
東北芸術工科大学の地域連携事業

連携協定等一覧

No 締結日 協定先 目的等 タイトル

1
2020/4/10
（令和2年4月10日）

山形大学 円滑な連携活動による地域経済の活性化
山形大学と東北芸術工科大学との山形県内
地域活性化に向けた連携活動に関する覚書

2
2020/4/9
（令和2年4月9日）

山形市
創造都市拠点施設として山形市立第一小学校
旧校舎を再活用する「Q1プロジェクト」の
推進

Q1プロジェクト推進事業に関する連携協定
書

3
2020/3/12
（令和2年3月12日）

山辺町
株式会社パスラボ

地域振興／学生の課題解決型教育の機会提供
東北芸術工科大学、山辺町及び株式会社パ
スラボとの包括連携に関する協定書

4
2019年3月27日
（平成31年3月27日）

山形県立山形西高等学校
探究型学習授業のカリキュラム開発及び実践
の支援

教育連携協定

5
2019年1月24日
（平成31年1月24日）

鶴岡市
国立大学法人山形大学
鶴岡市農業協同組合
庄内たがわ農業協同組合
ヤマガタデザイン株式会社

地域農業の人材育成・確保及び新規就農者の
定着促進を含めた地域活性化

農業人材の育成・確保に関する協定

6
2018年8月21日
（平成30年8月21日）

株式会社IHI
IHIビジネスパートナー協定書
（アート＆デザインとエンジニアリングを融
合　させた地域雇用の創出）

IHIビジネスパートナー協定書

7
2018年7月6日
（平成30年7月6日）

小国町
株式会社オカムラ

小国町産木材の利活用・木育等の推進
産学官連携協定（町内産木材の利活用と木
育の推進プロジェクト）

8
2018年7月29日
（平成30年7月29日）

イオンモール株式会社イオンモール天童
産学連携協力に関する連携協定
（教育文化活動／ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの受入れ）

産学連携協力に関する連携覚書

9
2018年3月7日
（平成30年3月7日）

山形県
上山市
山形県住宅供給公社

空き家等を活用した若者・子育て世帯等の移
住・定住促進

地域づくり連携協定

10
2018年2月28日
（平成30年2月28日）

山形県立山形東高等学校 探究型学習のカリキュラム共同開発
東北芸術工科大学と山形県立山形東高等学
校との連携協力に関する協定書

11
2018年12月3日
（平成30年12月3日）

株式会社IHI
地域振興寄与を目的としたラボ運営
（技術力、総合力、デザイン・マーケティン
グ力を融合させたイノベーション創出）

I-To Lab.（イトラボ）設置に関する覚書

12
2018年11月15日
（平成30年11月15日） ヤマガタデザイン株式会社

人材・知財などの協力・交流を通じて、事業
のスピードアップと教育力向上を実現させ、
クリエイティブの力によって、県内全域の活
性化を図る

ヤマガタデザイン株式会社と東北芸術工科
大学との相互連携協力に関する協定書

13
2017年1月1日
（平成29年1月1日）

株式会社山形県観光物産会館
インターンシップを始めとした連携・協力に
よる地域貢献及び地域活性化

連携・協力による地域への貢献

14
2016年7月7日
（平成28年7月7日）

株式会社モンテディオ山形
教育事業とプロスポーツチーム運営の振興と
発展

株式会社モンテディオ山形と東北芸術工科
大学の連携協力に関する協定書

東北芸術工科大学では、教育の充実、地域活性化、地域産業振興、まちづくり支援など、地域の課題
解決を目的に、企業や自治体、学校等と連携協定を締結しています。

本学の地域連携事業の特徴は、人材育成と地域貢献を同時に機能させている点です。
本学が地域の課題解決の当事者となり、教育・研究を通じて地域の持続可能性を高めるために、多種

多様な地域貢献事業を推進しています。いずれの活動も、学生の学習機会の場とし、地域の持続可能性
を目指したものであり、同時に地域における芸工大の存在意義を社会に問う活動でもあります。地域社
会が豊かになることで、本学が地域になくてはならない大学になるという、大学のビジョンを体現して
いきます。



15
2016年2月8日
（平成28年2月8日）

公益社団法人山形県宅地建物取引業協会 地域の住宅環境整備・まちづくり共同研究
住環境開発・管理運営及び学生生活支援に
関する覚書

16
2016年12月21日
（平成28年12月21日）

株式会社山形新聞社 地方創生の推進
株式会社山形新聞社と東北芸術工科大学と
の相互連携協力に関する協定書

17
2016年11月22日
（平成28年11月22日）

山形市
公民連携によるリノベーションまちづくりを
推進し、移住定住を促進

山形市と東北芸術工科大学との包括連携に
関する協定書

18
2015年4月1日
（平成27年4月1日）

東北文教大学
外国人留学生の受け入れに対する連携・協力
体制の構築

外国人留学生の受け入れに関する協定書

19
2015年7月14日
（平成27年7月14日）

認定特定非営利活動法人カタリバ
活力ある地域社会の形成・振興及び地域人材
の育成寄与

東北芸術工科大学とカタリバとの連携に関
する協定書

20
2015年3月30日
（平成27年3月30日）

仙台市
クリエイティブ分野における資源・人材の有
効活用

仙台市と東北芸術工科大学との連携に関す
る協定書

21
2015年11月26日
（平成27年11月26日）

山形県教育委員会
デザイン思考を活用した教育プログラムの支
援を通じ探究型学習を推進

東北芸術工科大学と山形県教育委員会との
連携協力に関する協定書

22
2015年11月25日
（平成27年11月25日）

株式会社日本政策金融公庫山形支店
産学連携推進
地域社会及び地域農業の発展への貢献

東北芸術工科大学と日本政策金融公庫との
地方創生に係る協力推進に関する覚書

23
2015年10月1日
（平成27年10月1日）

学校法人瓜生山学園　京都造形芸術大学 教職員の能力向上 FD・SDにおける連携協力に関する協定書

24
2014年5月21日
（平成26年5月21日）

韓国文化芸術教育振興院
学校法人瓜生山学園　京都造形芸術大学

文化芸術教育事業及び研究成果の共有
イベント開催の人的・物的資源の交流

京都造形芸術大学・東北芸術工科大学・韓
国文化芸術教育振興院の了解覚書

25
2013年6月15日
（平成25年6月15日）

ミラノ大学 研究従事者の交流、共同研究 国際共同研究のための大学間合意書

26
2013年12月10日
（平成25年12月10日）

学校法人瓜生山学園　京都造形芸術大学
ソウルデザイン財団

デザイン教育の世界化促進 デザイン交流協定

27
2012年5月16日
（平成24年5月16日）

山形県立酒田光陵高等学校
生徒・学生の進路意識や学習意欲の高揚、高
校教育と大学教育の活性化

山形県立酒田光陵高等学校と東北芸術工科
大学との教育交流に関する協定書

28
2010年11月26日
（平成22年11月26日）

社団法人K-art国際交流協会 留学奨学生の選抜
社団法人K-art国際交流協会　韓国人留学奨
学生選抜及び奨学金支給規定施行規則

29
2008年8月28日
（平成20年8月28日）

山形県立山形工業高等学校
高校、大学の円滑な継続教育の実現
本県産業を担う人材育成

東北芸術工科大学と山形県立山形工業高等
学校との高大連携事業に関する協定書

30
2008年6月30日
（平成20年6月30日）

世宗大学 教育研究上の交流推進と親善寄与 東北芸術工科大学と世宗大学との交流協定

31
2008年2月17日
（平成20年2月17日）

山形県立長井工業高等学校
生徒・学生の進路意識や学習意欲の高揚、高
校教育と大学教育の活性化

山形県長井工業高等学校と東北芸術工科大
学との教育交流に関する協定書

32
2008年2月23日
（平成20年2月23日）

大韓民国芸術総合学校 大学教育の発展 交流協定書

33
2008年1月16日
（平成20年1月16日）

大韓民国韓国伝統文化学校 大学教育の発展促進 交流協定書

34
2007年9月3日
（平成19年9月3日）

株式会社山形銀行 地域経済の発展と活性化
東北芸術工科大学と株式会社山形銀行との
業務提携に関する協定書

35
2007年9月20日
（平成19年9月20日）

大韓民国延世大学校 大学教育の発展促進 交流協定書

36
2006年3月
（平成18年3月）

大韓民国ソウル弘益大学校 東アジア芸術文化研究所の設立 東アジア芸術文化研究所　設立協定書

37
2002年2月27日
（平成14年2月27日）

デンマーク王立美術アカデミー 学術促進・文化交流促進
デンマーク王立美術アカデミー建築スクー
ルと東北芸術工科大学環境デザイン学科間
の合意に関する覚書

38
2000年1月7日
（平成12年1月7日）

京都造形芸術大学 両大学の学術交流と友好促進 交流協定書

39
1998年12月15日
（平成10年12月15日）

スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学
コンストファック

教育研究上の交流推進と親善寄与 交流協定書
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