
千代崎キャンパス/鈴鹿市岸岡町1001番地1　☎059-383-8991
白子キャンパス/鈴鹿市南玉垣町3500番地3　☎059-340-0550
　 homepage@suzuka-u.ac.jp
https://www.suzuka-u.ac.jp/index.shtml

四日市市萱生町1200
☎059-340-0700　　nyushi@y-nm.ac.jp
https://www.y-nm.ac.jp/

四日市市萱生町1200
☎059-365-6588　　syomu@yokkaichi-u.ac.jp
https://www.yokkaichi-u.ac.jp/

伊勢市神田久志本町1704番地
☎0596-22-0201
https://www.kogakkan-u.ac.jp/

四日市市南浜田町4-21
☎059-356-8170　　kouhou@ao-g.jp
https://www.jc-humanitec.ac.jp/

名張市春日丘７番町１番地
☎0595-41-0111
https://www.ktc.ac.jp/

鳥羽市池上町1-1
☎0599-25-8000
https://www.toba-cmt.ac.jp/

鈴鹿市白子町
☎059-386-1031
https://www.suzuka-ct.ac.jp/

津市栗真町屋町1577
☎059-232-1211
https://www.mie-u.ac.jp/

津市夢が丘1丁目1番地1
☎059-233-5600　　daihyo@mcn.ac.jp
https://www.mcn.ac.jp/

津市一身田中野157
☎059-232-2341　　232-2341@city.tsu.lg.jp
https://www.tsu-cc.ac.jp/

鈴鹿市郡山町663番地222
☎059-372-3900
https://www.suzuka-jc.ac.jp/

鈴鹿市郡山町663番地222
☎059-372-2121
https://www.suzuka-iu.ac.jp/

津市一身田豊野195番地
☎059-232-2310　　kouhou@takada-jc.ac.jp
https://www.takada-jc.ac.jp/

三重大学/三重県立看護大学/四日市大学/四日市看護医療大学

鈴鹿医療科学大学/鈴鹿大学/皇學館大学/三重短期大学

鈴鹿大学短期大学部/高田短期大学/ユマニテク短期大学/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

高等教育コンソーシアムみえ

三重県の高等教育機関にご関心のあるすべての皆さんへ

三重県の大学・短期大学・高等専門学校の連携組織

The Consort ium of Higher Education in Mie

参 加 機 関

302010

km

0

三 重 県高等教育機関

地図は縮尺の都合上、概ねの位置を示しています。
詳細な地図情報は、ホームページなどでご確認ください。

基 本情報＆M A P

四日市大学
四日市市と学校法人暁学園との公私協力方式の大学
として、1988年開学し、現在では、総合政策、環境情
報の2学部を設置する地域貢献型大学として、学園綱
領「人間たれ」を掲げ、地域に望まれる人材を育成して
います。
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鈴鹿医療科学大学

高等教育コンソーシアムみえ構成機関（高等教育機関）

「科学技術の進歩を真に人類の福祉と健康の向上に役
立たせる」という建学の精神のもと、４学部９学科と大
学院を設置した医療・福祉の総合大学として「チーム医
療」を担うスペシャリストを育成しています。

03 鈴鹿大学短期大学部
「誠実で信頼される人に」という建学の精神のもと、専
門知識と専門技術をもった地域に必要とされる保育
士、幼稚園教諭、栄養士、栄養教諭を育成しています。
三重県で唯一、音楽療法士の育成も行っています。

09

高田短期大学
子ども学科とキャリア育成学科（オフィスワークコー
ス・介護福祉コース）があります。子ども学科は三重県
内で最も歴史のある保育者養成校です。オフィスワー
クコースは三重県内企業への就職率が高く、介護福祉
コースは介護福祉士を養成する県内唯一の大学です。
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三重短期大学
全国の公立短期大学で唯一の法律専門コースや第２
部（夜間）を設置し、４年制大学に匹敵する充実のカリ
キュラムで専門的な知識と教養を短期間で学べます。
公務員、教員、栄養士、建築士、社会福祉士など、進みた
い道への幅広い選択肢が揃っています。
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鳥羽商船高等専門学校
全国51高専の中でも5校しかない商船学科（定員40
名）を有する高専の1校であり、船長や機関長などの船
舶の運航技術者を養成しています。また、工業系の学科
として情報機械システム工学科（定員80名）を設置し、
IT技術を活用した地域連携事業を展開しています。
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鈴鹿工業高等専門学校
5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造
性豊かな実践的技術者として将来活躍できる優秀な人
材を育てます。また、より高度で幅広い専門知識や研
究開発能力等を身に付け、国際的に活躍できる実践的
技術者を育てる専攻科も設置しています。
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近畿大学工業高等専門学校
近畿大学によって三重の地に設立され、近畿大学の建
学の精神に則り、実学を通じて人格を磨く教育を実践
しています。『個性を尊重したきめ細かな教育』と『優れ
た就職・大学進学実績』が特徴です。
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三重県立看護大学
地域特性に応じた看護教育・研究活動を積極的に推進
し、看護のさまざまな分野での社会要請に十分に応え
られる質の高い看護職を育成するとともに、看護教育・
研究の成果を社会に還元して､看護の発展と、保健・医
療・福祉の向上に寄与します。
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ユマニテク短期大学

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
三重大学 総合研究棟Ⅱ 3階
学務部地域人材教育開発機構チーム事務室内

TEL

FAX

Mail

：

：

：

059-231-9902・9969

059-231-2354

chiikijinzai@ab.mie-u.ac.jp

■ お問い合せ

コンソーシアムみえ ホームページ ▶

教育力と保育力を併せ持つ、幼稚園教諭と保育士の両
方の資格を持った人材の育成を目標にしています。さら
に、子育て支援講座の開講などを通して「地方創生」の
核となり、地域コミュニティの中核的存在として地域に
貢献する短期大学をめざします。
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皇學館大学
創立は明治15年。約130年に及ぶ歴史と伝統を誇る我
が校は、過去に学び未来を創造する「稽古照今」の学風
を基盤とし、日本人としてのアイデンティティーを兼ね
備え、日本文化を世界に発信する人材の輩出をめざし
ます。
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三重大学
三重の力を世界へ：地域に根ざし世界に誇れる独自性
豊かな教育・研究成果を生み出す～人と自然の調和・共
生の中で～を目標とし、「人類福祉の増進」「自然の中で
の人類の共生」「地域・国際社会の発展」に貢献できる
人材の育成と研究の創成に取り組んでいます。
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鈴鹿大学
「誠実で信頼される人に」という建学の精神のもと、専
門的な知識と豊かな教養、広い視野と柔軟な思考力を
持ち、ビジネス、観光、スポーツ、教育・保育の分野で国
際社会と地域社会の発展に寄与する人材を育成し、地
域に根ざした大学をめざします。
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四日市看護医療大学

高等教育コンソーシアムみえ

四日市市・市立四日市病院との公私協力方式により設
立された本学では、「人を愛し、学問を愛し、美を愛する
豊かな人間」の育成を意味する学園綱領「人間たれ」を
教育の根幹とし、豊かな人間性と高度な専門性を備え
た保健師・助産師・看護師を養成しています。
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県内全ての大学の学生を対象とした結婚等に関する意識
調査や結婚をはじめとするライフプランやキャリアデザイ
ン等に関する啓発コンテンツの作成を行うことにより、普
及啓発の取組活性化を図ります。啓発コンテンツ→

【大学生の結婚等意識調査及び大学のライフプラン
 教育促進事業（平成29年度）】

県内全高等教育機関学生（※）に対し、学生の県内定着に
向けた具体策を検討する基本資料とするため、意識調査
を実施しました。※4年制大学：3年生（6年制は5年生）、高
等専門学校：4年生、短期大学：1年生
県内就職と地域活動に関する意識調査結果→

【県内就職と地域活動に関する意識調査業務
 （平成28年度）】

「高等教育コンソーシアムみえ」とは

組織図

主な事業分野と実績

　「高等教育コンソーシアムみえ」とは、平成27年に三重大学が、地域の大学等を地域に開かれた地方創生の拠点とす
るために進めている文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に採択されたことを契機に、
県内高等教育機関連携の機運が高まり、平成28年3月に県内全ての高等教育機関と三重県が構成機関となり創設さ
れました。
　今後、「高等教育コンソーシアムみえ」は、県内高等教育機関の教育・研究・社会貢献の各機能の向上を図り、「教育
連携」、「地域支援」、「就職支援」、「地域活動」、「機関交流」、「情報発信」の各事業を通じて、三重県の人口減少の抑
制と地域の活性化をめざします。

【地域と高等教育機関における連携イメージ図】

県内全高等教育機関学生を対象に、県内企業の魅力を発信し、県内就
職率の向上を主な目的として実施しています。対象地域の魅力発信の
他、体験学習、企業研究を行います。
平成30年度実績：学生50名参加（三重大学、三重短期大学、皇學館大学）

【企業研究会バスツアーの実施】

各機関における授業を他機関に開放し、学
生交流を図ります。

【単位互換による授業開放】

県内高等教育機関教員が協働して構築した
連携授業座学（三重の歴史・文化、産業）、
PBL型集中講義等を行います。

【単位互換による
 授業開放科目の実施】

地域課題に対して深く関心を持ち、主体的に活躍する人材（三重創生ファ
ンタジスタ）を各高等教育機関の教育プログラムを用いて養成します。
　・ アドヴァンス資格（12単位以上）
　・ ベーシック資格（6単位以上）

【三重創生ファンタジスタの養成】

全高等教育機関教職員向けFD/SDを実施します。
【合同FD/SDの開催】

各機関独自のFD/SDをコンソーシアム構成機関に開放しています。
【FD/SDの相互開放】

学生が日頃取り組む地域活動を発表するイベントです。ボランティア等
様々な活動に参加している学生が一堂に集い、自分達の活動について
パネル展示とプレゼンテーションで発表します。

【みえまちキャンパスの実施】

高等教育機関が連携した取組を随時更新しています。
URL: http://conso-mie.jp/
高等教育コンソーシアムみえHP→

【WEBページでの情報発信】

地域活動の
場の提供

県内雇用
就職支援

学生との
協働事業

地域支援

事業受託

共同研究

会長校（三重大学）　
事務局（三重大学学務部地域人材教育開発機構チーム）

・学生の地域活動支援に関すること
・地方創生に取り組む市町、地域の支援に関すること
・その他コンソーシアムの地域貢献に関すること

部会長
副部会長

構成機関の長が推薦する者

・各種会議の運営
・各高等教育機関及び三重県との連絡調整及び広報
・産業界、自治体との連絡窓口
・事業企画案の作成と事業の推進調整、コーディネーターの配置
・財務処理含め、コンソーシアムの運営に関すること全般

事務局

機関交流 情報発信

就職支援 地域活動

教育連携 地域支援

高等教育機関

自治体 産業界
教育
連携

構成員

役　員

所轄
事項

・事業計画及び予算、決算に関すること
・規約の改廃に関すること
・役員の選出に関すること
・その他運営に関する重要な事項並びに
 三重県の高等教育のあり方、将来像等についての検討に関すること

会長
副会長
監事

構成機関の長構成員

役　員

所轄
事項

・コンソーシアムの企画、運営、評価、広報　

委員長
副委員長

構成機関の長が推薦する者構成員

所轄事項

役　員

地域
貢献部会

事務局
（三重大学）

企画運営委員会

総 会

高等教育機関で働く教職員の能力向上を図ります 高等教育機関の連携した取組について情報発信します

県内企業・地域の魅力発見と学生の県内就職を応援します 三重で学ぶ学生たちの地域活動を応援します

地域の実態調査など各高等教育機関の
研究機能を地域活性化に活かします

各高等教育機関の教育（授業など）を結びつけ、
三重県の新しい高等教育を創出します

三重創生
ファンタジスタに関すること▼

単位互換に関すること▼
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機関交流 情報発信

就職支援 地域活動

教育連携 地域支援

高等教育機関

自治体 産業界
教育
連携

構成員

役　員

所轄
事項

・事業計画及び予算、決算に関すること
・規約の改廃に関すること
・役員の選出に関すること
・その他運営に関する重要な事項並びに
 三重県の高等教育のあり方、将来像等についての検討に関すること

会長
副会長
監事

構成機関の長構成員

役　員

所轄
事項

・コンソーシアムの企画、運営、評価、広報　

委員長
副委員長

構成機関の長が推薦する者構成員

所轄事項

役　員

地域
貢献部会

事務局
（三重大学）

企画運営委員会

総 会

高等教育機関で働く教職員の能力向上を図ります 高等教育機関の連携した取組について情報発信します

県内企業・地域の魅力発見と学生の県内就職を応援します 三重で学ぶ学生たちの地域活動を応援します

地域の実態調査など各高等教育機関の
研究機能を地域活性化に活かします

各高等教育機関の教育（授業など）を結びつけ、
三重県の新しい高等教育を創出します

三重創生
ファンタジスタに関すること▼

単位互換に関すること▼
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三 重 県高等教育機関

地図は縮尺の都合上、概ねの位置を示しています。
詳細な地図情報は、ホームページなどでご確認ください。

基 本情報＆M A P

四日市大学
四日市市と学校法人暁学園との公私協力方式の大学
として、1988年開学し、現在では、総合政策、環境情
報の2学部を設置する地域貢献型大学として、学園綱
領「人間たれ」を掲げ、地域に望まれる人材を育成して
います。

01

鈴鹿医療科学大学

高等教育コンソーシアムみえ構成機関（高等教育機関）

「科学技術の進歩を真に人類の福祉と健康の向上に役
立たせる」という建学の精神のもと、４学部９学科と大
学院を設置した医療・福祉の総合大学として「チーム医
療」を担うスペシャリストを育成しています。

03 鈴鹿大学短期大学部
「誠実で信頼される人に」という建学の精神のもと、専
門知識と専門技術をもった地域に必要とされる保育
士、幼稚園教諭、栄養士、栄養教諭を育成しています。
三重県で唯一、音楽療法士の育成も行っています。

09

高田短期大学
子ども学科とキャリア育成学科（オフィスワークコー
ス・介護福祉コース）があります。子ども学科は三重県
内で最も歴史のある保育者養成校です。オフィスワー
クコースは三重県内企業への就職率が高く、介護福祉
コースは介護福祉士を養成する県内唯一の大学です。

10

三重短期大学
全国の公立短期大学で唯一の法律専門コースや第２
部（夜間）を設置し、４年制大学に匹敵する充実のカリ
キュラムで専門的な知識と教養を短期間で学べます。
公務員、教員、栄養士、建築士、社会福祉士など、進みた
い道への幅広い選択肢が揃っています。

11

鳥羽商船高等専門学校
全国51高専の中でも5校しかない商船学科（定員40
名）を有する高専の1校であり、船長や機関長などの船
舶の運航技術者を養成しています。また、工業系の学科
として情報機械システム工学科（定員80名）を設置し、
IT技術を活用した地域連携事業を展開しています。

13

鈴鹿工業高等専門学校
5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造
性豊かな実践的技術者として将来活躍できる優秀な人
材を育てます。また、より高度で幅広い専門知識や研
究開発能力等を身に付け、国際的に活躍できる実践的
技術者を育てる専攻科も設置しています。

12

近畿大学工業高等専門学校
近畿大学によって三重の地に設立され、近畿大学の建
学の精神に則り、実学を通じて人格を磨く教育を実践
しています。『個性を尊重したきめ細かな教育』と『優れ
た就職・大学進学実績』が特徴です。

14

三重県立看護大学
地域特性に応じた看護教育・研究活動を積極的に推進
し、看護のさまざまな分野での社会要請に十分に応え
られる質の高い看護職を育成するとともに、看護教育・
研究の成果を社会に還元して､看護の発展と、保健・医
療・福祉の向上に寄与します。

05

ユマニテク短期大学

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
三重大学 総合研究棟Ⅱ 3階
学務部地域人材教育開発機構チーム事務室内

TEL

FAX

Mail

：

：

：

059-231-9902・9969

059-231-2354

chiikijinzai@ab.mie-u.ac.jp

■ お問い合せ

コンソーシアムみえ ホームページ ▶

教育力と保育力を併せ持つ、幼稚園教諭と保育士の両
方の資格を持った人材の育成を目標にしています。さら
に、子育て支援講座の開講などを通して「地方創生」の
核となり、地域コミュニティの中核的存在として地域に
貢献する短期大学をめざします。

08

皇學館大学
創立は明治15年。約130年に及ぶ歴史と伝統を誇る我
が校は、過去に学び未来を創造する「稽古照今」の学風
を基盤とし、日本人としてのアイデンティティーを兼ね
備え、日本文化を世界に発信する人材の輩出をめざし
ます。

07

三重大学
三重の力を世界へ：地域に根ざし世界に誇れる独自性
豊かな教育・研究成果を生み出す～人と自然の調和・共
生の中で～を目標とし、「人類福祉の増進」「自然の中で
の人類の共生」「地域・国際社会の発展」に貢献できる
人材の育成と研究の創成に取り組んでいます。

06

鈴鹿大学
「誠実で信頼される人に」という建学の精神のもと、専
門的な知識と豊かな教養、広い視野と柔軟な思考力を
持ち、ビジネス、観光、スポーツ、教育・保育の分野で国
際社会と地域社会の発展に寄与する人材を育成し、地
域に根ざした大学をめざします。

04

四日市看護医療大学

高等教育コンソーシアムみえ

四日市市・市立四日市病院との公私協力方式により設
立された本学では、「人を愛し、学問を愛し、美を愛する
豊かな人間」の育成を意味する学園綱領「人間たれ」を
教育の根幹とし、豊かな人間性と高度な専門性を備え
た保健師・助産師・看護師を養成しています。
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