国内機関との連携・協力協定

〈大学間協定〉

令和4年6月1日現在

協定締結日

締結先

協定の形態等

平成18年 9月25日 秋田県
平成20年 7月11日 秋田市
平成20年10月24日 大館市

自治体

連携協定
〃
〃

平成20年11月 5日 小坂町
平成20年11月17日 能代市
平成21年 2月 7日 横手市

〃

平成21年10月 6日 北秋田市
平成22年 5月26日 大仙市

〃
〃

平成22年12月10日 八峰町
平成23年 2月17日 男鹿市

〃
〃

平成23年 5月13日 美郷町
平成24年 2月17日 潟上市
平成24年11月20日 湯沢市

〃

平成26年 9月26日 東成瀬村
平成26年11月26日 仙北市

〃

平成30年10月25日
平成10年 3月23日
平成14年 3月27日
平成14年 5月22日

〃
〃

〃
〃
〃

にかほ市

〃

放送大学
秋田県内3大学

単位互換に関する協定
〃

北東北国立3大学

〃

平成15年10月 9日 秋田県内高等教育機関
大

学

〃
グローバルCOEプログラム
「生態調節シグナルの統合的研究」
連携協力協定

平成19年12月25日 群馬大学
平成20年 7月22日 秋田県立大学
平成21年 3月24日 秋田県立大学、国際教養大学

〃

平成24年10月 3日
平成25年 1月31日
平成15年12月24日
平成17年 3月17日

〃

東北公益文科大学
東京大学生産技術研究所
秋田県立脳血管研究センター

秋田大学生活協同組合
平成18年 7月19日 （株）秋田銀行
平成18年10月24日 （株）北都銀行
平成18年12月 6日 商工組合中央金庫秋田支店
平成19年 3月 6日 （株）日本政策金融公庫
平成19年 7月24日
平成20年 3月21日
平成20年 9月11日
平成23年 4月13日
平成23年11月29日
その他
企業等

備考

秋田支店

DOWAホールディングス（株）
（国研）宇宙航空研究開発機構
（株）わらび座
（独）
石油天然ガス・金属鉱物 資源機構

平成22年4月1日から
12高等教育機関へ拡大

平成26年4月1日から秋田公
立美術大学を加えて秋田県
内4大学へ拡大

〃
連携大学院協定
福利厚生事業に関する協定
連携協力協定
〃
産学連携協力推進協定
〃
包括的連携協定
宇宙教育活動に関する協力協定
連携協力協定
資源分野における包括協定

中小企業金融公庫から
平成20年10月1日に改称

美郷町商工会
産学連携に関する覚書
〃
平成24年 1月20日 大仙市商工会
平成25年11月19日 （独）国際協力機構（JICA）
資源分野の戦略的連携合意書
新戦略連携協定
平成26年 9月24日 （株）北都銀行
知的財産の活用に関する協定
北東北国立3大学、
平成28年 7月14日
秋田銀行、岩手銀行、青森銀行
「ネットビックスプラス」
平成29年 3月29日 東京工業大学、
（一社）秋田県医師会 連携協定
包括的連携協力協定
平成29年 4月11日 （株）秋田魁新報社
令和 元 年10月10日 秋田県立秋田北高等学校
高大連携協定

令和 2年 5月15日 NEXCO東日本東北支社
産学連携推進協定
令和 3年 3月 4日 イオン（株）
包括的連携協定
三菱商事エナジーソリューションズ
（株）
、 風力発電分野における産学金連
令和 3年 5月13日
（株）
ウェンティ・ジャパン、
（株）
北都銀行 携に関する協定
洋上風力発電を主とした再生可
三井物産
（株）
、
大阪瓦斯
（株）
、
令和 4年 5月27日 Northland Power International
能エネルギー分野における産学
ユナイテッド計画
（株） 連携に関する協定
Holdings B.V.、

〈部局間協定〉
部局名

協定締結日

国際資源学部 平成28年 4月 1日
国際資源学 平成26年11月 1日
研究科
平成31年 4月22日
平成19年 3月23日
教育文化
学部

平成21年 3月26日
平成24年 8月 1日
平成30年 2月 8日
平成30年10月 1日
平成17年12月13日

令和4年5月1日現在

締結先
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
高知大学海洋コア総合研究センター
一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター

学部間協定
学部間協定
協力協定

秋田県秋田北高等学校
秋田県教育委員会
秋田県教育委員会、
秋田市教育委員会
秋田刑務所
秋田県中小企業家同友会

連携教育協定
秋田県総合教育センター研修員の授業科目の履修に関する協定
連携協定
共同研究及び連携に関する協定
連携協定

秋田工業高等専門学校
平成18年11月21日 秋田県産業技術センター
令和 2年 3月12日 秋田県、能代市
地方創生センター 令和 3年 3月25日 （株）JERA、
電源開発（株）
、Wind Power AS
理工学
研究科

協定の形態等

学部間協定
〃
連携協定
人材育成及び研究の連携可能性検討に関する覚書
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