
（１）申請件数

20

（２）事業に参画する大学数（設置形態別）

うち申請大学数

国立 19 14

公立 12 4

私立 34 2

小計 65 20

公立 0 0

私立 6 0

小計 6 0

国立 9 -

公立 0 -

私立 0 -

小計 9 -

国立 28 14

公立 12 4

私立 40 2

合計 80 20

※申請大学：事業実施の中心となり、事業申請の際の申請者となる大学

合　計

参画する大学数

令和２年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事
業」申請状況

件　　数

大　学

短期大学

高等専門学校

※参画する大学：プログラムに参加し、事業に取り組む大学等



最終更新日：2020/8/6

設置
形態

大学が
ある都
道府県

大学名称 事業名称 参加大学等 参加自治体
幹事校
申請

公立 宮城県 宮城大学

次の10年の地域の産業を切り
拓く、アントレプレナーシッ
プ人材の育成「3D-Next
（Destination Design for
Next Decade）プログラム」
の構築

石巻専修大学、兵庫県立大学、宮城
学院女子大学

宮城県、女川町
女川みらい創造、アスヘノキボウ、
女川町観光協会、女川町商工会、第
２期女川町復興連絡協議会

私立 宮城県 東北学院大学
みやぎ・せんだい情報活用型
人材の地域協働による育成

尚絅学院大学、聖和学園短期大学、
仙台大学、仙台白百合女子大学、仙
台高等専門学校、宮城学院女子大学

宮城県、仙台市
七十七銀行、仙台銀行、東日本電信
電話、仙台商工会議所、宮城県情報
サービス産業協会

国立 山形県 山形大学
やまがた創生人材育成プログ
ラム構築事業

東北芸術工科大学、東北公益文科大
学、鶴岡工業高等専門学校

山形県、山形市、米沢市、鶴岡市、
酒田市

山形銀行、きらやか銀行、荘内銀
行、山形県商工会議所連合会、山形
中小企業家同友会　等

国立 新潟県 新潟大学
地域課題解決を核とした学部
生・院生・社会人の共修シス
テム開発

事業創造大学院大学 新潟県、新潟市
広報しえん、新潟経済同友会、新潟
県経営者協会、新潟県中小企業団体
中央会、新潟県商工会連合会　等

国立 福井県 福井大学
未来に向けて地域定着を志す
若者を育む地域創生人材の育
成

福井県立大学、福井工業大学、仁愛
大学、敦賀市立看護大学、福井医療
大学、仁愛女子短期大学、福井工業
高等専門学校

福井県
福井県商工会議所連合会、福井県経
営者協会、福井経済同友会、福井県
医師会、福井県看護協会　等

○

公立 山梨県 山梨県立大学
VUCA時代の成長戦略を支える
実践的教育プログラム

山梨大学、山梨英和大学 山梨県
山梨総合研究所、やまなし産業支援
機構、やまなし観光推進機構、タン
ザワ、萌木の村　等

国立 長野県 信州大学
地域基幹産業を再定義･創新
する人材創出プログラム
「ENGINE」

富山大学、金沢大学 長野県、富山県、石川県
タッチポイント、リンクアンドモチ
ベーション、RBX、SCOP、長野県経営
者協会　等

○

国立 岐阜県 岐阜大学
ぎふ創生を協創する出口一体
型人材育成プログラムの構築

名古屋大学、岐阜薬科大学、中部学
院大学、岐阜協立大学、日本福祉大
学

岐阜県、岐阜県市長会、岐阜県町村
会

十六銀行、大垣共立銀行、マイナ
ビ、岐阜県経営者協会、岐阜県イン
ターンシップ推進協議会

○

国立 静岡県 静岡大学
物流・交通システムの革新を
目指す"ふじのくに"未来デザ
イン人材育成事業

沼津工業高等専門学校 静岡県、静岡市 鈴与

国立 三重県 三重大学
地域協働による三重創生デー
タサイエンス人材育成プログ
ラム

鈴鹿医療科学大学、鳥羽商船高等専
門学校

三重県
井村屋グループ、住友電装、百五銀
行、三重銀行、三重交通　等

国立 滋賀県 滋賀医科大学

医療イノベーションの学びに
もとづく地域の健康創生プロ
ジェクト～SHIGA地域定着型
Community Health Workerの
養成～

滋賀大学、滋賀県立大学 滋賀県、大津市、草津市
ニプロ、グンゼ、叶 匠壽庵、滋賀銀
行、関西みらい銀行　等

公立 京都府 京都府立大学
京都府における地方創生人材
育成

京都府立医科大学、舞鶴工業高等専
門学校

京都府 京都府立林業大学校

国立 兵庫県 神戸大学
ひょうご五国の多様性を活か
した都市農村往還型の地域人
材育成

園田学園女子大学 兵庫県、神戸市
神戸商工会議所、兵庫県経営者協
会、兵庫工業会、神戸新聞社

国立 鳥取県 鳥取大学
戦略的人材育成と多面的交流
展開による地域定着促進プロ
ジェクト

公立鳥取環境大学、鳥取看護大学、
鳥取短期大学、米子工業高等専門学
校

鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、
境港市、岩美町、八頭町、若桜町、
智頭町、湯梨浜町、三朝町、北栄
町、琴浦町、日吉津村、大山町、南
部町、伯耆町、日南町、日野町、江
府町

鳥取大学振興協力会、米子工業高等
専門学校振興協力会、鳥取県教育委
員会、鳥取県私立学校協会、鳥取県
商工会議所連合会 等

公立 岡山県 岡山県立大学
「吉備の杜」創造戦略プロ
ジェクト－雑草型人材育成を
目指して－

ノートルダム清心女子大学、中国学
園大学

岡山県、笠岡市、総社市、備前市、
赤磐市、真庭市

中国銀行、山陽新聞社、RSK山陽放
送、おかやまコープ、岡山県立大学
協力会　等

国立 広島県 広島大学
ひろしまの未来を創る産業中
核人材育成プロジェクト

広島市立大学、比治山大学、広島経
済大学、広島工業大学、広島女学院
大学

広島県、広島市、呉市、尾道市、福
山市、三次市、東広島市、廿日市
市、江田島市、北広島町、世羅町

エフピコ、オタフクソース、サタ
ケ、サンエー、ダイキョーニシカワ
等

国立 徳島県 徳島大学
とくしま創生人材・企業共創
プログラム

四国大学、四国大学短期大学部、徳
島文理大学、徳島工業短期大学、阿
南工業高等専門学校

徳島県

徳島経済同友会、徳島県経営者協
会、徳島県商工会議所連合会、徳島
県商工会連合会、徳島県中小企業団
体中央会　等

国立 香川県 香川大学
うまげなかがわで働いてみま
い～うどん県就労体験プロ
ジェクト～

高松大学、四国学院大学、芝浦工業
大学、津田塾大学、東京農業大学

香川県
百十四銀行、香川銀行、香川経済同
友会、香川県中小企業家同友会

私立 長崎県 長崎国際大学

産学官連携による未来型地方
創生｢健康・医療・福祉・保
育｣人材育成システム構築事
業　＝人材教育＋実践的な職
業教育＋ホスピタリティ＋リ
カレント教育

長崎短期大学 佐世保市 -

国立 沖縄県 琉球大学
島嶼地域の未来を創る交通
ネットワーク・臨空臨港型産
業人材育成プロジェクト

沖縄工業高等専門学校 沖縄県
日本トランスオーシャン航空、琉球
エアーコミューター、MRO Japan、琉
球海運

申請大学等一覧

※参加企業等については、計画調書の記載順に最初の5社のみを記載。


