
（１）申請件数

総合的連携型
（地元型）

総合的連携型
（広域型）

教育研究高度化型 合　計

24 35 35 94

（２）参加大学等数

総合的連携型
（地元型）

総合的連携型
（広域型）

教育研究高度化型
（参考）
申請校数

国立 13 39 46 69

公立 12 23 21 45

私立 63 131 72 232

公立 2 5 0 7

私立 20 41 14 71

国立 8 11 12 26

公立 0 0 0 0

私立 0 1 0 1

国立 21 50 58

公立 14 28 21

私立 83 173 86

（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申請に参加している大学等の延べ数である。

（注３）（参考）に申請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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平成２０年度「戦略的大学連携支援事業」申請状況
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【総合的連携型（地元型）：２４件】

高等教育機関連携による「キャンパス都市函館」構想
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

ウェルビ－イング社会を目指す地域コミュニティ協働戦略
－大雪山が育む知の拠点形成－

旭川医科大学、旭川大学、東海大学、
旭川大学女子短期大学部、旭川工業高等専門学校

知のネットワ－ク構築による地方大学の発展と次世代育成・地域活
性化推進プログラム

日本赤十字北海道看護大学、北見工業大学

大学連携による学園都市ひろさき活性化促進事業
弘前大学、東北女子大学、弘前学院大学、
東北女子短期大学、弘前福祉短期大学

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
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

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－

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

医工連携の拠点形成を目指した複合領域の教育プログラム開発とス
ペシャリスト育成

東京電機大学、埼玉医科大学

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－ス提供

東京慈恵会医科大学、昭和大学、東京医科大学、
東邦大学

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

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

都市型市民の生活の質向上を目指す健康・福祉・環境・平和・街づ
くりの大学地域連携

相模女子大学、青山学院大学、桜美林大学、北里大学、
昭和薬科大学、玉川大学、帝京大学、東京女学館大学、
和光大学、女子美術大学、和泉短期大学、
相模女子大学短期大学部

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

金沢医科大学、金沢工業大学

価値創造人材育成コンソシアム浜松 静岡大学、静岡理工科大学

工科系コンソ－シアムによるものづくり教育の拠点形成
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

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

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

先進的人材育成と地域開発によるオ－ダ－メイド健康づくり推進の
フロンティア都市創生

豊橋創造大学、豊橋技術科学大学

びわこバイオ医療大学間連携戦略 滋賀医科大学、長浜バイオ大学

彦根３大学コンソ－シアム／近江コミュニティデザイン・カレッジ
（ＯＣＤＣ）構想

滋賀県立大学、滋賀大学、聖泉大学

実践力のある地域人材の輩出
～大学連携キャリアセンタ－を核にして～

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

ポ－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－

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

海・技・人の光る呉市周辺沿岸島嶼部の総合人材育成 呉工業高等専門学校、呉大学、広島商船高等専門学校

平成２０年度「戦略的大学連携支援事業」申請状況一覧

取組名称 申請大学等



国公私連携による自立的学修自己評価システムの水平展開
九州工業大学、北九州市立大学、九州歯科大学、
産業医科大学

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－
ライフの提案

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

知の拠点として地域をリ－ドする大学間教育ネットワ－ク推進事業
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

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

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

【総合的連携型（広域型）：３５件】

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－ク形成

酪農学園大学、北海道大学、帯広畜産大学

いわて高等教育コンソ－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

岩手大学、岩手県立大学、岩手医科大学、富士大学、
盛岡大学

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

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

高専間高度化連携ネットワ－クによる創造的・実践的な次世代型技
術者育成

宮城工業高等専門学校、一関工業高等専門学校、
仙台電波工業高等専門学校

大学コンソ－シアムやまがたを基盤とする地域教育研究機能の強化
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

商品開発を支援する社会起業家育成プラットフォ－ムの構築事業 跡見学園女子大学、藤女子大学、甲南女子大学

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

千葉大学、神田外語大学、敬愛大学、城西国際大学

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－研究
協力を契機にして－

武蔵工業大学、室蘭工業大学

大学を超えたｅラ－ニング運営体制の統合による日本型カレッジ教
育の確立

明治大学、園田学園女子大学

大学コンソ－シアム横浜の実現
－都市「横浜」・地域貢献人材育成の強化－

横浜国立大学、横浜市立大学、國學院大学、明治学院大学、
神奈川大学、関東学院大学、情報セキュリティ大学院大学、
鶴見大学、桐蔭横浜大学、東洋英和女学院大学、
フェリス女学院大学、横浜商科大学、鶴見大学短期大学部

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

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

地域人材育成に向けたＳＲＭ手法による教育の質保証
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

大学コンソ－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

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

取組名称 申請大学等

取組名称 申請大学等



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

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

大学間地域ネットワ－ク構築による高等教育の質保証と人材育成の
実質化

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

大学連携による障害学生への生活・学習支援プログラムの開発と支
援ネットワ－クの構築

愛知教育大学、愛知新城大谷大学

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

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

食の安全・食育にかかわる教育・研究・情報コンソ－シアム東海 中部大学、岐阜大学、名古屋大学

列島縦断広域型大学連携ｅラ－ニングコンソ－シアムによる新たな
る高等教育の地域展開

日本福祉大学、北星学園大学、熊本学園大学

京都発国公私立大学ヘ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

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

ｅラ－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

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

関西地域における教育に関する新たな知の拠点形成をめざした国立
・私立間大学連携

大阪教育大学、立命館大学

アクティブ・ラ－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

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、神戸常磐大学、
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、神戸常磐大学短期大学部、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

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

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

文化財保存環境の研究－文化財の履歴そして未来への継承－ 奈良大学、金沢学院大学、京都造形芸術大学

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
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

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

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

保育者の社会的ニ－ズを適正化する戦略的養成教育
新見公立短期大学、倉敷市立短期大学、
福山市立女子短期大学

高大連携による過疎地域の人材育成及びＩＣカ－ドを活用したひろ
しまカレッジ

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

ＩＣＴによる大学間連携を柱とする共同開講型遠隔授業システム 徳山大学、宇部フロンティア大学

『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
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

四国遍路を核とする四国地域の歴史文化（遍路文化）活性化と情報
発信のための大学連携

愛媛大学、愛媛県立医療技術大学、聖カタリナ大学、
松山大学、松山東雲女子大学、瀬戸内短期大学、
今治明徳短期大学、愛媛女子短期大学、
聖カタリナ大学短期大学部、松山東雲短期大学

取組名称 申請大学等



災害に立ち向かう九州・沖縄地域大学コンソ－シアム
－犠牲者ゼロを目指して－

九州大学、長崎大学、熊本大学、琉球大学、
宮崎県立看護大学、九州産業大学、西南学院大学、
崇城大学

宮崎県内国私立三大学間連携構想と中山間地域の学校教育支援プロ
グラム

宮崎大学、九州保健福祉大学、南九州大学

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

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

【教育研究高度化型：３５件】

医療・看護・情報・デザイン連携による高度教育研究 公立はこだて未来大学、札幌医科大学、札幌市立大学

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

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

国際的に通用する学士課程のための教育・学習サポ－トモデルの構築
と公開・普及

国際教養大学、立命館アジア太平洋大学

薬学教育研究高度化に向けた連携大学院の構築推進コンソ－シアム 東邦大学、千葉大学、城西国際大学、千葉科学大学

食の安全を守る獣医師養成高度化教育プログラム：獣医師偏在の是
正に向けた取組

東京大学、北海道大学、帯広畜産大学、岩手大学、
東京農工大学、鳥取大学、山口大学、宮崎大学、
鹿児島大学、酪農学園大学、日本獣医生命科学大学、
麻布大学

学際生命科学教育研究の高度化
（ダヴィンチを目指す全人的人材育成）

東京医科歯科大学、お茶の水女子大学、学習院大学

多摩川流域の大学連携による共同大学院環境教育学研究科創設と地
域振興

東京学芸大学、東京農業大学、法政大学

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

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

デザインと先端科学技術の融合を目指したデザイン力教育プログラ
ムの開発と試行的実施

東京芸術大学、東京大学

ス－パ－連携大学院構想：産学官の広域連携を通じたイノベ－ショ
ン博士人材の育成

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

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

一橋大学、慶應義塾大学

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

政策研究大学院大学、高崎経済大学、成蹊大学

５女子大学共同教職大学院運営モデルの構築
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

地方と首都圏の大学連携による環境教育を中核戦略とするコンソ－シ
アムの創成

武蔵工業大学、島根大学

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－ション

北里大学、青山学院大学

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

山梨大学、早稲田大学

取組名称 申請大学等

取組名称 申請大学等



高専・技科大連携による安全工学教育プログラムの構築

長岡技術科学大学、宮城工業高等専門学校、
長野工業高等専門学校、沼津工業高等専門学校、
鈴鹿工業高等専門学校、明石工業高等専門学校、
徳山工業高等専門学校、佐世保工業高等専門学校、
鹿児島工業高等専門学校

リベラルア－ツと専門的な科学技術教育を融合した新たな高度人材育成 北陸先端科学技術大学院大学、国際基督教大学

地域の特色を活かした大学連携拠点形成による原子力教育研究の再生 福井大学、福井工業大学

高専連携による総合的キャリア教育の推進
福井工業高等専門学校、東京工業高等専門学校、
呉工業高等専門学校

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 岐阜大学、岐阜薬科大学

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

静岡大学、静岡県立大学、静岡産業大学

最先端安全安心医療実現に向けた統合型医学工学の為の人材育成地域
大学コンソ－シアム

名古屋工業大学、名古屋市立大学、藤田保健衛生大学

医学・理学・工学・薬学融合型共同大学院を核としたライフサイエン
ス教育研究拠点形成

立命館大学、関西医科大学

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

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、京都橘大学、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

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

龍谷大学、京都府立大学、京都橘大学、同志社大学、
佛教大学

世界の食を支える知の拠点：食の教育研究共同センタ－の構築 大阪府立大学、大阪市立大学、同志社大学、関西大学

次世代型薬剤師卒後教育推進と創薬教育研究拠点形成を通じた私立・
国立大学間の連携

神戸薬科大学、神戸大学

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－シア
ム構想

徳島文理大学、香川大学、香川県立保健医療大学

「四国地区大学教職員能力開発ネットワ－ク」による大学の教育力向上

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

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

北九州市立大学、九州工業大学、早稲田大学

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

福岡工業大学、九州大学、福岡女子大学、西南学院大学

口腔医学の学問体系の確立と医学・歯学教育体制の再考
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

地域連携「低平地・閉鎖性内湾環境教育プログラム」の創設 佐賀大学、熊本県立大学

大学間連携による教育力向上と学校教育支援拡大で目指す基盤力強化
プログラム

長崎大学、長崎県立大学、長崎ウエスレヤン大学、
長崎外国語大学、長崎国際大学、長崎総合科学大学、
長崎玉成短期大学、長崎女子短期大学、長崎短期大学

（注）申請大学等欄の下線の大学等が申請者（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。

取組名称 申請大学等


