�

桃山学院大学　大阪府立大学　大阪大谷大学　帝塚山学院大学�
羽衣国際大学　プール学院大学�

神戸学院大学　神戸女子大学　兵庫医療大学　神戸女子短期大学�

呉工業高等専門学校　呉大学　広島商船高等専門学校�
�

福岡大学　日本赤十字九州国際看護大学　香蘭女子短期大学�

佐賀大学　西九州大学　九州龍谷短期大学　佐賀女子短期大学�
佐賀短期大学�

大分大学　大分県立看護科学大学　日本文理大学　別府大学�
立命館アジア太平洋大学　大分県立芸術文化短期大学�
別府大学短期大学部　大分工業高等専門学校�

酪農学園大学　北海道大学　帯広畜産大学�
�

岩手大学　岩手県立大学　岩手医科大学　富士大学　盛岡大学�

東北学院大学　東北大学　宮城教育大学　宮城大学　尚絅学院大学�
仙台大学　仙台白百合女子大学　東北工業大学　東北生活文化大学�
東北福祉大学　東北文化学園大学　東北薬科大学　宮城学院女子大学　
尚絅学院大学女子短期大学部　聖和学園短期大学�
東北生活文化大学短期大学部　宮城誠真短期大学�

山形大学　山形県立保健医療大学　東北芸術工科大学　東北公益文科大学
山形県立米沢女子短期大学　羽陽学園短期大学　山形短期大学�
鶴岡工業高等専門学校�

千葉大学　神田外語大学　敬愛大学　城西国際大学�
�

武蔵工業大学　室蘭工業大学�

新潟青陵大学　新潟大学　新潟県立看護大学　敬和学園大学　長岡大学
新潟医療福祉大学　新潟薬科大学　新潟リハビリテーション大学院大学　
新潟青陵大学短期大学部　明倫短期大学�

富山大学　富山県立大学　高岡法科大学　富山国際大学　富山短期大学
富山福祉短期大学　富山工業高等専門学校　富山商船高等専門学校�

金沢大学　北陸先端科学技術大学院大学　石川県立大学�
石川県立看護大学　金沢美術工芸大学　金沢星稜大学　金城大学�
北陸大学　北陸学院大学　金沢学院短期大学　金城大学短期大学部�
小松短期大学　星稜女子短期大学　北陸学院大学短期大学部�
石川工業高等専門学校　金沢工業高等専門学校�

福井県立大学　福井工業大学　仁愛女子短期大学　敦賀短期大学�
福井工業高等専門学校�

総
合
的
連
携
型
（
地
元
型
）
１５
件�

総
合
的
連
携
型
（
広
域
型
）
２２
件�

高等教育機関連携による「キャンパス都市函館」構想�

現代の北のまほろば！！�
青森に根づく「知の循環型社会」の形成�

プロジェクト「４A」�
－連携による知のベイス構築と「秋田戦略学」の展開－�

東京都内４医療系大学連携によるカリキュラム開発と地域医療者生
涯学習コース提供�
�

八王子未来学の構築を目指した大学・市民・行政からなる大学連携と
実践活動の高度化�
�

金沢医科大学と金沢工業大学による教育研究協力を通じた有機的な
医工連携�

工科系コンソーシアムによるものづくり教育の拠点形成�

共同図書環（館）のネットワークシステムの構築と新たな教養教育プ
ログラムの開発�

びわこバイオ医療大学間連携戦略�
実践力のある地域人材の輩出�
～大学連携キャリアセンターを核にして～�

ポーアイ４大学による連携事業�
－安全・安心・健康のための総合プログラムを軸として－�

海・技・人の光る呉市周辺沿岸島嶼部の総合人材育成�
－異分野校連携による教育内容拡充と地域課題解決への取組－�

紙おむつリサイクルから始まる環境保全と明るく快適なシルバーライフの提案�
～３大学連携による環境保全と高齢者支援の取組を軸とした地域貢献と人材育成～�

知の拠点として地域をリードする大学間教育ネットワーク推進事業�
�

地域連携研究・留学生支援・教育連携を柱とする地方における高度人
材養成拠点の構築�

食の安全・安心の基盤としての地域拠点型教育研究システムのネッ
トワーク形成�

いわて高等教育コンソーシアムにおける地域の中核を担う人材育成
と知の拠点形成の推進�

�

仙台圏所在大学等の連携を強化・拡充することによる相互的及び総
合的発展�
�
�

大学コンソーシアムやまがたを基盤とする地域教育研究機能の強化�
�

ユニバーサルコミュニケーションのための教養教育に向けた千葉圏
域コンソーシアム�

遠隔に立地する大学の教育・研究活動の連携�
－水素エネルギー研究協力を契機にして－�

共生型大学連携による新潟県の人材確保・養成の短期的及び包括的
施策による地域貢献�
�

地域人材育成に向けたSRM手法による教育の質保証�
�
�

大学コンソーシアム石川を中心とした共通の教養教育機関とICT教
育支援体制の構築�

個性的な地域創生のための学習コミュニティを基盤とした仮想的総
合大学環境の創造�

取組名称　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 申請大学等�
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信州大学　長野県看護大学　佐久大学　諏訪東京理科大学�
清泉女学院大学　長野大学　松本歯科大学　松本大学�
名古屋市立大学　浜松医科大学　三重大学　岐阜薬科大学�
静岡県立大学　愛知医科大学　愛知学院大学　金城学院大学�
藤田保健衛生大学　名城大学　鈴鹿医療科学大学�

日本福祉大学　北星学園大学　熊本学園大学�
�
京都府立医科大学　京都工芸繊維大学　京都府立大学　京都薬科大学�

京都産業大学　京都学園大学　京都光華女子大学　京都嵯峨芸術大学　
京都女子大学　明治国際医療大学　京都光華女子大学短期大学部�
京都文教短期大学　京都嵯峨芸術大学短期大学部�
京都女子大学短期大学部�

関西学院大学　兵庫教育大学　神戸大学　神戸市外国語大学�
兵庫県立大学　芦屋大学　大手前大学　関西国際大学　近大姫路大学　
甲南大学　神戸海星女子学院大学　神戸芸術工科大学　神戸国際大学�
神戸松蔭女子学院大学　神戸女学院大学　神戸常盤大学�
神戸親和女子大学　神戸薬科大学　神戸山手大学　聖トマス大学�
姫路獨協大学　兵庫大学　兵庫医科大学　流通科学大学�
神戸常盤大学短期大学部　頌栄短期大学　東洋食品工業短期大学�
兵庫大学短期大学部�
武庫川女子大学　奈良先端科学技術大学院大学　大阪電気通信大学�
大阪薬科大学　関西大学�
和歌山大学　和歌山県立医科大学　近畿大学　高野山大学�
和歌山信愛女子短期大学　和歌山工業高等専門学校�

岡山大学　岡山理科大学　倉敷芸術科学大学　津山工業高等専門学校�

広島経済大学　広島大学　島根県立大学　県立広島大学�
エリザベト音楽大学　比治山大学　広島工業大学　広島国際大学�
広島国際学院大学　広島修道大学　広島女学院大学　広島文教女子大学
安田女子大学　山陽女子短期大学　鈴峯女子短期大学�
比治山大学短期大学部　広島文化短期大学　安田女子短期大学�

香川大学　徳島大学　鳴門教育大学　高知大学　四国大学�
徳島文理大学　高知工科大学�
鹿児島大学　鹿屋体育大学　鹿児島国際大学　鹿児島純心女子大学�
志學館大学　第一工業大学　鹿児島県立短期大学�
鹿児島国際大学短期大学部　鹿児島純心女子短期大学�
鹿児島女子短期大学　第一幼児教育短期大学　鹿児島工業高等専門学校�
札幌医科大学　室蘭工業大学　小樽商科大学　千歳科学技術大学�
北海道医療大学�
東京学芸大学　奈良教育大学　鳴門教育大学　東京成徳大学�
白梅学園大学　中国学園大学�
電気通信大学　北見工業大学　弘前大学　長岡技術科学大学　熊本大学
大分大学　秋田県立大学　中央大学　崇城大学�

一橋大学　慶應義塾大学�

政策研究大学院大学　高崎経済大学　成蹊大学�

日本女子大学　大妻女子大学　実践女子大学　昭和女子大学�
東京家政大学�

北里大学　青山学院大学�
�
山梨大学　早稲田大学�

岐阜大学　岐阜薬科大学�

静岡大学　静岡県立大学　静岡産業大学�

佛教大学　京都工芸繊維大学　大谷大学　京都外国語大学　京都学園大学
京都光華女子大学　京都産業大学　京都精華大学　京都橋大学�
京都薬科大学　種智院大学　龍谷大学　池坊短期大学�
大谷大学短期大学部　華頂短期大学　京都外国語短期大学�
京都光華女子大学短期大学部　龍谷大学短期大学部�

龍谷大学　京都府立大学　京都橋大学　同志社大学　佛教大学�
�
徳島文理大学　香川大学　香川県立保健医療大学�

愛媛大学　徳島大学　高知大学　愛媛県立医療技術大学　高知女子大学�
四国大学　聖カタリナ大学　松山大学　松山東雲女子大学　高知工科大学
今治明徳短期大学　愛媛女子短期大学　松山東雲短期大学　松山短期大学
高知学園短期大学　高知工業高等専門学校�

北九州市立大学　九州工業大学　早稲田大学�
�
福岡工業大学　九州大学　福岡女子大学　西南学院大学�

福岡歯科大学　九州歯科大学　北海道医療大学　岩手医科大学�
昭和大学　神奈川歯科大学　鶴見大学　福岡大学�

総
合
的
連
携
型
（
広
域
型
）
２２
件�

教
育
研
究
高
度
化
型
１７
件�

大学間地域ネットワーク構築による高等教育の質保証と人材育成の
実質化�

６年制薬学教育を主軸とする薬系・医系・看護系大学による広域総合
教育連携�

列島縦断広域型大学連携eラーニングコンソーシアムによる新たな
る高等教育の地域展開�
京都発国公私立大学へルスサイエンス系共同大学院の創設と総合
的連携による大学力強化�

eラーニングシステムの共有共用化に伴う教養教育の大学間連携と
効率化の促進�
�
�
�

アクティブ・ラーニング型学生派遣・受入プログラムの構築を通じた
広域的な大学間連携�
�
�
�

広域大学連携による「臨床医工学・情報学」高度人材育成システム
の構築�

観光を主軸とした知の拠点形成のための戦略的大学連携�

連携拠点「科学Tryアングル岡山」による多角的科学の推進と地域
活性化への挑戦�
�
�
高大連携による過疎地域の人材育成及びICカードを活用したひろし
まカレッジ�
�
�

『四国の知』の集積を基盤とした四国の地域づくりを担う人材育成�

�

鹿児島はひとつのキャンパス�
－地域のリーダー養成のための大学連携と総合教育の構築－�
�

北海道の地域医療の新展開を目指した異分野大学院連携教育プロ
グラムによる人材育成�

地域に根ざす多様な教育支援人材の育成プログラムと資格認証シス
テムの実践的共同開発�

スーパー連携大学院構想：�
産学官の広域連携を通じたイノベーション博士人材の育成�

世界最高水準のEU高度教育研究共同大学院の設置を先端的事業と
する大学連携�

地域活性化型知財戦略人材養成手法の高度化及び学際的地域活性
化実践研究�

５女子大学共同教職大学院運営モデルの構築�

実践的プロジェクト教育による多角的連携に基づく人材育成と医療
イノベーション�
国私立大学間連携による医学・理工学に精通した先端生命科学分野
の国際的研究者の育成�
国際的視点に立つ創薬研究者養成のための実践的な教育研究システム�
静岡県国公私大学連携による地域を担う人材育成のための大学院
教育プログラムの開発�
�
�
地域内大学連携によるFDの包括研究と共通プログラム開発・組織
的運用システムの確立�
�

地域公共人材のための京都府内における教育・研修プログラムと地
域資格認定制度の開発�
高度な医療人養成のための地域連携型総合医療教育研究コンソー
シアム構想�
�

「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」による大学の教育力
向上�
�

北九州学術研究都市連携大学院によるカーエレクトロニクス高度専
門人材育成拠点の形成�

国公私立大コンソーシアム・福岡�
－地域からアジアへ、環境・エネルギー問題に挑む－�

口腔医学の学問体系の確立と医学・歯学教育体制の再考�

（注）申請大学等欄の太字の大学等が申請者（代表校）、それ以外が連携校を表す。なお、代表校と連携校は申請者であるか否かで異なるが、事業を実施する上で両者に特段の違いはない。�




