国家戦略特別区域における大学獣医学部の設置に関する経緯
年月日

国

今治市

H19 ～ 26

構造改革特区による規制緩和の提案
平成 19 年 11 月（第 12 次特区提案）から平成 26 年
11 月（第 26 次特区案）まで 15 回にわたり愛媛県と
共同で特区提案

H27. 6. 4

国家戦略特区提案
「国際水準の獣医学教育特区」

H27. 6. 5

国家戦略特区ワーキンググループ委員による提案者のヒアリング

愛媛県・今治市
（文部科学省、農林水産省

H27. 6. 8

出席せず）

国家戦略特区ワーキンググループによる関係省庁等のヒアリング
文部科学省、農林水産省
※愛媛県・今治市の提案を受けたもの
文部科学省といたしましては、愛媛県・今治市より、既存
の獣医師養成でない構想が明らかになり、そのライフサイ
エンスなど獣医師が新たに対応すべき分野における具体
的な需要が明らかになった場合には、近年の獣医師の需要
の動向を考慮しつつ、特定地域の問題としてではなく、全
国的見地から検討を行う必要があると考えています。

H27. 6.30

「日本再興戦略」改訂 2015 が閣議決定
「獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討」
【３つの条件・１つの留意事項】
＜条件１＞現在の提案主体による既存の獣医師養成でない構
想が具体化していること
＜条件２＞ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべ
き分野における具体的な需要が明らかになっていること
＜条件３＞既存の大学・学部では対応が困難な場合であるこ
と
＜留意事項＞近年の獣医師の需要の動向も考慮しつつ、全国
的見地から本年度内に検討を行うこと

H27.12. 8

国家戦略特区追加提案
「しまなみ海道と今治新都市を中核とした国際観
光・スポーツ拠点の形成」

H27.12.15

国家戦略特区諮問会議
指定区域の決定

H28. 1.29

「国家戦略特別区域を定める政令」公布・施行

H28. 3

H28. 3.24

「大学獣医学部の誘致に関する意識調査」を実施（県
内高校１年生対象）
（平成 20 年４月実施分の更新）

第８回関西圏区域会議（合同）
新たな獣医学部・大学院研究科の設置のための抑制解除の
提案（関西圏（京都府）
）
（文部科学省、農林水産省 出席せず）

H28. 3.30

第１回広島県・今治市区域会議区
区域計画（案）今治市分科会の設置

H28. 8.23

加計孝太郎理事長、豊田三郎理事
（獣医学部新設について陳情）

山本農水大臣と面会

H28. 9. 6

加計孝太郎理事長、豊田三郎理事

松野文科大臣と面会

H28. 9. 7

加計孝太郎理事長、豊田三郎理事 山本地方創生大臣と
面会（国家戦略特区に関係するもの）
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年月日

国

今治市

H28. 9.16

国家戦略特区ワーキンググループによる関係省庁等のヒアリング
文部科学省、農林水産省
◯文部科学省 （早急に検討願うとの要請に対し）…３つ
申し上げました条件、そういうものが今後整っていく中で、
きちっとこちらとしても検討を進めていきたいと考えてい
る次第です。
◯農林水産省 …農水省のほうとしては、大学・学部を新
設されたいということに対しては、特段コメントをする立
場にはないと思っております。現実として産業動物、家畜
の数というのは需要が伸びていた時代と違いまして需要自
体も減ってきていて減少している。…という認識をしてい
るだけでございます。
※３つ申し上げました条件：H27. 6.30 の欄を参照

H28. 9.？

H28. 9.21

内閣府が木曽功参与（加計学園理事・千葉科学大学長）
と面談 獣医学部新設の今治市特区について最新の状
況全般を説明
第１回今治市分科会
（文部科学省、農林水産省

オブザーバー）

◯山本幸三内閣府特命担当大臣 （獣医学部の新設に関し）
…この分科会において議論を重ねて、早期の規制改革の実
現にぜひともつなげていきたいと思っております…

H28. 9.30

第２回広島県・今治市区域会議
第１回今治市分科会の報告

H28.10.17

国家戦略特区ワーキンググループによる提案者のヒアリング
京都府、京都産業大学
（文部科学省、農林水産省 出席していない）
※本提案に対する関係省庁ヒアリングは行われていない
◯副大臣（松本洋平君） （文部科学省、農林水産省が参
加していないのは）…提案者からのヒアリングということ
だからであります。
（参議院農林水産委員会 H29.4.6）

H28.10.24

山本幸三大臣

安倍総理と面談

H28.10.25

H28.10.28

特別委員協議会において、「高等教育施設用地に
おける行為の承認」の説明（ボーリング調査等）
内 閣 府 が 文 科 ・ 農 水 省 に 11/9 用 の 文 案 を 提 示 。
11/2 にまとまる

H28.10.31

事業者によるボーリング調査の申出受理、承諾

H28.11. 1
｜
H28.11.30
H28.11. 9

加計学園が当該地をボーリング調査
（今治市有地、売買・賃貸契約なし）
国家戦略特区諮問会議
獣医学部の新設を可能とするための関係制度の改正を直ち
に行うことが決定
◯先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策
など、新たなニーズに対応する獣医学部の設置
・ …現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しな
い地域に限り獣医学部の新設を可能とするための関
係制度の改正を、直ちに行う。

H28.11.18

パブリックコメント開始
内閣府と文部科学省による共同告示の改正内容

H28.11.28
H28.12. 8

日本獣医師会から１校とするよう要請

事業者による消防計画書の事前確認及び建築確
認事前協議
12 月定例市議会
「用地購入費補正予算案」の上程
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年月日
H28.12.17
H28.12.22

国

今治市

パブリックコメント終了
※約８割が慎重な意見
国家戦略特区における獣医学部の設置について
（３大臣合意）
◯ …現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない
地域に限り獣医学部の新設を可能とするための関係告
示の改正を、直ちに行う。
◯ その際、全体の獣医師の需給も踏まえ、獣医学部を
新設するとしても、１校に限るものとして、…

H28.12.27

12 月定例市議会
「用地購入費補正予算案」の議決

H29. 1. 4

共同告示の改正
「特定事業を実施すると見込まれる者」
（実施主体）の公募

H29. 1.10

「特定事業を実施すると見込まれる者」（実施主体）の
応募

H29. 1.12

第２回今治市分科会
（文部科学省、農林水産省 オブザーバー）
内閣府・文科省ほか関係府省による実施主体の審査・決定

H29. 1.18

特別委員会、特別委員協議会、議員協議会
第２回今治市分科会の報告、経済波及効果、基本協
定書（案）について審議

H29. 1.20

第３回広島県・今治市区域会議
区域計画（実施主体を明記）を作成

国家戦略特区諮問会議
区域計画の認定（獣医学部新設を認める区域計画が内閣総
理大臣に認定される）

H29. 1.31
H29. 2.13

H29. 2.20
H29. 3. 3

加計学園が建築確認申請書を提出
今治市と加計学園が「岡山理科大学今治キャンパ
スに関する基本協定書」を締結
今治市と加計学園が「解除条件付土地無償譲渡契
約書」を締結
議員協議会「大学立地事業費補助金、財産の無償
譲渡」について説明
第２回今治市議会定例会 初日
議案「財産の無償譲渡について（高等教育施設用地」
「平成 28 年度今治市一般会計補正予算（第４号）」
（大学立地事業費補助金債務負担行為補正）の上
程・議決

H29. 3. 3
H29. 3.??
H29. 3.28
H29. 3.31
H29.8 下旬
H30. 4
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今治市から加計学園への所有権移転登記
建築確認済証の交付
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文部科学大臣への獣医学部設置認可申請
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