高等教育機関魅力向上支援補助金 補助事業一覧
高等教育
機関名

近畿大学工業
高等専門学校
「未来」・「夢」・「実現」応援プロ
「地域企業就職支援パッケージ」 学生と取組む魅力向上・発信事
ジェクト
「就職支援コンシェルジュ」推進事業 業
高田短期大学

三重大学

採択年度

H27,H28,H29年度

H27,H28,H29年度

H27,H28,H29年度

計画期間

３年間

３年間

３年間

事業名

補助金額

H27：7,570千円

H27：8,466千円

H27：7,418千円

H28：9,000千円

H28：8,222千円

H28：8,489千円

H29：4,500千円

H29：4,195千円

H29：2,199千円

・学生確保
・県内企業等への就職
・県内企業等への就職
・地域貢献
・元なでしこＪＡＰＡＮの宮本ともみ ・企業の本格的な事業に取り組む長 ・学校の魅力発信及び広報力を
を監督として、女子サッカークラブ 期就業体験の仕組み（ＲＰＩ：リアル 強化する。
チーム「みえ高田ＦＣ」を発足し、 プロジェクト・インターンシップ）を構 ・地域を志向したグローバル人材
女子学生がサッカーを継続できる 築する。
の育成と確保を行う。
環境づくりを行う。
・また、ＲＰＩと各種就職支援制度を ・学生が地域貢献活動を実施す
・留学生介護福祉士の育成を行 組み合わせたパッケージや、それを るための仕組みを構築する。
事業概要
い、県内施設に就職させる。
学生毎に最適アレンジするコンシェ
ルジュ制度を構築する。
・学生確保
事業目的
・県内企業等への就職

女子サッカークラブチーム入部
学生数
目標①

社会連携関連講義履修登録者数

県内就職者数

現状値：0名

現状値：300名

現状値：17名

H28実績：15名 【目標：10名】

H28実績：150名 【目標：400名】

H27実績：23名 【目標：20名】

H29実績：6名 【目標：13名】

H29実績：105名 【目標：600名】

H28実績：24名 【目標：25名】

H30実績：5名 【目標：15名】

H30実績：－名 【目標：1000名】

H29実績：25名 【目標：40名】

留学生受入数

目標②

インターンシップ受け入れ先企業
数

入学者数

現状値：6名

現状値：0社

現状値：200名

H28実績： 8名 【目標：15名】

H27実績：4社 【目標：4社】

H28実績：210名 【目標：205名】

H29実績：15名 【目標：15名】

H28実績：26社 【目標：10社】

H29実績：208名 【目標：215名】

H30実績：10名 【目標：20名】

H29実績：29社 【目標：50社】

H30実績：230名 【目標：220名】

女子サッカークラブチーム在籍
卒業生における県内企業就職（起
者の県内就職者数
業）者数
目標③

目標④

－

現状値：0名

現状値：292名（33%）

－

H28実績：－名 【目標：-名】

H27実績：279名 【目標：305名】

－

H29実績：6名 【目標：7名】※

H28実績：278名 【目標：350名】

－

H30実績：－名 【目標：13名】

H29実績：確認中 【目標：437名(50%)】

－

留学生の県内就職率

－

－

現状値：0名

－

－

H28実績：－名 【目標：-名】

－

－

H29実績：4名 【目標： 5名】

－

－

H30実績：－名 【目標：15名】
－
－
※高田短大の目標③は、就職対象者全てを県内就職につなげる目標であったため、当初の目標値10名
を対象者数7名に変更しています。

高等教育機関魅力向上支援補助金 補助事業一覧
高等教育
機関名

事業名

四日市看護医療大学

鈴鹿大学

皇學館大学

ＭＩＥで学ぶライフリテラシー教育 地域のビジネス・イノベーションを 県内企業と学生とのﾏｯﾁﾝｸﾞｺｰ
とエンカレッジ
推進する起業家・起業マインドを ﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる学生就活支援強
もった人材の育成～ポストサミッ 化事業
トを見据えた「もうかる」地域づくり
をめざして～

採択年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

計画期間

１年間

１年間

１年間

H27：2,870千円

H27：9,849千円

H27：6,875千円

－

－

－

－

－

－

補助金額

事業目的

・県内企業等への就職
・地域貢献

・学生に地域の担い手としての意
識を高めてもらうための講義やイ
ベントを開催する。
・卒業生の様々なライフステージ
のサポートなどを目的とした「つど
い」を開催する。
事業概要
・学内にパワースポットとして、コ
ミュニティサロンを設置する。

・県内企業等への就職

・「起業家の養成」や「起業マイン
ドを持った人材育成」に向けて、
人材育成及びビジネスプログラム
を策定する。
・当事業の基盤組織として、「鈴
鹿大学ビジネス・イノベーション研
究センター」を設置する。

・新たに「就職マッチングコーディ
ネーター」を雇用し、県内企業へ
の就職に向けた支援体制を強
化・再構築する。
・情報科学分野とデザイン分野を
融合した新たな実践的職業人育
成コースの開設をめざす。

入学定員充足率の向上（鈴鹿
大学、鈴鹿短大合計）

県内就職率

目標①

・学生確保
・県内企業等への就職

現状値：65.4%

現状値：86%

現状値：61%

H27実績：56.0% 【目標：67.0%】

H28実績：94% 【目標：93%】

H27実績：65% 【目標：64%】

H28実績：67.0% 【目標：67.0%】

H29実績：80% 【目標：100%】

H28実績：67% 【目標：67%】

H29実績：57.8% 【目標：68.0%】

H30実績：89% 【目標：100%】

H29実績：64% 【目標：70%】

卒業生サポート事業に参加した 入学者に占める県内出身者の
卒業生数
割合の向上
目標②

県内就職率のさらなる向上

中北勢エリア就職者数の向上

現状値：0名

現状値：66%

現状値161名

H27実績：19名 【目標：50名】

H28実績：79% 【目標：68%】

H27実績：204名 【目標：169名】

H28実績：67名 【目標：100名】

H29実績：54% 【目標：73%】

H28実績：207名 【目標：177名】

H29実績：63名 【目標：150名】

H30実績：58% 【目標：83%】

H29実績：145名 【目標：185名】

学内でのパワースポット在学生 県内高等学校との高大接続協
県内公務員・教員・保育士就職
満足度
定校の拡大
者数の向上
目標③

目標④

現状値：0%

現状値：1校

現状値：145名

H27実績：100% 【目標：100%】

H27実績：1校 【目標：4校】

H27実績：162名 【目標：150名】

H28実績：100% 【目標：100%】

H28実績：１校 【目標：8校】

H28実績：165名 【目標：155名】

H29実績：100% 【目標：100%】

H29実績：3校 【目標：15校】

H29実績：120名 【目標：160名】

－

県内就職者率の向上

－

－

現状値：74%

－

－

H27実績：73% 【目標：77%】

－

－

H28実績：74% 【目標：85%】

－

－
H29実績：78% 【目標：87%】
※鈴鹿大学については、６つの目標のうち、主な目標を抜粋しています。

－

高等教育機関魅力向上支援補助金 補助事業一覧
高等教育
機関名

事業名

鈴鹿医療科学大学

鈴鹿大学短期大学部

高田短期大学

医療・福祉人材の育成と地元定 地域ぐるみ事業による子育ての 高短だからこそ出来る地域志向
着促進のための多職種連携実践 魅力がミエる県づくりプロジェクト 型魅力向上プロジェクト
教育の取り組み

採択年度

H28,29年度

H28,29年度

平成28年度

計画期間

３年間

３年間

１年間

H28：7,978千円

H28：10,000千円

H28：4,990千円

H29：4,283千円

H29：5,000千円

－

- （補助金の前倒し終了）

- （補助金の前倒し終了）

－

補助金額

・学生確保
・県内企業等への就職
・地域貢献
・多職種連携実践体制の構築に ・既存の子育て支援センター事業
向けて、地域密着型実践的実習 を量的拡大・質的充実し、高大接
を行う。
続プログラムとして実施する。
・小・中・高校を対象とした医療・ ・新たに「子育てイノベーションセ
福祉ガイダンスの実施及びホー ンター」を設置し、地域全体が連
ムページの刷新を行う。
携した子育て・子育ち支援地域連
事業概要
・新しい業種でのインターンシップ 携型システムを構築する。
を実施する。
・学生確保
事業目的
・県内企業等への就職

目標①

目標②

学生数の増加

定員充足率の向上

現状値：2,612名

現状値：80%

目標④

・施設等と外国人技能実習生の
双方の実情に詳しい「協働組合
亜細亜の橋」と連携協定を締結
し、協力を得て、留学生の授業料
負担を軽減する独自の仕組みづ
くりを行い、留学生のさらなる受
け入れを行う。
・入学前における日本語教育や、
日本人学生による生活面の支援
体制の構築など、留学生への新
たな支援を行う。
介護福祉コースの入学者数増
加
現状値：0名

H29実績：2,713名【目標：2,800名】 H29実績：59% 【目標：95%】

H29実績：2名 【目標：8名】

H30実績：2,789名【目標：2,900名】 H30実績：64% 【目標：100%】

H30実績：0名 【目標：10名】

H31実績：－名【目標：3,000名】

H31実績：－% 【目標：100%】

H31実績：－名 【目標：10名】

多職種連携実践参加者数

県内就職率

現状値：0名

現状値：78%

現状値：17名

H28実績：54名【目標：50名】

H28実績：94% 【目標：95%】

H29実績：－名 【目標：－名】

H29実績：65名【目標：60名】

H29実績：96% 【目標：98%】

H30実績：1名 【目標：2名】※

H30実績：－名【目標：70名】

H30実績：－% 【目標：98%】

H31実績：－名 【目標：10名】

介護福祉コースの県内就職者
増加数

子育て・子育ち支援事業に参加
するサポーター登録者数

県内就職率

目標③

・学生確保
・県内企業等への就職

－

現状値：36%

現状値：0名

－

H28実績：41% 【目標：39%】

H28実績：47名 【目標：20名】

－

H29実績：44.5% 【目標：44%】

H29実績：73名 【目標：40名】

－

H30実績：－% 【目標：45%】

H30実績：－名 【目標：100名】

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－
－
※高田短大の目標②は、就職対象者全てを県内就職につなげる目標であったため、当初の目標値8名
を対象者数2名に変更しています。

