
（１）申請件数

単独申請 共同申請 合　計

299 20 319

（２）設置形態別参加大学等数

単独申請 共同申請 合　計

国立 48 3 51

公立 51 7 58

私立 164 16 180

小計 263 26 289

公立 2 6 8

私立 22 10 32

小計 24 16 40

国立 12 1 13

公立 0 0 0

私立 0 0 0

小計 12 1 13

国立 60 4 64

公立 53 13 66

私立 186 26 212

合計 299 43 342
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１．単独申請

【国立大学】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

室蘭工業大学 知（地）産地省（消）型エネルギー利活用ネットワークの形成 北海道室蘭市、登別市、伊達市

小樽商科大学 最低1週間の滞在を目指した総合観光地域の創出 北海道、北海道札幌市、小樽市、俱知安町、ニセコ町

帯広畜産大学 食料・環境・生命が調和する恵み豊かな産業地域<とかち>の形成 北海道帯広市

北見工業大学 工学を基盤とするオホーツク地域再生・活性化推進事業 北海道オホーツク総合振興局、北海道北見市

旭川医科大学
医療人教育院による健やかな社会を支える治（地・知）の拠点事
業

北海道旭川市

弘前大学 コミュニティ・マネジメント駆動型弘前地域価値創造プログラム 青森県弘前市

岩手大学 地域と創る”いわて協創人材育成＋地元定着”プロジェクト 岩手県、岩手県盛岡市

宮城教育大学 宮城協働モデルによる次世代型教育の開発・普及 宮城県、宮城県仙台市

秋田大学 一人ひとりを大切にし、自立した高齢社会に向けた地域づくり 秋田県、秋田県横手市、北秋田市、潟上市

山形大学 自立分散型（地域）社会システムを構築し、運営する人材の育成
山形県、山形県山形市、米沢市、鶴岡市、上山市、真室川町、戸
沢村

福島大学 原子力災害からの地域再生をめざす「ふくしま未来学」の展開
福島県、福島県福島市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊
町、双葉町、浪江町、葛尾村、伊達市、南相馬市

茨城大学 ワンストップ社会連携と地域課題の社会事業化先導プログラム
茨城県、茨城県高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、東海
村、水戸市、茨城町、阿見町

宇都宮大学 とちぎ高齢者共生社会を支える異世代Chainアゴラの人材育成 栃木県、栃木県宇都宮市

群馬大学 ぐんまの地域力高度化をめざす地域共生教育改革プログラム 群馬県、群馬県前橋市、高崎市、桐生市、太田市

千葉大学 クリエイティブ・コミュニティ創成拠点・千葉大学 千葉県、千葉県千葉市、松戸市、柏市、野田市

東京農工大学 持続的都市型地域社会と科学技術研究大学コラボレーション 東京都府中市、小金井市

東京芸術大学 芸術文化の発信地域の形成事業－芸術による地域個性化の実現－ 東京都台東区、足立区、神奈川県横浜市

横浜国立大学 現場ラボと地域情報プラットフォームによる高度実践人材育成 神奈川県、神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、山梨県都留市

富山大学 富山県全域キャンパス化によるCOC計画 富山県、富山県富山市、高岡市、魚津市

金沢大学 地域の感性を備えた人材を育て社会を繋ぐ「地（知）」の拠点
石川県、石川県金沢市、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾
市、能美市、小松市

福井大学 地域を志向して人を育み、地域を活かす福井の知の拠点づくり 福井県、福井県福井市、永平寺町、敦賀市、勝山市、高浜町

信州大学
信州を未来へつなぐ、人材育成と課題解決拠点「信州アカデミ
ア」

長野県、長野県長野市、松本市、上田市、伊那市、南箕輪村

岐阜大学 ぎふ清流の国、地×知の拠点創成：地域にとけこむ大学 岐阜県、岐阜県高山市、郡上市、岐阜市

静岡大学 防災減災・復興支援研究成果活用による地域共存型教育の実践 静岡県、静岡県静岡市、浜松市

名古屋工業大学
行きたくなるナゴヤの地域ブランディングと支援技術の拠点づく
り

愛知県名古屋市

申請大学一覧



大学等名称 事業名称 連携自治体等

三重大学
三重県地域と三重大学が総力を挙げて取り組む三重再生拠点の創
造

三重県、三重県尾鷲市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、朝
日町、志摩市、伊賀市、南伊勢町、津市、伊勢市、桑名市、名張
市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、川越町、松坂市、多
気町、大台町、紀北町、熊野市

滋賀医科大学 エイジングインプレイス・在宅看取り推進拠点事業 滋賀県

京都大学 ＫＹＯＴＯ未来創造拠点整備事業－社会変革期を担う人材育成 京都府

神戸大学
都市農村・世代を結ぶ地域創造力育成「神戸・篠山モデル」の確
立

兵庫県神戸市、篠山市、兵庫県教育委員会

奈良女子大学 「日本のふるさと創生」教育プログラム 奈良県、奈良県奈良市、明日香村

和歌山大学 「地域を支え、地域に支えられる大学」を目指して 和歌山県

鳥取大学 知の発展的循環プロセスの構築による地域拠点整備事業
鳥取県、鳥取県鳥取市、米子市、日南町、琴浦町、南部町、大山
町、江府町

島根大学 課題解決型教育（PBL）による地域協創型人材養成 島根県、島根県松江市、出雲市、大田市、雲南市、安来市

岡山大学 地域と大学が協創する新たな教育拠点構築 岡山県、岡山県岡山市

広島大学 平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点 広島県、広島県広島市、東広島市

山口大学 ”２１世紀山口講堂”プロジェクト－新たな維新への出発－ 山口県、山口県山口市、宇部市

徳島大学 人口減少・高齢化地域再生プロジェクト 徳島県、徳島県那賀町、上勝町、美波町

香川大学 自治体連携による瀬戸内地域の活性化と地（知）の拠点整備
香川県、香川県高松市、丸亀市、三豊市、東かがわ市、観音寺
市、三木町、宇多津町

愛媛大学 愛媛県南予地域の活性化・一次産業再生人材育成１０００人計画
愛媛県、愛媛県宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、
伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

高知大学 高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）化事業 高知県

福岡教育大学 地域志向シーズを結集したコミュニティ成長戦略プラン 福岡県宗像市、福津市

九州大学
地域課題解決型人材育成プログラム「地域政策デザインスクー
ル」

九州地方知事会（山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）、福岡県、佐賀県

長崎大学
ニーズに応え、社会とのコラボで行う地域貢献人材育成プログラ
ム

長崎県、長崎県長崎市

熊本大学 地域イノベーション人材養成プログラム 熊本県、熊本県熊本市

大分大学
大分県の産業育成・集落支援・防災を担う高度人材育成拠点の構
築

大分県

宮崎大学
食と健康を基軸とした宮崎地域志向型一貫教育による人材育成事
業

宮崎県

鹿児島大学 火山と島嶼を抱える地方都市の産業創出プログラム 鹿児島県、鹿児島県鹿児島市、薩摩川内市、与論町

琉球大学 ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋） 沖縄県



【公立大学】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

札幌医科大学 地域医療実習必修化と遠隔市町村の医療産業活性化 北海道留萌市、利尻町、利尻富士町、別海町

公立はこだて未来大学 はこだて未来の学びデザインセンター事業 北海道函館市、北斗市、七飯町、福島町

名寄市立大学 寒冷過疎地のケアの未来をひらくイノベーション・モデルの創出
北海道名寄市、士別市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威
子府村、中川町、幌加内町、西興部村、枝幸町、浜頓別町、中頓
別町

札幌市立大学 ウェルネス×協奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業 北海道札幌市

青森公立大学 青森市を核とした結合（コンバイン）による地域活性化事業 青森県青森市、七戸町、佐井村、西目屋村

青森県立保健大学 ねぶたん・モーリーと歩む　楽ＲＡＫＵ　健康寿命アップ 青森県青森市

宮城大学 「地」と「知」の共育戦略『みやぎ共創オールキャンパス』事業 宮城県

秋田県立大学 アグリビジネスイノベーションin秋田－叡智結集の拠点構想－ 秋田県

山形県立保健医療大学 地域保健医療教育センターの設立による地域保健医療の新展開 山形県

福島県立医科大学 復興を担うリーダーシップを育む地域連携型「医」の拠点形成 福島県

高崎経済大学 高崎で地域を学び全国各地で活躍・貢献する地（知）の人材育成 群馬県高崎市

群馬県立女子大学 地の知で多文化・多世代をつなぎ地域活性化を促す人材育成事業 群馬県

埼玉県立大学
保健医療福祉立地に向けた研究開発・連携支援・生涯学習拠点形
成

埼玉県越谷市、東松山市

産業技術大学院大学 品川区と連携した都市型新産業を創出する地（知）の拠点 東京都品川区

横浜市立大学
環境未来都市構想推進を目的とした地域人材開発・拠点づくり事
業

神奈川県横浜市

神奈川県立保健福祉大学 県民の保健医療福祉の向上をめざす「地」〈知〉の拠点整備事業 神奈川県

富山県立大学 「工学心」で地域とつながる「地域協働型大学」の構築 富山県、富山県射水市、富山市、黒部市、南砺市、入善町

福井県立大学 地域から学び地域を照らす「豊かなくらしづくりの拠点」
福井県、福井県永平寺町、小浜市、勝山市、鯖江市、越前市、池
田町、美浜町、若狭町

都留文科大学 地域を理解し発信する人材の育成～「教育首都つる」の核づくり 山梨県都留市

山梨県立大学
課題解決プロセスと未来思考の対話による実践型カリキュラム構
築

山梨県、山梨県甲府市、富士川町、道志村

岐阜薬科大学
地域医療及び福祉の質的向上を主眼とした薬学教育・研究体制の
構築

岐阜県、岐阜県岐阜市

情報科学芸術大学院大学 ぎふイノベーション創出拠点整備事業 岐阜県

静岡県立大学 安全安心で健康長寿をめざす地域社会を構築するための共働戦略 静岡県、静岡県静岡市

静岡文化芸術大学 多文化共生とUD推進の基盤整備を通じた包摂的な社会の実現 静岡県、静岡県浜松市

愛知県立大学 リーディングコミュニティ：愛・地（知）共創圏
愛知県、愛知県長久手市、名古屋市守山区、尾張旭市、瀬戸市、
日進市、豊田市、豊根村

名古屋市立大学 子ども・青少年が健やかに育つまち「なごや」をつくる 愛知県名古屋市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

滋賀県立大学
びわ湖ナレッジ・コモンズ　－地と知の共育・共創自立圏の形成
－

滋賀県、滋賀県彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市

京都市立芸術大学 つどい・ふれあい・発見による文化芸術都市の創生 京都府京都市

京都府立大学
域学連携による「京の地域人材」育成のための地（知）の拠点構
築

京都府京都市、京都府舞鶴市、宮津市

神戸市看護大学 地域住民と共に学び、共に創るコミュニティケアの拠点づくり 兵庫県神戸市

兵庫県立大学 ひょうご・地（知）の五国豊穣イニシアティブ
兵庫県、兵庫県神戸市、姫路市、尼崎市、洲本市、豊岡市、篠山
市、養父市、丹波市、南あわじ市、淡路市、佐用町

奈良県立医科大学
奈良を愛する医療人を育成し、地域の病を治療する地（知）の拠
点

奈良県

奈良県立大学
地学連携と学習コモンズシステムによる地域人材の育成と地域再
生

奈良県、奈良県奈良市、桜井市、宇陀市、明日香村

和歌山県立医科大学 地に学び知（地）を活かす医療人育成プログラムの構築 和歌山県

鳥取環境大学 因幡の地域をつなげるとっとり因幡地域活性化事業 鳥取県、鳥取県鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町

岡山県立大学 岡山スマートコミュニティの活用による地域福祉社会の実現 岡山県

広島市立大学 「広島」「ヒロシマ」に貢献する公立大学を目指して 広島県広島市

尾道市立大学 地域活性化に向けた「知と美」の活用 広島県尾道市

県立広島大学
地域を繋ぎ三本の矢で拓く「いきいきひろしま共創プロジェク
ト」

広島県、庄原市、三原市、廿日市市、安芸高田市、世羅町、尾道
市、江田島市、三次市

福山市立大学 キャンパスは街　市民とともに挑む！子育てとまちづくりの変革 広島県福山市

下関市立大学 地域共創カフェを拠点とするグローカル人材の育成 山口県下関市、長門市

山口県立大学 「知の融合」と「異世代交流」による地域活力の創生 山口県

高知工科大学 高知・物部川流域から世界に発信する“地×知×哲の協奏” 高知県香美市

北九州市立大学 地域をリードする発展的環境産業人材の育成 福岡県北九州市

福岡女子大学
福女なでしこプロジェクト　国際化した女子大力で、福岡を元気
に！

福岡県、福岡県福岡市、福津市

福岡県立大学 エネルギーシフト後の地域再生を実現する教育・研究拠点の構築
福岡県田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤
村、福智町

長崎県立大学 長崎のしまに学ぶ　　－　つながる　とき・ひと・もの　－ 長崎県、長崎県佐世保市、長与町、新上五島町

熊本県立大学
地域力向上とグローバル人材育成に向けた熊本全土キャンパス構
想

熊本県、熊本県八代市、人吉市、水俣市、玉名市、菊池市、宇城
市、天草市、和水町、大津町、菊陽町、小国町、あさぎり町、山
都町

大分県立看護科学大学
看護学生による予防的家庭訪問実習を通した地域のまちづくり事
業

大分県大分市

宮崎県立看護大学 地・智・知をつなぎ、健康志向の人づくり・まちづくり事業 宮崎県、宮崎県宮崎市、五ヶ瀬町

名桜大学
地域の輝き：エクステンションセンターによる北部地域活性化事
業

北部広域市町村圏事務組合
（沖縄県名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、
恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村）



【私立大学】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

旭川大学
旭川大学地域連携教育研究推進事業「Ｃｏ　Ｃｏ　Ｄｅ　ＡＥＬ
－ここで逢える－」

北海道、北海道上川総合振興局、北海道旭川市、東神楽町、東川
町、鷹栖町、比布町、音威子府村

函館大学
観光・水産・まちづくりへの取組を通じた主体的学修の高度化事
業

北海道函館市

北海道工業大学 積雪寒冷地における道路および敷地内の雪対策 北海道札幌市手稲区、青森県弘前市

北海道医療大学
大学のある小さな町、当別町との協働による地域再生・活性化事
業

北海道当別町

道都大学 きたひろ地域まるごとキャンパス事業 北海道北広島市

北海道情報大学
産学官連携による食とＩＴソリューションを活かした健康地域創
造

北海道、北海道江別市

札幌国際大学 「学生主体の地域貢献教育と生涯学習の拠点づくり」の取り組み 北海道札幌市清田区、美唄市

稚内北星学園大学
稚内スマートコミュニティ化事業－次世代が育つ、持続可能な地
域の創造

北海道稚内市

星槎大学 社会人教育を中心とした『志民』の育成と共生社会の創造 神奈川県箱根町、大磯町、北海道芦別市

青森大学 地域との相利共生を進める青森大学の機能発展プロジェクト 青森県、青森県青森市、鶴田町

青森中央学院大学
学生の実践力を高め地域の雇用力と健康寿命を延ばす拠点形成事
業

青森県

仙台大学
賢治に倣い、被災に負けぬ心身ともに丈夫なからだづくり推進事
業

宮城県、宮城県柴田町、仙台市、大和町、村田町、大河原町、川
崎町、白石市、角田市、女川町、岩沼市、亘理町、山元町

東北学院大学
震災復興から地域の未来につなげる「ひと」、「まち」づくり事
業

宮城県仙台市、多賀城市

東北工業大学 せんだいオールキャンパス化事業－まちづくり参画・実践教育－ 宮城県仙台市

東北福祉大学
自然と共創する大学教育改革～千年塾を拠点とした人と町づくり
～

宮城県仙台市青葉区、七ヶ宿町、牡鹿郡女川町

石巻専修大学 地と知の共生プロジェクト 宮城県石巻市

尚絅学院大学 明日の「名取」をつくる教育研究拠点づくり 宮城県名取市

東北芸術工科大学 人口減少期の芸術・文化、デザインによる地域の新価値創造事業 山形県

東北公益文科大学
地域力結集による人材育成と複合型課題の解決－庄内モデルの発
信

山形県、山形県鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

常磐大学
地域と大学における『平成の改革』～地域課題を解決するために
～

茨城県、茨城県高萩市、日立市、常陸太田市、那珂市、水戸市、
笠間市、桜川市、茨城町

筑波学院大学 つくば市・茨城県が輝くホスピタリティ実践－創造と推進－事業 茨城県つくば市、茨城県

日本ウェルネススポーツ大学 超高齢化地域におけるウェルネスライフの構築事業 茨城県利根町

関東学園大学 コンピテンシー育成プログラム拡張による地域人材育成事業 群馬県太田市

高崎商科大学 「地と知から（価）値」を創出する地域密着型大学を目指して 群馬県高崎市、富岡市

群馬医療福祉大学 学生参加による地域協働まちづくりプロジェクト 群馬県藤岡市

東京国際大学
「小江戸かわごえ」グローカル人財育成による「まちおこし」プ
ログラム

埼玉県川越市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

城西大学 城西大学連携教育・研究推進プロジェクト（Ｊ－ＣＬＩＰ） 埼玉県坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、日高市

埼玉医科大学
将来の地域包括ケアを担う医療人の育成を目指した専門職連携教
育

埼玉県、埼玉県川越市、日高市、毛呂山町、越生町

埼玉工業大学
科学とメディアを活用した地域のための教育・研究・社会貢献の
実現

埼玉県深谷市

駿河台大学 飯能市と駿河台大学による『まち－人－森』活性化プロジェクト 埼玉県飯能市

聖学院大学
種をまき、共に育む「ゆるやかな学びの共同体」創出プロジェク
ト

埼玉県さいたま市、上尾市、岩手県釜石市

十文字学園女子大学 地域貢献と学生教育の結合－埼玉県南西部４市等との連携協力
埼玉県新座市、埼玉県新座市教育委員会、和光市、和光市教育委
員会、朝霞市、朝霞市教育委員会、志木市、志木市教育委員会、
東京都東久留米市教育委員会、清瀬市教育委員会

ものつくり大学 伝統的木造建築の再生による地域活性化のための拠点形成 埼玉県行田市、岩手県奥州市

日本薬科大学 漢方を核とした健康づくり拠点－地域の健康増進と教育の実践－ 埼玉県北足立郡伊奈町

麗澤大学 グローカル・コア・コンピテンシー（ＧＣＣ）育成事業 千葉県柏市

和洋女子大学 地域と育てる女性のライフコース－女性支援が日本を啓く－ 千葉県市川市

聖徳大学 地域で創る『こどもにやさしい”まち”』づくり 千葉県松戸市

城西国際大学 城西国際大学を拠点とする地域活性化プロジェクト 千葉県東金市、山武市、大綱白里市、九十九里町、鴨川市

千葉科学大学 危機管理学・知の教育拠点 千葉県銚子市

三育学院大学 人々の豊かな絆で学生が育てられ、地域が活性化する事業 千葉県大多喜町

亀田医療大学
『健康・安心・療養のまちづくり』ｋａｍｅ－ｋａｍｏ－Ｐｌａ
ｎ

千葉県鴨川市

亜細亜大学 アジアの文化が集うまちづくり人材育成事業 東京都武蔵野市

桜美林大学
町田・多摩・相模原に根差した協働社会実現のための人材育成事
業

東京都町田市、多摩市、神奈川県相模原市

杏林大学 新しい都市型高齢社会における地域と大学の統合知の拠点 東京都三鷹市、八王子市、羽村市

工学院大学
都市の人・知・技をつなぐエリアマネジメント教育研究拠点の構
築

東京都新宿区、八王子市

国士舘大学 地域防災支援、防災教育拠点整備事業 東京都世田谷区、多摩市、町田市

芝浦工業大学 「まちづくり」「ものづくり」を通した人材育成推進事業 東京都江東区、港区、埼玉県、埼玉県さいたま市

順天堂大学
次世代を担う「こども」に対するスポーツ健康医学的支援による
地域社会の再形成

東京都文京区、千葉県、千葉県印西市、浦安市、佐倉市、習志野
市、白井市、酒々井町、栄町、静岡県三島市

昭和大学 医系総合大学の特長を活かした医療面での地域貢献 山梨県富士吉田市

昭和女子大学
産学地域が連携する新しい人財インキュベーションシステムの構
築

東京都世田谷区

女子栄養大学 健康づくりコミュニティ創生プロジェクト 埼玉県坂戸市

大正大学 繋がりと学びをテーマとした地域共創「豊島まち活性化」事業 東京都豊島区

津田塾大学
小学生も世界をめざせ－大学/地域協働による多文化共生理解教
育

東京都小平市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

東海大学
Ｔｏ－Ｃｏｌｌａｂｏプログラムによる全国連動型地域連携の提
案

北海道札幌市南区、神奈川県伊勢原市、平塚市、秦野市、大磯
町、静岡県静岡市、熊本県熊本市、南阿蘇村

東京造形大学 デザインをベースにした地域ものづくり創造支援事業 東京都八王子市、山梨県

東京電機大学 技術は人なり＠ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ～連動型モデルの構築～ 東京都足立区、埼玉県比企郡鳩山町、千葉県印西市

東京農業大学 ネットワーク型地域六次産業・食クラスター形成プログラム

北海道オホーツク総合振興局、北海道綱走市、北見市、紋別市、
大空町、美幌町、津別町、小清水町、清里町、斜里町、佐呂間
町、訓子府町、標津町、中標津町、別海町、東京都世田谷区、神
奈川県厚木市、群馬県川場村、山梨県小菅村

東邦大学 医の知の科学で未来をつなぐ　おおた発展プロジェクト 東京都大田区

東洋大学 人口減少・インフラ老朽化問題に対応した地域活性化事業 東京都文京区、埼玉県朝霧市、川越市、群馬県板倉町

日本医科大学
川崎市における高齢化に備えた地域のさらなる活性化プロジェク
ト

神奈川県川崎市

ルーテル学院大学
地域創生を志向した、大学・学生・市民コラボレーション教育事
業

東京都三鷹市、武蔵野市、小金井市

星薬科大学 Ｈ．Ｏ．Ｓ．Ｈ．Ｉ．ＮＥＸＴ　イノベーション 東京都品川区、大島町、八丈町、小笠原村

武蔵野大学
教職研究センターを核とする教育現場の活性化と実践的な教員養
成

東京都西東京市、武蔵野市、江東区、三鷹市

明治大学
知と地をつなぐ－複眼点視点を持つ『個』・『地域人』育成事業
－

東京都千代田区、杉並区、中野区、神奈川県川崎市、川崎市多摩
区、川崎市麻生区、鳥取県、山形県天童市、福井県鯖江市、北海
道北見市、奈良県明日香村

明治学院大学 循環型コミュニティ・ビルディングの支援拠点構築
東京都港区、神奈川県横浜市戸塚区、長野県小諸市、岩手県大槌
町

創価大学 八王子の街づくりと学生の主体的学びを繋ぐ地（知）の拠点 東京都八王子市

恵泉女学園大学 地域と人をつなぐ－園芸を中継ぎとした共助型社会の構築－ 東京都多摩市、稲城市、町田市

多摩大学
健康志向の都市再生を目指した地域イノベーション型生涯学習事
業

東京都多摩市、神奈川県藤沢市

相模女子大学
女性のしなやかな発想力の育成による地域人材創造型ＣＯＣの構
築

神奈川県相模原市、福島県本宮市、新潟県佐渡市、三重県熊野市

神奈川工科大学
先進まちづくりに向け、地・人・学の協働する拠点大学基盤の整
備

神奈川県厚木市

白梅学園大学
パッチワークベース白梅～サポーター育成による地域の自立と再
生

東京都小平市、国立市

東京未来大学 大学と地域の共育連携による幸福社会の創出プログラム 東京都足立区

新潟薬科大学 災害耐応能力を兼ね備えた地域健康自立ネットワークの構築 新潟県新潟市、新潟市秋葉区

敬和学園大学 地域の協創的コミュニティ形成に向けた実践と知の拠点事業 新潟県新発田市、北蒲原郡聖籠町

新潟国際情報大学
地域の国際化及び伝統文化の復興の為の参加型実践教育、交流事
業の推進

新潟県国際交流協会

新潟工科大学 原子力発電所と共生する地域の活性化を担う教育研究拠点 新潟県柏崎市、刈羽郡刈羽村

長岡大学 長岡地域＜創造人材＞養成プログラム 新潟県長岡市

新潟医療福祉大学
指定都市－行政区と協働し共に創る地域基盤型ＣＯＣモデルの確
立

新潟県新潟市、新潟市北区

金沢工業大学 地域志向「教育改革」による人材育成イノベーションの実践 石川県野々市市、金沢市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

金城大学
白山市をキャンパスとしたコミュニティ（知）の再生・活性化事
業

石川県白山市

福井工業大学
里山里海湖と共存・共生する街づくり・ものづくりから人づくり
へ

福井県、福井県福井市、あわら市、鯖江市

山梨学院大学
山梨学院大学地域連携戦略～地域志向体質の更なる定着に向けて
～

山梨県、山梨県笛吹市

長野大学
在野知と専門知の融合による地域活性化のための教育研究拠点整
備

長野県上田市、東御市、坂城町、長和町、青木村

諏訪東京理科大学 諏訪が変わる、大学が変わる－地域活性コワーキング拠点の構築 長野県茅野市

松本大学 地域社会の新たな地平を拓く牽引力、松本大学
長野県松本市、塩尻市、安曇野市、大町市、諏訪市、飯田市、池
田町、木曽町、山形村、松川村、生坂村、筑北村、南箕輪村

岐阜経済大学 災害ボランティアを切り口としたＣＯＰ教育の推進 岐阜県大垣市

中部学院大学 支え合い、学び合い、育ち合う「地域・大学の共生事業」 岐阜県関市、各務原市

常葉大学
大災害を「生き残る、生き抜く」力を担う静岡圏人財育成拠点整
備

静岡県

静岡理工科大学 やらまいか精神の醸成による地域と大学の創成 静岡県袋井市

静岡産業大学 ”地域の元気”創造プロジェクト 静岡県磐田市、藤枝市

愛知学院大学 地域と大学が創造する「コミュニティ・ラーニング」 愛知県日進市

愛知工業大学 地域防災力向上に向けた企業防災教育・研究拠点形成 愛知県、愛知県豊田市

愛知学泉大学 ものづくり産業集積地域における次世代のＱＯＬを求めて 愛知県豊田市、岡崎市、みよし市、西春日井郡豊山町

中部大学 春日井市における世代間交流による地域活性化・学生共育事業 愛知県春日井市

名古屋学院大学
「地域の質」を高める「地」域連携・「知」識還元型まち育て事
業

愛知県名古屋市、瀬戸市

藤田保健衛生大学 超高齢社会の課題解決に貢献する医療人を育成 愛知県豊明市

日本福祉大学 『大学は地域の中へ、地域は大学の中へ』知多半島モデルの構築
愛知県美浜町、半田市、東海市、大府市、東浦町、知多市、阿久
比町、常滑市、武豊町、南知多町

桜花学園大学
変容する子ども・子育てをめぐる地域課題に貢献する大学革新事
業

愛知県、愛知県豊明市

名古屋文理大学 地域活性化プロデューサー育成プログラム 愛知県稲沢市

愛知工科大学
地元輸出企業と連携した学生主体のテーラーメイド型協同教育研
究

愛知県額田郡幸田町

名古屋産業大学 健康都市づくりのためのフィールドキャンパスの形成 愛知県尾張旭市

星城大学
地域共育で学生・市民の地域創出力を実践知まで高める拠点づく
り

愛知県東海市

皇學館大学 『おかげキャンパス伊勢』の構築－地域コミュニティ再生拠点－ 三重県伊勢市

四日市大学 四日市大学「協創のプラットホーム」～地域立大学への道 三重県、三重県四日市市

成安造形大学 「ものづくりの力」で社会イノベーションを創出する人材の育成 滋賀県、滋賀県大津市

平安女学院大学 女子大学から発信する「地域のおもてなし」プロジェクト 京都府京都市、大阪府高槻市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

聖泉大学 大学プラネタリウム化による地域文化のインキュベーション構想 滋賀県彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

京都学園大学 地域の『生きる』を支えてつながる『協育』プログラムの展開 京都府亀岡市、京都市右京区、中京区、下京区

京都産業大学 地元学区から展開する地域課題解決システムの構築 京都府京都市、京都市北区

京都文教大学
地域マネジメントとヒューマンケアによる持続的地域「共育」実
践

京都府宇治市、京都市伏見区

大阪経済大学
大阪・東淀川とつながる－地域を育て、地域に育てられる大学へ
－

大阪府大阪市東淀川区

大阪工業大学 地域のこどもたちの育成を目的とした社会貢献プログラム 大阪府大阪市旭区、枚方市

大阪電気通信大学 地域に密着した実践型教育システムの構築 大阪府四條畷市、寝屋川市

追手門学院大学
大阪府茨木市における、まちづくり・大学づくり産官民学連携事
業

大阪府茨木市

関西大学 地域を活かし続ける知の循環システム 大阪府吹田市、高槻市、堺市

関西医科大学 地域連携を活用した”良医”育成への取組 大阪府枚方市

関西外国語大学
学校と地域教育振興拠点・関西外大グローカルコミュニティの構
築

大阪府枚方市

近畿大学
地域一次産業活性化に貢献する次世代ＡＩ農業の実学教育研究拠
点

和歌山県

相愛大学 地域志向型教育体制の構築と相愛コミュニティの融合 大阪府大阪市、大阪市住之江区、大阪市中央区

摂南大学 人と共に、地域と共に、世界へ－グローカル人材の育成－
大阪府枚方土木事務所、大阪府寝屋川市、枚方市、交野市、門真
市、和歌山県すさみ町

阪南大学 地域活性化を担う地域イノベータの育成と教育改革 大阪府松原市、河内長野市、千早赤阪村、藤井寺市、羽曳野市

大阪国際大学
産・官・民・学協働による持続的・自立的な地域活力創出基盤の
形成

大阪府門真市

藍野大学
地域シーズに呼応できる次世代専門職の主体的学習ステージの創
出

大阪府茨木市

大阪河﨑リハビリテーション大学 地域・総合リハビリテーション研究拠点の形成 大阪府貝塚市

芦屋大学 「大学を核としたスポーツによる新たな価値の創造」事業 兵庫県芦屋市、西宮市、三田市、明石市、摂津市

関西学院大学 研究シーズ活用型地域マネジメント力育成サイクルの構築 兵庫県西宮市、三田市、大阪府大阪市

甲南女子大学 地域の活性化と学びの拠点－里山自然体験フィールド 兵庫県神戸市東灘区

神戸学院大学 地域のソーシャル・キャピタル醸成の中核を担う機能強化事業 兵庫県神戸市、明石市

神戸松蔭女子学院大学 女子大による女性のための地域ネットワーク拠点構想 兵庫県神戸市、神戸市灘区

神戸親和女子大学 地域の異世代間連携による子ども支援モデルの構築 兵庫県神戸市北区

園田学園女子大学 ＜地域＞と＜大学＞をつなぐ経験値教育プログラム 兵庫県尼崎市

武庫川女子大学 地（知）の生涯発達を支援する大学を目指して 兵庫県西宮市

流通科学大学
マーケティング人材養成によるソーシャルイノベーション創発事
業

兵庫県神戸市、明石市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

神戸芸術工科大学
デザインイノベーションをめざす「デザイン都市・神戸」推進事
業

兵庫県神戸市

関西国際大学 キャンパスと地域が共に元気になる取組 兵庫県三木市、尼崎市

兵庫医療大学 こうべ「健康づくり」拠点大学としての社学連携医療教育の構築 兵庫県神戸市

兵庫大学 「シティズンシップ教育」が拓く大学開放と地（知）の拠点形成 兵庫県加古川市

帝塚山大学 地域支援活動による新たな歴史文化価値とライフサポートの確立 奈良県、奈良県奈良市、生駒市、大阪府交野市

吉備国際大学 だれもが役割のある活きいきとした地域の創成 兵庫県、兵庫県南あわじ市、岡山県高梁市

広島修道大学 イノベーション・ブリッジによるひろしま未来協創プロジェクト 広島県、広島県広島市

福山大学 備後地域の持続可能なまちづくりのための人材育成 広島市福山市

広島国際大学 多職種人材の育成による地域包括ケアの未来創造 広島県、広島県東広島市、呉市、安芸太田町

日本赤十字広島看護大学
地域と大学の知の共育による地域健康力の増進－地域共助の拠点
－

広島県、広島県廿日市市

徳山大学
地域の文化・ソフト産業醸成にむけた「もやい」の教育・研究改
革

山口県周南市

山口東京理科大学 さんようおのだ「理工系地域立大学」の創成－協働による連携－ 山口県山陽小野田市

山口福祉文化大学 走れ！！コンテナ・ラボ－移動型研究室で地域の幸せＵＰ－ 山口県萩市、長門市、阿武郡阿武町

四国大学 青と緑の”ＳＵＤＡｃｈｉ”地域活性化プロジェクト
徳島県、徳島県三好市、板野郡藍住町、北島町、松茂町、三好郡
東みよし町

徳島文理大学 東四国の学公産民の交流連携とリカレント教育を通じた大学改革 徳島県、香川県、香川県さぬき市

四国学院大学 四国学院大学地域融合促進『地の塩』プロジェクト 香川県、香川県高松市、丸亀市、善通寺市、三豊市、琴平町

久留米大学 地域の特性を生かした持続的発展と活性化に貢献する久留米大学 福岡県久留米市

西日本工業大学 工学とデザインの融合による地域と大学の変革
福岡県北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、
上毛町、築上町

福岡大学 福岡大学・福岡市協働による「福岡まちづくり学」の創出 福岡県福岡市

九州国際大学 地域の自立性の向上を目指した地域連携型人づくり教育の構築 福岡県北九州市

久留米工業大学 工科系大学による高齢化過疎農村地域総合活性化支援事業 福岡県久留米市

西南女学院大学 村の力と大学の知による生活・産業の相乗効果的事業の構築 福岡県朝倉郡東峰村、北九州市立男女共同参画センタームーブ

長崎純心大学 地域の人々の学びを支援する人的資源活性化プログラム 長崎県、長崎県長崎市、西彼杵郡長与町、諫早市教育委員会

　長崎国際大学 東アジア観光戦略研究所設立及び地域観光振興支援事業 長崎県佐世保市

長崎ウエスレヤン大学
地域課題解決のためのまちづくりコンピテンシー開発プロジェク
ト

長崎県諫早市

熊本保健科学大学 災害時地域２次保健医療避難施設構築事業 熊本県熊本市

日本文理大学
地域との実践的協働学習体制による未来志向型地域創生拠点の構
築

大分県、大分県大分市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

立命館アジア太平洋大学 地域産業のグローバル化に貢献するインキュベーションセンター 大分県

鹿児島国際大学 内発的地域再生と地域福祉の推進－南大隈町との連携事業 鹿児島県肝属郡南大隈町

第一工業大学 高齢者が安心・安全・文化的に住める「霧島モデル」の構築 鹿児島県霧島市

沖縄大学
「那覇・近海離島圏」を循環する地と知の拠点活動～「島たび」
の流れに学びをのせて～

沖縄県那覇市、粟国村、久米島町、渡嘉敷村



【公立短期大学】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

大月短期大学 大月市”まちづくりセブン”事業～７つの地域活性化目標 山梨県大月市

静岡県立大学短期大学部 障がい児者をケアする静岡型自立支援モデルの開発と発信 静岡県静岡市



【私立短期大学】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

帯広大谷短期大学 「食」と「地域福祉」の再興・融合推進プロジェクト 北海道河東郡音更町

桜の聖母短期大学 フクシマで、地(知)生き(域)人(ジン)を育むための拠点整備事業 福島県福島市、南相馬市

埼玉純真短期大学 アニメーション作成による子どもの学び支援 埼玉県、埼玉県羽生市

国際学院埼玉短期大学 「食」を担う次世代人材育成のための体系的地域連携プログラム 埼玉県、埼玉県さいたま市

武蔵丘短期大学 目指せ地域の健康ハブ！Yes We Have！ 埼玉県吉見町、東松山市

昭和学院短期大学 バランスのよい地産地消の朝食をとる県民事業 千葉県、千葉県市川市、佐倉市

聖徳大学短期大学部 信頼と共感でつなぐ“ふるさと松戸”づくり―多主体間協働で― 千葉県松戸市

小田原女子短期大学 知の還流プロデュース事業～地域で育ち、地域を育てる～ 神奈川県小田原市

富山福祉短期大学
認知症予防活動で創る地域包括支援センター機能強化のための支
援

富山県射水市、高岡市

山梨学院短期大学
「食と育の情報センター」創設による教育・研究の充実と地域貢
献

山梨県

清泉女学院短期大学 地域活性化の担い手となる女子短大生の育成拠点事業 長野県長野市、千曲市

大垣女子短期大学
子育て日本一をめざす大垣市を支える女性力イノベーションの創
造

岐阜県大垣市

中部学院大学短期大学部 地域と大学で育む「清流長良川・いのちをつなぐ郷づくり」事業 岐阜県関市・美濃市・郡上市

華頂短期大学 女子力で「みんなが育む元気な村を」・水源の里を守り隊 京都府綾部市

大阪キリスト教短期大学 阿倍野学と安心子育て支援による地域コミュニティづくり 大阪府大阪市阿倍野区

大阪女子短期大学 食育活動による学童と保護者の食生活改善を目指す連携事業 大阪府藤井寺市

大阪音楽大学短期大学部
音楽知と技能を活用した音楽指導力による社会参加の機会創出支
援

大阪府豊中市

奈良佐保短期大学 奈良のくらしの向上をめざした学び・コミュニティー拠点の構築 奈良県、奈良県奈良市

和歌山信愛女子短期大学 子育て支援を主軸とした地（知）の拠点事業『きょう育の和』 和歌山県、和歌山県和歌山市

長崎短期大学
里山と離島のグローカルなまちづくり　地方短大提案の地域活性
化

長崎県佐世保市

別府溝部学園短期大学 別府市及び別府溝部学園短期大学との連携事業 大分県別府市

鹿児島女子短期大学 南北600㎞を巡る生涯学習キャンパス「かごしま元気塾」 鹿児島県



【国立高等専門学校】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

仙台高等専門学校 みやぎ発コミュニティ再生プロジェクト 宮城県仙台市、名取市

石川工業高等専門学校 情報および交流インフラによる＠ホームな地域連携の取組み 石川県津幡町

豊田工業高等専門学校 自然エネルギーを核にした豊田市中山間地域活性化 愛知県豊田市

鈴鹿工業高等専門学校 グローカルな価値協創型ＭＩＥものづくり・人づくり拠点の構築 三重県

松江工業高等専門学校 国際舞台で戦う中小企業で活躍するグローカルエンジニア教育 島根県

津山工業高等専門学校 美作国１３００年の雄飛－新たな美しい古里のための学府建立
岡山県津山市、真庭市、美作市、美咲町、鏡野町、勝央町、奈義
町、久米南町、西栗倉村、新庄村

呉工業高等専門学校 呉地域活性化に貢献する融合・複合型総合教育プログラム 広島県呉市

広島商船高等専門学校
離島の知の拠点形成－離島高専の教育研究と離島の振興・活性化
－

広島県大崎上島町

大島商船高等専門学校 島スクエア・サザン瀬戸にぎわい作りチャレンジ教育 山口県柳井市，周防大島町，平生町，田布施町，上関町

香川高等専門学校
高専発・学生・教職員・地域一体となった地域産業創出プログラ
ム

香川県高松市、三豊市

鹿児島工業高等専門学校 知の拠点鹿児島高専を活かした霧島市「住みたくなる街づくり」 鹿児島県霧島市

沖縄工業高等専門学校 響きあって ともにつくる名護のひと 沖縄県名護市



２．共同申請

大学等名称 学校種 事業名称 連携自治体等

岩手県立大学 公立大学

岩手県立盛岡短期大学部 公立短大

岩手県立宮古短期大学部 公立短大

会津大学 公立大学

会津大学短期大学部 公立短大

上越教育大学 国立大学

新潟県立看護大学 公立大学

富山国際大学 私立大学

富山短期大学 私立短大

金沢星稜大学 私立大学

北陸学院大学 私立大学

小松短期大学 私立短大

金沢学院大学 私立大学

金沢学院大学短期大学 私立短大

中京学院大学 私立大学

中京学院大学中京短期大学部 私立短大

鈴鹿国際大学 私立大学

鈴鹿短期大学 私立短大

京都工芸繊維大学 国立大学

舞鶴工業高等専門学校 国立高専

京都光華女子大学 私立大学

京都光華女子大学短期大学部 私立短大

大阪市立大学 公立大学

大阪府立大学 公立大学

プール学院大学 私立大学

プール学院大学短期大学部 私立短大

神戸常盤大学 私立大学

神戸常盤大学短期大学部 私立短大

希望郷いわて創造プロジェクト事業 岩手県

会津から世界に響く、八重（やえ）の奏（かな）で 福島県会津若松市、喜多方市、双葉郡大熊町

E-JMIK「教育と健康」が日常的に語られる地域づくり 新潟県上越市、妙高市、糸魚川市、柏崎市

地域「とやま」をキャンパス＆フィールドとする知の協働拠点
創造

富山県、富山県富山市

石川の「地」と「知」を創る連携型人財育成システムの構築 石川県、石川県輪島市、穴水町、金沢市、小松市

食と運動、芸術による”地域の健康”創造プロジェクト 石川県、石川県金沢市

市街（まち）をキャンパスに 岐阜県中津川市、瑞浪市、恵那市

多文化共生コーディネーター育成事業 三重県鈴鹿市

京都の産業・文化芸術拠点形成とK１６プロジェクト
京都府、京都府京都市、舞鶴市、京丹後市、綾部市、宮津市、
福知山市

大都市圏における中小規模大学の地域志向化改革の実践 京都府京都市右京区

大阪の再生・賦活と安全・安心の創生をめざす地域志向教育の
実践

大阪府、大阪府大阪市

地域社会における発達障害を有する子ども・若者への総合的支
援

大阪府、大阪府堺市

対話でフューチャーイノベーション　地域愛を育む神戸常盤モ
デル

兵庫県神戸市、神戸市長田区



大学等名称 学校種 事業名称 連携自治体等

島根県立大学 公立大学

島根県立大学短期大学部 公立短大

新見公立大学 公立大学

新見公立短期大学 公立短大

くらしき作陽大学 私立大学

倉敷芸術科学大学 私立大学

倉敷市立短期大学 公立短大

高松大学 私立大学

高松短期大学 私立短大

西南学院大学 私立大学

福岡工業大学 私立大学

福岡歯科大学 私立大学

福岡医療短期大学 私立短大

佐賀大学 国立大学

西九州大学 私立大学

地域と大学の共育・共創、共生に向けた縁結びプラットフォー
ム

島根県、島根県松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江
津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町

学生・大学と地域住民の相互支援活動を通して中山間地域を創
る

岡山県新見市

口腔保健による超高齢地域の社会活性化支援と問題解決力教育 福岡県、福岡県福岡市

コミュニティ・キャンパス佐賀アクティベーション・プロジェ
クト

佐賀県、佐賀県佐賀市、神埼市、唐津市、小城市、鹿島市、嬉
野市、吉野ヶ里町

「産学公民」共創による文化産業都市「倉敷」イノベーション
事業

岡山県倉敷市

コンパクトシティ高松の創造と協働 香川県高松市

地域が求める人材育成・輩出のための産官学連携プロジェクト 福岡県福岡市


