
７　協定一覧
平成23年2月9日現在

No 担当館名 相手先名 協定のタイトル
協定開始日
（注）

当方の
契約者名

1 （全国） 国立高等専門学校機構
独立行政法人国立高等専門学校機構と独立行
政法人科学技術振興機構との産学官連携に関す
る協定書

H20.8.26 ＪＳＴ

2 北海道 科学技術振興に関する連携協定書 H17.10.28 ＪＳＴ

3 北海道大学 科学技術振興に関する連携協定書 H20.10.16 ＪＳＴ

函館工業高等専門学校

苫小牧工業高等専門学校

釧路工業高等専門学校

旭川工業高等専門学校

5 東経連事業化センター 協定書 H19.6.11 ＪＳＴ

6 宮城県 KCみやぎ推進ネットワーク設置要綱 H20.1.15 プラザ宮城

仙台市

仙台市産業振興事業団

宮城高等専門学校

仙台電波高等専門学校

鶴岡高等専門学校

福島高等専門学校

八戸高等専門学校

一関高等専門学校

秋田高等専門学校

富山工業高等専門学校

富山商船高等専門学校

石川工業高等専門学校

10 金沢大学 科学技術の振興に関する連携協定書 H20.12.9 プラザ石川

11 北陸先端科学技術大学院大学 科学技術の振興に関する連携協定書 H20.12.19 プラザ石川

12 富山大学 科学技術の振興に関する連携協定書 H21.2.24 プラザ石川

13 富山県立大学 科学技術の振興に関する連携協定書 H21.2.27 プラザ石川

プラザ北海道

プラザ石川

プラザ宮城

H20.10.18

独立行政法人科学技術振興機構JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟ
ﾗｻﾞ石川と独立行政法人国立高等専門学校機構
富山工業高等専門学校、独立行政法人国立高等
専門学校機構富山商船高等専門学校及び独立
行政法人国立高等専門学校機構石川工業高等
専門学校との産学官連携に関する覚書

H21.2.5覚書

H20.3.24せんだいコーディネータ協議会　規約

プラザ宮城
サテライト岩手

プラザ北海道H21.3.3

独立行政法人函館工業高等専門学校、同苫小牧
工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校、旭
川工業高等専門学校と独立行政法人科学技術
振興機構JSTイノベーションプラザ北海道との産
学官連携に関する覚書

プラザ宮城

プラザ石川
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14 愛知県
大学等の研究成果の活用による新規事業創出に
あたる相互協力に関する協定書

H15.10.1 ＪＳＴ

15 豊田工業高等専門学校 産学官連携に関する協定書 H20.9.16 プラザ東海

16 岐阜工業高等専門学校 産学官連携に関する協定書 H20.10.17 プラザ東海

17 鳥羽商船高等専門学校 産学官連携に関する協定書 H20.11.12 プラザ東海

18 鈴鹿工業高等専門学校 産学官連携に関する協定書 H20.11.22 プラザ東海

京都市

京都大学

20 奈良工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業
高等専門学校と独立行政法人科学技術振興機
構ＪＳＴイノベーションプラザ京都との産学官連携
に関する覚書

H20.11.19 プラザ京都

21 舞鶴工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構舞鶴工業
高等専門学校と独立行政法人科学技術振興機
構ＪＳＴイノベーションプラザ京都との産学官連携
に関する覚書

H20.12.1 プラザ京都

22 プラザ大阪
独立行政法人国立高等専門学校機
構　明石工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構明石工業
高等専門学校と独立行政法人科学技術振興機
構ＪＳＴイノベーションプラザ大阪との産学官連携
に関する覚書

H21.11.11 プラザ大阪

23 財団法人ちゅうごく産業創造センター 連携覚書 H19.7.2 プラザ広島

24 公益財団法人ひろしま産業振興機構 連携覚書 H20.8.1 プラザ広島

25
熊本高等専門学校
（旧八代工業高等専門学校、旧熊本
電波高等専門学校）

覚書 H21.8.21 プラザ福岡

26 北九州工業高等専門学校 覚書 H21.12.4 プラザ福岡

27 熊本県商工観光労働部 覚書 H21.12.25 プラザ福岡

H19.8.23

プラザ京都

プラザ広島

科学技術振興に関する連携協定書

プラザ東海

プラザ福岡

ＪＳＴ19
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28 岩手県 協定書 H17.12.9 ＪＳＴ

29 東経連事業化センター 協定書 H19.6.11 ＪＳＴ

宮城高等専門学校

仙台電波高等専門学校

鶴岡高等専門学校

福島高等専門学校

八戸高等専門学校

一関高等専門学校

秋田高等専門学校

30 茨城県 Memorandum of Understanding H18.10.10 ＪＳＴ

茨城工業高等専門学校

小山工業高等専門学校

木更津工業高等専門学校

東京工業高等専門学校

32 新潟県 Memorandum of Understanding H17.11.30 ＪＳＴ

33 長岡工業高等専門学校 覚書 H20.12.1 サテライト新潟

34 サテライト静岡 静岡県 相互協力に関する協定 H18.10.30 ＪＳＴ

35 滋賀県 協定書 H18.11.10 ＪＳＴ

36 福井工業高等専門学校 覚書 H21.2.23 サテライト滋賀

サテライト茨城

覚書 H21.2.5

サテライト岩手

H21.11.26覚書

サテライト新潟

サテライト滋賀

プラザ宮城
サテライト岩手

サテライト茨城31

（再掲）
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37 徳島県 協定書 H18.10.26 ＪＳＴ

阿南高等専門学校

高松高等専門学校

詫間電波高等専門学校

新居浜高等専門学校

弓削商船高等専門学校

高知高等専門学校

39 徳島大学 覚書 H21.12.1 サテライト徳島

40 高知県 Memorandum of Understanding H17.12.2 ＪＳＴ

阿南高等専門学校

高松高等専門学校

詫間電波高等専門学校

新居浜高等専門学校

弓削商船高等専門学校

高知高等専門学校

41 宮崎県 協定書 H17.12.5 ＪＳＴ

42 都城工業高等専門学校 覚書 H21.3.3 サテライト宮崎

43 大分工業高等専門学校 覚書 H21.3.5 サテライト宮崎

44 鹿児島工業高等専門学校 覚書 H21.3.6 サテライト宮崎

（再掲）
独立行政法人国立高等専門学校機構と独立行
政法人科学技術振興機構との産学官連携に関す
る協定書

H21.7.31

H21.7.31
独立行政法人国立高等専門学校機構と独立行
政法人科学技術振興機構との産学官連携に関す
る協定書

サテライト宮崎

サテライト徳島
サテライト高知

サテライト徳島

サテライト徳島
サテライト高知

サテライト高知

38

4 / 4 ページ


