今後の諏訪東京理科大学のあり方に関する報告書

平成２７年１０月

諏訪東京理科大学に関する意見交換会
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１

はじめに

(1) 大学、茅野市、県の三者間での検討に至る経過
近年の少子化の影響を受け、特に、地方の私立大学は全国的にも大変厳しい経営状況
にある。諏訪東京理科大学も例外ではなく、入学者の定数割れが続き大学経営の悪化に
直面していることから、平成 26 年４月には、大学設置の当事者である学校法人から、同
じく当事者である茅野市に対して、諏訪東京理科大学が将来にわたって、この地域に不
可欠な存在として存続、充実していくために、大学のあり方について意見交換の場を設
けて欲しい旨の要望がなされた。
これを受けて、市並びに高等教育の推進を図る県は、この事態を大変重大な問題とし
て捉え、大学、市、県（オブザーバー）の同意の下で、諏訪東京理科大学の抱える課題
と今後のあるべき姿について、同年から三者間で意見交換会を設置し、あらゆる視点か
らの検証と検討を開始した。
意見交換会は、平成 26 年 12 月 22 日に第１回が開催され、本年 10 月までに７回開催
された。

【参考資料①

41 ページ、参考資料②

42 ページ】

この意見交換会において、
「この地に諏訪東京理科大学を残し、より地域に貢献する大
学として充実させる。」ことが大前提であるとの共通認識のもと、意見交換を行うなかで、
公立化に向けた設置形態の転換についての方向性が示された。
この報告書は、その検討結果を取りまとめたものである。

(2) 意見交換に当たっての確認事項
第１回意見交換会の開始に当たり、以下の事項を確認の上、協議が進められた。
【確認事項】
諏訪東京理科大学に関する意見交換を行うに当たり、次の事項について確認する。
ア

意見交換の目的
少子化に伴う 18 歳人口の減少等、大学経営を取り巻く環境が厳しさを増す中にあ
っても、諏訪東京理科大学が諏訪地域をはじめ長野県内の産業振興に資するための
人材育成や、研究開発等技術力の向上に関し、将来にわたり不可欠な存在として存
続、充実していくために、諏訪東京理科大学のあり方について意見交換することを
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目的とする。
イ

意見交換の位置付け及び参加者
(ｱ)

アの目的を踏まえ、平成 12 年７月５日付締結の諏訪東京理科大学の設置に関
する協定上の当事者である茅野市及び学校法人東京理科大学の意見交換に長
野県がオブザーバーとして加わり、それぞれの意思決定機関における検討の用
に供するため、現状分析並びに問題点及び問題解決のための選択肢の整理を行
うものとする。

(ｲ)

この意見交換は、平成 12 年７月５日付協定書第５条に基づく協議ではない。
【参考資料⑨

ウ

59 ページ】

意見交換の前提
(ｱ)

大学の設置に当たって公私協力方式により長野県及び茅野市から多額の補助
金が支出されていることに鑑み、大学運営に関する学校法人の社会的責任につ
いて明確にするものとする。

(ｲ)

県民及び市民に対する説明責任を果たすため、あらゆる選択肢を踏まえ、客
観的かつ多面的な検討を行うものとし、あらかじめ一定の結論を想定して協議
を行うものではない。

こうした前提のもと７回にわたる意見交換会では、諏訪東京理科大学の現状と課
題について、諏訪東京理科大学の立地による地域への経済効果等について、諏訪東
京理科大学のあり方について等が意見交換された。
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２

大学進学等を巡る状況

(1) 県内高校出身者の大学進学の状況
少子化の進む中、18 歳人口は減少を続けている。
平成元年には、長野県の 18 歳人口は 32,331 人(学校基本調査をもとに推計・全国：
1,933,616 人)であったが、平成 27 年においては、21,257 人(全国：1,119,977 人)で
34.3%(全国：42.1%)減少している。
こうした状況のもと、大学への進学率は、平成元年においては 20.5%(全国：24.7%)
であったものが、平成 27 年においては 42.9%(全国：51.5%)に上昇している。
本県の進学者数の状況をみると、平成元年においては大学への進学者数は 6,621 人
(全国：476,786 人)であったものが、平成 27 年度においては 9,113 人(全国：617,509
人)となっており、平成元年度と比較すると 137.6%(全国：129.5%)で、全国を上回る
伸び率を示している。

(2) 県内大学への進学等の現状
長野県内には、平成 27 年４月現在９大学が設置されており、その内訳は国公立２大
学(入学定員 2,083 人）、私立７大学(入学定員 1,310 人)、計９大学(入学定員 3,393
人)である。県内大学の入学者数を県内の 18 歳人口で除した大学の収容力は、平成 27
年度は 16.3%で全国 45 位、県内高校出身者のうちの大学進学者数で除した大学の収容
率は 38.0%で全国 46 位と極めて低い位置にある。
このため、県内高校出身者が県外に流出する率も高く、平成 27 年度においては、県
内高校出身者で大学に進学した者のうち、82.6%が県外の大学に進学しており、これは
流出率が高いほうからみて全国６位である。
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３

諏訪東京理科大学がこれまで果たしてきた役割

(1) 教育機関として果たしてきた役割
ア

設置の経過
諏訪東京理科大学は、平成２年に公私協力方式で設置された東京理科大学諏訪短

期大学を母体とし、平成 14 年に、茅野市、長野県、諏訪地域各市町村及び地元産
業界からの要請と協力を得て、学校法人東京理科大学との公私協力方式により４年
制大学として改組して発足した。

【5 ページの「※

参考」を参照】

その目的は、技術革新、情報通信の高度化を担う有為な人材を育成し、当該地域
の教育・文化の向上と産業の振興に寄与することによって、当時すでに顕著になり
つつあった都心への過度の集中を緩和し、地方を活性化しようとすることにあった。
イ

建学の精神
建学の精神は、母体校である東京理科大学と共通の「理学の普及を以て国運発展

の基礎とする 」であり、科学技術の発展を通して地域に貢献することを主要な目
標として、立地する茅野市、諏訪圏さらには長野県の産業の発展と教育・文化の振
興に貢献して来ている。
ウ

地域への貢献
諏訪東京理科大学が教育機関として果たして来た最大の貢献は、高校卒業生の多

くが県外に流出する中で、地域に定着する技術者を養成して来たことにある。すな
わち、短期大学以来の通算の卒業生は約 6,100 人に達し、そのうち約 75％が諏訪地
域をはじめとする長野県内に、約 22％を首都圏や中京圏等に送り出してきた。就職
先は、ものづくり産業や情報通信の他、流通、建設、運輸、公務員等、幅広い分野
に及んでおり、就職率も全国平均よりも高いレベルを維持してきた。
エ

大学院
平成 18 年には大学院修士課程を、平成 24 年には同博士後期課程を開設し、地域

に貢献する大学として社会人大学院生を積極的に受け入れてきた。大学院開設以来、
修士課程では全修了生 146 名のうち７名、博士後期課程でも４名のうち２人の社会
人が、すでに修士と博士の学位を取得しており、その存在意義は大きい。
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※

参考
東京理科大学諏訪短期大学
ア

設置時の学部学科
電子工学科（100 名）、生産管理工学科（100 名）、経営情報学科（100 名）

イ

短大設置経費

総額 51 億 5,300 万円

資金調達内訳
・長野県

20 億円

・諏訪広域６市町村

21 億 5,300 万円

・寄付金（民間）

5 億円

・学校法人

5 億円

うち

茅野市 17 億 5,300 万円
岡谷市

1 億 4,457 万円

諏訪市

1 億 2,523 万 4 千円

下諏訪町

6,660 万 8 千円

富士見町

4,127 万 1 千円

原村

2,231 万 7 千円

諏訪東京理科大学
ア

設置時の学部学科
システム工学部（200 名）
電子システム工学科（100 名）、機械システムデザイン工学科（100 名）
経営情報学部（100 名）
経営情報学科（100 名）

イ

大学設置経費

総額 85 億 4.600 万円

資金調達内訳
・長野県

35 億円

・茅野市

26 億 1,600 万円

・寄付金（民間） 3 億 4,000 万円
・学校法人

20 億 9,000 万円
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(2) 地域において果たしてきた役割
ア

産学連携
諏訪圏及び南信地域の産業界に対しては、技術支援、共同研究、技術・経営セミ

ナーの開催等、様々な協力を行ってきた。平成 24 年から 26 年の３年間の積算で技
術支援 18 件、共同研究 40 件、技術・経営セミナー等の開催 37 回等である。
イ

学公連携
地元自治体への協力としては、茅野市と包括提携協定を締結し、さらに、茅野市・

茅野商工会議所とは連携協定を結んで茅野・産業振興プラザの共同運営にも参加し
ている。茅野市を含む周辺市町村に対して、各種審議会、委員会への委員派遣、サ
イエンスフェスタ等の自治体関連団体主催のイベントへの協力と学生参加などの
連携がある。周辺自治体関連の委員等の派遣は、平成 24 年から 26 年の３年間の積
算で延べ約 100 件であった。
ウ

諏訪圏ものづくり推進機構との連携等
自治体以外については、諏訪圏ものづくり推進機構と連携協定を結んで諏訪圏の

企業との連携を図っているほか諏訪東京理科大学地域コンソーシアム推進協議会
の運営に協力している。
この諏訪東京理科大学地域コンソーシアム推進協議会は、産学公の連携によって、
諏訪地域における学術と技術の交流・向上を図るために設置されたものである。協
議会は、公の支援のもと、諏訪東京理科大学を核として、諏訪地域にある企業のニ
ーズに基づく産学共同研究開発及び人材育成、業種間の交流による地域産業の振興、
情報化の促進等に資することを目的としており、その目的を達成するための事業が
展開されている。
また、地元の金融機関である諏訪信用金庫とは産学連携に関する協定を締結する
ことにより大学と地域の中小規模企業の協力を促進している。その他、諏訪圏青年
会議所へのメンバー派遣、地元主催のサイエンス関係のイベント、お祭り等への学
生参加等がある。
エ

高大連携
県内の高等学校については、工業高校（岡谷工業、駒ヶ根工業）とは SPP（サイ

エンスパートナーシッププログラム）について講師の派遣や生徒が来学しての実験
等の幅広い協力を行っている。その他、出前授業の実施や、インターンシップへの
協力、近隣高等学校の SSH(スーパーサイエンスハイスクール)運営委員会,学校評議
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員会等に委員を派遣している。最近では、高大接続が重視されており、高大連携推
進センターを設けて、高校教育と大学教育の円滑な接続を通じて、高等学校と大学
が共同で作成した教育プログラムによる授業実施やシリーズで行う出前実習、高校
の先生方との意見交換、大学の授業見学などの事業を通じて県内高校卒業生の県内
定着を促進する努力をしている。
オ

生涯学習センター
その他、生涯学習センターを設けて、一般市民への教育普及活動にも力を入れて

きた。例えば、シニア大学や小中学校に対して平成 24 年から 26 年の３年間の積算
で延べ約 120 件の出前授業を行っている。また、夏期には親子連れの合宿形式で体
験型の「サイエンス夢合宿」を実施し、毎年約 40 組の参加がある。
カ

諏訪東京理科大学が地域に及ぼす経済波及効果
経済効果としても、教職員、学生がこの地域に生活し、かつ大学が教育・研究を

通じての経済活動を行う直接的な消費効果として、学生数が 1,070 人（平成 18 年
度から 25 年度の平均値）のとき長野県内に年間約 12.5 億円そのうち諏訪圏に約９
億円の経済効果があると試算されている。なお、この額は学生数に大きく依存する
ので、学生数が回復するとさらに大きな経済効果がある。
【参考資料③

44 ページ】

(3) 諏訪東京理科大学の地方創生における存在意義
以上のように諏訪東京理科大学が教育と地域貢献で果たした役割を考えると、地
方創生の重要性が強く認識されている現時点において、若者を地域に定着させある
いは県外からこの地域に呼び込み、かつ地域の産業を振興させる上で、諏訪東京理
科大学が今後もこの地域にあって発展することは、諏訪圏及び長野県にとって極め
て重要であると言うことができる。
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４

大学の設立と地方公共団体の関与

(1) 現状と課題
ア

地域活性化
大学の存在は地域にとって高等教育の場ができるというだけでなく、地域活性化
に広く寄与することになる。このため、長野県をはじめ諏訪地域６市町村等は、短
大の誘致及び４年制への改組に当たって、前述のとおり公私協力方式により手厚い
支援をしてきた。

イ

【参考資料④

48 ページ】

大学を核とした地域づくり
大学を核とした地域づくりにおいては、大学が存在することにより、教育・文化

面での効果、地域経済効果や産学公の連携により大学の頭脳や知的財産を地域産業
の発展に活かすことができる。
ウ

大学を中心とした都市基盤整備
この他、大学の存在は、都市基盤整備のきっかけとなりうるものである。90 年代

に公私協力方式で全国に多くの大学が誘致されたが、これは大学を中心とした都市
基盤整備が進められることにより、都市の核が生まれ新たな発展が期待されたこと
や、大学キャンパスが住民の身近なオープンスペースとして住民に開放されるなど、
住民生活の上で新たな施設が提供されることが期待されたからである。
エ

学園都市
また、大学の存在が地域住民の誇りとなり、地域のイメージアップが図られるこ

とや、学生が集うまちとして地域に活気が生まれることが期待されたからである。
オ

課題
こうした意味で産学公の連携によるソフト面での地域活性化は大変効果があった

と考えられるが、学園都市と呼ばれるような、大学を核とする都市基盤整備や学生
が集うためのまちづくり、魅力づくりにおいては、地元自治体、大学側ともに力が
及ばなかったとの思いがある。
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５

諏訪東京理科大学の現状と課題

(1) 現状
ア

建学の精神と基本理念
諏訪東京理科大学の建学の精神は、東京理科大学と共通の「理学の普及を以て国

運発展の基礎とする 」であり、基本理念は、
(ｱ) 主体性の確立した人材の育成
(ｲ) 地域の生涯学習と地元企業の技術力・経営力の向上に貢献
を掲げている。
イ

教育の特色
開学以来の教育の特色は次のとおりである。
(ｱ) 工学と経営学の融合教育
(ｲ) 情報リテラシーと環境マインドを身につけさせる教育の実施
(ｳ) 専門基礎教育の徹底
(ｴ) 意欲や社会的能力の養成
(ｵ) 東京理科大学との密接な連携
近年は、これらに次号を加えている。
(ｶ) 地域の窓から世界を望むグローバルな感性を持った人材の育成

ウ

学部学科構成
平成 25 年度までの学部学科は、システム工学部(電子システム工学科、機械シス

テム工学科)、経営情報学部(経営情報学科)の２学部３学科構成であったが、平成
26 年度からは、時代の変化に対応するために、工学部(機械工学科、電気電子工学
科、コンピュータメディア工学科)、経営情報学部(経営情報学科)の２学部４学科
構成に改編している。
エ

在籍学生数
平成 27 年５月１日現在の学部の在籍学生数は 841 名で収容定員 1,200 名の 70.1%、

大学院の在籍学生数は 28 名で収容定員 36 名の 77.8%となっている。
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オ

入学者数
平成 27 年度の入学者数は 214 名で入学定員 300 名に対する充足率は 71.3%、入学

者の内長野県出身者の比率は 67.3%である。大学院の入学者数は 15 名(修士課程 14
名、博士後期課程 1 名)で入学定員 17 名(修士課程 15 名、博士後期課程 2 名)に対
する充足率は、88.2%、長野県出身者の比率は 26.7%である。
カ

教員及び事務職員
平成 27 年５月１日現在の専任教員数は 53 名、非常勤教員数は 47 名、事務職員数

は 25 名で、その内専任職員数は 21 名である。
キ

校地等面積、校舎等建物面積
平成 27 年５月１日現在の校地等面積、校舎等建物面積は次のとおりである。

(ｱ) 校地等総面積 101,931.77 ㎡
※

借地で離れた場所にある第２、第５駐車場用地を除くと 96,997.28 ㎡

※

その他、学校法人東京理科大学所有地「茅野市中大塩」2,606.52 ㎡

(ｲ) 校舎等建物総面積 27,188.99 ㎡
ク

入学志願者・入学者の推移
学部の入学志願者・入学者の推移をみると、開学当初の平成 14 年度から平成 17

年度までは入学志願者は２倍を超え、入学者が入学定員の 300 名を大幅に上回った
が、平成 18 年度以降は、恒常的に入学定員未充足の状況が続いている。学部改編
後の平成 26 年度の入学者数は 202 名で入学定員充足率は 67.3%、平成 27 年度の入
学者は 214 名で入学定員充足率は 71.3%と僅かではあるが改善の方向にある。
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図表１

入学志願者数(実数)・入学者数の推移

※志願者数実数：同一入試内での併願出願を除いた志願者数

ケ

学部別の入学者の状況
システム工学部では平成 17 年度以降定員割れの状況が続いており、平成 26 年度

には工学部に改編したものの入学定員 200 名のところ入学者数は 156 名、平成 27
年度は 171 名と増加傾向にあるが、定員割れの状況は変わらない。
経営情報学部については、平成 24 年度以降定員割れの状況が続き、平成 26 年度
の入学者は入学定員 100 名に対して 46 名、平成 27 年度は 43 名と入学定員充足率
が 40%台となっており、文部科学省からも学生確保に努めることと入学定員の見直
しを指導されている。
コ

大学の収支状況
学校法人会計の消費収支計算書における帰属収支差額は、学生納付金収入、補助

金収入等、負債とならない大学の純粋なる収入部分である帰属収入と、人件費、教
育研究経費、管理経費などの支出である消費支出との差を表している。消費支出に
は、固定資産の購入等の費用は含まれず、固定資産の減価償却費が含まれている。
諏訪東京理科大学単体の帰属収支差額は、開学当初は黒字であったが、３年目の
平成 16 年度以降支出超過となり、平成 26 年度末までの支出超過の累計額は平成２
年度からの短期大学時代を含め計算上約 16 億円となっている。
但しこれについては、学校法人の毎年の決算の中ですでに吸収されており現在負
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債を抱える状態ではなく、諏訪東京理科大学の教育研究に直ちに大きな影響を与え
る状況ではない。しかし、帰属収支差額が支出超過となっていることは、長期的な
視点に立った大幅な改革が難しく、中長期的には何らかの対策を講じる必要がある
ことを意味している。
サ

【参考資料⑤

49 ページ】

収支が支出超過となっている主な理由
収支が支出超過となっている主な理由は、定員未充足による学生納付金収入の減

少である。学生納付金は新入生の入学金、授業料、施設設備費等の学費であるが、
学生が１人減ることにより平均約 100 万円の減収となる。平成 26 年度の収容定員
は 1,236 名であるが、在籍者数が 901 名であることから、学生数が定員を満たして
いるときに比べて、それだけで約 3 億円の減収となる。学生の確保は大学の経営上
きわめて重要である。

(2) 課題
ア

学生数確保による財務状況の改善
大学の経営を継続していくためには、入学定員を満たす学生数を確保することに

より帰属収入を増加させて、収支の改善を図ることが急務である。収支の改善のた
め一方では消費支出を抑えることも必要であるが、教育研究の質を低下させること
は避けなければならない。
イ

学生の学力および社会人基礎力の向上
地域に定着する技術者を養成するために、教育の質的転換と学生支援を進め、社

会が求める学生の学力と社会人基礎力(異なる分野に関する知識と理解、問題発
見・解決能力、チームで協力して取り組む力、主体的に取り組む実行力)を向上さ
せる必要がある。
ウ

地域を通してのグローバル化の推進
多くの企業が集積する諏訪地域では、本拠地を諏訪に置きながらもグローバルに

展開する企業も多い。それらの企業では、技術者、事務管理職者としてグローバル
にも力を発揮できる人材の育成が求められている。

- 12 -

(3) 課題へのこれまでの取組
ア

大学改革基本方針の策定
平成 18 年度以降入学定員の未充足の状況が続く中で、今後学生を安定的に確保し、

地域に対して更に貢献するために大学をどのように改革しなければならないかを
議論するため、平成 22 年度には中長期計画検討委員会を設置し検討を行った。平
成 25 年４月にはこれらを大学改革基本方針として策定した。具体的な事業計画は、
毎年度学校法人の事業計画として位置づけられ、実施されている。
［大学改革基本方針］
(ｱ) 建学の精神及び基本理念の一層の具現化をめざして大学改革を行う。
(ｲ) 平成 25 年度から平成 29 年度の５か年を大学改革実行期間と位置づける。
(ｳ) 改革の重点目標として次の４項目を設定する。
①

システム工学部の改編と経営情報学部における教育研究の充実

②

実践力のある学生を育成するため、アクティブラーニング、グローバル化
対応等教育の質的転換を推進

③

メディア、EV（電気自動車）、エネルギー、ビジネスの４ラボ開設による教
育と研究の活性化

④

地域の課題解決のため、地域連携センターの開設等「地(知)の拠点」機能
の充実

イ

学生募集ブランド力向上のための改革

(ｱ) 入学者の長野県への大幅依存からの脱却
①

諏訪東京理科大学は設置の経緯から、長野県の学生を地元で教育し、地元に
技術者として定着させることを目的としていたため、長野県の全ての高等学校
に推薦枠を設けて、県内中心に学生募集活動を展開した。しかし依然として県
内高校生の県外流出は止まらず、今後の長野県の人口減少も考慮すると長野県
のみに大きく依存することは望ましくなく、むしろ県外から県内に学生を呼び
込み定着させることの必要性が高まった。

②

平成 24 年３月には、
「平成 25 年度入試以降今後５か年の学生募集戦略」を策
定して、諏訪東京理科大学の母体校である東京理科大学がある関東地方を中心
に中京地区を含めて学生募集の重点地域とすることとし、学生募集活動を展開
した。

③

その結果、平成 25 年度以降入学志願者数は増加に転じた。平成 27 年度は平
成 24 年度に比して 23.6%増加している。その反面、入学志願者に占める県内出
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身者の比率は、平成 24 年度が 62.9%であったが、平成 25 年度は 56.5%に低下
し、平成 26 年度以降は 50%を下回っている。
図表２

志願者の県内・県外出身者数の推移

(ｲ) 基礎学力をよく見極めた入学者選抜
①

平成 24 年度には教育の質的転換を大学全体で推進するために教育推進委員
会を設置し、先ず初めに退学者の現状把握と対策の観点から諏訪東京理科大学
の教育の問題点を洗い出した。平成 24 年度までは定員未充足の状況に対応す
るために、入学者選抜において合格水準緩和策をとってきたが、入学者の中に
は基礎学力不足によって勉学意欲を喪失して退学する学生も少なくなかった。
これを改善するために、入学者受入れの方針(アドミッションポリシー)を全面
的に見直し、平成 25 年度からは基礎学力をよく見極めた入学者選抜を実施し
ている。

②

新たな入学者選抜方針に基づく入学者選抜を実施することにより、予備校等
が発表する偏差値(河合塾による)も機械工学科は 35 から 40 に、電気電子工学
科は 35 から 37.5 に、コンピュータメディア工学科は 35 から 37.5 に、経営情
報学科が BF(ボーダーフリー)から 35 にそれぞれ上昇した。

(ｳ) 学生への経済支援の拡大
①

平成 23 年度からは通学バスパスポートの利用路線を１路線から周辺地域６
路線に拡大して、学生の通学に要する経済負担の軽減を図った。通学バスパス
ポートの取組は、大学がバス会社に費用を負担することで、大学が発行する通
学バスパスポートを、学生が定額（年間 2,000 円）で取得することにより、そ
の年１年間６路線について、乗車時にパスポート提示すればバスを利用できる
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というもので、通学ばかりでなく地域の足として学生の課外活動や日常生活に
も広く利用されている。この取り組みは、地域の公共交通の維持にも貢献して
いる。
②

平成 26 年度からは、新たな給付型の奨学金制度として、特別奨学生制度と海
外研修等支援奨学金制度をスタートさせた。

③

特別奨学生制度は、高い基礎学力を持つ学生や課外活動において顕著な成果
を収めた学生を選抜して経済的に支援するため、入学定員の 10%の学生に適用
し、授業料の半額を免除する制度である。この制度により私立大学であっても
国公立大学に近い学費で学ぶことができるようになり、高い基礎学力を有しな
がらも私立大学への進学をためらっていた学生を受け入れることができるよ
うになった。

④

海外研修等支援奨学金制度は、海外において積極的に英語力及び国際的活動
の向上を図ろうとする意欲のある学生に対して、20 万円を上限として給付する
奨学金である。地域のグローバル化に対応する教育を推進する上で、重要な奨
学金となっている。

⑤

平成 27 年度からは、経済的に修学が困難な学生を支援するために、学内ワー
クスタディ制度を新設し、大学の教育支援活動等に従事する学生を経済的に支
援するともに、学生の社会性向上を図っている。

⑥

これらの学生への経済支援の拡大は、教育の質的転換や学生募集にも有意な
効果があるが、財源として経常経費の増加を伴うことから、私立大学としては
経営的に限界がある。

⑦

長野県は、平成 26 年度から県の高等教育振興施策を充実させるために、高等
教育振興大学間連携懇談会を開催して、学生の経済支援についても議論を行っ
ている。

(ｴ) 学部・学科体制の大幅な再編
①

平成 26 年度には、時代の変化に対応するためにシステム工学部を改編して新
たに工学部を設置しこれまでの２学科体制から３学科体制に変更した。経営情
報学部においては教育課程の大幅見直しを行い、平成 26 年度から施行してい
る。同時に大学全体で教育の質的転換も進めて社会が求める学力や社会人基礎
力を有する人材の育成に努めている。工学部は大学改革５か年計画の最終年度
である平成 29 年度に完成年度を迎え、平成 30 年３月には初めての卒業生を出
すことになる。
しかし、一方では長野県の人口の減少が進む中で、長野大学が公立化を検討
中であり、平成 30 年４月には新県立大学が設置される予定であるなど、長野
県の高等教育を取り巻く環境もまた大きく変化しつつある。

②

諏訪東京理科大学が今後もこの地域に継続して貢献し続けるためには、諏訪
東京理科大学の特色を磨き長野県によりフィットとした大学として、一層の魅
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力向上に努めなければならない。そのために、学内に中期ビジョン検討委員会
を設置して２学部４学科体制の大幅見直しを進めるとともに、地元自治体との
意見交換を通じて新たな諏訪東京理科大学ヘの改革構想を検討している。
(ｵ) 東京理科大学との連携強化
①

東京理科大学とは同一学校法人が運営する大学として、教育、研究や産学連
携、管理運営面で様々な連携をとってきた。その中で、学生募集上高校生等か
ら関心の高いのは東京理科大学への特別編入学である。東京理科大学へ編入学
するには、諏訪東京理科大学内で一定の好成績を収め、かつ東京理科大学の課
す編入試験に合格する必要があり、その数は毎年５名前後であるが、関東圏か
らの受験者の多くが編入学を希望している。そのため、東京理科大学への入学
を希望しているが希望がかなわなかった受験生の受け皿として、諏訪東京理科
大学の学生募集戦略上重要となっている。

②

また学校法人東京理科大学においても、現在、当該地域の実情を勘案して、

東京理科大学の研究推進機構である総合研究院の研究部門を諏訪に設置する
等、教育研究面での一層の連携を具体的に検討している。
(ｶ) 地域貢献の新展開 (高大連携の強化)
①

諏訪東京理科大学の最大の地域貢献は卒業生の地元への就職であるが、それ
とは別に基本理念に基づき企業や地元自治体との連携事業、生涯学習事業など
を積極的に行ってきた。しかしながら高校卒業生の県外流出が続く中、若者の
地元定着を促進することの重要性は地方では益々高まってきている。諏訪東京
理科大学では、この認識のもと、地域に定着して地域産業の振興に貢献する人
材を高校教育と大学教育の円滑な接続を通じて育成することとし、平成 27 年
４月に学内に高大連携推進センターを設置して取り組むこととした。高校と大
学が共同で作成した教育プログラムによる授業実施やシリーズで行う出前実
習、高校の先生方との意見交換、大学の授業見学などの事業を通じて県内高校
卒業生の県内定着を促進しつつある。

ウ

新たな教育の充実

(ｱ) 地方にある大学の特徴を活かす実践教育の推進
①

学生の実践力向上を図るために、地域を学びの場、課題解決を体験する場と
して位置づけて、新たな授業科目として「地域に学ぶ」を新設した。地域志向
科目の授業では、地元自治体や地元企業の職員、市民の方にも講師をお願いし
ている。
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②

経営情報学部の授業科目「プロジェクト&マネジメント」や研究室のゼミ、工
学部の研究室では、学内のラボ等を活用して地域の課題に取り組んでいる。

(ｲ) 学力層別教育の充実
①

学習支援室では、基礎学力向上を目指す学生のために学習相談の時間増によ
る充実を図るとともに、東京理科大学への特別編入学など、より高いレベルを
目指す学生のサポートを行うため、前期・後期にそれぞれ発展学習講座を開講
している。

②

資格取得を目指す学生に対しては、教育課程内での支援のほか、生涯学習セ
ンターが資格取得支援講座を経済的にも支援し、学生の主体的な学習をサポー
トしている。

(ｳ) 英語教育の充実と国際性を養う取組み
①

平成 26 年度から、地域からのグローバル化に対応した教育を推進するために、
外部試験を活用して、学生の英語力の到達目標を設定した取組を実施している。

②

平成 26 年度からは、学生の国際性を養うために、学生ホールの一角を「英語
村」として学生、教職員が英語だけを使用して交流する場とする取組みを始め
ている。現在は不定期であるが、次第に定期的な開催に発展させようとしてい
る。

(ｴ) 地元企業との協力による海外体験推進
①

経営情報学部では、平成 26 年度から授業科目「海外ビジネス研修」(海外イ
ンターンシップ)を実施している。これは、諏訪地域の企業の協力を得て、企
業の海外事業所で研修を行うもので、10 日前後の短期研修と約３か月の長期研
修がある。短期・長期いずれの研修においても、学生の目に見えた成長が確認
されており、有意義な研修となっている。

エ

経営のスリム化

(ｱ) 消費支出
諏訪東京理科大学の最も大きな課題は、入学定員を満たす学生数を確保するこ
とにより帰属収入を増加させて、収支の改善を図ることであるが、一方では消費
支出を抑えて経営のスリム化を進めることが必要である。
①諏訪東京理科大学の消費支出(経常経費)と他大学の経常経費を学生１人当たり
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の経常費で比較すると次のようになる。諏訪東京理科大学は、国公立大学と比較
して学生１人にかける費用はかなり少ない状況である。

図表３

学生１人当たりの経常費 (平成 24 年度)（千円）

国立大学

公立大学

諏訪理大

3,960

3,400

1,482

・国立大学、公立大学の数値は、平成 25 年度文部科学省学校基本調査学校
経費調査(平成 24 会計年度)の消費的支出の数値及び平成 24 年度学校基
本調査の学生数をもとに作成。
・諏訪理大の数値は平成 24 年度の消費支出をもとに平成 24 年度収容定員
1,232 名から算出。
(ｲ) 人件費
①

消費支出の内、最も大きな比率を占めるのは人件費である。その大きな部分

を専任教員数と専任職員数が占めている。専任教員数は大学設置基準で必要教員
数が定められており、諏訪東京理科大学の専任教員数は、平成 25 年５月１日現
在で 56 名(設置基準上必要数は 47 名)、平成 26 年度の学部改編後の専任教員数
は平成 26 年５月１日現在で 55 名(設置基準上必要教員数は 53 名)である。この
教員数について教員１人当たりの学生数で他大学と比較すると次のようになる。
他大学との比較上平成 25 年度のデータを使用する。
平成 25 年度の専任教員数では設置基準上必要数よりも９名多い状況であった
が、教員１人当たりの学生数で比較すると、諏訪東京理科大学の数値は他大学と
比較して高くなっている。
図表４

教員１人当たりの学生数（人）

国立大学

公立大学

私立大学

諏訪理大

9.7

11.4

20.5

22.0

・平成 25 年度文部科学省学校基本調査より作成
・諏訪理大の数値は収容定員平成 25 年度 1,234 名から算出。
②

専任事務職員数については、平成 25 年度が 20 名で、この数字を他大学と、
職員１人当たりの学生数で比較すると諏訪東京理科大学の数値は他大学と比
較して高くなっている。
法人本部が東京にあり諏訪東京理科大学を含め 3 つの大学を運営しているため、

総務、経理、管財、情報システム、人事関係業務などの管理業務は、本部事務局
に多くを依存している。この部分の人数を加えても上記の学生数は 42.5 人である。

- 18 -

図表５

専任事務職員１人当たりの学生数（人）

国立大学

公立大学

18.6

28.2

私立大学

諏訪理大

34.1

61.7

・平成 25 年度文部科学省学校基本調査より作成。
・諏訪理大の数値は平成 25 年度収容定員 1,234 名から算出。
③

諏訪東京理科大学では専任職員のほかに臨時職員、パート職員、派遣職員、
委託職員により事務運営を行っているが、事務系職員数も年々減少傾向となっ
ている。事務職員の負担は増加しているが、教員の協力も得て学生サービスの
低下にならないように努力している。

(ｳ) 教育研究費
①

消費支出の内、教員が教育研究に充当する経費として学校法人から配分され
る教育研究費予算については、実験実習費支出などの学生当たりの単価は変わ
らないものの、学生数が減少しているため年々減少傾向となっている。平成 24
年度の予算額を 100 とした場合、平成 27 年度は 82.3 となっており、４年間で
17.7%の減少となっている。それ以外の教育研究に係る配分予算は極力維持す
るよう努めている。学校法人からの配分予算が減少傾向する中で、教員は研究
資金について外部資金を獲得するよう努力している。

(ｴ) 事務系の経常経費
①

事務系の経常経費支出については、増加傾向にあるが、その理由は、施設の
経年劣化による施設運営費、施設設備の修繕費等の管財関係経費が増加してい
るためである。経常経費予算から管財関係経費を除いた経常経費予算は、平成
24 年度を 100 とした場合、平成 27 年度はむしろ 13.4%の減少となっている。
今後、経費の削減を進める一方で施設設備の経年劣化により修繕費等が増加す
ることが予想されるが、年次修繕計画によって計画的に対応するように心がけ
ている。

②

奨学金や学生の活動を支援する経費等の学生支援予算は、むしろ増加させて
充実に努めている。

③

大学改革に関連する、教育の質的転換に係る資金、教育研究活性化のための
設備資金、地域活性化に資する研究資金等は、国や長野県の補助金を獲得する
ことにより推進している。
・国の教育研究活性化設備整備費補助金：平成 24 年度と平成 25 年度に採択、
平成 27 度申請中

・国の私立大学等改革総合支援事業補助金：平成 25 年度、平成 26 年度に採択、
平成 27 年度申請中
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・国の地(知)の拠点整備費補助金：平成 25 年度、平成 26 年度に申請、不採択
・長野県の大学・地域連携事業補助金：平成 26 年度、平成 27 年度に採択
・東京理科大学との連携でも、平成 26 年度東京理科大学が今後戦略的に推進す
る研究課題を支援する予算である「東京理科大学重点課題特別研究課題推進
費」に諏訪東京理科大学教員の農業関連の研究課題が採択され、東京理科大
学の教員、企業との共同研究を進めている。
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６

大学が提示した新生諏訪東京理科大学改革構想の概要

新たな諏訪東京理科大学への改革構想では、従来からの諏訪東京理科大学の理念と特
長を生かしながら、さらなる魅力向上を図る必要がある。大学の提示する改革構想を例
示すれば次のとおりであるが、具体策については、関係者でさらに検討を深める必要が
ある。

(1) 大学改革の理念
ア

建学の精神「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」を再確認し、諏訪圏、さ
らには長野県の地域の発展に貢献するために、東京理科大学伝統の実力主義の教育
を継承する。

イ

急速に発達する科学技術とグローバル化する社会・経済に対応し、自ら将来を開
拓できる主体性の確立した人材を育成する。

ウ

地域に一層貢献する大学として、新しい産業や技術の創出と、地域産業と文化の
振興に積極的に取り組み、人を地域に集め、地方創生の拠点となる。

(2) 教育の目標
新たな諏訪東京理科大学では、以下の知識と能力を持つ人材を育成する。
ア

自らの専門分野における知識と能力を有するとともに、それを社会のために活用
できる力

イ

工学と経営学の両分野にまたがる幅広い素養を持ち、問題を発見し解決できる力

ウ

自律しながらも他者と対話・協調し、社会の一員として、地域においてもまたグ
ローバルにも活躍できる力
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(3) より魅力ある大学となるための大学改革
ア

教育・研究改革

(ｱ) 中南信地域唯一の理工系大学として、その特色を鮮明化させるため、工学部１
学部の構成に改組し、ものづくり、医療健康、農業、食品、エネルギー、流通、
観光などにおける今後の発展の要となる情報応用技術を教育研究の中心に置い
て再編する。
(ｲ) 開学以来の教育の特色である工学と経営学の融合教育は、当該地域の産業構造
の変化に伴いその重要性を増しているため、共通・融合グローバル教育センター
を置いて堅持し、さらに充実させる。
(ｳ) 地元自治体及び企業・住民の協力を得て、地域を学びと実践のフィールドとし
て、他者との連携力を兼ね備えた学生を育成する。さらに、地域の課題を発見し
解決する PBL（プロジェクト・ベイスド・ラーニング）型教育を実施して、学生
の問題解決能力をさらに高める。
(ｴ) 地域のグローバル化に対応して、企業の海外拠点でも活躍できる人材を輩出す
るため、英語教育や海外インターンシップ等を充実させる。英語村等の英語普及
プログラムを実施し、関心のある地元住民にも開放する。
(ｵ) 全ての学生にパーソナルコンピュータを持たせ、ICT を活用した教育を推進す
ると共に、情報技術系の教育を充実させる。
(ｶ) 学修の質を保証するため、４年生は全員を研究室(ゼミ)に所属させて卒業論文
を全学で必修科目とし、また従来からも実施している関門科目あるいは卒業認定
講座をさらに整備して実施する。
(ｷ) 医療健康、農業、食品、エネルギー、地域情報など、当該地域において今後重
要となる分野に一層貢献し得る研究及び地域支援体制を整備する。
(ｸ) これらの研究開発を推進するため、大学院を拡充し、地域社会に直結した研究
開発を通して、学生に専門知識・技能を深めさせると共に、実践的な教育を行う。
これによって、学部１～３年生の基礎・専門・融合教育＋４年生の卒業研究と大
学院２年間の３＋３年による学部・大学院接続６年教育を実現し、高度の専門性
のみならずマネジメントとグローバルの感覚を持ち、かつ実践力を身につけた人
材を送り出す。
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(ｹ) 県外出身の学生も含めて、卒業生の県内への就職を促進するためのカリキュラ
ムやキャリア支援環境を、地元自治体や企業と協力しながら整備する。
(ｺ) 学生の県内定着を促進するため、奨学金制度の充実、基本的な設備を備えた指
定アパートの充実、通学バスの利便性向上を進める。
イ

大学運営の改革

(ｱ) 学長のガバナンスが一層発揮できる運営体制とする。
(ｲ) 地域の要望に応えかつその評価を受けるため、経営審議会(仮称)を設置して、
地域に貢献する大学としての役割を強化する。
(ｳ) 県内の高等教育機関とは、それぞれの特色を生かして分野、地域による役割分
担と相互協力を進め、相互協力による教育課程内外の教育や教育研究の改善・高
度化、学生確保のための取組等を実施する。
(ｴ) 長野県で必要とされる人材の育成と県内定着に取組むために、県内の高等学校
と連携して高大接続教育を進める。
(ｵ) 東京理科大学との連携強化
①

東京理科大学の協力を得て、東京理科大学の実施する海外留学制度への参加、
単位互換による都心での学習、特別編入学、大学院への推薦入学など、幅広い
学修経験を可能にする。

②

教育方法、特に ICT を活用した教育方法について東京理科大学の支援を受け、
特色ある教育を展開する。

③

東京理科大学の研究推進機構・総合研究院に「農業工学研究所(仮称)」(後述)
を諏訪東京理科大学内に設置、今年度から部門でスタートさせる。東京理科大
学の有する光技術、情報技術等の先進的な技術を農業に適用して、当該地域及
び我が国の農業工学の進展に資する。

(ｶ) 教育・研究改革を進めるに当たっては、地元自治体の支援措置を活用しながら、
自治体・産業界とも連携して取り組む。
(ｷ) 地元の企業の要請に応えるため、「地域連携技術開発センター(仮称)」（後述）
を設置して、地域貢献を推進する。
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(ｸ) 地域のグローバル化支援
①

観光の国際化への支援、企業の海外展開への協力、住民のグローバル交流へ

の参加、英語村の住民への開放等を進める。
ウ

大学の構成

(ｱ) 大学院・学部・学科等（名称、入学定員は予定）
学部入学定員は、現状の定員充足状況に基づき、文部科学省からの指導に対し
ては入学定員を 260 人程度に縮小するとの回答を行ったが、地域創生の観点から
はできる限り多くの若年層を地元から集めて、地元に就職させることが重要であ
るため、設置形態の変更も含め大学改革を行うことにより将来的に学生確保力が
向上した場合には、より時代に応じた教育内容の再編を含めて、学部入学定員を
現状（300 名）を維持し、将来的にはそれ以上とすることを視野に入れる。
図表６

大学が提示する大学院・学部・学科等
工学・マネジメント研究科
工学・マネジメント専攻

大学院

工学・マネジメント専攻

博士後期課程(入学定員 2 人)
修士課程 (入学定員 65～75 人)

テクノロジーコースの定員割合 (90%)
工学部

(入学定員 260 人～300 人)(名称、入学定員は予定。)

情報応用工学科（仮称）
学部

共通・融
合・グロ
ーバル教
育

※

知能・情報・通信コ
ース
人工知能、情報、通
信、医療工学、
IoT ※

マネジメントコースの定員割合(10%)

機械電気工学科（仮称）

社会情報システム
コース
ビッグデータ、
社会・地域情報活
用、農業食品、IoT

機械・制御コース

電気電子コース

ロボット、制御、
次世代モビリティ

組込素子、スマート
エネルギー・農業工
学

共通融合グローバル教育センター (工学と経営学の融合教育の実施、自治体、企業
等の経営への協力、教養教育、理系基礎教育、グローバル教育、海外研修、外国語
教育、英語村等)

IoT

Internet of Things

様々なモノに通信機能を持たせ、インター

ネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、
遠隔計測などを行うこと。
(ｲ) 大学院の充実
工学系大学の地域貢献は企業や自治体への技術・情報協力が主体となるため、
大学院生の寄与なくしては大きな成果は挙げられない。そのため、大学院の充実
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を図ることとし、修士課程については、他の類似の理工系大学の例を参考にしな
がら収容定員を増加させる。大学院では、研究室に所属させ、専門知識・技能を
深めさせると共に、実践的な教育を行うことができる。
博士後期課程については、ものづくりの中小規模企業が多い諏訪圏の技術者か
らの要望に沿うために設けた課程であって、すでに社会人に博士号を授与した実
績もあり、かつ中南信においては、専門職コースは信州大学が岡谷市に開設して
いるものの、一般課程としては唯一の工学系博士後期課程であるため、現在の規
模を維持して継続させる。
(ｳ) 研究センター、連携センター等
①

東京理科大学農業工学研究所(仮称)
東京理科大学の研究推進機構・総合研究院が直接に運営する施設として諏訪
東京理科大学構内に設置し、東京理科大学の有する光技術、情報技術等の先進
的な技術を農業に適用して先端的な研究開発を行い、当該地域及び我が国の農
業・食品工学の進展に資する。

②

地域連携技術開発センター(仮称)
学生の教育（特に大学院教育）と地域の産業・文化の振興に貢献する。
・医療健康部門：脳科学、診断画像・音響解析、医療情報通信等
・地域情報部門：工業生産、観光、流通等、IoT 及びビッグデータ等
・地域先端技術部門：情報通信、航空宇宙、エネルギー、ロボット、制御、
組み込み素子等

③

地域連携センター
地域との各種の連携を統括して推進する。
・産学連携センター：産業界との共同研究、技術支援等の窓口となる。
・生涯学習センター：地域住民の教育文化の向上に寄与する。
・高大連携推進センター：高等学校との教育の円滑な接続の推進を図る。

④

学習・就職支援
・学習支援室：基礎的な学習の充実と、より発展的な学習を共に支援する。
・キャリアセンター：大学卒業後の希望する進路実現を支援するため、幅広
いキャリア形成プログラムを提供する。
・英語村：英語を身近にして地域のグローバル化に対応できる人材を育成す
るため、英語のみでコミュニケーションするスペースと機会を提供する。
将来的には、地域住民にも開放して地域のグローバル化の一助とする。
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７

大学が提示する改革構想に対して(茅野市・長野県)

(1) 大学改革に当たって地域内の協議
諏訪東京理科大学の設置及び運営に関し、重大な支障が生じるおそれが発生した
ときには、平成 12 年７月５日付で締結した諏訪東京理科大学の設置に関する協定
書第５条に基づき、当事者である茅野市長及び学校法人東京理科大学理事長は、立
会人の長野県知事及び諏訪広域連合長を含め、直ちに協議し対策を講ずるものとし
ている。しかし、諏訪東京理科大学の設立の経過を鑑みるに、短期大学の誘致や４
年制改組に当たっては、諏訪地域を挙げて取り組んできたことから、地域の声を聴
き、大学改革に取り組むことが肝要である。
産・学・公の連携の中で、諏訪東京理科大学が諏訪地域に果たす役割を、今後、
協議を進める中で十分議論するために、(仮称)有識者会議を設置し、キャッチボー
ルしながら検討を進めていくことが必要である。
それを前提に、学校法人が示した前項の新生諏訪東京理科大学改革構想に地元自
治体の視点を加えて、大学改革の姿を例示して整理すると次のとおりである。

(2) 大学改革の考え方
設置形態が私立から公立に転換するかどうかを問わず、教育・研究の充実及び大
学の魅力向上、入学定員の維持・向上のために改革を進めることは必須である。
こうしたことを踏まえ、次のような力を持つ人材を育成することが、教育の目標
として考えられる。

ア

教育の目標

(ｱ) 自らの専門分野における知識と能力を有するとともに、それを社会のために活
用できる力を持つ人材
(ｲ) 工学と経営学の両分野にまたがる幅広い素養を持ち、問題を発見して解決でき
る力を持つ人材
(ｳ) 自律しながら他者と対話・協調し、社会の一員として、地域においてもまたグ
ローバルにも活躍できる力を持つ人材
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イ

魅力ある大学となるための大学改革

(ｱ) さらなる工学と経営学の融合の充実
・中南信地域唯一の工学系学部を有する大学として特色を鮮明化
・情報応用技術を教育・研究の中心に置いて再編
・「共通・融合教育センター」を置いて、工学と経営学の融合をさらに充実
(ｲ) 情報、ものづくり、農業理工学分野の技術応用最先端大学に
・東京理科大学が「農業理工学研究所（仮称）」を新大学内に設置し、先進の光
技術、情報通信技術等を農業に適用して、諏訪地域及び我が国の農業理工学
の進展に寄与する。
・新生諏訪東京理科大学は、この研究所と強く連携するとともに、東京理科大
学の他の部局及び地域の先進企業とも協力して、情報、ものづくり、農業理
工学分野の技術応用に関する最先端大学として特色づけをしながら、教育・
研究を充実させる。
(ｳ) 教育改革
・地域の課題を発見し解決するＰＢＬ（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾍﾞｲｽﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）型教育を実
施し、学生の問題解決能力を高める。
・企業の海外拠点でも活躍できる人材を輩出するため、英語教育や海外インタ
ーンシップ等を充実
・学修の質を保証するため、ゼミと卒業論文を必修科目とし、関門科目あるい
は卒業認定講座をさらに整備し実施する。
・全学生にパーソナルコンピュータを持たせ、ＩＣＴを活用した教育を推進
・学習・就職支援のため、学習支援室、キャリアセンターを設置
(ｴ) 地域貢献
・諏訪地域の企業の要請に応えるため、
「地域連携技術開発センター(仮称)」を
設置し、地域貢献を推進する。
・中心市街地の公共施設を活用した産学公連携の拡大や学生が集うまちづくり
の推進に取り組む。
・県内に定着する人材の育成に取り組むために、県内の高等学校と連携して高
大接続教育を進める。

- 27 -

８

大学存続の必要性と設置形態の検討

(1) 大学存続の必要性
諏訪東京理科大学は、県内唯一の私立理工系大学として、また諏訪地域唯一の４年制
大学として、これまで地域の活性化や産業振興など様々な方面で大きな役割を果たして
きた。
産学公の連携による産業振興の面でも、また諏訪東京理科大学が立地することによっ
て地域に及ぼす経済波及効果の面でも、諏訪東京理科大学が存続することの意義は大変
大きく、地域にとっては不可欠の存在である。
諏訪地域の地域創生にとっては、諏訪東京理科大学の存続を前提に、今まで以上に諏
訪東京理科大学との連携を強化し、地元をはじめ諏訪圏域における雇用の創出、若者の
定着につなげていくことが必要である。
諏訪東京理科大学の学生確保の課題と関係地方自治体の人口減少対策、地元への若者
定着は共通の課題であり、長野県においても、また大学が設置されている茅野市におい
ても地域版総合戦略に大学を位置付け、力強い対策を打っていくこととしている。

(2) 設置形態の検討
諏訪東京理科大学が、今後も一層地域に貢献する大学として継続発展し、この地域の
創生に寄与するためには、建学の精神を活かし地域の求める大学へと改革をすることが
必要であり、
「６

大学が提示した新生諏訪東京理科大学改革構想の概要」に挙げたよう

な改革が進められている。他方、若年人口が減少しつつあるこの時代にしかも地方に立
地する小規模大学としては、単にそれだけでは、学生数を回復して長期にわたって発展
的に地域貢献して行くことは困難である。従って、設置形態の変更も含めた抜本的な検
討が必要となっている。また、前述のように地域創生の観点からも学部入学定員を維持
拡大する必要がある。

ア

学校法人東京理科大学内での経営

(ｱ) 公設民営方式で設立された私立大学
現在、全国の自治体において地方創生への取組が行われているが、地方にある
大学は、人口流出を防ぎ地域の活性化をもたらす力となり得るため、すでに平成
の初期からいくつかの自治体が公立大学を設立してきた。
その中で、当時の民間活力の活用の流れもあり、土地、施設や設備は自治体が
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提供するものの、私立学校法人の経営形態を選ぶものも多くあった。その理由は、
当時はまだ公立大学法人の制度がなかったため、私学の法人格を持つ方が特色の
ある運営がしやすいことや教職員が公務員でなくなるため行動の自由が大きい
こと、また自治体の規模によっては直接に大学を運営するには旧自治省の基準に
よって公立大学の設置自体が認められなかったりその数に制限があったりした
時期もあったこと、また自治体に大学運営の十分な経験や業務量の余裕があると
は言えなかった等の理由が挙げられている。
このような設立手法を一般に公設民営方式と言っている。例としては（順不同）、
千歳科学技術大学、東北公益文科大学、東北芸術工科大学、長岡造形大学、長野
大学、静岡文化芸術大学、鳥取環境大学、高知工科大学、九州看護福祉大学、名
桜大学等がある（定義も一義的ではなく、すでに閉学したもののあるので，網羅
的ではない。）なお、同じ趣旨ではあるが既存の私立学校法人に経営を委託した
場合を公私協力方式ということもある（姫路獨協大学、諏訪東京理科大学、山口
東京理科大学等）。
しかしながら、公設民営方式で設置された私立大学の学生確保は順調ではなか
った。その主たる原因は，学費を国公立大学に比してほぼ２倍に設定せざるを得
ないことにあったと考えられている。これについては、公設民営方式の私学から
最初に公立学校法人に転換した高知工科大学の学長（当時）も、「この高い学費
は、公設民営方式の発足当時の好調な経済状態と子どもに尽くす親の気持ちがあ
るので大きな欠点とはならないと思われたが、その後の経済不況の影響が、特に
地方の住民にとって厳しいものになった。」と分析している(IDE-2007 年 vol.488
「大学と自治体」)。実際、公設民営方式大学のうちでも、通常の運営費にも自
治体の補助を受けて、学費を国公立大学と同じに設定してきた静岡文化芸術大学
は、設立当初から安定して定員を確保している。
これ以外の公設民営方式の大学では、デザインや看護に特徴を有する東北芸術
工科大学と九州看護福祉大学が定員を確保してきたが、それ以外のすべての大学
において学生の確保が困難であった。
そのため、平成 16 年に公立大学法人の制度が導入されたことにより、すでに５
大学（高知工科大学、静岡文化芸術大学、名桜大学、鳥取環境大学、長岡造形大
学）が公立大学に移行しており、公立化後は安定して入学者を確保している。
この地域（茅野市をはじめとする諏訪圏）においても、昭和から平成への移行
期に大学（当時は短期大学）を誘致することによって地域の活性化を図ろうとす
る計画が検討された。当時は上述のような時代背景にあったため、自治体が直接
に運営する公立（短期）大学ではなく、既存の私学に経営を委託する公私協力方
式が選択され、学校法人東京理科大学に、東京理科大学諏訪短期大学の設立が要
請された。
学校法人東京理科大学では、在京の私学が長野県に大学を経営できるか否かの
慎重論もあったが、東京一極集中傾向の中で、地方の学生が東京に集まるばかり
ではなく東京の大学が地方に出ることにより、地元で技術教育を受けられるよう
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にすることが、建学の精神「理学の普及を以て国運発展の基礎とする 」を具現
化することであるとの信念に基づき、地元から土地建物等の提供を受けて、東京
理科大学諏訪短期大学を運営していくこととなった。
４年制の諏訪東京理科大学の設置に当たり締結した協定書では、設置及び運営
に関する基本原則として、大学用地及び校舎建築費等の設置経費の内一定金額を
限度に地元が負担し、一方、大学設置後の経常経費については学校法人が責任を
もって負担するものとするとしている。これは、学校法人が地元自治体と力を合
わせて長野県及び諏訪地域の振興にできる限りの貢献をしていこうとする決意
の現れである。
大学の地域への貢献においては、その地域から学生を受け入れ、またその地域
に就職させることがもっとも重要である。そのため、諏訪東京理科大学の設置に
関する覚書では、県内の高等学校からの推薦による入学に特に配慮すべきことが
明記されている。学校法人東京理科大学はこの規定を重く受け止め、県外に多く
が流出する高校卒業生を地元に留めて地元で教育し、地域に定着する技術者とし
て養成すること、もって地域の振興に貢献することを第一として、長野県内全て
の高校に推薦枠を設定し、長野県内と山梨県にほぼ特化した学生募集活動を展開
してきた。
しかしながら、４年制大学に改組しても東京理科大学と諏訪東京理科大学は別
の大学との意識を払拭することは難しく、またリーマンショック等による圏域経
済の低迷の中で国公立に比して高額な学費のために、長野県内からの推薦系入試
の志願者は減少し続けた。このように推薦系入試に重きを置いたこと等もあり一
般入試に係る受験偏差値は低迷を続け、その結果諏訪東京理科大学は推薦入試を
使わなくても入れる大学として、学生募集の悪循環に陥った。継続的な定員割れ
の原因は、根本的な高額な学費の問題を除くと、この点にあったと考えられる。
平成 25 年度からは、長野県からの学生募集の大幅依存を見直して、東京理科大
学との連携を強調することにより、県外からの一般入試による志願者が増加し、
入学者数及び受験偏差値が改善傾向にあることがそのことを裏付けている。
その他の原因としては、県内でも経済的に比較的余裕のある層が子弟を首都圏
で学ばせようとする県外流出傾向が、平成 2 年の諏訪短期大学設置時から大きく
変わることはなかったことが挙げられる。これについては、平成 26 年から、長
野県と県内の大学が共同でキャンペーンを行うなど、改善の努力が始まっている。
諏訪東京理科大学の帰属収支差額は、既述のとおり、開学当初は黒字であった
が、３年目の平成 16 年度以降支出超過となり、平成 26 年度末までの支出超過の
累計額は平成２年度からの短期大学時代を含め計算上約 16 億円となっている。
これについて、学校法人東京理科大学では、建学の精神に基づいて諏訪東京理科
大学の経営を引き受けるという当初の協定に基づき、意図的な教員数の削減や教
育研究経費学生単価の引き下げは行なわず、それに伴って発生する支出超過分は、
毎年の決算の中で法人が吸収することによりその社会的責任を果たしてきた。こ
れについては、今後も最大限の努力をしていく。
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(ｲ) 財政における収支均衡の方策
一方で、学校法人も経営する大学の学生とその保証人に対する説明責任を負っ
ている。従って、諏訪東京理科大学が、現学校法人内で長期にわたって存続し発
展していくためには、財政的にも収支をバランスさせることが必須である。その
ためには、定員を確保して収入を増加すべきことは言うまでもないが、既述のよ
うに現在、地方にある公設民営方式や公私協力方式による小規模私立大学が置か
れている状況は厳しく、その大部分が、在学生数の不足に直面している現状にあ
る。
大学進学に関する外部調査機関の分析でも、これまでの諏訪東京理科大学の各
種の施策には一定の評価ができるものの、それよりも学費が国公立に比して高額
であることと、都会地から離れた立地条件の制約が大きく、現在計画している教
育課程の改革をもってしても、急速な回復を期待することは困難であるとしてい
る。
その他収支均衡を目指してとるべき方策として、入学者数の不足分を補填する
ための学費の値上げが考えられるが、学生の経済状況や学生募集戦略上現実的で
はない。
さらには経営規模のダウンサイジングがある。大学改革を進めて現実的な範囲
で回復した学生数まで入学定員を削減し、それにともない教職員数、経常経費を
削減するものである。しかしながら今後現実的な範囲で回復した学生数を想定し
ても、収支均衡に至るには教員数や教育研究費の必要な削減幅は非常に大きいた
め、教育レベルや地方貢献は現状より相当に低下せざるを得ず、学校法人として
は極めて遺憾ではあるが、地域への貢献自体も大学の発展も望めないと判断せざ
るを得ない。一方で、経費の削減、必要な教職員数の見直し等は、今後も継続的
に行う必要がある。
(ｳ) 東京理科大学のなかの一つの学部として吸収する案
学校法人東京理科大学においては、事業を長期に亘って継続し発展させるため
の検討を行い、順次実施している。例えば、東京理科大学の久喜キャンパスは、
平成 28 年４月に神楽坂キャンパスに全面移転するが、長万部キャンパスは基礎
工学部の１年生のみが在学するもので学生確保の問題はないため継続し、人口減
少が進みつつある長万部の地方創生にも貢献しようとしている。山口東京理科大
学については、地元自治体との協議により、平成 28 年４月には公立大学法人に
転換する予定で手続きを開始している。
このように、各キャンパスの事情を勘案しながら、これからも大学を存続させ、
社会に貢献するための方策を推進している。
この一環として、諏訪東京理科大学についても、東京理科大学のなかに一つの
学部として吸収する案は、すでに外部の調査機関の助けも借りて検討されてきた。
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その結果は、東京理科大学の１学部とした場合には、長野県内からの募集力は
ある程度上昇するが、県内の該当する学力受験生層には根強い県外進学志向があ
り、それのみでは大きな改善には至らない。従ってやはり全国的な学生募集に依
存するところが大きい。この場合、全国的に知名度は上昇するものの、国公立に
比して学費が高くかつ比較的遠隔の地方に位置する私立大学を進学先として選
択させるには、より大きなモティベーションが必要である。従って短期的には学
生数を増加させ得ると考えられるが、受験人口の連続的な減少傾向を考慮すると、
長期の解決策とはなり得ない、と言う結論に至っている。
実際、他大学において、地方大学を別大学としていた場合に本体に吸収した例
を見ても、地方でも大都市にあるキャンパスは存続させているが、遠隔の地にあ
るキャンパスは閉鎖している。
(ｴ) 東京理科大学の学部の初年次の学生を受け入れる方法等
東京理科大学の一部としてキャンパスを活用する他の案としては、東京理科大
学の学部の初年次の学生を受け入れる方法も考えられる。この場合、学生数は確
保できるが、卒業生は出さないため、地元の勤労世代人口の増加には結びつかず、
また専門学部の教員も勤務しないため、地元産業への技術支援等の寄与は困難で
ある。全寮制となる場合は地元への経済効果も小さい。
その他の案として、都心からのアクセスも比較的よいため、理科大の研究所を
置く可能性も考えられる。この場合は、キャンパスとしては存続するが、滞在す
る学生や教員数は大幅に減少するので、地元への貢献としてはさらに限定的であ
る。

イ

他の私立大学への経営譲渡

諏訪東京理科大学を存続させるために、他の私立学校法人への移譲についても検討
を行ったが、諏訪東京理科大学の場合は、周辺の私立大学も程度に差はあるものの類
似の状況にあり、諏訪東京理科大学を吸収し、かつそれが当該大学にとってもメリッ
トとなり得るような私立大学は見当たらないとの結論に至っている。
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ウ

公立大学としての経営

(ｱ) 私立大学の公立化の傾向
近年、地方創生に大きな力となり得る地方大学の役割が見直されている。大学
の立地する地域にとっては、地方大学の継続と発展は、少子化による人口減少や
若年層の大都市への流失を防ぐためにも、重要な課題となっている。このような
中で、大学と地域の双方が抱える課題を私立大学の公立法人化により解決しよう
とするケースが現れている。
これまでに私立大学から公立化したのは、既述のように公設民営方式と言われ
る大学で高知工科大学（平成 21 年度）、静岡文化芸術大学(平成 22 年度)、名桜
大学(平成 22 年度)、公立鳥取環境大学（平成 24 年度）、長岡造形大学（平成 26
年度）がある。また、いわゆる公私協力方式の山口東京理科大学も、平成 28 年
度からの公立大学化を予定して申請中である。
(ｲ) 公立大学法人化に伴う効果
公立大学法人化に伴う効果としては、以下の項目が挙げられる。
①公立大学に対する大きな社会的信頼
現在のわが国においては、国公立大学に対する社会的な信頼感が大きい。そ
のため、公立大学化は、県内の高等学校教員や保護者の国公立志向に直接働き
かけることになるため、大学選択に当たって、有力な選択肢を提示することが
できる。また、国公立大学の一つとしてリストアップされ、全国的にも認知さ
れるようになるため、既存の公立大学の例を見ても、広い地域からの学生が集
まる実績もある。
②学費の軽減に伴う効果
現在の公立大学は、地方交付税交付金を主要な財源として運営されている（地
方交付金不交付団体を除く）。その結果、学生からの授業料を国立大学並みに
軽減することが可能となり、多くの志願者を獲得することが出来ている。それ
によって入学試験の競争倍率が上がり、学力のより高い学生を入学させること
ができるようになるため、教育と研究の質も向上し、好循環が生まれる。学費
負担の軽減は、地元からの志願者の増加にもつながるため、若年層の大都市へ
の流失を防ぐとともに、県外からの若年層を呼び込むこともできる。
【参考資料⑦
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57 ページ、参考資料⑧

58 ページ】

私立大学から公立化した場合の志願者数と偏差値の変化の例は、以下のようであ
る。
図表７

公設民営方式私立大学の公立学校法人化前後の比較

大学
高知工科大
名桜大
静岡文芸大
鳥取環境大学
山口東京理科大

公立化前年度

公立化初年度

公立化２年度

志願者

452

4,888

3,015

偏差値

BF

47.5

50.0

志願者
偏差値

非公表
BF

740
47.5

1,605
47.5

志願者

2,385

3,235

2,364

偏差値

42.5

47.5

47.5

志願者

355

3,235

2,364

偏差値

42.5

47.5

47.5

志願者

300（前々年）

偏差値

BF（前々年）

1,395（前年） 平成 28 年度予定
40.0（前年）

－

・データは河合塾による。
・偏差値は各大学内での最低値、BF はボーダーフリー（下限なし）の意
③大学の継続と発展による地域への効果
これまでも、諏訪東京理科大学は地域貢献の役割を果たしてきたが、公立大
学法人では、設置者である地方自治体から理事長の任命、中期目標の指示、実
績の評価などを受けながら、独立した大学として人材の育成や教育研究活動、
地域貢献などを行うことができるようになり、知の拠点として地域の産業と文
化の振興により一層の貢献をすることができる。さらに、諏訪東京理科大学が
存在することによる直接的な経済効果も相当の額に達する（額については既
述）。また、地域の各種産業や活動を支える人材が供給されることに依る地域
活性化の効果も大きい。
④公立化した場合の学校法人東京理科大学との関係
諏訪東京理科大学が公立大学化する場合、学校法人東京理科大学は、責任を
持って公立化を支援し、また公立化後も、東京理科大学と姉妹校としての協定
を結ぶなどにより連携を強める予定である。同じ法人に属する山口東京理科大
学の公立大学移行の例を見ても、公立大学法人に移行するに当たっての教育、
人事、管理運営の移管や、施設の補修等について必要な事項を洗い出し着実に
実施している。公立化後については、東京理科大学と研究と教育面での連携を
一層強化していく。
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具体的に例示すれば、以下のような事項が考えられる。
教育面では、地方の小規模大学では困難な IT 教育システムの開発や、海外
語学研修あるいは海外短期留学等についての支援を受ける。また、公立化に伴
い諏訪東京理科大学の学生の平均的な学力も向上することが予想されるので、
東京理科大学との単位互換制度の実質的な活用、学部への特別編入学制度や大
学院への特別推薦入学制度の継続的な活用が期待される。
研究面でも、農業工学等の研究開発に関して、東京理科大学の総合研究院の
研究部門の一つを諏訪東京理科大学の構内に開設して共同して研究開発を進
める。成果が上がれば研究センターとして拡張していくことも計画されている。
その他の分野でも、現在ある人脈を生かして研究の交流を継続する。
⑤収支の見通し
公立大学化の可能性を検討するに当たっては、収支の見通しが特に重要であ
る。そこで、収支のシミュレーションを下記の条件で行った。詳細な条件と結
果は、別紙に示す。

【参考資料⑥

50 ページ】

[前提]
・平成 30 年４月に工学部（仮称）の１学部に統合して公立化するとする。
・入学定員と確保：学部入学定員は,若年層を確保して地方の活性化に資するた
めに、現状の 300 人とする。他の公立大学の例ではいずれも定員をやや超え
る入学者を受け入れているが、ここでは定員充足率は 1.0 を基本とし、1.05
も参考値として算出する。
・大学院は、技術開発による地域貢献のためにも、学生のアクティブラーニン
グとしても極めて重要であるため、他の工科系公立大学の例を参考に拡充す
る。
・教職員数：工学系１学部に再編することにより法定基準教員数は減少するも
のの教育研究のレベルを維持するため、教員数は現状を維持する。事務部門
については、現法人から独立するに伴い現法人に依存していた相当量の業務
部分を引き取る必要があり、事務職員数については、その増員分を考慮する。
・教職員の給与は、近隣の国立大学の教職員給与を基準として同一水準とする
ため、必要に応じて削減を行う。
・収入は、学生納付金（入学金と授業料）、学生数に応じて交付される地方交付
金を基礎として地方自治体から交付される運営交付金、各種補助金、手数料
収入等からなる。入学金と授業料は，国公立大学の例による。県内からの入
学生には、入学金を半額とする。交付金は現状の減少傾向に従い毎年 2%で一
定の下限値まで逓減するとする。よりシビアなケースとして、削減率が 2.5%
の場合も検討する。
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[結果]
以上の前提で収支のシミュレーションをした結果、教職員数や教育研究費等に
ついて現状のレベルを維持しつつ、地域連携のための先端技術開発費やグローバ
ル化教育のための経費を新設し、大学院の拡充のための建物・設備の充実、自宅
外学生への指定アパートの充実、経済的困難な学生への支援の拡大を考慮しても、
既存施設の改修を平成 50 年までに完了しかつ次期の改修への蓄積も開始するこ
とができるとの結果が得られる。
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９

まとめ

(1) 諏訪東京理科大学に関する意見交換会の経過
意見交換会は、平成 26 年 12 月 22 日に第１回が開催され、本年 10 月までに７回開
催された。意見交換会では、諏訪東京理科大学の現状と課題について、諏訪東京理科
大学の立地による地域への経済効果等について、諏訪東京理科大学のあり方について
等が協議された。

(2) 検討の結果
検討の結果、諏訪東京理科大学は現在の私立大学としての経営継続および他の私立
大学への経営移譲は不可能であるとの結論に至り、公立大学法人への転換を検討すべ
きものとした。
公立大学法人への転換の検討内容は、以下のとおりである。

ア

公立大学法人への転換
これまで諏訪東京理科大学は入学者確保のための努力を行ってきたものの、定員

割れの状況が続き、今後さらなる少子化が進むなかで、私立大学としての継続的な
経営が困難な状況に直面している。
こうした状況は、諏訪東京理科大学だけではなく、多くの地方私立大学が抱えて
いる問題である。また、大学の立地する地域にとっても地方大学の存続は、少子化
による人口減少や若年層の大都市への流失を防ぐためにも、大きな課題となってい
る。このような大学と地域双方が抱える利害関係を持った課題に対して、公立大学
法人化により解決しようとするケースが増えてきている。
公立大学法人化に伴う効果については、次のことが考えられる。
(ｱ) 学費負担の軽減に伴う効果
①

志願者の増に伴い入学者が確保できるとともに、入学試験の競争倍率が上が
ることにより、学力の高い学生が獲得できる。学力の高い学生の入学により、
大学の教育レベルも向上させることが可能となり、より質の高い教育や研究
が行われることになり、好循環が生まれる。

②

学費負担の軽減は、地元からの志願者の増にもつながるため、若年層の大都
市への流失を防ぐとともに、一方で県外からの若年層を吸引することにつなが
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る。
③

公立大学法人化は、県内の高校教員や保護者の公立志向に直接働きかけるこ
とになるため、大学選択に当たって有力な選択肢を提示することとなる。

④

学生確保力の向上により、学部入学定員を現状(300 名)以上とし、学生の県
外流失を防ぐとともに、県外からの学生の吸引を図ることで若年層の地元定着
が進んでいくことにつながる。

⑤

学生在籍数の増加により収入も増加するため、地域貢献のための技術開発や
情報活用、学生活動等を充実させることができる。

(ｲ) 大学存続による地域への効果
①

これまでも大学は地域貢献の役割を果たしてきたが、公立大学法人化するこ
とで設立団体と一体となった人材育成や教育研究活動、地域貢献などが行われ、
より地域振興に資する地域の知の拠点として存続することになる。

②

大学が地域に存続することで、大きな経済波及効果を生み出す。
・経済波及効果（一次波及効果）
長野県

【参考資料③

44 ページ】

1,248 百万円/年（うち諏訪圏 938 百万円/年）

・地方交付税基準財政需要額算入額（県内に居住する教職員、学生数を基に算
出）
・長野県
・県内市町村
③

イ

【参考資料④

48 ページ】

226,060 千円/年
72,305 千円/年（うち諏訪圏 51,635 千円/年）

地域産業を支える人材が供給される。

大学の存続の必要性と学校法人東京理科大学との連携
諏訪東京理科大学の学生確保の課題と関係地方自治体の人口減少対策、地元への

若者定着は共通の課題であり、長野県においても、また大学が設置されている茅野
市においても地域版総合戦略に大学を位置付け、力強い対策を打っていくこととし
ている。
地方における人口減少の大きな要因の一つとして、東京圏への人口集中が挙げら
れる。特に、地方の若い世代の大学進学時及び卒業時における東京圏への流失が顕
著にみられる。
その要因としては、地方における高等教育機関としての機能が不十分であること
や、地方に学生が求めるような雇用が少ないことがあげられる。
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そこで中南信地域で唯一の工学系学部を有する大学という特色を活かし、地元自
治体や地元企業と連携した新しい産業や技術の創出による産業振興や、雇用の創出
の取組を進めていく必要がある。
また、地元自治体としては、学生の地元定着を目指して、学生の生活応援をする
とともに、大学としても地域と連携し、地域を理解し、地域に愛着を持つ人材の育
成を図っていく必要がある。
今まで以上に諏訪東京理科大学との連携を強化し、地元をはじめ諏訪圏域におけ
る雇用の創出、若者の定着につなげていくことにより、地域創生を図っていく。
長野県においても総合戦略の中で、(仮称)信州高等教育支援センターを核に、私
立大学または公立大学法人のいずれの場合であっても支援できる体制を整えてい
く。
なお、これらのことを踏まえた上で、公立大学法人化することは設立団体が大学運
営の責任を引き受けることとなるため、財政に係る将来見通しを十分検討し、また、
大学運営の改革、経営改善に常に取り組むことを明らかにした上で、住民の理解を得
る必要がある。
また、意見交換会において学校法人東京理科大学は次のように言及した。
本法人では、このまま経営を継続し大学を存続できるか、収支均衡を図るための方
策について検討を行ったが、当面は収入の不足を吸収して諏訪東京理科大学を存続さ
せることはできるが、より長期的には収支均衡を図る必要があり、そのための様々な
方策をとったとしても、教育レベルや地方貢献は現状より相当に低下せざるを得ず、
学校法人東京理科大学としては極めて遺憾であるが、地域への貢献自体も大学の発展
も望めないと判断せざるを得ない。
学校法人東京理科大学としては、長野県、茅野市及び周辺自治体のご判断によって
諏訪東京理科大学の設置形態を公立大学法人化する場合は、東京理科大学との緊密な
連携のもとで、学部学科の改編をはじめとする大学改革に協力し、学校法人東京理科
大学としての責任を果たしていく考えである。
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諏訪東京理科大学に関する意見交換会
所 属

職 名

出席者名簿
氏

学校法人東京理科大学
理事長特別補佐
諏訪東京理科大学学長

名

備

考

森口泰孝
河村

洋
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事

学校法人
東京理科大学

者

学校法人東京理科大学
財務部長
諏訪東京理科大学

岸野信治

事務部長
諏訪東京理科大学

牛山
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長
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平成 27 年７月
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30 日まで
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積
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高等教育参与

德永
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県民文化部長

青木
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31 日から

柿澤圭一

まちづくり戦略室

長

平成 27 年７月

樋口尚宏
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オ
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ザ
ー
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事

新井伊佐男

〃

藤森靖夫

私学・高等教育課長
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轟

寛逸

竹内正樹

平成 27 年 10 月
1 日から
平成 27 年 9 月
30 日まで

平成 27 年４月
１日から
平成 27 年３月
31 日まで

参考資料②
意見交換会の経過
◇第１回意見交換会
日時

26.12.22(月)

午前 10 時 30 分から

場所

松本合同庁舎

301 号会議室

内容
・進行役の選出
・確認事項について
・諏訪東京理科大学のあり方に関する検討事項(案)について
・諏訪東京理科大学の現状と課題について
◇第２回意見交換会
日時

27.２.16(月)

場所

長野保健所庁舎

午前 10 時 30 分から
会議室

内容
・第１回意見交換会の結果について
・諏訪東京理科大学の現状と課題について
◇第３回意見交換会
日時

27.３.30(月)

午前 10 時 30 分から

場所

長野県東京事務所

応接室

内容
・第２回意見交換会の結果について
・諏訪東京理科大学に関する検討事項と必要な資料等について
・諏訪東京理科大学の現状と課題について
◇第４回意見交換会
日時

27.５.15(金)

場所

ベルビア

午前９時 30 分から

３階会議室

内容
・第３回意見交換会の結果について
・諏訪東京理科大学のあり方について
◇第５回意見交換会
日時

27.７.14(火)

場所

長野保健所庁舎

午後１時 00 分から

内容
・第４回意見交換会の結果について
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・諏訪東京理科大学の立地による地域への経済効果等について
・諏訪東京理科大学のあり方について
・公立大学法人化について
・意見交換会の報告書の取りまとめについて
◇第６回意見交換会
日時

27.９.14(月)

午前８時 30 分から

場所

東京理科大学神楽坂校舎９号館７階第３会議室

内容
・第５回意見交換会の結果について
・財政シミュレーションについて
・意見交換会報告書について
・公表スケジュールについて
◇第７回意見交換会
日時

27.10.28(水)

午後２時 30 分から

場所

長野県庁議会増築棟 501 会議室

内容
・第６回意見交換会の結果について
・意見交換会報告書について
・今後の進め方について
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参考資料③
諏訪東京理科大学の立地による地域への経済効果《サマリー》
平成 27 年 6 月 2 日

諏訪東京理科大学

1. 概要
大学の様々な活動によって、立地する地域に多様な社会的・経済的な効果が生じていると考えられる。
大学の活動が地域経済に与える効果という視点から、諏訪東京理科大学の立地による長野県および諏訪
地域への経済効果を産業連関分析により経済波及効果*1 を検証する。手法は、徳永保『学術振興施策に
資するための大学への投資効果等に関する調査研究報告書』
（平成 25 年 3 月、大学ビジョン研究会） に
おいて引用されている文部科学省『大学の教育研究が地域に与える経済効果等に関する調査研究報告書』
（平成 23 年 3 月、(株)日本経済研究所）に従い、その一部を簡単化して用いる。期間は、平成 18 年度
から平成 25 年度における諏訪東京理科大学の運営にかかった経費および学生の消費額の平均を対象と
して整理する。具体的には、①人件費、②学生の消費額、③教育研究経費・管理経費、④施設関係・設
備関係を計算対象とし、これらの需要が地域経済にもたらす経済波及効果を計算する。

2. 結果の概要
消費性向・民間消費支出係数・地元購買率・自給率

①人件費
②学生の消費額
教育研究経費
③
管理経費
施設・整備
④
関係

教職員・学生の消費に
よる域内最終需要

自費
給目
率別
・
地
元
購
買
率
・

教育・研究活動による
域内最終需要

生
産
誘
発
係
数

施設整備による
域内最終需要

《直接効果》
長 野 県への経済効果
そのうち諏訪地域への経済効果

1,160 百万円/年
780 百万円/年

生産誘発額
付加価値率

付加価値
誘発額

《一次波及効果》
（直接効果を含む）

1,248 百万円/年（長野県）
938 百万円/年（うち諏訪圏）

2-1. 長野県内への効果
直接効果
大学全体の直接効果は 1,160 百万円／年であり、その内訳は、教職員・学生の消費が 844 百万円
（73％）
、教育・研究活動が 283 百万円（24％）、施設整備が 33 百万円（3％）である。教職員・
学生の消費が多い理由として、単身赴任者（10 人）を除く専任教職員の 66 人（80％）、在学生の
986 人（92％）が県内に居住であることが考えられる。一方、教育・研究活動が低い理由は、県内
を支出先とする経費が全体の 53％に留まることが挙げられる。
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生産誘発額
上記の直接効果によって県内に生じる生産誘発額は 1,248 百万円であり、その内訳は、教職員・
学生の消費が 920 百万円
（74％）
、
教育・研究活動が 294 百万円（23％）、施設整備が 34 百万円（3％）
である。県内の産業では、特に商業や不動産など消費により大きく波及効果が現れる業種に多額の
生産誘発効果が表れている。
付加価値誘発額
上記の生産誘発額に含まれる付加価値誘発額は 877 百万円であり、その内訳は、教職員・学生の
消費が 668 百万円（76％）
、教育・研究活動が 188 百万円（21％）、施設整備が 21 百万円（3％）
である。

2-2. 諏訪地域内への効果
直接効果
大学全体の直接効果は 780 百万円であり、その内訳は、教職員・学生の消費が 621 百万円（80％）
、
教育・研究活動が 145 百万円（18％）
、施設整備が 14 百万円（2％）である。教職員・学生の消費
が多い理由として、単身赴任者を除く専任教職員の 61 人（73％）、在学生の 715 人（67％）が諏
訪地域内に居住であることが考えられる。一方、教育・研究活動が低い理由は、諏訪地域内を支出
先とする経費が全体の 27％に留まることが挙げられる。
生産誘発額
上記の直接効果によって諏訪地域内に生じる生産誘発額は 938 百万円であり、その内訳は、教職
員・学生の消費が 763 百万円（81％）
、教育・研究活動が 159 百万円（17％）、施設整備が 16 百万
円（2％）である。諏訪地域内の産業では、特に商業や不動産など消費により大きく波及効果が現
れる業種に多額の生産誘発効果がもたらされている。また、「医療・保険・社会保障・介護」に比
較的多額の生産誘発効果がもたらされている。
付加価値誘発額
上記の生産誘発額に含まれる付加価値誘発額は 732 百万円であり、その内訳は、教職員・学生の
消費が 620 百万円（85％）、教育・研究活動が 102 百万円（14％）、施設整備が 10 百万円（1％）
である。

3. 使用したデータおよび推計方法
直接効果の把握
①人件費から教職員の消費による域内最終需要
「専任教員・職員」と「非常勤教員」で可処分所得の算出方法が異なる。
専任教員＋職員（55+28 人*2）の域内最終需要
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居住地別（県外 7+0 人、県内 48+28 人、諏訪地域 44+27 人）に可処分所得を算出し、県内および
諏訪地域の域内最終需要（直接効果）を把握する。
可処分所得＝人件費×給与比率 78.7%＊2×（１－非消費支出 18.2%*3）
域内最終需要＝可処分所得×消費性向 73.2％＊3×民間消費支出係数*4×地元購買率 80.5%*5×自給
率*4
単身赴任者（9+1 人）の可処分所得による域内最終需要は、下記の「学生の消費による域内最終
需要」と同様に、一人当たり月額 12.5 万円で費目別に把握する。
非常勤教員（49 人・197 コマ）の域内最終需要
居住地別・コマ数別（県外 12 人・17 コマ、県内 37 人・180 コマ、諏訪地域 14 人・128 コマ）
に可処分所得を算出し、県内および諏訪地域の域内最終需要（直接効果）を把握する。
②学生の消費による域内最終需要
下宿学生および自宅学生の一人当たりの年間消費単価を費目別に設定し*6、それに地域別の学生数を
乗じて消費額を把握する。
域内最終需要＝消費単価×学生数×地元購買率 80.5%×自給率
学生数 1,072 人＝学部 1,031 人＋大学院 41 人*2
地域別・居住形態別の学生数を、諏訪地域（自宅 115 人（11％）＋下宿 600 人（56％））、県内自宅
268 人（25％）
、県外自宅 89 人（8.3％）と把握する。
③教育研究経費・管理経費の消費による域内最終需要
教育研究経費を費目別に設定し、地域別（県外 20%、県内 51%、諏訪地域 29%）に消費額を把握し
*2、自給率を乗じて域内最終需要を推計する。

管理経費を費目別に設定し、地域別（県外 12%、県内 64%、諏訪地域 24%）に消費額を把握し*2、
自給率を乗じて域内最終需要を推計する。
④施設・整備関係の消費による域内最終需要
工事の種類、発注先地域別（県内 57.3%、諏訪地域 24.4%）に施設・整備費を把握し*2、自給率を乗
じて域内最終需要を推計する。
生産誘発額の把握
平成 20 年長野県産業連関表および平成 20 年諏訪地域産業連関表から推計した生産誘発係数を用い
て生産誘発額（一次波及効果）を算出する。上記の直接効果（域内最終需要）に生産誘発係数を乗じ、
域内最終需要と合算して生産誘発額を推計する。
生産誘発額＝域内最終需要×生産誘発係数＋域内最終需要
付加価値誘発額の把握
平成 20 年長野県産業連関表および平成 20 年諏訪地域産業連関表から推計した付加価値率を用いて
付加価値誘発額を算出する。上記の生産誘発額に付加価値率を乗じて付加価値誘発額を推計する。
付加価値誘発額＝生産誘発額×付加価値率
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4. 注
*1 本調査における経済波及効果とは、一次波及効果と二次波及効果を含む総合効果ではなく、一次波
及効果のみとする。
*2 学校法人東京理科大学「内部資料」より算出。
*3 総務省統計局「家計調査」の「平成 25 年長野市の非消費支出・平均消費性向」より算出。
*4 平成 20 年長野県産業連関表および平成 20 年諏訪地域産業連関表より推計。
*5 長野県商工労働部「平成 24 年度長野県商圏調査報告書」（市部平均地元滞留率 80.5%）より。
*6 独立行政法人日本学生支援機構「平成 24 年度学生生活調査結果」より算出。

5. 参照資料
1.

総務省統計局「家計調査」

2.

学校法人東京理科大学「平成 25 年度内部資料」

3.

徳永保「立地による消費効果及び雇用効果」『学術振興施策に資するための大学への投資効果等に
関する調査研究報告書』大学ビジョン研究会、平成 25 年 3 月

4.

長野県商工労働部「平成 24 年度長野県商圏調査報告書」

5.

独立行政法人日本学生支援機構「平成 24 年度学生生活調査」

6.

文部科学省「地方大学が地域に及ぼす経済効果分析報告書」財団法人日本経済研究所、平成 19 年
3月

7.

文部科学省「大学の教育研究が地域に与える経済効果等に関する調査研究」株式会社日本経済研究
所、平成 23 年 3 月

8.

平成 20 年長野県産業連関表（平成 17 年長野県産業連関表から作成した延長表）

9.

平成 20 年諏訪地域産業連関表（平成 20 年長野県産業連関表から案分・推計）
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参考資料④
諏訪東京理科大学の立地による地方交付税への影響額（試算）
１

概要
大学が立地していることで、学生、教職員は、大学の周辺地域に居住することになる。
また、大学が撤退した場合には、学生、教職員は、大学の周辺地域から流出することが
予想される。大学の立地は、人口動態に大きく関係している。
地方自治体にとって基幹収入となる地方交付税は、人口が大きな算定要素となってい
る。そこで諏訪東京理科大学が立地することにより、関係自治体の地方交付税にどれく
らいの影響があるかを試算した。

２

前提条件
地方交付税は、５年ごとの国勢調査人口に基づき算定されるが、この試算に当たって
は、平成 27 年４月現在、諏訪東京理科大学に在籍する学生、教職員が本年 10 月の国勢
調査の際すべて捕捉されるものとして算定した。
①

学生

869 人

うち茅野市 493 人

②

教員

53 人

③

職員
合計

諏訪地域 79 人

県内 213 人

県外 84 人

うち茅野市 37 人

県内

9人

県外 7 人

25 人

うち茅野市 19 人

県内

5人

県外 1 人

947 人

うち茅野市 549 人

県内 227 人

県外 92 人

諏訪地域 79 人

なお、市町村の地方交付税の算定に当たっては、それぞれの市町村ごとに基準財政需
要額を算定すべきところではあるが、個別の算定がかなわないので平成 26 年度の茅野市
の地方交付税基準財政需要額に置き換えて算定した。
３

長野県への地方交付税への影響額
県内に居住する 855 人の学生、教職員に対する平成 26 年度の長野県の地方交付税基準
財政需要額算入額は、226,060 千円である。このうち「その他教育費」の「私立大学等
生徒数」に係る基準財政需要額算入額が 183,547 千円となり、大半を占める結果となっ
ている。

４

長野県内の市町村への地方交付税への影響額
①

茅野市在住者 549 人に対する基準財政需要額算入額

44,809 千円

②

諏訪地域の他 5 市町村在住者に対する基準財政需要額算入額

③

諏訪地域外の県内在住者に対する基準財政需要額算入額

6,826 千円

20,670 千円

長野県内の市町村には、毎年、諏訪東京理科大学が立地することにより、人口面では
72,305 千円が基準財政需要額に算入され地方交付税として交付されることが推計さ
れる。
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参考資料⑤

百万

諏訪東京理科大学（短大を含む）帰属収支差額推移

1,500
1,400
1,300
四大設置
1,200
1,100
1,000
短大設置
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
△ 100 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 Ｈ26
△ 200
△ 300
△ 400
△ 500
△ 600
△ 700
累計△1600百万円
△ 800
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参考資料⑥
公立化すると仮定した場合の財政シミュレーション（文責：大学）
前提：
(1) 本シミュレーションは諏訪東京理科大学が私立大学であることから、学校法人会計が
引き継がれた場合を基礎として作成している。
(2) 平成 25 年度と平成 26 年度の平均の帰属収入、消費支出を基準として、そこからの増
減の形で帰属収支差額及び引当金のシミュレーションを行う。
(3) 帰属収支（＝帰属収入―消費支出）がプラスの場合に、それを引当金として留保し、
後年の施設整備費に充てる。
(4) 公立化の開始年を仮定する必要があるので、平成 30 年 4 月と仮定する。
(5) 本資料はシミュレーションのための想定であって、実際には、学部学科構成、学生数、
教職員数、給与等について監督官庁の許認可や労働条件に依存する部分があり、現実
の進行は異なることがあり得る。

１．

学部学科、大学院構成と学生数

(1) 工学部と経営情報学科を合体して、工学部（仮称）として統合する。工学部は、２学
科（各２コース）あるいは 4 学科とする。これに、共通・融合グローバル教育センタ
ーを加える。
(2) 学部入学定員：私立大学としての現状では定員を確保していないが、他の公立大学の
状況を勘案して定員を充足するとし、かつ地域に若年層を確保するために私学として
入学定員 300 人をシミュレーションの基本とする。
(3) 定員超過率：実際には定員を多少超過すると思われるが、シミュレーションでは、1.0
を基本とする。
(4) 大学院入学定員：他の理工系公立大学の例も参照し、進学率を 25%として、段階的に
10 年間で増加させる。工学・マネジメント研究科を維持する。博士後期課程も地域の
要望に応えて維持するが、学生数（入学定員 2 名）は不安定なので、カウントしない。
(6) 退学率は、学費が下がるので現状の約半分（2%）とする。4 年生の留年率は、そのまま
(10%)とする。3 年次で編入生を受け入れる（各コース若干名）。

２．

教育研究費

(1) 平成 25 年度と平成 26 年度の平均値を基準値として、それからの増減で評価する。
(2) 教育研究費の学生数及び教員数依存分を考慮する。大学院生は学部生の２倍とする。
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(3) 地方貢献の充実：地域企業との共同技術開発、自治体への協力、地域グローバル化、
地域産業振興型研究開発に年間 100 百万円程度を計上する。
(4) グローバル教育の充実：海外インターンシップ、英語村、外部一斉試験に年間 10 百
万円程度を計上する。
(5) 図書費：東京理科大学から独立することによる雑誌追加購読分やオンラインジャーナ
ルの購読費として、年間 10 百万円程度を計上する。

３．

教職員数と給与等

(1) 学校法人東京理科大学（現法人）から認められている平成２５年度の教員定員数は
57 名である。改組後の法定基準教員数＝４学科 x8 人＋その他 15 人＝47 人であるが、
大学院を大幅に拡充するため、約 20%増として現状の定数 57 人を定数とする。
(2) 職員数については、現法人から独立するに伴い、現法人に依存していた業務部分を引
き取る必要があり、増員が必要である。他の私立大学の平均値も考慮して、34 人を
定数とする。
(3) 教員給与は、信州大学との比較（平成 26 年）と比較するとやや高いので、これを 4
年間で段階的に減ずる。（給与比較について、さらに要検討。）
(4) 学長と理事長は別と仮定し（収支上は大きめの予測）、現在よりは減額した給与で計
上。理事は専任者を一名とし、他は兼務あるいは非常勤としてその役員費用を計上。
(5) 退職金の積立：自治体職員の平均的な勤続年数と支給月数の関係を適用して（給与
1.5 ヶ月分/年）、さらに退職時までの昇級も考慮した額を毎年度積み立てそこから支
払うとする。公立化時には、現法人から一旦退職金を支払う予定。
(6) 福利厚生費：厚生年金保険料、退職給付掛金、健康保険（短期掛金）、介護掛金を公
立学校共済の短期掛け金率を用いて、それぞれ半分を雇用者分として計上。
(7) 非常勤講師及び非常勤職員の給与：私学時から変化なしとする。

４．

管理運営費

(1) 各種システム運営費：学籍管理や会計のシステムは現法人に依存しているため、移行
後のシステム維持費やその他の類似の経費を含めて 50 百万円/年を計上する。
(2) 既存施設・設備の補修：現状で予想される補修費が集計されており、これを計上する。
(3) 減価償却費：現学校法人会計の消費支出には減価償却費が含まれている（約 260 百万
円）。これは施設と機器の耐用年数に応じて逓減するが、四大化の完成年次頃に設置
した設備の償却期間の終了に伴い、現在の減価償却費は 5 年後には半減する。残部の
内訳は、償却期間の長い建物に関する部分が約 100 百万円、その他は教育研究用の機
器備品である。公立化後の減価償却費の扱いは、その財源によって異なるため、運営
交付金等に依るものは公立大学法人の取り扱い（戻入）を適用するとし、将来の施設
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補修の費用は、引当前収支差額（＝収入―消費支出）を引当金として積み立てる。そ
の他の一般の補助金等に起因するものについては、上記の教育研究用機器備品の減価
償却費にあたる額相当と仮定して計上する。
(4) 学生支援の充実：地元民間アパートとの関係で学生寮はもたないが、民間アパートに
基本的な家具・電気機器を設置した指定アパートを充実させる。学生数の約 2/3 が近
隣にアパートを借りると見込まれる。その 1/2～2/3 が指定アパートを希望するとし
て必要部屋分を用意する。備え付け家具は 10 年ごとに更新する。通学バスは、現在
法人に依存している部分を計上。さらに中型バス（含む運転者）をリースし、学外で
の学修、課外活動、帰宅時の通学バスの増便等、学生の利便性を向上する。
(5) 施設の充実と改築：大学院の拡充に対応するため、できる限り早い時期に、1 号館の
改修と 9 号館（仮称、７号館と８号館の中間規模）の増築に着手する必要がある。そ
の他の既存校舎も平成 50 年頃までに順次改修するとして、引当金を計上し実行する。
手順としては、大学院や地域連携の充実のためできる限り早い時期に、短大時代の 1
～3 号館から改修を開始する。次に、4～8 号館改修のために移動するスペースを確保
し、かつ大学院の拡充にも対処するため、比較的早い時期に 9 号館を増築する。費用
は、一般的な鉄筋コンクリート建屋の単位床面積当たりの単価を計上（改修は半額と
する）
。

施設整備計画（暫定）
施設

年度

面積(m2)

概要

１号館

H31～H33

3,400

2 階：教員室＋大学院研究室
1 階：教室を改修

2 号館

H36～H37

2,350

2～３階：教員室＋大学院研究室
1 階：事務室、役員室等

3 号館

H33～H34

2,200

学生食堂、ホール等、食堂設備

地域連携開発セン
ター

H36～H37

500

客員宿舎の改築・転用

1,000

地連センター（増築部分）

9 号館（増築）

H33～H35

3,000

大学院拡充と 4～８号館改築用

体育館、
セミナハウス

H38～H39

3,000

5 号館

H41～H42

2,300

図書館、情報プラザ

4 号館

H43～H44

5,600

教室、学生支援施設、教員居室

2,400

大教室、事務室、学長・役員室

3,300

研究室、教員居室、地連センター

1,800

研究室、教員居室、

6 号館
7 号館
8 号館

H47～H50
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５．収入
(1) 学生納付金：授業料＋入学金より成り、公立化後は、他の国公立大学の例にならう。
入学金は県内生は半額として、県内生の割合を 50%とする。
(2) 運営交付金：全国の公立大学は、（自治体が不交付団体の場合以外は、）学生納付金に
加えて地方交付税交付金による交付金によって運営されている。公立大学運営の交付
金は,交付単位を学生数としている。その額は年々減少しているが、減少割合は、現状
や他の公立大学の設置時のシミュレーションを参考にして、毎年約 2%とする。シビア
ケースとして、2.5%も検討する。ただし、永久に減少し続けては全国の公立大学は全
て運営出来なくなるので、将来的には一定の基準を満たしたものについては、ある下
限値で下げ止まると考えるのが妥当である。下限値の目安としては、わが国の経済規
模に強く関係する人口推移の将来予測を参考にすることが考えられる。よく知られた
国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計では、出生率を一定としているため
減少の一方であるが、多くの行政機関では、一定の施策を講じることにより出生率を
回復させ人口を一定とさせる「人口置換ケース」を想定している。たとえば、内閣官
房まち・ひと・しごと創生本部事務局による“まち・ひと・しごと創生「長期ビジョ
ン」
「総合戦略」”
（平成 27 年 3 月）では、わが国の総人口を 2100 年以降に 9,000 万人
程度（対 2010 年比約 70%）で安定させることを目標としている。長野県でも「長野県
人口の現状と将来展望」（平成 27 年 8 月）において、一定の政策を講じた場合、県の
総人口は 2080 年頃対 2010 年比で約 70%に、生産年齢人口は 2050 年頃から同約 65％で
安定化すると推計している。以上のことから、このシミュレーションでは、これらを
参考にしつつさらにシビアな値 60％を下限値として想定する。
(3) 入学生数:定員充足率は、1.0 を基準とする。定員超過は都心の大学に対してはきびし
く制限される傾向にあるが、地方大学に対してはある程度許容されるので、現実的な
ケースとして一部に 1.05 も検討する。
(4) 工学部（学部生）はすべて理工系とし、大学院については、現状を勘案し工学コース
は 90%として理系を、マネジメントコースは 10%として社会科学系を適用する。博士後
期課程は学生数が不安定なのでカウントしない。
(5) 各種補助金収入は、同規模の公立大学では平均的に 70 百万円/年程度なので、初期は
この 50%からスタートして一定期間にその値まで増加するとする。
(6) 手数料収入：受験料収入等で、他の公立大学の例にならい 20 百万/年とする。

シミュレーション結果は、５５ページ
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図の説明
(1)

収入：学生納付金、手数料収入、運営交付金、各種補助金等、その年度の全収入

(2)

消費支出：教育費、人件費（ただし退職金積立を含む）、管理運営費、（建物の改修
や増築以外の）修繕費、減価償却費、

(3)

引当前収支差額＝収入―消費支出（この差額を引当金として施設整備費に積み立て
る）

(4)

施設整備費：当該年度に建物の改修、増築に充てる費用

(5)

引当後累積残高：当該年度の施設整備を行ったのちの引当金累積残高
＝前年度の引当後残高累積額＋当該年度引当前収支差額―当該年度施設整備費
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入学定員 300 人、定員超過率 1.05 の場合
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参考資料⑦
私立大学から公立大学への転換に伴う収入構成の転換等
平成 26 年 6 月作成
長野県私学・高等教育課

１

私立大学から公立大学への転換に伴う収入構成の転換
項目
補助金等

[私立大学]

[公立大学]

私立大学等経常経費補助金
[算定要素]
・専任教員等数
・専任職員数
・非常勤職員授業時間数
・学生定員数等
・認証評価料実支出額

地方自治体からの交付金

⇒

【原資】
普通交付税基準財政需要額
[算定要素]
・学生数

学生納付金 ・入学料
・授業料
・施設費
・寄付金

２

その他の

・手数料

収入

・雑収入

⇒

・入学料

⇒

・手数料

・授業料

・雑収入

公立大学法人における資金の流れ

地方自治体
地方交付税

公立大学法人
交付金

国から地方自治体へ
学生数に応じて
地方交付税を交付
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地方自治体の
予算措置により
公立大学法人に対して
交付金を交付

参考資料⑧
私立大学から公立大学への転換に伴う収入構成の転換の例示
諏訪東京理科大学
諏訪東京理科大学平成 26 年度決算における私立大学等経常費補助金及び学生納付金の
金額を私立大学の例として使用し、諏訪東京理科大学の平成 26 年度在学生数(901 人)で公
立大学へ転換した場合の地方自治体からの交付金及び学生納付金を対比させて例示する。
項 目
補助金等

[私立大学]

[公立大学]

私立大学等経常費補助金

⇒

190,239,000 円
学生納付金

地方自治体からの交付金
1,583,958,000 円

975,508,500 円
ただし、在学生 901 人の場

543,511,000 円

合の入学金、授業料、施設

⇒

設備費の合計
合 計

ただし、在学生 901 人の場合の
入学料、授業料の合計

1,165,747,500 円

2,127,469,000 円

注１ 公立大学の「地方自治体からの交付金」の額は、学生１人当たりの地方交付税
単位費用

1,758,000 円(理科系)に在学生数を乗じて算出した。

注２ 諏訪東京理科大学学部生の学生納付金額
① 学部生
学

(単位：円)
部

入学金

授業料

施設設備費

初年度納付金合計

工学部

280,000

870,000

260,000

1,410,000

経営情報学部

280,000

740,000

200,000

1,220,000

(注)

２年次以降の授業料及び施設設備費は、１年次と同額である。

② 大学院生
課

(単位：円)
程

入学金

授業料

施設設備費

初年度納付金合計

修士課程

280,000

800,000

150,000

1,230,000

博士後期課程

280,000

800,000

150,000

1,230,000

(注)

２年次以降の授業料及び施設設備費は、1 年次と同額である。

注３ 公立大学学生の学生納付金額の設定
入学金

282,000 円

授業料

535,000 円

２年次以降は授業料のみ。
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合計

817,000 円

参考資料⑨
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