
（１）選定件数

40

（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 44 35

公立 39 3

私立 102 2

小計 185 40

公立 6 0

私立 25 0

小計 31 0

国立 30 0

公立 0 0

私立 1 0

小計 31 0

国立 74 35

公立 45 3

私立 128 2

合計 247 40

合　計

※参画する大学：COC+申請大学及びCOC+に参加する大学

※申請大学：COC+申請大学

　　平成２７年度「地（知）の拠点大学による地方創生
　　推進事業（COC+）」選定状況

件　　数

参画する大学数

大　学

短期大学

高等専門学校

※申請件数：56件



設置
形態

大学等名称 事業名称 参加大学 参加自治体 参加企業等

国立 室蘭工業大学
「ものづくり・人材」が拓く
「まち・ひと・しごとづく
り」

北見工業大学、北海道科学大学、千歳科
学技術大学、苫小牧工業高等専門学校、
旭川工業高等専門学校、釧路工業高等専
門学校

北海道、北海道室蘭市、北見市、札幌
市、千歳市、苫小牧市、旭川市、釧路市

北海道経済同友会、北海道経済連合会、北洋銀行、北海道銀行、日本政策
投資銀行北海道支店 他

国立 弘前大学
オール青森で取り組む「地域
創生人財」育成・定着事業

青森県立保健大学、東北女子大学、八戸
工業大学、弘前学院大学、八戸学院大
学、青森中央学院大学、弘前医療福祉大
学、青森中央短期大学、八戸工業高等専
門学校

青森県、青森県青森市、弘前市、八戸
市、むつ市

青森朝日放送、青森銀行、青森県銀行協会、青森県信用組合、青森テレビ
他

国立 岩手大学
ふるさといわて創造プロジェ
クト

岩手県立大学、富士大学、盛岡大学、岩
手県立大学盛岡短期大学部、岩手県立大
学宮古短期大学部、一関工業高等専門学
校

岩手県、岩手県盛岡市、宮古市、大船渡
市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、
一関市、陸前高田市、釜石市、八幡平
市、奥州市、滝沢市、矢巾町、金ケ崎
町、岩泉町

岩手県商工会議所連合会、岩手県商工会連合会、岩手経済同友会、岩手県
中小企業団体中央会、岩手県中小企業家同友会　他

国立 秋田大学
超高齢・人口減少社会におけ
る若者の地元定着の促進と若
者の育成

秋田県立大学、秋田工業高等専門学校 秋田県
秋田商工会議所、秋田県商工会連合会、秋田県中小企業団体中央会、秋田
県ふるさと定住機構、秋田銀行　他

私立 東北学院大学
みやぎ・せんだい協働教育基
盤による地域高度人材の育成

宮城教育大学、東北工業大学、石巻専修
大学、尚絅学院大学、仙台大学、仙台白
百合女子大学、東北生活文化大学、宮城
学院女子大学、聖和学園短期大学、東北
生活文化大学短期大学部、仙台高等専門
学校

宮城県、宮城県仙台市 七十七銀行、仙台銀行、ETIC.、ワカツク、知識創発研究所

国立 山形大学
協働・循環型「やまがた創
生」人材育成事業

山形県立米沢栄養大学、東北公益文科大
学、東北文教大学、東北文教大学短期大
学部、鶴岡工業高等専門学校、

山形県、山形県山形市、米沢市、鶴岡
市、酒田市、上山市、長井市、西川町、
真室川町、飯豊町、三川町、庄内町、遊
佐町、戸沢村

山形県商工会議所連合会、山形県商工会連合会、山形県工業会、山形県銀
行協会、山形県信用金庫協会　他

国立 福島大学
ふくしまの未来を担う地域循
環型人材育成の展開

東日本国際大学、桜の聖母短期大学、福
島工業高等専門学校

福島県
福島県商工会連合会、福島商工会議所、郡山商工会議所、会津若松商工会
議所、いわき商工会議所　他

国立 茨城大学
茨城と向き合い茨城に根ざ
し、未来を育む地域協創人材
養成事業

茨城県立医療大学、茨城キリスト教大
学、常磐大学、茨城工業高等専門学校

茨城県 茨城産業会議、雇用人材協会

国立 宇都宮大学
輝くとちぎをリードする人材
育成地元定着推進事業

東京農工大学、帝京大学、芝浦工業大
学、人間総合科学大学、小山工業高等専
門学校

栃木県
栃木県経済同友会、栃木県経営者協会、栃木県産業振興センター、栃木県
商工会議所連合会、栃木県商工会連合会　他

私立
共愛学園前橋
国際大学

持続的地方創生共同体形成プ
ログラム：若者定着県域総ぐ
るみ計画

高崎商科大学、上武大学、明治学院大学
群馬県、群馬県前橋市、高崎市、伊勢崎
市、富岡市

群馬県商工会議所連合会、群馬県中小企業同友会、前橋商工会議所、群馬
銀行、しののめ信用金庫　他

国立 千葉大学
都市と世界をつなぐ千葉地方
圏の”しごと”づくり人材育
成事業

敬愛大学
千葉県、千葉県いすみ市、勝浦市、横芝
光町、

日本政策金融公庫、千葉銀行、京葉銀行、サイボウズ、千葉日報社　他

国立 新潟大学
「ひと・まち・しごと」創生
を循環させるNIIGATA人材の育
成と定着

新潟県立大学、敬和学園大学、事業創造
大学院大学、新潟国際情報大学、新潟青
陵大学、新潟青陵大学短期大学部

新潟県、新潟県新潟市 亀田製菓、コロナ、第四銀行、新潟日報社、ブルボン　他

国立 富山大学
富山全域の連携が生み出す地
方創生　－未来の地域リー
ダー育成－

富山県立大学、富山国際大学、富山短期
大学、富山福祉短期大学、富山高等専門
学校

富山県、富山県富山市、高岡市、魚津
市、黒部市、滑川市、射水市、氷見市、
小矢部市、砺波市、南砺市、朝日町、入
善町、上市町、立山町、舟橋村

富山県商工会議所連合会、ＹＫＫ、インテック、北陸銀行、富山銀行　他

国立 金沢大学
金沢・加賀・能登で地域思考
型教育による夢と志を持つ人
材養成

石川県立大学、石川県立看護大学、金沢
工業大学、金沢学院大学、金沢星稜大
学、金城大学、北陸大学

石川県、石川県金沢市、七尾市、小松
市、輪島市、珠洲市、加賀市、白山市、
能美市、野々市市、穴水町、能登町

北陸銀行、北國銀行、小松製作所（コマツ粟津工場）、PFU、大学コンソー
シアム石川　他

国立 福井大学
地域創生の担い手を育み活気
あるふくいを創造する５大学
連携事業

福井県立大学、敦賀市立看護大学、福井
工業大学、仁愛大学

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　他

国立 山梨大学
オールやまなし11＋1大学と地
域の協働による未来創生の推
進

山梨県立大学、横浜市立大学、山梨学院
大学、身延山大学、山梨英和大学、大月
短期大学、山梨学院短期大学、帝京学園
短期大学

山梨県、山梨県甲府市、山梨市、大月
市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、甲
州市、中央市、身延町

山梨県商工会議所連合会、山梨県中小企業団体中央会、山梨県商工会連合
会、山梨県経営者協会、やまなし産業支援機構　他

国立 岐阜大学
岐阜でステップ×岐阜にプラ
ス　地域志向産業リーダーの
協働育成

中部学院大学、中部大学、日本福祉大学 岐阜県 岐阜県経営者協会、十六銀行、大垣共立銀行、マイナビ

国立 静岡大学
静大発“ふじのくに”創生プ
ラン

浜松医科大学、電気通信大学、静岡県立
大学、静岡文化芸術大学、東海大学、愛
知学院大学、沼津工業高等専門学校

静岡県、静岡県静岡市、浜松市、富士
市、三島市、沼津市、富士宮市、御殿場
市、伊豆市、裾野市、長泉町、清水町、
函南町、小山町

静岡新聞社、静岡放送、静岡銀行、清水銀行、静岡信用金庫　他

国立 三重大学
地域イノベーションを推進す
る三重創生ファンタジスタの
養成

三重県立看護大学、四日市大学、皇學館
大学、鈴鹿大学、鈴鹿医療科学大学、四
日市看護医療大学、鈴鹿大学短期大学
部、三重短期大学、高田短期大学、鈴鹿
工業高等専門学校、鳥羽商船高等専門学
校、近畿大学工業高等専門学校

三重県
アーリーバード、ICDAホールディングス、伊藤工機、医用工学研究所、オ
ズ海島遊民くらぶ　他

国立
京都工芸繊維

大学

北京都を中心とする国公私・
高専連携による京都創生人材
育成事業

京都府立大学、京都学園大学、舞鶴工業
高等専門学校

京都府
京都工業会、丹後機械工業協同組合、福知山商工会議所、舞鶴商工会議
所、綾部商工会議所　他

選定事業一覧



設置
形態

大学等名称 事業名称 参加大学 参加自治体 参加企業等

国立 神戸大学
地域創生に応える実践力養成
ひょうご神戸プラットフォー
ム

兵庫県立大学、神戸市看護大学 兵庫県、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 奈良女子大学
共創郷育：「やまと」再構築
プロジェクト

奈良工業高等専門学校
奈良県、奈良県下市町、十津川村、野迫
川村

奈良経済同友会、奈良テレビ放送、南都銀行、奈良交通、奈良県農業協同
組合　他

国立 和歌山大学
わかやまの未来を切り拓く若
者を育む“紀の国大学”の構
築

大阪府立大学、大阪市立大学、摂南大
学、和歌山信愛女子短期大学、和歌山工
業高等専門学校、

和歌山県 和歌山県経営者協会、和歌山県中小企業団体中央会、紀陽銀行

公立 岡山県立大学
地域で学び地域で未来を拓く
‘生き活きおかやま’人材育
成事業

岡山大学、岡山理科大学、ノートルダム
清心女子大学、就実大学、山陽学園大
学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大
学、吉備国際大学

岡山県、岡山県倉敷市、笠岡市、総社
市、備前市、真庭市、高梁市

岡山県経済団体連絡協議会、岡山県商工会議所連合会、岡山県経営者協
会、岡山経済同友会、岡山県中小企業団体中央会　他

公立 広島市立大学
観光振興による「海の国際文
化生活圏」創生に向けた人材
育成事業

広島大学、尾道市立大学、広島経済大
学、広島工業大学、広島国際大学、安田
女子大学

広島県広島市、呉市、竹原市、三原市、
大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田
市、江田島市、尾道市、安芸太田町、北
広島町、府中町、海田町、熊野町、坂
町、山口県岩国市、柳井市、

中国経済連合会、広島商工会議所、広島経済同友会、広島県経営者協会、
オタフクソース　他

国立 鳥取大学
学生と社会の相互交流による
人材育成・地元定着促進プロ
グラム

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、大山町、南部町、伯耆町、日南
町、日野町、江府町、日吉津村

鳥取県産業振興機構、鳥取県商工会議所連合会、鳥取県商工会連合会、鳥
取県中小企業団体中央会、鳥取銀行　他

国立 島根大学
地域未来創造人材の育成を加
速するオールしまね協働事業

島根県立大学、島根県立大学短期大学
部、松江工業高等専門学校

島根県
協同組合島根県鐡工会、島根経済同友会、島根県商工会連合会、島根県商
工会議所連合会、島根県中小企業家同友会　他

国立 山口大学
やまぐち未来創生人材育成・
定着促進事業

山口県立大学、徳山大学、山口学芸大
学、宇部フロンティア大学、山口東京理
科大学、東亜大学、至誠館大学、山口芸
術短期大学、宇部工業高等専門学校、徳
山工業高等専門学校、大島商船高等専門
学校

山口県、山口県下関市、宇部市、山口
市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光
市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、
山陽小野田市、周防大島町、和木町、上
関町、田布施町、平生町、阿武町

アデリー、宇部興産、西京銀行、サマンサジャパン、大晃機械工業　他

国立 徳島大学
とくしま元気印イノベーショ
ン人材育成プログラム

四国大学、徳島文理大学、四国大学短期
大学部、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　他

国立 香川大学
うどん県で働こうプロジェク
ト～能動学修による地域の魅
力発見

香川県立保健医療大学、四国学院大学、
香川高等専門学校

香川県
高松商工会議所、丸亀商工会議所、坂出商工会議所、観音寺商工会議所、
多度津商工会議所　他

国立 愛媛大学
地域の未来創生に向けた
“愛”ある愛媛の魅力発見プ
ロジェクト

聖カタリナ大学、松山東雲女子大学、聖
カタリナ大学短期大学部、今治明徳短期
大学、松山東雲短期大学

愛媛県
愛媛県商工会議所連合会、愛媛県商工会連合会、愛媛県中小企業団体中央
会、愛媛経済同友会、愛媛県中小企業家同友会　他

国立 高知大学
まち・ひと・しごと創生　高
知イノベーションシステム

高知県立大学、高知工科大学、高知工業
高等専門学校

高知県
土佐経済同友会、高知県中小企業家同友会、高知県工業会、高知県経営者
協会

公立
北九州市立大

学

「北九州・下関まなびとぴ
あ」を核とした地方創生モデ
ルの構築

九州工業大学、下関市立大学、九州歯科
大学、九州共立大学、九州国際大学、九
州女子大学、産業医科大学、西南女学院
大学、西日本工業大学、九州栄養福祉大
学、梅光学院大学、北九州工業高等専門
学校

福岡県、福岡県北九州市、下関市 北九州商工会議所、北九州活性化協議会、下関商工会議所

国立 佐賀大学
さが地方創生人材育成・活用
プロジェクト

九州龍谷短期大学、佐賀女子短期大学

佐賀県、佐賀県佐賀市、唐津市、鳥栖
市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島
市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里
町、基山町、上峰町、みやき町、玄海
町、有田町、大町町、江北町、白石町、
太良町

佐賀県農業協同組合、戸上電機製作所、ジャパン・コスメティックセン
ター、佐賀電算センター、オプティム　他

国立 長崎大学
若者が輝く、若者で輝く長崎
創生～地方創生人材学士プロ
グラム

長崎県立大学，長崎国際大学，長崎純心
大学，長崎短期大学

長崎県、長崎県長崎市、佐世保市 十八銀行、親和銀行、メモリード、協和機電工業、長崎船舶装備　他

国立 熊本大学
“オール熊本”で取り組む熊
本産業創生と雇用創出のため
の教育プログラム

熊本県立大学、九州看護福祉大学、熊本
学園大学、尚絅大学、崇城大学、東海大
学、尚絅大学短期大学部、熊本高等専門
学校

熊本県
熊本県工業連合会、熊本経済同友会、熊本県商工会議所連合会、熊本県商
工会連合会、熊本県中小企業団体中央会　他

国立 大分大学
地域と企業の心に響く若者育
成プログラムと大分豊じょう
化プラン

大分県立看護科学大学、日本文理大学、
別府大学

大分県、大分県大分市、別府市、由布市
大分県商工会議所連合会、大分県商工会連合会、大分経済同友会、大分県
経営者協会、大分県中小企業団体中央会　他

国立 宮崎大学
大学間連携による地域ニーズ
を捉えたみやざき産業人材の
育成

宮崎県立看護大学、宮崎公立大学、九州
保健福祉大学、都城工業高等専門学校

宮崎県
宮崎県商工会議所連合会、宮崎県商工会連合会、宮崎県中小企業団体中央
会、宮崎県工業会、宮崎県経営者協会　他

国立 鹿児島大学
食と観光で世界を魅了する
「かごしま」の地元定着促進
プログラム

鹿屋体育大学、鹿児島国際大学、志學館
大学、第一工業大学、鹿児島県立短期大
学、鹿児島女子短期大学、鹿児島工業高
等専門学校

鹿児島県
かごしま産業支援センター、鹿児島県工業技術センター、　鹿児島県大隅
加工技術研究センター、鹿児島県観光連盟、鹿児島県工業倶楽部　他

国立 琉球大学
新たな地域社会を創造する
「未来叶い（ミライカナ
イ）」プロジェクト

名桜大学
沖縄県、沖縄県石垣市、宮古島市、久米
島町、国頭村、大宜味村、

ルーツ、オーシャン・トゥエンティワン、沖縄人材クラスタ研究会、北部
地域ＩＴまちづくり協働機構、まちなか研究所わくわく　他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。
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