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地域で選ばれる大学

リポート

「地方創生」
政策における、
地方大学への期待
文科省×総務省連携
「地方大学を活用した雇用創出・若者定着」の取り組み
現在、国を挙げての重要テーマとなっている「地方創生」。昨年末に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」の中でも、実現には“産官学金労”全ての参加・協力が必須であるとされ、特に「地方への新しいひとの流れを
つくる」という取り組みにおいて、地方大学等の活性化が検討テーマに上がっている。
大学を活用した地域再生・地域活性という意味では、これまでも文部科学省による「地（知）の拠点整備事業（大学
COC 事業）」等が行われてきたが、今後さらに“地元への学生定着促進”や“地域人材の育成”を目指したプランが
推進されていくという。
この流れを受けて、昨年 12 月、総務省と文部科学省の連携による新たな「地方大学を活用した雇用創出・若者定
着」の施策が公表された。地方創生というキーワードで、大学にどのようなことが期待されているのか？ また、
それに対してどのような支援が受けられるのか？ 大学の地域戦略を考えるうえでの一つのキーになるこの施策
の目的と内容について、総務省と文部科学省の担当者に取材した。
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浩康課長補佐はこう話す。

地元産業界と道府県等が連携して基
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図 1 文部科学省と総務省が連携して、 地方における大学生等の定着促進を支援
図表３ 「地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の促進」取組例
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【取組例１：入学時対策】
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【取組例２：就職時対策】 地元企業と学生のマッチングによる地元企業との関わりの強化
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図２ 「地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の促進」 事業イメージ
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特別交付税措置
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（藤崎雅子 ライター）
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