


目 次 

 １．はじめに        １ 
   
 ２．進学にともなう人口の社会移動      ２ 
 
 ３．県内高等教育（研究）機関の現状     ８ 
 
 ４．「地域」の中の高等教育機関      13  
 
           
          
     

（頁） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



１ 

１．はじめに 
 

人口の社会減対策の３つの視点＝「学ぶ」「働く」「暮らす」のうち、 

この議題では、「学ぶ」を掘り下げる。 

「学ぶ」は、特に若年層の人口流出を防止し、また呼び込むために、 

重要な要素である。 

さらに、単に学生の出入りに留まらず、「学ぶ場」としての魅力を 

高めることが、地域全体の魅力を高めることにつながると考える。 

【論点】 
 

資料では、まず高等教育機関への進学の際の人口移動について 

確認している。その上で、高等教育機関と地域との連携、高度人材の
呼び込みによる活力向上、高等教育機関から地域への「知」の広がり 

等に関してお示ししている。 

地域の魅力を高め、人口の社会減対策へとつながる「学ぶ場」の機能 

強化・魅力向上と、その魅力を伝えていく策について、大局的なご議論 

をいただきたい。 















３．県内高等教育（研究）機関の現状 

８ 

三重大学（国立大学法人） 三重県立看護大学（県立） 

四日市大学（私立） 四日市看護医療大学（私立） 鈴鹿医療科学大学（私立） 

県内高等教育機関の基本情報 

学部・学科等 収容定員 

経済学部 

（経済経営学科） 
160人 

環境情報学部 

（環境情報学科） 
300人 

総合政策学部 

（総合政策学科） 
300人 

《創立：昭和63年》 

学部・学科等 収容定員 

看護学部（看護学科） 400人 

《創立：平成19年》 学部・学科等 収容定員 

保健衛生学部（放射線技術科） 410人 

同（医療栄養学科・管理栄養コース） 166人 

同（同・臨床検査コース） 160人 

同（理学療法学科） 160人 

同（医療福祉学科・医療福祉コース） 126人 

同（同・臨床心理コース） 120人 

同（鍼灸学科） 124人 

医用工学部（臨床工学科） 172人 

同（医用情報工学科） 124人 

薬学部（薬学科） 600人 

看護学部（看護学科） 320人 

《創立：平成３年》 

学部・学科等 収容定員 

人文学部（文化学科） 420人 

同（法律経済学科） 700人 

教育学部（学校教育教員 

養成課程） 
580人 

同（情報教育課程） 80人 

同（生涯教育課程） 60人 

同（人間発達科学課程） 80人 

医学部（医学科） 730人 

同（看護学科） 340人 

工学部（機械工学科） 340人 

同（電気電子工学科） 340人 

学部・学科等 収容定員 

工学部 

（分子素材工学科） 
400人 

同（建築学科） 180人 

同‘（情報工学科） 240人 

同（物理工学科） 160人 

生物資源学部 

（資源循環学科） 
246人 

同（共生環境学科） 346人 

同（生物圏生命化学科） 388人 

《創立：昭和24年》 

学部・学科等 定員数 

看護学部（看護学科） 400人 

《創立：平成９年》 

【収容定員計：5,630人】 

【収容定員計：400人】 

【収容定員計：760人】 

【収容定員計：400人】 

【収容定員計：2,482人】 

【大学院】研究科等 収容定員 

人文社会科学研究科 30人 

教育学研究科 82人 

医学系研究科（修士課程[医科] ） 30人 

同（同[看護] ） 32人 

同（博士課程） 195人 

工学研究科（博士前期課程） 432人 

同（博士後期課程） 48人 

生物資源学研究科（博士前期課程） 176人 

同（博士後期課程） 36人 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学研究科（博士前期課程） 20人 

同（博士後期課程） 15人 

【収容定員計：1,096人】 

【大学院】研究科等 収容定員 

看護学研究科（修士課程） 30人 

【収容定員計：30人】 

【大学院】研究科等 収容定員 

看護学研究科 

看護学専攻（修士課程） 
20人 

【収容定員計：20人】 

【大学院】研究科等 収容定員 

医療科学研究科 

医療科学専攻（修士課程） 
60人 

同（博士課程） 15人 

薬学研究科 

医療薬学専攻 

（博士課程[４年制] ） 

8人 

【収容定員計：83人】 



９ 

鈴鹿国際大学（私立） 皇學館大学（私立） 三重短期大学（市立） 

 

鈴鹿短期大学（私立） 

高田短期大学（私立） 鈴鹿工業高等専門学校（国立） 
 

鳥羽商船高等専門学校（国立） 近畿大学工業高等専門学校（私立） 

出典：各高等教育機関の公式ウェブサイト  

※学部・学科等、定員数は平成25年度のもの（入学者の募集を停止している学部・学科等は除く）。  

学部・学科等 収容定員 

生活コミュニケーション
学専攻（養護教諭・福祉
コース、生活コミュニ
ケーションコース） 

80人 

こども学専攻（幼稚園教
諭・保育士コース） 

140人 

食物栄養学専攻（栄養教
諭・栄養士コース） 

80人 

《創立：昭和41年》 

学部・学科等 収容定員 

機械工学科 200人 

電気電子工学科 200人 

電子情報工学科 200人 

生物応用化学科 200人 

材料工学科 200人 

[専攻科]  電子機械工学専攻 24人 

[専攻科]  応用物質工学専攻 16人 

《創立：昭和37年》 

学部・学科等 収容定員 

国際人間科学部 

（国際学科） 
600人 

同（観光学科） 200人 

《創立：平成６年》 

学部・学科等 収容定員 

子ども学科 300人 

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） 

200人 

《創立：昭和41年》 

学部・学科等 収容定員 

法経科第１部 200人 

同・第２部 300人 

生活科学科 

食物栄養学専攻 
100人 

同・ 

生活科学専攻 
200人 

《創立：昭和27年》 

《創立：昭和37年》 

学部・学科等 収容定員 

文学部（神道学科） 280人 

同（国文学科） 320人 

同（国史学科） 320人 

同（コミュニケーション学科） 320人 

教育学部（教育学科） 840人 

現代日本社会学部（現代日本社会学科） 400人 

《創立：昭和42年》 

学部・学科等 収容定員 

商船学科（航海コース、 

機関コース） 
200人 

電子機械工学科 200人 

制御情報工学科 200人 

[専攻科]  海事システム学専攻 8人 

[専攻科]  生産システム工学専攻 16人 

学部・学科等 収容定員 

総合システム工学科 800人 

[専攻科] 生産システム工学専攻 36人 

《創立：昭和42年》 
（旧名称：熊野工業高等専門学校） 

【収容定員計：800人】 

【収容定員計：2,480人】 【収容定員計：800人】 

【収容定員計：300人】 

【収容定員計：500人】 

【収容定員計：1,040人】 

【収容定員計：624人】 

【収容定員計：836人】 

【大学院】研究科等 収容定員 

国際学研究科 

国際社会専攻 
20人 

【収容定員計：20人】 
【大学院】研究科等 定員数 

文学研究科（博士前期課程） 26人 

同（博士後期課程） 18人 

教育学研究科（修士課程） 16人 

【収容定員計：60人】 




















