
（１）申請件数

単独申請 共同申請 合　計

228 9 237

（２）設置形態別参加大学等数

単独申請 共同申請 合　計

国立 21 1 22

公立 38 0 38

私立 128 10 138

小計 187 11 198

公立 4 0 4

私立 18 7 25

小計 22 7 29

国立 18 0 18

公立 1 0 1

私立 0 0 0

小計 19 0 19

国立 39 1 40

公立 43 0 43

私立 146 17 163

合計 228 18 246
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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
地域環境エネルギー技術を活かす次世代イノベーション型人材育
成

北海道室蘭市、登別市、伊達市、北海道胆振総合振興局

北見工業大学 実践的教育による地域活性化「ブルースカイオホーツク！」 北海道オホーツク総合振興局、北海道北見市

弘前大学 青森ブランドの価値を創る地域人財の育成 青森県、青森県弘前市

茨城大学 茨城と向き合い、地域の未来づくりに参画できる人材の育成事業
茨城県、茨城県水戸市、日立市、阿見町、高萩市、常陸太田市、
常陸大宮市、東海村、大洗町、茨城町

群馬大学 活力ある群馬の未来を担う３C人材の育成 群馬県

お茶の水女子大学
０歳から生涯にわたる教育イノベーションのための拠点形成プロ
ジェクト

東京都文京区

横浜国立大学 かながわのグローカルな共創発展社会を担う人材育成とハブ構築
神奈川県、神奈川県横浜市、横浜市保土ヶ谷区、川崎市、山梨県
都留市

長岡技術科学大学 雪国の課題解決を通した地域互恵関係構築と革新型技術者の育成 新潟県長岡市、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町

富山大学 高志の国活性化拠点－元気とやまを育む人材育成－ 富山県、富山県富山市、高岡市、魚津市

山梨大学 食のブランド化と美しい里づくりに向けた地（知）の拠点づくり 山梨県

静岡大学 地域発展の礎となる“ふじのくに”コミュニティの構築 静岡県、静岡県静岡市、浜松市

三重大学 地域との多面的対話教育（MIE）による地域志向人材（財）育成 三重県、三重県四日市市、津市、伊賀市、志摩市、尾鷲市

滋賀大学 びわ湖世界にかがやく＜滋賀びと＞の育成
滋賀県、滋賀県高島市、長浜市、米原市、彦根市、多賀町、愛荘
町、東近江市、近江八幡市、野洲市、守山市、草津市、湖南市、
大津市、栗東市教育委員会

和歌山大学 南紀熊野「KUMAGUSU（熊楠）ジュニア」育成プロジェクト 和歌山県、和歌山県田辺市、新宮市、白浜町、上富田町

山口大学 『地』と『知』の好循環による地域未来創成を担う人材育成 山口県、山口県山口市、宇部市

徳島大学 徳島大学地域の宝創生事業

徳島県、徳島県徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、
阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井
町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島
町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町

愛媛大学 地域の未来をステークホルダーと共に創る実践的人材の育成
愛媛県、愛媛県松山市、今治市、新居浜市、西条市、四国中央
市、東温市、宇和島市、八幡浜市、西予市、愛南町

福岡教育大学 学校の地の拠点化を担う実践型教員養成～むなかたCBLの創出～ 福岡県宗像市、福津市

熊本大学 活力ある地域社会を共に創る火の国人材育成事業
熊本県、熊本県熊本市、水俣市、天草市、菊池市、阿蘇市、芦北
町

大分大学 人口減少時代を見据えた地域社会の仕組みづくり 大分県、大分県豊後大野市

鹿児島大学
火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム～進取の精神を
持つグローカル人材養成～

鹿児島県、鹿児島県鹿児島市、薩摩川内市、与論町

申請大学一覧



【公立大学】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

公立はこだて未来大学 まちなかデザインハブを拠点としたはこだてITリエゾンの展開 北海道函館市、北斗市、七飯町

名寄市立大学 北・北海道定住自立圏の未来をひらく『ケア』の専門職育成事業
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

青森公立大学
青森公立大学地域連携事業－中心市街地活性化への主体的取組み
－

青森県青森市、七戸町、佐井村、西目屋村

青森県立保健大学 あおもり健やか力（ヘルスリテラシー）向上プロジェクト 青森県、青森県青森市

秋田県立大学
少子高齢化の最先行地域「あきた」の元気創造を目指すひとづく
り

秋田県、秋田県三種町、大潟村、秋田市、美郷町、由利本荘市、
にかほ市

茨城県立医療大学
地域志向の医療職育成，地域協働によるまちづくりと知の拠点整
備

茨城県阿見町

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

埼玉県立大学 地域包括ケアを担う連携基盤型人材の育成 埼玉県

産業技術大学院大学
品川区のものづくり次世代人材の育成と地域課題の解決、交流支
援

東京都品川区

神奈川県立保健福祉大学 地域の力を活かしたヒューマンサービスを担う人材育成事業 神奈川県、神奈川県横須賀市、三浦市、葉山町

新潟県立看護大学 看護学生と地域住民が共に成長する健康なまちづくり 新潟県上越市、妙高市、糸魚川市

新潟県立大学 新潟県の地域課題解決と地域志向型人材の育成 新潟県、新潟県新潟市、佐渡市、津南町

石川県立看護大学
認知症予防とケアの地（知）の拠点形成～教員の個別ゼミとカリ
キュラム改革を通して～

石川県かほく市、宝達志水町

金沢美術工芸大学 交流拠点都市金沢における美術工芸イニシアティブ 石川県金沢市

福井県立大学 幸福度日本一の福井に学び明日を拓く人材を育てる 福井県

都留文科大学 むかし城下町、いま大学町の地域づくり・人づくり 山梨県都留市

長野県看護大学
健康長寿の暮しを支える里山看護と認知症予防コミュニティの創
成

長野県、長野県駒ケ根市、阿南町

岐阜薬科大学 美濃本草でつなぐ地と知のスマートウェルネスぎふ教育都市構想 岐阜県岐阜市

静岡県立大学
次世代と創る！「からだ×こころ×地域」ふじのくに健康長寿拠
点

静岡県、静岡県静岡市、牧之原市

静岡文化芸術大学
包摂的で創造的な地域の実現－多様な文化の連携と協働の実践か
ら

静岡県、静岡県浜松市

愛知県立大学 愛・地（知）域共創圏 愛知県、愛知県長久手市、豊田市、日進市、尾張旭市

名古屋市立大学 子ども青少年「すこやかなごや」ひとづくり・まちづくり 愛知県名古屋市

京都府立大学
京の和食文化を担う文理融合型リーダー「和食つなぎびと」の育
成

京都府

奈良県立医科大学 地域医療に貢献する人材育成と健康ネットワーク事業 奈良県橿原市、高取町、明日香村

和歌山県立医科大学 大規模災害時の自助能力向上のための市民・大学連携プログラム 和歌山県海南市

鳥取環境大学 「麒麟の地と知」の創造を担う教育研究拠点
鳥取県、鳥取県鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、兵庫
県新温泉町



岡山県立大学
生き活き岡山－新高齢社会のデザインに向けた地（知）の拠点創
り

岡山県総社市、笠岡市、備前市、真庭市

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」の活用による人材育成 広島県尾道市

福山市立大学
キャンパスは街　”地域知センター”が支える子育てのまちづく
り

広島県福山市

下関市立大学 共創によるグローカル人材育成を推進するための地域拠点づくり 山口県下関市、長門市

香川県立保健医療大学 地と知で創ろう子ども未来プロジェクト 香川県高松市

高知県立大学 域学共生－学部横断型教育による高知らしい生活の場づくり－ 高知県、高知県土佐市、香美市、佐川町、津野町

福岡女子大学 女性がグローカルに活躍するための地域実践力形成型教育の構築 福岡県、福岡県福岡市

福岡県立大学 地域理解教育を基盤にした地域と人々を繋ぎ直す公共人材養成
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

熊本県立大学 『もやいすと』育成と産官学民の対話と協働で拓く地域の未来 熊本県、熊本県八代市、天草市、和水町、相良村、五木村

沖縄県立看護大学 「なーふぁぬ結い」をつむぐ保健看護の拠点創造事業 沖縄県那覇市

名桜大学 学生と島人によるやんばる（山原）ひとまちづくりプロジェクト
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

札幌大学 個人の尊厳を守る共生社会の担い手を育む共育キャンパスづくり 北海道

北海学園大学
広域地域課題解決のための北海道型地（知）のネットワークの共
創

北海道

北海道科学大学 北海道における広域教育連携ネットワークの構築 北海道札幌市手稲区、幕別町、上富良野町、猿払村

北海道医療大学 地域連携と多職種協働教育を通した新医療人の育成 北海道当別町

道都大学 地（知）の創発～地域資源を活用した人材育成～ 北海道北広島市

北海道情報大学 「食と健康と情報」を基盤とした健康まちづくりと人づくり 北海道、北海道江別市

稚内北星学園大学 地域の教育力向上とまちづくりで協働する地（知）の拠点整備 北海道稚内市、利尻町

青森大学 共生型地域社会あおもりを目指す「協働エンジン」の拠点構築 青森県、青森県青森市、平内町

八戸学院大学 強い元気な美しい街を目指す『地（知）域連携拠点整備事業』 青森県八戸市

青森中央学院大学 人々を魅了する地域づくりの仕掛けと新たな連携組織の構築事業 青森県、青森県十和田市、むつ市

仙台大学 健康スポーツ・健康運動・運動と栄養改善ネットワーク形成事業
宮城県村田町、柴田町、女川町教育委員会、亘理町教育委員会、
角田市教育委員会、丸森町教育委員会

東北学院大学 地域共生教育による持続的な「ひと」づくり「まち」づくり 宮城県仙台市、多賀城市

東北工業大学 オールせんだいライフデザイン実践教育共創事業 宮城県仙台市

東北福祉大学
都市と里山の特色を活かした地域共創教育～地域を担う人材育成
～

宮城県仙台市青葉区、七ヶ宿町

宮城学院女子大学
女性の底力を引き出す地域再生モデル－小規模で地道な活動の連
鎖

宮城県仙台市

尚絅学院大学 なとりと共に『つながる・学ぶ・動く』人づくり基盤整備事業 宮城県名取市

日本赤十字秋田看護大学
「街ぐるみの軽度認知障害の早期発見・予防」～まごのじじばば
かで～

秋田県五城目町

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

いわき明星大学 震災復興を牽引する「ふくしま」地域リーダーの人材育成 福島県、福島県いわき市

茨城キリスト教大学 子育てネイバーの養成と地域展開－ネイバライズド・ＣＯＣ－ 茨城県日立市、常陸太田市

常磐大学 共生社会に向けた犯罪・事故のない安全・安心文化の創造 茨城県、茨城県水戸市

筑波学院大学 「地域コミュニケーション」が結ぶ地域の絆、高める地域の質 茨城県、茨城県つくば市

日本ウェルネススポーツ大学 利根町に於けるCOCを目指しての拠点整備事業 茨城県利根町

共愛学園前橋国際大学 地学一体化加速プロジェクト：持続的「地（知）の拠点」創成へ 群馬県、群馬県前橋市、伊勢崎市

群馬医療福祉大学 Activation of life 前橋　藤岡　生き活きプロジェクト 群馬県前橋市、藤岡市

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、日高市、毛呂山町、越生町、東京都千
代田区



大学等名称 事業名称 連携自治体等

駿河台大学 SHIP master（地域(ふね)を動かす人材）育成プロジェクト 埼玉県飯能市、入間市、日高市

十文字学園女子大学 新座市をキャンパスに！＋（プラス）になる人づくり,街づくり 埼玉県新座市

ものつくり大学
空家再生ゼロエミッションケアハウスによる元気なまちづくり事
業

埼玉県行田市

浦和大学 社会的孤立・防止事業－社会的包摂に向けた地（知）の拠点形成 埼玉県さいたま市

日本薬科大学 健康づくりに漢方の知を活かすコミュニティファーマシーの創成 埼玉県伊奈町

淑徳大学
魅力創造発信地域ブランド形成のためのシティプロモーション手
法の開発

東京都板橋区、千葉県千葉市、埼玉県三芳町

千葉商科大学
地域をビジネスチャンスに変える人材を作る地域密着型大学の創
出

千葉県市川市、東京都江戸川区

麗澤大学
学生の成長を地域の活力に、地域課題の解決を学生の社会力育成
に

千葉県柏市

聖徳大学 創造的で活力ある少子高齢社会のモデル都市実現プロジェクト 千葉県松戸市

城西国際大学 都心・近郊・リゾート型地域連携の融合が育む未来共創人材
東京都千代田区、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
防災・郷土教育を積み上げた、人に優しく安心して住める地域創
り

千葉県銚子市

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

順天堂大学
おばあちゃんの地（知）恵袋　小屋　静岡発！多文化共生まちづ
くり

東京都文京区、千葉県印西市、浦安市、静岡県三島市

昭和大学 医工連携を基盤とした安全・安心・健康な地域社会の創生 東京都品川区、大田区、神奈川県横浜市、山梨県富士吉田市

昭和女子大学 ソーシャルデザインの拠点＝インキュベーション[NEST] 東京都世田谷区

大正大学 世代間交流による　としま「安全・安心」のまち共創事業 東京都豊島区

東京女子体育大学 スポーツ交流が創る生き生きコミュニティの出会いと感性の教育 東京都国立市、立川市

東京農業大学 食農の総合産業化アグリ・フードプロデューサー創成プログラム
北海道綱走市、新潟県佐渡市、東京都世田谷区、神奈川県厚木
市、伊勢原市、群馬県川場村、山梨県小菅村、福島県相馬市、茨
城県阿見町

日本体育大学 健康で豊かなスポーツライフを構築するために 東京都世田谷区、神奈川県横浜市、横浜市青葉区

東京都市大学
街をまるごとキャンパス化－「次世代郊外型都市」に向けた市民
力アップ構想－

東京都世田谷区、神奈川県横浜市、川崎市

東京工科大学
「コーオプ教育」「産学公連携」を通じたひとづくり・地域活性
化事業

東京都八王子市、大田区

東京工芸大学 いわゆる「ポンチ絵」プロジェクト～メディア活用プレゼン教育 東京都中野区、神奈川県厚木市

嘉悦大学
郊外都市小平の課題を解決し活力をもたらす、こだいら人材育成
事業

東京都小平市

白梅学園大学 地域包括ケア　ベース白梅～東京都小平市西地区の自立と再生 東京都小平市

帝京平成大学
「大学と地域を結ぶ知の循環」健やか・安心・活力のあるまちづ
くり

東京都豊島区、中野区、千葉県市原市

文教大学 教育ど真ん中・「地学地就」の連携教育で地域の足腰を鍛える 神奈川県茅ケ崎市、埼玉県越谷市



大学等名称 事業名称 連携自治体等

関東学院大学
神奈川発・豊かで安心してくらせる地域共生社会創造プロジェク
ト

神奈川県、神奈川県横浜市、横須賀市、小田原市、逗子市、葉山
町

神奈川工科大学 地域協働人材育成と安心・安全な先進まちづくり 神奈川県厚木市

新潟薬科大学 「健康自立社会」を拓く地（知）の拠点・新潟秋葉モデルの確立 新潟県新潟市、新潟市秋葉区

敬和学園大学
フィールド型アクティブラーニングによる地域社会の担い手の育
成

新潟県新発田市、聖籠町

新潟工科大学 世界一のエネルギーのまち未来づくり～３A教育人材育成～ 新潟県柏崎市、刈羽村

新潟医療福祉大学 「優れたQOLサポーター育成」と「健幸都市づくり」の共創事業 新潟県新潟市、新潟市北区

事業創造大学院大学 事業創造人材教育を通じた新潟市まちなか再生プロジェクト 新潟県新潟市

富山国際大学
４段階地域課題探究プロセスによる課題解決型人材育成プログラ
ム

富山県富山市

金沢学院大学 “地域の元気”創造プロジェクト 石川県、石川県金沢市、小松市

北陸学院大学
誰もが暮らし続けられる地域を創造する人を育てる地（知）の拠
点

石川県、石川県金沢市、輪島市

仁愛大学 地域に貢献できる実践力を育成するための知の拠点づくり 福井県越前市

山梨学院大学
共有知の地域内循環を促す人財創造拠点～「人は城」プロジェク
ト

山梨県、山梨県甲府市、笛吹市

山梨英和大学 人間文化学による互恵的山梨コミュニティ創生 山梨県、山梨県甲府市、笛吹市、甲州市、山梨市

長野大学 地域ぐるみで若者育成～コミュニティ人材養成プロジェクト～ 長野県上田市、坂城町、青木村

松本歯科大学 口の健康を「育てる」・「守る」・「取り戻す」 長野県、長野県塩尻市、松本市

諏訪東京理科大学
“考えて、創って、広める”諏訪連携アカデミックイノベーショ
ン

長野県茅野市

佐久大学 健康長寿都市「佐久」を支える地域協働型人材育成プロジェクト 長野県佐久市

常葉大学
社会貢献を活かす常葉大学改革と地域生活者の「価値空間」の形
成

静岡県、静岡県静岡市、浜松市、富士市

愛知学院大学 地域課題解決型の経験学習による地域振興人材育成プログラム 愛知県名古屋市、名古屋市北区、日進市

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、愛知県豊田市、岡崎市

同朋大学 学生と地域で取り組む社会福祉と歴史文化の街づくり 愛知県名古屋市中村区

日本福祉大学 持続可能な『ふくし社会』を担う『ふくし・マイスター』の養成 愛知県美浜町、半田市、東海市

愛知工科大学 居ながらにして世界とともに歩み続ける人・モノ・地域づくり 愛知県蒲郡市、幸田町

星城大学
地域共育で学生・市民の地域創生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
『伊勢志摩定住自立圏共生学』教育プログラムによる地域人材育
成

三重県伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊
勢町、明和町

四日市大学 産業と環境の調和をめざす四日市における人材育成と大学改革 三重県、三重県四日市市

成安造形大学 「ものづくり力」で社会の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



大学等名称 事業名称 連携自治体等

聖泉大学 集い・語り・学びあう大学づくりによる地域支援人材の育成 滋賀県彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

びわこ学院大学 東近江『三方よし』コラボレーション 滋賀県東近江市

京都学園大学 特産野菜の開発・普及等による地域の６次産業の振興 京都府亀岡市

京都光華女子大学
専門職連携による健康支援拠点－女性による地域エンパワーメン
ト

京都府京都市右京区

京都橘大学 京都・洛東（山科醍醐）と湖国を結ぶ『響・育』地域創造事業 京都府京都市、滋賀県、滋賀県大津市、守山市、野洲市

明治国際医療大学
健康長寿と安全・安心のスポーツ活動支援による地域の再生・活
性化プロジェクト

京都府南丹市

京都文教大学 京都府南部地域ともいき（共生）キャンパスで育てる地域人材 京都府宇治市、京都市伏見区

大阪医科大学 「医療」と「知」の拠点における地域活性型ケアシステムの構築 大阪府高槻市

大阪樟蔭女子大学
くすのき地域協創事業－女性「知」による地域支援と学びの創造
－

大阪府東大阪市、門真市

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

相愛大学 咲洲リバイタルプランと地域志向型教育カリキュラムの融合 大阪府大阪市、大阪市教育委員会、大阪市住之江区、中央区

阪南大学 大阪のへそ松原　３Sコミュニティモデルの創造と実践 大阪府松原市

プール学院大学
共生社会の為のインクルーシブ教育システム構築に向けた人材育
成

大阪府堺市、泉大津市

羽衣国際大学
「ソーシャルキャピタル」を育む地域プラットフォームと人づく
り

大阪府堺市、高石市、泉大津市

大阪河﨑リハビリテーション大学 地域リハビリテーション・ファシリテーター（CBRF）の育成 大阪府貝塚市

甲子園大学 宝塚人『元気』倍増計画 兵庫県宝塚市

神戸女子大学 地域と共に神戸のくらしと文化を育む地（知）の拠点づくり 兵庫県神戸市、神戸市須磨区、中央区

神戸親和女子大学 循環型ＯＮ×ＯＦＦキャンパス教育による地域指向人材の育成 兵庫県神戸市

流通科学大学 「まちなみキャンパス」を舞台とする地（知）の拠点構想 兵庫県神戸市

関西国際大学
ハイ・インパクト・プラクティスを通した学士力の育成と安心安
全まちづくり～みんなが住みたくなるまち三木・尼崎～

兵庫県三木市、尼崎市

兵庫大学 シティズンシップ教育が拓く「大学開放２．０」 兵庫県加古川市、稲美町

神戸常盤大学
大学と地域が織りなすユニフィケーション～省察的実践力の育成
～

兵庫県神戸市、神戸市長田区

神戸情報大学院大学 震災を乗り越えた神戸北野と創る市民主導防災プラットホーム 兵庫県神戸市

帝塚山大学
古都奈良の地域活性化と住民サポートに向けた教育による人材育
成

奈良県、奈良県奈良市、生駒市、香芝市、五條市

美作大学 地域をキャンパスとした学びで、地方人材育成の拠点づくり 岡山県津山市、鏡野町

山陽学園大学 地域ケアと広域災害への拠点形成をめざす「おかやま」創造事業 岡山県岡山市

広島国際学院大学 ＜信和・協同・実践＞による安芸まちづくり魅力・活力向上事業 広島県広島市安芸区



大学等名称 事業名称 連携自治体等

福山大学 備後地域の中核となる幅広い職業人の育成プロジェクト 広島県福山市

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 「地域社会と共に発展する地域立大学」の創世 山口県山陽小野田市

四国大学 とくしまで学び育てる地域貢献型人材育成事業 徳島県、徳島県徳島市、美馬市

徳島文理大学
地域を歩いて”みて、きいて、かんじる”阿讃地域課題解決への
道

徳島県、徳島県徳島市、香川県、香川県さぬき市、高松市

九州産業大学
歴史・自然・伝統を活かした福岡玄海東部地域活性化プロジェク
ト

福岡県福岡市、宗像市

久留米大学 筑後川流域を学びの場とする 福岡県久留米市、日田市、八女市、大川市

西南学院大学 地域活性化福岡モデルの構築と地域貢献人材の育成 福岡県福岡市

西日本工業大学 工学とデザインの融合による人を育て地域を拓く拠点づくり事業
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 多様な「知」の結集による福岡まちづくりと人材育成の推進 福岡県福岡市

九州国際大学 地域連携による地域課題解決型の人材育成 福岡県北九州市

久留米工業大学 シンプルで安価な農業機器開発を通じての学生教育と地域活性化 福岡県久留米市、八女市

長崎総合科学大学
緑の知の拠点と海洋・環境産業特区を活かした人材育成プログラ
ム

長崎県、長崎県長崎市、平戸市

長崎純心大学 長崎の歴史と文化を継承する人づくり－世代をこえて学び合う－ 長崎県長崎市

　長崎国際大学 いきいき健康長寿を支える長崎県北地域コミュニティ拠点の形成 長崎県、長崎県佐世保市、平戸市、西海市

崇城大学
フードバレー推進のための学生ファシリテーター・起業家育成支
援

熊本県

日本文理大学
豊かな心と実践的専門力で創る地域の未来－豊の国おおいたモデ
ル

大分県、大分県大分市、豊後大野市

九州保健福祉大学 いのち育み、共に支え合い、幸福度の高い魅力的地域の創生 宮崎県延岡市

鹿児島国際大学 大隅地域の内発的地域再生－南大隈町との連携活動 鹿児島県南大隈町

志學館大学
学生派遣型地域研修を核とした人材育成・地域研究の基盤整備事
業

鹿児島県

沖縄国際大学 世代を超えた学びへの地域連携プロジェクト 沖縄県宜野湾市

沖縄大学 那覇を支える地域共創の市民教育～自治と福祉の学びの場～ 沖縄県那覇市



【公立短期大学】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

会津大学短期大学部 原子力災害に伴う風評被害を払拭する「会津モデル」の創造

福島県、福島県会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見
町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂
下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、美里町、大熊
町

大月短期大学
”里山ぐらし大月”練磨カレッジ～里山師匠と地域リーダーの育
成

山梨県、山梨県大月市

新見公立短期大学 子どもから高齢者までが満足して暮らせる地域づくり事業 岡山県新見市

大分県立芸術文化短期大学 全学生が参加するアート・文化・情報発信による地域づくり 大分県、大分県大分市、竹田市



【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 人と地域の循環型共育システム創出プロジェクト 北海道音更町

国際学院埼玉短期大学
多主体協働で『食のコミュニティ』創設を担う食育推進人材の育
成

埼玉県さいたま市

武蔵丘短期大学 ≪比企サイセイ≫プロジェクト－街の絆と健康の拠点化整備事業 埼玉県吉見町、東松山市

昭和学院短期大学 昭和学院短期大学・市川高齢者いきいき事業 千葉県市川市

富山福祉短期大学 地域をつなぐ福祉コンシェルジュの育成と拠点づくり 富山県、富山県射水市、高岡市

小松短期大学 「知（智）・仁・勇」の心を育む地域志向の教育改革 石川県小松市

愛知江南短期大学 保育・食育教育で支える地域の子育て支援拠点大学事業 愛知県江南市

大垣女子短期大学 地域を志向した教育的取組による女性力イノベーションの実践 岐阜県大垣市

愛知文教女子短期大学
地域で活（生）きるつなぎ手育成－「備災」も学ぶ生涯学習事業
－

愛知県稲沢市

京都聖母女学院短期大学
人材育成プラットホーム形成事業－わ・食（WA・SHOKU）育活動
－

京都府、京都府京都市、舞鶴市

香川短期大学 健康で活力ある地域づくりと伝統文化の進化創生モデル事業 香川県宇多津町、坂出市、丸亀市

今治明徳短期大学 今治明徳短期大学　地（知）の拠点整備事業 愛媛県今治市

香蘭女子短期大学 地域から学ぶ、地域に貢献するシティズンシップ教育 福岡県福岡市南区

精華女子短期大学
地域に学び、地域と共に育ち、地域に尽くすコミュニティカレッ
ジ

福岡県春日市

長崎短期大学 させぼ食を基点とした地域活性化　地方短大提案の合併地域振興 長崎県佐世保市

別府溝部学園短期大学 「おんせん県おおいた」を支える人材の育成事業 大分県別府市

鹿児島純心女子短期大学 過疎地域の活性化事業－錦江町モデルと「逞しい女性」の共育－ 鹿児島県錦江町

鹿児島女子短期大学 すこやかLife支援プロジェクトin鹿児島 鹿児島県、鹿児島県鹿児島市、奄美市



【国立高等専門学校】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

八戸工業高等専門学校 青森のリソース・コンピテンシィ育成拠点プログラム 青森県八戸市

一関工業高等専門学校
共創力アップで地域課題から知的財産と人の絆を生み出す地域再
生

岩手県県南広域振興局、岩手県一関市

仙台高等専門学校 ゲーミフィケーション活用型地域問題解決人材育成プロジェクト 宮城県仙台市、名取市

鶴岡工業高等専門学校
小・中・高専・地域企業連携による地域志向型アントレプレナー
の育成

山形県鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町

小山工業高等専門学校
工業都市の環境資源を利活用した小山市スマートコミュニティ計
画

栃木県、栃木県小山市

富山高等専門学校 “水の王国とやま”を担う人材育成 富山県、富山県富山市、射水市、黒部市、南砺市、立山町

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

沼津工業高等専門学校
富士のくに未来創成－人材育成と課題解決拠点「高専メソッド」
－

静岡県、静岡県沼津市、三島市、富士市、富士宮市、御殿場市、
裾野市、伊豆市、伊豆の国市、長泉町、清水町、函南町、小山町

豊田工業高等専門学校 自然エネルギー活用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 次世代の「ものづくり社会」を生き抜く人・まちづくり拠点 三重県鈴鹿市、四日市市、亀山市

和歌山工業高等専門学校 紀らめく知の拠点形成－紀中・紀南地域の発展を目指して－
和歌山県、和歌山県御坊市、田辺市、美浜町、日高町、由良町、
印南町、みなべ町、日高川町

松江工業高等専門学校 地域コミュニティエンジニア育成”島根だんだんプロジェクト” 島根県、島根県松江市、出雲市、安来市、浜田市

津山工業高等専門学校 中山間地域の教育危機を救え－－高専型イノベーション人材育成
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

徳山工業高等専門学校
周南コンビナートを支えるプラント関連技術者育成のための拠点
作り

山口県周南市、下松市、光市

阿南工業高等専門学校 南阿波から世界へ発信、IT×ものづくりマイクロビジネスの創成 徳島県阿南市、牟岐町

香川高等専門学校
実践的技術者人材をはぐくむ地方都市における地（知）の拠点整
備

香川県、香川県高松市、三豊市

鹿児島工業高等専門学校 故郷や地域への関心・理解を深め、地域に貢献できる人材の育成 鹿児島県霧島市

沖縄工業高等専門学校 あけみおキャンパス～共学・協働による、ひと・まちづくり～ 沖縄県名護市



【公立高等専門学校】

大学等名称 事業名称 連携自治体等

神戸市立工業高等専門学校 神戸の人材育成拠点づくり 兵庫県神戸市



２．共同申請

大学等名称 学校種 事業名称 連携自治体等

旭川医科大学 国立大学

旭川大学 私立大学

札幌大谷大学 私立大学

札幌大谷大学短期大学部 私立短大

東北文教大学 私立大学

東北文教大学短期大学部 私立短大

清泉女学院大学 私立大学

清泉女学院大学短期大学 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

中部学院大学 私立大学

中部学院大学短期大学部 私立短大

鈴鹿国際大学 私立大学

鈴鹿短期大学 私立短大

くらしき作陽大学 私立大学

倉敷芸術科学大学 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

長生き信州　いきいきコミュニティ創造プログラム 長野県長野市、千曲市、信濃町

市街（まち）をキャンパスに 岐阜県中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

口から健康社会を身護る邪馬台ネットワーク絆形成 福岡県、福岡県福岡市

「くらしき若衆」と育ちあうサスティナブル・コミュニティ倉
敷

岡山県倉敷市

多文化共生社会実現のための高度職業人の育成 三重県鈴鹿市

生涯健康をめざす共生型コミュニティの構築：いきいき若鮎プ
ラン

岐阜県関市、各務原市

中核市旭川圏の豊かなコミュニティ形成を目指す教育プロジェ
クト

北海道、北海道上川総合振興局、旭川市、幌加内町

響きあうコミュニティ：芸術・文化をシーズとした共助循環の
創出

北海道札幌市、札幌市東区

多世代「働協」によるコミュニティ再生と、そのための人材育
成プログラム

山形県山形市、上山市
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