
私立大学等改革総合支援事業 選定状況

注：(   ) 内は昨年度〔30年度〕 ※タイプ３プラットフォーム型共通設問及びタイプ４の満点は選定時加点項目を含む。
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タイプ１
【特色ある教育の

展開】

397 131 33% 184 47 26% 2 0 583 178 31% 89 48

(420) (142) (34%) (200) (64) (32%) (2) (1) (622) (207) (33%) (84) (55)

タイプ２
【特色ある高度な
研究の展開】

67 39 58% 7 1 14% 0 0 74 40 54% 58 22

タイプ３
【地域社会への貢献】

地域連携型
180 47 26% 54 8 15% 0 0 234 55 24% 54 30

プラットフォーム型
※( )内は30年度タイプ５
「プラットフォーム形成」

144 102 71％ 50 29 58％ 1 0 195 131 67％
共通78※

個別50
共通48
個別17

(178) (100） (56％) (69) (34) (49％) (0) (0) (247) (134) (54％) ― －

タイプ４
【社会実装の推進】
※( )内は30年度タイプ２
「産業界との連携」

89 51 57% 10 1 10% 0 0 99 52 53% 60※ 26

(100) (47) (47%) (16) (2) (13%) (1) (0) (117) (49) (42%) (52) (24)

延べ数

877 370 42％ 305 86 28％ 3 0 1,185 456 38％ － －

(939) (394) (42%) (312) (105) (34％) (3) (1) (1254) (500) (40％) － －

実数計

447 242 54% 203 68 33% 2 0 652 310 48% － －

(457) (260) (57%) (212) (85) (40％) (2) (1) (671) (346) (52％) － －



1

タイプ３プラットフォーム型 選定状況

注：(   ) 内は昨年度〔30年度〕タイプ５

申請数 選定数

地方型 都市型 合計 地方型 都市型 合計

プラットフォーム数 20 11
31

14 9
23

(39) (23)

大学等数 90 105
195

63 68
131

(247) (134)

大学 短大 高専 総計

形成数 申請数 選定数 形成数 申請数 選定数 形成数 申請数 選定数 形成数 申請数 選定数

私立 231 144 102 82 50 29 1 1 0 314 195 131

国公立 62 ― ― 3 ― ― 11 ― ― 76 ― ―

計 293 144 102 85 50 29 12 1 0 390 195 131

【参考】プラットフォーム形成数と申請数・選定数の関係



私立大学等改革総合支援事業（タイプ３プラットフォーム型） 選定プラットフォーム一覧

プラットフォーム名 都市型・地方型 特定の地域

青森市産官学連携プラットフォーム 地方型 単独市区 青森市（青森県）

山形県未来創造プラットフォーム 地方型 単独市区 山形市（山形県）

宇都宮市創造都市研究センター 地方型 単独市区 宇都宮市（栃木県）

めぶく。プラットフォーム前橋 地方型 単独市区 前橋市（群馬県）

埼玉東上地域大学教育プラットフォーム（TJUP） 都市型 複数市
入間市・越生町・熊谷市・坂戸市・狭山市・鶴ヶ島市・滑川町・鳩山町

飯能市・東松山市・日高市・毛呂山町・吉見町（埼玉県）

大学コンソーシアム市川産官学連携プラットフォーム 都市型 単独市区 市川市（千葉県）

ちば産学官連携プラットフォーム 都市型 単独市区 千葉市（千葉県）

世田谷プラットフォーム 都市型 単独市区 世田谷区（東京都）

千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム 都市型 単独市区 千代田区（東京都）

金沢市近郊 私立大学等の特色化推進プラットフォーム 地方型 複数市 金沢市・白山市・野々市市・内灘町（石川県）

福井県産学官連携プラットフォーム 地方型 単独府県 福井県

プラットフォーム ふじのくに地域･大学コンソーシアム 地方型 単独府県 静岡県

豊田市高等教育活性化推進プラットフォーム 都市型 単独市区 豊田市（愛知県）

彦根・長浜地域における学術文化教育基盤形成を目的とした
大学・短期大学・地域連携プラットフォーム

地方型 複数市 彦根市・長浜市（滋賀県）

大学コンソーシアム京都 都市型 単独府県 京都府

大阪府内地域連携プラットフォーム 都市型 単独府県 大阪府

ひょうご産官学連携協議会 都市型 単独府県 兵庫県

とっとりプラットフォーム５＋α 地方型 単独府県 鳥取県

とくしま産学官連携プラットフォーム 地方型 単独府県 徳島県

福岡未来創造プラットフォーム 地方型 単独市区 福岡市（福岡県）

九州西部地域大学・短期大学連合産学官連携プラットフォーム 地方型 複数県 長崎県・佐賀県

大学コンソーシアム熊本 地方型 単独府県 熊本県

大学等による「おおいた創生」推進協議会 地方型 単独府県 大分県


