
（1）申請・採択件数

申請数 採択数 申請数 採択数 申請数 採択数

299 48 20 4 319 52

（2）設置形態別申請・採択大学等数

申請数 採択数 申請数 採択数 申請数 採択数

国立 48 20 3 2 51 22

公立 51 11 7 3 58 14

私立 164 14 16 1 180 15

小計 263 45 26 6 289 51

公立 2 0 6 1 8 1

私立 22 2 10 0 32 2

小計 24 2 16 1 40 3

国立 12 1 1 1 13 2

公立 0 0 0 0 0 0

私立 0 0 0 0 0 0

小計 12 1 1 1 13 2

国立 60 21 4 3 64 24

公立 53 11 13 4 66 15

私立 186 16 26 1 212 17

合計 299 48 43 8 342 56
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平成２５年度　地（知）の拠点整備事業　申請・採択状況
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○単独申請

大学等名称 設置形態 事業名称 連携自治体

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

岩手大学 国立 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 国立 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 国立 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 国立 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 国立 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

宇都宮大学 国立 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（仮称） 栃木県、栃木県宇都宮市

千葉大学 国立 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

金沢大学 国立 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 国立 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 国立 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 国立 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

京都大学 国立 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

鳥取大学 国立 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 国立 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

広島大学 国立 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

香川大学 国立 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

高知大学 国立 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

宮崎大学 国立 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

琉球大学 国立 ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋） 沖縄県

札幌市立大学 公立 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

横浜市立大学 公立 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

富山県立大学 公立 「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

山梨県立大学 公立 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

滋賀県立大学 公立 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

神戸市看護大学 公立 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 公立 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

奈良県立大学 公立 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

山口県立大学 公立 「知の融合」と「異世代交流」による地域活力の創生 山口県

長崎県立大学 公立 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

平成２５年度　地（知）の拠点整備事業　採択大学等一覧



大学等名称 設置形態 事業名称 連携自治体

大分県立看護科学大学 公立 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

東北公益文科大学 私立 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

高崎商科大学 私立 「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

東京国際大学 私立 「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（仮称） 埼玉県川越市

東海大学 私立 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

杏林大学 私立 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

芝浦工業大学 私立 「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

長岡大学 私立 長岡地域＜創造人材＞養成プログラム 新潟県長岡市

金沢工業大学 私立 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

松本大学 私立 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

名古屋学院大学 私立 「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

中部大学 私立 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

園田学園女子大学 私立 ＜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

吉備国際大学 私立 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 私立 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

聖徳大学短期大学部 私立 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

和歌山信愛女子短期大学 私立 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

広島商船高等専門学校 国立 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

○共同申請

大学等名称 設置形態 事業名称 連携自治体

京都工芸繊維大学 国立

舞鶴工業高等専門学校 国立

大阪市立大学 公立

大阪府立大学 公立

島根県立大学 公立

島根県立大学短期大学部 公立

佐賀大学 国立

西九州大学 私立

大阪府、大阪府大阪市

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

京都の産業・文化芸術拠点形成とK１６プロジェクト

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

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

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

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

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


