
5(3)　公立大学法人一覧　※短期大学のみを設置する公立大学法人を含む。

No 設立年度 公立大学法人名 設立団体 設置大学名 備考
1 2004(H16) 公立大学法人国際教養大学 秋田県 国際教養大学
2005(H17) 岩手県立大学

岩手県立大学盛岡短期大学部
岩手県立大学宮古短期大学部
首都大学東京
産業技術大学院大学（H18開学）

4 公立大学法人横浜市立大学 横浜市 横浜市立大学 学長を理事長と別に任命
5 公立大学法人大阪府立大学 大阪府 大阪府立大学
6 公立大学法人北九州市立大学 北九州市 北九州市立大学 学長を理事長と別に任命
7 長崎県公立大学法人 長崎県 長崎県立大学（H20統合） 学長を理事長と別に任命
8 2006(H18) 公立大学法人札幌市立大学 札幌市 札幌市立大学
9 公立大学法人秋田県立大学 秋田県 秋田県立大学
10 公立大学法人福島県立医科大学 福島県 福島県立医科大学

会津大学
会津大学短期大学部

12 公立大学法人名古屋市立大学 名古屋市 名古屋市立大学
13 公立大学法人滋賀県立大学 滋賀県 滋賀県立大学
14 公立大学法人大阪市立大学 大阪市 大阪市立大学
15 公立大学法人和歌山県立医科大学 和歌山県 和歌山県立医科大学
16 公立大学法人山口県立大学 山口県 山口県立大学
17 公立大学法人九州歯科大学 福岡県 九州歯科大学
18 公立大学法人福岡女子大学 福岡県 福岡女子大学
19 公立大学法人福岡県立大学 福岡県 福岡県立大学
20 公立大学法人熊本県立大学 熊本県 熊本県立大学 学長を理事長と別に任命
21 公立大学法人大分県立看護科学大学 大分県 大分県立看護科学大学
22 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 大分県 大分県立芸術文化短期大学
23 2007(H19) 北海道公立大学法人札幌医科大学 北海道 札幌医科大学
24 公立大学法人福井県立大学 福井県 福井県立大学 学長を理事長と別に任命

静岡県立大学
静岡県立大学短期大学部
愛知県立大学（H21統合）
愛知県立芸術大学

27 公立大学法人神戸市外国語大学 神戸市 神戸市外国語大学
28 公立大学法人奈良県立医科大学 奈良県 奈良県立医科大学

島根県立大学
島根県立大学短期大学部

30 公立大学法人岡山県立大学 岡山県 岡山県立大学
31 公立大学法人県立広島大学 広島県 県立広島大学
32 公立大学法人下関市立大学 下関市 下関市立大学 学長を理事長と別に任命
33 公立大学法人宮崎公立大学 宮崎市 宮崎公立大学 学長を理事長と別に任命

34 2008(H20) 公立大学法人公立はこだて未来大学
函館圏公立大学
広域連合

公立はこだて未来大学

35 公立大学法人青森県立保健大学 青森県 青森県立保健大学
京都府立大学
京都府立医科大学

新見公立大学（H22開学）

新見公立短期大学

38 2009(H21) 公立大学法人青森公立大学 青森市 青森公立大学 学長を理事長と別に任命
39 公立大学法人宮城大学 宮城県 宮城大学
40 公立大学法人山形県立保健医療大学 山形県 山形県立保健医療大学

山形県立米沢栄養大学（H26開学）

山形県立米沢女子短期大学

42 公立大学法人新潟県立大学 新潟県 新潟県立大学
43 公立大学法人都留文科大学 都留市 都留文科大学 学長を理事長と別に任命
44 公立大学法人三重県立看護大学 三重県 三重県立看護大学
45 2010(H22) 公立大学法人埼玉県立大学 埼玉県 埼玉県立大学 学長を理事長と別に任命
46 公立大学法人山梨県立大学 山梨県 山梨県立大学
47 公立大学法人金沢美術工芸大学 金沢市 金沢美術工芸大学
48 公立大学法人岐阜県立看護大学 岐阜県 岐阜県立看護大学

49 公立大学法人静岡文化芸術大学 静岡県 静岡文化芸術大学
学長を理事長と別に任命、学校法人からの設置
者変更

50 公立大学法人広島市立大学 広島市 広島市立大学
51 公立大学法人愛媛県立医療技術大学 愛媛県 愛媛県立医療技術大学

52 公立大学法人名桜大学
北部広域市町村
圏事務組合

名桜大学
学長を理事長と別に任命、学校法人からの設置
者変更

高知県立大学（※）

高知工科大学

54 公立大学法人高崎経済大学 高崎市 高崎経済大学 学長を理事長と別に任命
石川県立看護大学
石川県立大学

56 2012（H24）公立大学法人京都市立芸術大学 京都市 京都市立芸術大学

57 公立大学法人公立鳥取環境大学 鳥取県・鳥取市 公立鳥取環境大学

学校法人からの設置者変更
平成27年4月1日付で法人名を公立大学法人鳥
取環境大学から公立大学法人公立鳥取環境大
学に、大学名を鳥取環境大学から公立鳥取環
境大学に変更

58 公立大学法人尾道市立大学 尾道市 尾道市立大学 尾道大学を尾道市立大学に改称
59 2013（H25）公立大学法人秋田公立美術大学 秋田市 秋田公立美術大学
60 公立大学法人前橋工科大学 前橋市 前橋工科大学 学長を理事長と別に任命
61 公立大学法人新潟県立看護大学 新潟県 新潟県立看護大学
62 公立大学法人兵庫県立大学 兵庫県 兵庫県立大学

63 2014（H26）公立大学法人長岡造形大学 長岡市 長岡造形大学
学長を理事長と別に任命、学校法人からの設置
者変更

64 公立大学法人敦賀市立看護大学 敦賀市 敦賀市立看護大学
65 2015（H27）公立大学法人富山県立大学 富山県 富山県立大学 学長を理事長と別に任命

66 公立大学法人奈良県立大学 奈良県 奈良県立大学 学長を理事長と別に任命
67 2016（H28）公立大学法人福知山公立大学 福知山市 福知山公立大学 学校法人からの設置者変更

68 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 山陽小野田市 山陽小野田市立山口東京理科大学
学校法人からの設置者変更
学長を理事長と別に任命

55 石川県公立大学法人 石川県 学長を理事長と別に任命

53 高知県公立大学法人 高知県

学長を理事長と別に任命
平成27年4月1日付で公立大学法人高知工科大
学（平成21年4月1日設立）と合併
（※）平成23年4月1日に高知女子大学を高知県
立大学に改称

新見市

平成21年10月30日付で法人名を「公立大学法
人新見公立短期大学」（平成20年4月1日設立）
から「公立大学法人新見公立大学」に変更（平
成21年11月10日付法人登記）

2011(H23)

山形県公立大学法人 山形県
平成26年4月1日付で法人名を「公立大学法人
山形県立米沢女子短期大学」（平成21年4月1日
設立）から「山形県公立大学法人」に変更

36 京都府公立大学法人 京都府 学長を理事長と別に任命

41

29 公立大学法人島根県立大学 島根県

37 公立大学法人新見公立大学

学長を理事長と別に任命

学長を理事長と別に任命

26 愛知県公立大学法人 愛知県

11 公立大学法人会津大学 福島県

25 静岡県公立大学法人 静岡県

3 公立大学法人首都大学東京 東京都 学長を理事長と別に任命

2 公立大学法人岩手県立大学 岩手県 学長を理事長と別に任命

-23-


