
１．申請・採択数 （コースⅠ～Ⅲの計）

２．申請・採択数詳細 （コース別、学校種別のプログラム数）

★ コースⅠ （DX分野リテラシープログラムの開発・実施）

★ コースⅡ （DX分野等リスキルプログラムの開発・実施）

★ コースⅢ （重要分野のリカレントプログラムの開発・実施)
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※上記の他、コースⅣ（プログラム実施・拠点構築の支援・分析、横展開に向けた取組）について、
    ２件の申請があり、うち１件を採択（いずれも民間企業）。

専門学校 10 15 6 6

計 74 102 48 57

大 学 58 81 39 48

高等専門学校 6 6 3 3

令和３年度
ＤX等成長分野を中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業

～申請・採択状況～

申 請 採 択

機関数 プログラム数 機関数 プログラム数



コースⅠ （DX分野リテラシープログラムの開発・実施）

学校種 都道府県 機関名 プログラム名

国立 大学 秋田県 秋田大学 DX分野リテラシープログラムの開発・実施

国立 大学 茨城県 筑波大学
女性のためのオフィスワークDX推進プログラム
【DX（ビジュアライゼーション）×女性活躍】

国立 大学 千葉県 千葉大学
キャリアアップを見据えた介護・医療・福祉DX＋人
材育成プログラム

私立 大学 東京都 事業構想大学院大学
社内クリエイター養成プログラム（DX推進人材育成
コース）

私立 大学 東京都 帝京大学 DX基礎人材育成およびMOS資格取得プログラム

私立 大学 東京都 早稲田大学
定着率の高い就職・転職を支援するDX人材育成プ
ログラム

国立 大学 福井県 福井大学
産学官金連携による「ふくい型アプレンティス」プロ
グラム（DX人材養成）

私立 大学 愛知県 同朋大学
「共に学ぶ」「共に育つ」新しい介護福祉DX人材育
成のためのリカレント教育推進事業

私立 大学 京都府 京都女子大学 文系女子のためのDX入門プログラム

公立 大学 福岡県 北九州市立大学 everiGo WEB系プログラマ・DX人材育成プログラム

国立 高等 岩手県 一関工業高等専門学校 中東北ものづくりDXビルドアップアカデミー

私立
専門
学校

東京都
職業教育研究開発セ
ンター

テクノロジーを利活用して介護DXを進める、現場
実践能力の高い介護職の効果的な養成プログラ
ム開発及びその就職・転職に関する有効性を確認
する実証研究

私立
専門
学校

岡山県 中国デザイン専門学校
岡山県DX分野リテラシーのリカレント教育プログラ
ムの開発と実践

私立
専門
学校

岡山県 日本ITビジネスカレッジ
ジブンをDX化！ITスキルも身に付く介護DX人材養
成プログラム

私立
専門
学校

広島県 穴吹ビジネス専門学校 ＤＸ分野リテラシープログラム

私立
専門
学校

山口県 学校法人YIC学院
課題解決型DX人材育成プログラム（観光・サービ
ス業を中心として）

【採択内訳】大学１０、高専１、専門学校５ （計１６プログラム）

採択先一覧



コースⅡ （DX分野等リスキルプログラムの開発・実施）

学校種 都道府県 機関名 プログラム名

公立 大学 宮城県 宮城大学
看護DXリカレント教育：みやぎテレナース育成プロ
グラム～ジェネラリストナースの地域課題解決型看
護＆遠隔看護スキルの獲得・強化～

公立 大学 宮城県 宮城大学 「Downstreamから学ぶDX」リスキリングプログラム

公立 大学 東京都
東京都立産業技術大
学院大学

モノづくり分野の価値創造力育成のためのAIIT型リ
スキリングプログラム

私立 大学 東京都 青山学院大学
2022年度青山情報システムアーキテクト育成プロ
グラム初級クラス（ADPISA-E）

私立 大学 東京都 青山学院大学
2022年度青山情報システムアーキテクト育成プロ
グラム中級クラス（ADPISA-M）

私立 大学 東京都 帝京大学 社内DXリーダー育成プログラム

私立 大学 東京都 東京理科大学
DX時代を先導するハイブリッド人材のための“リス
キル×アドオン”プログラム

私立 大学 東京都 東洋大学 Open Smart City に向けたDX 人材育成プログラム

私立 大学 東京都 立教大学 DX変革リーダー育成プログラム

私立 大学 東京都 早稲田大学 スマートエスイーDXコース

私立 大学 石川県 金沢工業大学 組織活性化に向けたDXリスキル教育プログラム

国立 大学 山梨県 山梨大学
ドローンとAIを活用したDX推進データサイエンティ
スト人材養成プログラム

国立 大学 三重県 三重大学
ＤＸによる中小企業の事業再構築・新事業創出を
担える人材の育成

私立 大学 大阪府 大阪観光大学
観光DX 人材育成講座応用編（DMO  に必要な観
光DX 講座）

私立 大学 大阪府 大阪キリスト教短期大学 保育DX人材養成プログラム

国立 大学 兵庫県 神戸大学
Society 5.0と地方創生を加速させる次世代DXリー
ダ育成プログラム

私立 大学 兵庫県 関西学院大学
【DX×AI】アプリの開発・活用による課題解決スキ
ル向上プログラム

国立 大学 岡山県 岡山大学 デジタルヘルス人材育成プログラム

公立 大学 福岡県 北九州市立大学 everiPro 産業DXリスキリングプログラム

国立 大学 佐賀県 佐賀大学

「北部九州DXリスキル地域連携プログラム」4高専
および日本マイクロソフト社等連携協定企業による
北部九州DX人材プラットフォーム－Sagallege（サガ
レッジ）－

国立 高専 福岡県 北九州工業高等専門学校
「次世代スマート工場」の製造マネジメント人材育
成プログラム

【採択内訳】大学２０、高専１、専門学校０ （計２１プログラム）



コースⅢ （重要分野のリカレントプログラムの開発・実施)

学校種 都道府県 機関名 プログラム名

国立 大学 東京都 東京学芸大学 教育イノベーション推進人材育成プログラム

国立 大学 東京都 東京学芸大学 教育支援協働推進人材育成プログラム

私立 大学 愛知県 日本福祉大学
リカレント教育×就職支援のDX推進による福祉業
界でのセカンドキャリア形成プログラム

私立 大学 兵庫県 神戸市看護大学 地元看護を担う看護師リカレント教育

私立 大学 兵庫県 園田学園女子大学
育休職場復帰/就職/転職/起業支援「凛としてしなやか
に～地域とつながる女性応援～ブラッシュアップ・プログ
ラム」

国立 大学 島根県 島根大学 島根大学農林業就業支援リカレント教育プログラム

国立 大学 愛媛県 愛媛大学 地域創生イノベーター育成プログラム

国立 高専 徳島県 阿南工業高等専門学校
とくしま発！建設業DX指標を用いたトリプルWINリカレン
ト事業（女性活躍社会の実現，人材不足分野における
マッチング促進，建設業の担い手確保）

国立 大学 北海道 小樽商科大学
DX時代の次世代介護ミドルマネジャー育成プログ
ラム

国立 大学 茨城県 筑波技術大学
視覚障害を有する鍼灸あん摩マッサージ指圧師が開業
して活躍するための基礎をつくるプログラム

国立 大学 茨城県 筑波技術大学
聴覚障害者のための共生社会実現力育成プログ
ラム【DXリスキル】

私立 大学 東京都 事業構想大学院大学
次世代みちのく地域イノベーター養成プログラム～
SHU・HA・RI～

国立 大学 石川県 金沢大学
地域企業の中核を担う「地域企業次世代リーダー」
育成プログラム

私立 大学 大阪府 大阪医科薬科大学 重要分野のリカレント教育プログラム開発・実施

国立 大学 山口県 山口大学
野外型３D映像低遅延ライブ配信システムを活用した農
業・動物介在産業における職業実践力育成プログラム
の開発実施

公立 大学 山口県 山口東京理科大学 薬剤師のDX分野等スキルアッププログラム

私立 大学 福岡県 中村学園大学 食MBAアドバンスコース

国立 大学 佐賀県 佐賀大学
妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目ない支援を
提供する助産師・保健師のリスキルプログラム

国立 大学 鹿児島県 鹿児島大学 林業デジタル人材リスキルプログラム

私立
専門
学校

京都府
京都ホテル観光ブラ
イダル専門学校

京都発・女性活躍を推進するホスピタリティ人材養
成リカレントプログラム開発・実証事業

コースⅣ （プログラム実施・拠点構築の支援・分析、横展開に向けた取組）  採択１件

事業名

ＤＸ等成長分野を中心とした就職・転職支援のため
のリカレント教育推進事業

機関名

ＰwＣコンサルティング合同会社

【採択内訳】大学１８、高専１、専門学校１ （計２０プログラム）

リテラシー

リスキル
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