
 

 

【 各連携協定詳細（自治体） 】 

１．八戸市 

（1）八戸大学及び八戸市の農業経営者育成に関する協定【平成22(2010)年9月17日】 

〇締結目的 

地域における中核的な農業経営者の育成に寄与し、地域農業の進行を図る。 

〇連携事項 

    農業経営者の育成に関する支援及び地域特性を生かした新たな農業経営手法の研究について

連携する。連携する事項は必要に応じて別途定める。 

〇これまでの主な取り組み 

・「八戸農業ビジネスナイトセミナー」への本学教員の講師派遣（平成 23年度～平成27年度） 

 

（2）八戸学院大学・八戸市産業振興連携協力協定【平成25(2013)年 4月1日】 

〇締結目的 

    大学と市が産業振興の分野において、相互に緊密な連携協力と情報の共有を図り、地域経済

の発展に資する。 

〇連携協力の主な内容 

   （1）創業支援に関すること。 

   （2）企業誘致に関すること。 

   （3）就業支援に関すること。 

   （4）その他両者が必要と認める産業振興に関すること。 

〇これまでの主な取り組み 

   ・起業及び起業支援に係る情報交換等は随時実施。 

 

（3）八戸学院大学・八戸市スポーツ連携協定【平成25(2013)年4月10日】 

〇締結目的 

    大学と市が包括的連携のもと、それぞれが保有するスポーツに関する情報、ノウハウ等を用

いて相互に協力し、地域スポーツの活性化と社会の発展に貢献する。 

〇連携協力の主な内容 

   （1）地域のスポーツ・レクリエーションに関する情報交換および支援 

   （2）スポーツ・健康・栄養・教育に関する情報交換や共同研究 

   （3）大学と市主催のスポーツイベントの啓発および参加協力 

   （4）施設および指導者の有効活用に関する協力 

   （5）その他必要と認める事項 

〇これまでの主な取り組み 

・八戸市ジュニアサッカー強化事業（平成26年度～平成28年度） 

 

（4）八戸学院大学・八戸学院短期大学・八戸市健康福祉連携協力協定【平成27(2015)年12月24日】 

〇締結目的 

三者が健康福祉の分野において、相互に緊密な連携・協力及び情報共有を図り、地域福祉の

発展に資することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

（1）地域の健康福祉の推進に関する情報交換及び支援 

（2）高齢者、障がい者及び子どもの福祉に係る分野の人材育成 



 

 

（3）地域での健康福祉イベントの啓発および参加協力 

（4）その他両者が必要と認める社会福祉に関すること 

〇これまでの主な取り組み 

・八戸市介護人材発掘育成事業（平成27年度～平成29年度） 

 

 

２．階上町 

（1）八戸大学・階上町連携協力協定【平成25(2013)年3月 19日】 

〇締結目的 

大学と町が包括的連携のもと、それぞれが保有するまちづくり、健康づくりおよびスポーツ

に関する情報、ノウハウ等を用いて相互に協力し、生涯学習の推進と地域住民の健康増進、ス

ポーツの活性化による社会発展に貢献する。 

〇連携協力の主な内容 

   （1）地域の健康増進に関する情報交換および支援 

   （2）スポーツ・レクリエーション等に関する情報交換や共同研究 

   （3）大学と町主催の健康づくり・スポーツ振興イベントの啓発および参加協力 

   （4）生涯学習のまちづくり推進に関する事項 

   （5）施設および指導者の有効活用に関する協力 

   （6）その他必要と認める事項 

 

（2）八戸学院大学・八戸学院短期大学・階上町連携協力協定【平成27(2015)年3月26日】 

〇締結目的 

大学、短期大学と町が包括的連携のもと、それぞれが保有するまちづくり、健康づくりおよ

びスポーツに関する情報、ノウハウ等を用いて相互に協力し、生涯学習の推進と地域住民の健

康増進、スポーツの活性化による社会発展に貢献することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

（1）地域の健康増進に関する情報交換および支援 

（2）スポーツ・レクリエーション等に関する情報交換や共同研究 

（3）大学及び短期大学と町主催の健康づくり・スポーツ振興イベントの啓発および参加協力 

（4）生涯学習のまちづくり推進に関する事項 

（5）施設および指導者の有効活用に関する協力 

（6）その他必要と認める事項 

〇これまでの主な取り組み 

・駅からPR事業業務委託（平成25年度） 

 ・町PRポスターデザイン及び顔出しパネル作成業務委託（平成 27年度） 

   ・階上町民俗資料台帳整理業務委託（平成27年度） 

   ・健康に関する支援として教員派遣（平成26年度） 

・各種イベント（臥牛山まつり、いちご煮祭り、球技大会など）への参加協力、学生及び指導

者の派遣等（平成25年度～平成28年度） 

 ・階上町ＰＲ動画製作業務委託（平成28年度） 

 

 

 



 

 

３．新郷村 

■八戸学院大学・八戸学院短期大学・新郷村連携協力協定【平成26(2014)年3月27日】 

〇締結目的 

 大学、短大と村が包括的連携のもと、それぞれが保有する情報、ノウハウ等を用いて相互に

協力し、地場産業の育成と振興、生涯学習の推進、地域住民の健康増進およびスポーツの振興

による社会発展に貢献する。 

〇連携協力の主な内容 

   （1）農林業等地場産業の育成、振興に関すること 

   （2）生涯学習、まちづくり推進に関すること 

   （3）施設および指導者の有効活用に関すること 

   （4）地域の健康増進・スポーツ振興に関すること 

   （5）定住促進における連携に関すること 

  （6）その他必要と認めること 

〇これまでの主な取り組み 

・各種イベントへの参加協力等（平成26年度～平成28年度） 

・地域間交流促進業務委託（イルミネーション、フラッグ等デザイン）（平成 26年度） 

 ・新郷村村制60周年記念フラッグデザイン業務委託（平成27年度） 

 

 

４．五戸町 

（1）八戸学院大学・八戸学院短期大学・五戸町連携協力協定【平成27(2015)年4月16日】 

〇締結目的 

大学、短大と五戸町が包括的連携のもとそれぞれが保有する情報、ノウハウ等を用いて相互

に協力し、地場産業の育成と振興、生涯学習の推進、地域住民の健康増進およびスポーツの振

興による社会発展に貢献することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

（1）農林業等地場産業の育成、振興に関すること 

（2）生涯学習、まちづくり推進に関すること 

（3）施設および指導者の有効活用に関すること 

（4）地域の健康増進・スポーツ振興に関すること 

（5）定住促進における連携に関すること 

（6）その他必要と認めること 

〇これまでの主な取り組み 

・「まちの駅整備基本構想」策定への協力（平成28年度） 

   ・「五戸町が有する地域資源を活用した商品開発事業」への協力（平成 28年度） 

   ・スポーツ関連での連携協力事業（平成28年度予定） 

 

 

 

 

 

 



 

 

５．南部町 

（1）八戸学院大学・八戸学院短期大学・南部町連携協力協定【平成28(2016)年3月23日】 

〇締結目的 

大学、短大と南部町が包括的連携のもとそれぞれが保有する情報、ノウハウ等を用いて相互

に協力し、地域人材の育成、地場産業の振興、地域住民の健康増進およびスポーツの振興によ

る社会発展に貢献することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

（1）地域団体（NPO含む）と地域活性化の研究および実践 

（2）地域人材の育成および定住促進に関すること 

（3）農林業等地場産業の育成、振興に関すること 

（4）地域の健康増進・スポーツ振興に関すること 

（5）その他必要と認めること 

〇これまでの主な取り組み 

   ・具体的な取り組みについては検討中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【 各連携協定詳細（大学） 】 

１．KIIT大学 

（1）八戸学院大学・KIIT大学 学術交流協定【平成27(2015)年2月3日】 

〇締結目的 

教育の国際化のため、両大学は、互いに質の高い教育を提供し、卓越性を促進するものであ

る。両大学は、異文化関係を確立する以外にも、相互に関心のあるすべての領域で、学術的、

科学的、技術的、文化的な関係を開発することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

（1）Student Exchange Program （学生交流プログラムに関すること） 

（2）Faculty Exchange Program （教員交流プログラムに関すること） 

（3）Internship for UG/PG programs （インターンシップに関すること） 

（4）Research Scholar Exchange Program （研究奨学生交流プログラムに関すること） 

（5）Research & Development Participation （研究開発への参加に関すること） 

（6）Short Term Courses for Faculty / Students （短期留学に関すること） 

（7）Short Term Occupational Training （短期職業訓練に関すること） 

（8）Exchange of Publication and Information （出版物と情報交換に関すること） 

（9）Seminars / Conferences （セミナー・会議に関すること） 

（10）Other areas of new initiatives（その他の分野での新たな取り組み関すること） 

〇これまでの主な取り組み 

   ・具体的な取り組みについては検討中。 

 

 

（２）八戸工業大学、八戸大学及び八戸工業高等専門学校の学術交流に関する協定 

【平成１９年10月２６日】 

 〇締結目的 

   第1条 本協定は、甲、乙及び丙が、学術交流において広く協力することにより、相互の

教育と研究の推進を図るとともに地域の活性化に寄与することを目的とする。 

 〇協力事項 

   第3条 甲、乙、及び丙は、次に掲げる相互協力を実施するものとする。 

   （1）学術推進に関わる情報交換 

   （2）教育及び研究 

   （3）教育及び研究設備の利用 

   （4）学生及び教職員の交流 

   （5）シンポジウム等の開催 

   （6）地域の活性化に寄与する活動 

   （7）その他学術交流推進に必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【 各連携協定詳細（企業） 】 

１．株式会社みちのく銀行 

（1）八戸学院大学・株式会社みちのく銀行連携協力協定【平成24(2012)年9月28日】 

〇締結目的 

農業と食産業の分野において相互に協力し、地域経済の発展に協働して取り組むことを目的

とする。 

〇連携協力の主な内容 

 （1）地域経済活性化に関する情報交換及び支援 

（2）大学の研究成果等に関する情報交換及び支援 

（3）地域企業の研究開発ニーズ等の紹介支援 

（4）大学の技術移転に関する情報交換及び支援 

（5）金融等に関する情報交換及び支援 

（6）その他必要と認める事項 

〇これまでの主な取り組み 

   ・「木村秋則自然栽培ふれあい塾」開講の協力等。 

 

 

２．株式会社東北産業 

（1）八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究センター・株式会社東北産業連携協力協定 

【平成27(2015)年4月 7日】 

〇締結目的 

地域連携研究センターと東北産業が包括的連携のもと、それぞれが保有する設備、健康産業

のノウハウ等を用いて相互に協力し、新健康産業の創出による地域社会の発展に貢献すること

を目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

 （1）健康産業に関する情報交換および支援 

（2）ヘルスツーリズムの共同調査・研究や企画運営 

（3）地域人材の育成支援（就労、起業支援） 

（4）健康・福祉人材のキャリア支援（教育や就労など） 

（5）地域連携研究センターと東北産業主催の健康・福祉教育の啓発および参加協力 

（6）医商連携や農商連携など地域活性化に関する情報交換および企画運営 

（7）その他必要と認める事項 

〇これまでの主な取り組み 

   ・福祉分野に関するアドバイス協力等。 

 

 

３．東北アイスホッケークラブ株式会社 

（1）八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究センター・東北アイスホッケークラブ株式会社 

連携協力協定【平成27(2015)年5月8日】 

〇締結目的 

地域連携研究センターとフリーブレイズが包括的連携のもと、それぞれが保有する設備、ス



 

 

ポーツ技術、ノウハウ等を用いて相互に協力し、地域住民や学生のスポーツ教育の実施、スポ

ーツマネジメントによる社会発展に貢献することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

 （1）地域のアイスホッケー技術に関する情報交換および支援 

（2）地域連携研究センターとフリーブレイズ主催のスポーツ教育の啓発および参加協力 

（3）地域ジュニアアスリートの発掘・育成に関する情報交換および支援 

（4）その他必要と認める事項 

〇これまでの主な取り組み 

   ・フリーブレイズ選手を対象とした出前講座の実施等。 

 

 

４．株式会社デーリー東北新聞社 

（1）八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究センター・株式会社デーリー東北新聞社 

連携協力協定【平成27(2015)年8月5日】 

〇締結目的 

地域連携研究センターとデーリー東北新聞社が包括的連携のもと、それぞれが保有する設備、

情報、ネットワーク等を用いて相互に協力し、地域社会の発展に貢献することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

 （1）新聞を活用した教育手法の研究および実施 

（2）地域スポーツ振興の共同調査・研究や企画運営 

（3）地域文化研究に関する情報交換および支援 

（4）地域課題解決に向けた産官学連携の企画および支援 

（5）その他必要と認める事項 

〇これまでの主な取り組み 

   ・ビブリオバトル in八戸の開催等。 

 

 

５．三八五流通グループ 

（1）八戸学院大学・八戸学院短期大学・三八五流通グループ健康連携協力協定 

【平成28(2016)年4月 14日】 

〇締結目的 

大学、短大と三八五Ｇが相互に緊密な連携協力と情報の共有を図り、三八五Ｇ従業員の健康

管理および地域の健康増進に資することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

 （1）三八五Ｇ従業員の健康管理に関すること。 

（2）地域における健康増進に関すること 

（3）その他必要と認める社会福祉に関すること。 

〇これまでの主な取り組み 

   ・具体的な取り組みについては検討中。 

 

 

 



 

 

６．イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社 

（1）八戸学院大学・八戸学院短期大学・八戸学院光星高等学校・八戸学院野辺地西高等学校 

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社海外留学連携協力協定 

【平成28(2016)年4月 28日】 

〇締結目的 

大学、短大、高校とEFが相互に緊密な連携協力と情報の共有を図り、大学・短大・高校の

海外留学手配および海外留学支援に資することを目的とする。 

〇連携協力の主な内容 

 （1）大学・短大・高校の海外留学手配に関すること。 

（2）大学・短大・高校の海外留学支援に関すること。 

（3）地方における海外留学プログラムの企画・開発に関すること。 

（4）その他必要と認める海外留学に関すること。 

〇これまでの主な取り組み 

   ・海外留学支援。 

 

 


