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『新見公立大学健康科学部』は 1 学部 3 学科体制に生まれ変わります。
新見公立大学健康科学部：看護学科・健康保育学科・地域福祉学科
公立大学法人新見公立大学は、短期大学の幼児教育学科と地域福祉学科の募集を停止し、2019 年 4 月より
新見公立大学健康科学部（2017 年 4 月名称変更）に 4 年制の健康保育学科と地域福祉学科を開設して、
現在の看護学科とともに 1 学部 3 学科体制に改組する計画です。進化する新見公立大学にご期待ください。
新しい 1 学部 3 学科体制では、
『人と地域を創る“新見公立大学”
』として、研究・教育機能を充実、進化
させ、１億総活躍社会の実現に向けて国が取り組みを進める“地域包括ケアの深化・「地域共生社会」”の基
盤を支える優れた専門職人材を育成します。
新しい体制で目指す『地域を拓く“健康科学部”
』は、少子高齢化と人口減少に関する課題先進地域・新見
市で、3 学科が協働して多職種連携を実践的に研究・教育し、地域で全ての世代の心と体の健康を切れ目なく
支援するシステムを検証しつつ、人に優しい地域共生社会の実現に貢献することを目標としています。

2019年４月 地域を拓く “健康科学部” ３学科スタート
健康科学部 看護学科・健康保育学科・地域福祉学科
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地域共生社会における健康科学に関する研究・教育の深化と多職種連携
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【沿革】
1980 年、全国初の広域事務組合立の公立短期大学とし
て新見女子短期大学が開設され、1999 年に男女共学化し
て新見公立短期大学に校名を変更。2008 年に法人化、
2010
年に新見公立大学として、看護学部看護学科を設置、2014
年大学院看護学研究科、2015 年助産学専攻科を開設して
現在に至っている。この間の特筆すべき事項として、2004
年～2008 年に文部科学省の GP 事業 (Good Practice: 他
の大学の模範となる優れた教育改革の取り組み) に 7 件
採択されたことが挙げられます。2017 年 4 月、今後の改
革のために看護学部を健康科学部に名称変更。
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新見公立大学・短期大学の沿革
１９８０年 新見女子短期大学
看護学科、幼児教育学科
阿新広域事務組合立（旧新見市+大佐、哲西、哲多、神郷の4町;
⇒2005年 1市4町合併、新見市）
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２０１５年
２０１７年

地域福祉学科
2005年 独立行政法人大学評価・
学位授与機構による認証評価
新見公立短期大学
（公立短期大学第1号）
地域看護学専攻科 2004年～2008年
文科省GPに7件採択
法人化
新見公立大学：看護学部看護学科
大学院看護学研究科
助産学専攻科
健康科学部 （旧看護学部）に名称変更
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【改革の背景】
近年、
公立大学は地方活性化戦略の切り札の
ひとつとして急増し、平成 28 年の時点で 88
の公立大学があります。
その多くは都道府県立、
ないし指定都市立であり、
指定都市外の公立大
学は少数です。特に、人口約３万人の市にある
保健福祉系の公立大学は、
北海道の名寄市立大
学と新見公立大学の２校のみです。
日本の典型的中山間地域にある本学は、
開設
者の故赤木孜一元市長、
故石垣正夫前市長らの
先見性と情熱、社会的・政策的チャンスを生か
す知恵、ならびに難波正義前学長をはじめ、教
職員の学問と教育に対する熱い思いによって
発展、運営されてきた極めて稀な事例として、大学関係者等から高く評価されています。
一方、少子化の進行とともに１８歳人口は減少し、進学率が頭打ちとなった現在（高等教育全体への進学率は
80％）
、国内の大学生数（大学＋短大）は 2014（平成 26 年）年の 67 万人から、2018 年より減少に転じて 65 万
人となり、2031 年には 48 万人に落ち込むと予想されています。2018 年以降は経営難に見舞われる大学が私立大
だけでなく地方の国公立大に
も及ぶ可能性があり、大学関

18歳人口と高等教育機関への進学率の推移

係者らは「2018 年問題」と捉
えて改革に乗り出しています。
更に、文部科学省が推進す
る高大接続改革（
「最終報告」
平成 28 年 3 月 31 日）
、その着
実な実現に向けての入試改革
として、2020 年度からはセン
ター試験の後継である「大学
入学共通テスト（仮称）
」
（2021

政府誘導の改革

年度入学生が対象）が導入さ

政府主導の改革

れます。各大学は、卒業認定・

高等教育計画
大学入試改革
私学助成制度

学位授与の方針（ディプロ

大学設置基準緩和
競争的資金導入
特色・個性の強調
法人化、認証評価

大学改革の
新たな段階
大学間競争激化

マ・ポリシー）に基づく、入
学者受け入れ方針（アドミッ

文部科学省作成資料等を参考に作成

ション・ポリシー）を明示し、それに基づく適切な方法で、学力の 3 要素を多面的・総合的に評価する入試への
転換を図り、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を明確化することが求められています。ま
た、本年 5 月 24 日に実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関「専門職大学」
「専門職短期大学」を創設する
改正学校教育法が、短大制度化以来 55 年ぶりに成立し、2019 年 4 月より順次開学されることになりました。
以上、新見公立大学は、熾烈な大学間競争下での持続可能な未来像を明示して、大学改革を実施することが喫
緊の課題となっています。
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【健康科学部 3 学科構想の概要と特色】
① 地域共生社会の基盤を支える専門職人材の育成：
『人と地域を創る“新見公立大学”』は、少子高齢化と人口減少に関連する諸々の課題に直面する課題先進地域
にある地の利を活かし、新見市全域を学びのキャンパスとして『地域を拓く健康科学』に関する研究・教育を深化
させ、日本の中山間地域での地域共生
社会の基盤を支える優れた専門職人材
を育成します。
② 地域を拓く健康科学の学修:
i) 3 学科の協働と多職種連携: 短期大
学の幼児教育学科と地域福祉学科
を 4 年制の健康保育学科と地域福
祉学科に改組して、1 学部 3 学科
とすることで、3 学科の学生は、
それぞれの夢に向かって邁進する
とともに、4 年間の時間を共有し
て互いに切磋琢磨して協働し、健
康科学と優しさで築く地域共生社会の実現に向けて、その課題と多職種連携について学修します。
ii) 3 学科共通科目での学修： 健康科学に関する総論、専門基礎科目、フィールド・ワークとともに、地域
の歴史、文化、生活に触れる学びの場を共有し、健康科学と地域学によるコミュニティ・デザインを
学修します。また、ICT 活用能力、人間力向上による人間関係調整能力を養います。
③ 健康をテーマとする地域創生モデルの検証：
健康をテーマとする地域創生モデル＊について、心の豊かさの向上や健康寿命の延伸効果を科学的に検証し、
その普及に努めます。
＊

モデル事例：
「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード 2016」を受賞した新見市の地域住民・滞在

者の「クアオルト健康ウオーキング」によるメンタルヘルスの向上、疾病予防や健康寿命の延伸について、
健康科学の観点から検証します。
【各学科の改革内容と特色】
＜看護学科＞
人に優しい地域共生社会の構築において、保健医療の地域課題に取り組むより多くの看護職が必要と判断され
ることから、定員を増加します。また、学校内における在学生の心と体の健康を掌る学校職員として養護教諭は、
地域共生社会での多職種連携における必須の専門職であり、養護教諭養成課程を新設します。併せて、推薦入試
枠での地域枠を拡充します
① 定員の増加：定員を６０人から８０人に変更します。
② 養護教諭養成課程（定員１０人）を新設します。
③ 推薦入試枠での地域優先枠を拡充し、新見市枠 2 人、岡山県枠（新見市を含む）6 人とします。
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＜健康保育学科＞
持続可能な地域共生社会の構築において、「健やかな子ども成長・発達」が最も重要な要素となることから、健康保
育学科では、人口３万人の新見市だからできる「地域ではぐくむ子育て支援構想」を実現するために、新見公立大学教
育支援センター（仮称）を設立して、新見市内の全保育施設、健康の森学園等と連携し、中山間地域の教育・保育のトッ
プランナーを目指します（参考図 1-2）。
① 定員： 50 人。
② 発達障害児への対応・支援と病児保育について学修します。
③ 特別支援学校教諭養成課程を設置します。
④ 保・幼・小連携への取り組みを推進します。
＜地域福祉学科＞
団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能
な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・
サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築が推進されています。厚生労働省は、2017 年度（平成 29 年度）
より、そのシステムを更に深化させた「我が事・丸ごと」地域共生社会＊の実現を目指して、新たな福祉の提供ビジョンを
提示して、改革を加速することを決定しました（参考図 3-4）
。地域福祉学科では、中山間地域における地域共生
社会の実現に向けて、人と地域を護る介護と福祉の専門職人材を養成します。
① 定員： 50 人。
② 社会福祉士と介護福祉士との両方の資格取得を目指す課程を設置します。
③ 政策科学、防災のほかに、行政書士・社会保険労務士の国家試験に対応するカリキュラムを設置します。
④ キャリア支援センターを設置して、地方自治体の一般行政職員・福祉専門職員への就職を支援し、中山間地域
の地方創生と地域共生社会の実現に邁進する人材を輩出します。
＊

厚生労働省の「
「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」は、2019 年 2 月「「地域共生社会」の実現に向

けて、当面の改革工程を取りまとめて公表。今後、保健福祉政策の改革をはじめ地域を基盤とする包括的支
援が強化され、地域共生社会の実現を基本コンセプトに改革が進められることが決定されています。

公文 裕巳
公立大学法人新見公立大学 理事長、新見公立大学・短期大学 学長
〒718-8585 岡山県新見市西方 1263 番地 2
Tel：0867-72-0634
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参考図 ①②

①

第１３回地方創生にいみカレッジ「鳴滝塾」
◇ 新見公立大学教育支援センター（仮称）を設立して、
中山間地域の教育・保育のトップランナーに！
◇ 新見市の優しい子育て支援構想：地域ではぐくむ
乳幼児からの健やかなこどもの育成を実践、
新見市、大学、保育施設等の大連携、知的障害・
発達障害児との共生プログラムの確立、
岡山大学、倉敷成人病センター、健康の森学園、
などとの連携

入場
無料

◇ 発達障害児に対する社会的スキルとセルフ
コントロール支援プログラム（教育コンテンツ）の
開発（ソフトバンクのCSR事業との協働を計画）と
実践

平成2９年

日時
講師のご紹介

1月21日（土）
午後２時～午後４時
講演会＆シンポジウム

場所

新見公立大学

◇ 上記を新見市のこども全員を対象とするコフォート
研究として実施し、定期的に全国に発信、
上記教育コンテンツの深化

学術交流センター
岡山県新見市西方1263-2

お申込み・お問合せ

福山市立大学教育学部
児童教育学科教授

地方創生を共に学ぶ「鳴滝塾」塾生も募集しています。
希望者は右記のホームページからお申し込みください。

②

◇ 保育施設を拠点とする、中山間地域の新包括
ケアシステムの構築

地方創生にいみカレッジ（新見公立大学）
Tel:0867-72-0634 Fax:0867-72-1492
電話かファックス(氏名・住所・電話番号)でお申込ください。
申込期限：平成29年１月19日（木）※先着100人

高月教惠

◇ 人に優しいまち新見を全国に発信

地方創生にいみカレッジホームページ
http://blog.niimi-college.jp/~sousei/

「新見公立大学 幼児教育支援センター 設置構想」
新見市
福祉部こども課

新見市子ども子育て会議
（小学校長会・幼稚園ＰＴＡ連合
会・商工会議所・保健所長 等）

（子ども福祉・子育て支援）

●先進園の取組等、
各種 動画配信
オンデマンド配信
●e-ラーニング活用
●各園のＨＰ、園児
管理、保護者連絡
等の一体的管理

新見公立大学・教育支援センター
連
携

ＣＭＳ＊システム

ＴＶ会議システム

保育所・幼稚園・認定こども園

新見中央
認定
こども園

新見南
認定
こども園

新見
保育所

上市
認定
こども園

草間台
保育所

熊谷
認定
こども園

大佐
認定
こども園

本郷
幼稚園
保育所

新郷
保育所

神代
認定
こども園
萬歳
保育所

●学生への個別
実習指導
●保育士、保護者
の個別相談
●復職のための
個別相談
事例データベース
構築

哲西
認定
こども園
新砥
保育所

卒前・卒後、再教育（復職プロジェクト）のためのICTとネットワーク構築
CMS: content management system
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参考図 ③④

③ 現状の地域包括ケアシステムは中山間地域では整備が難しい
施策の転換：地域包括ケアの深化・「地域共生社会」の構築

④

厚生労働省
（平成33年以降全面展開）

地域共生社会の基盤を支える有能な地域福祉人材が待望される！
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