連携協定締結一覧
※締結年月日順に掲載
協定名称等
自治体

自治体

自治体

いわき短期大学といわき市の連携協力に関する協定
書
東日本国際大学といわき市の連携協力に関する協定
書

東日本国際大学及びいわき短期大学と広野町と
の地域連携協力に関する協定書

協定先

協定締結日

いわき市

2007年2月19日

いわき市

2007年2月19日

広野町

2014年6月6日

目的

連携・協力の内容

両者の振興発展を図るため、産業、まちづくり、学術等

①地域産業の振興

の分野で連携・協力することを目的とする。

⑤両者が必要と認めた事項

②まちづくり

④学術・文化の振興

両者の振興発展を図るため、産業、まちづくり、学術等

①地域産業の振興

の分野で連携・協力することを目的とする。

⑤両者が必要と認めた事項

③人材育成

④学術・文化の振興

両機関の振興発展を図るため、教育、文化、産業、観

①教育、文化、スポーツの振興・発展

光、健康、福祉、まちづくり、自然・環境、学術研究等

健康・福祉

④まちづくり

の分野において連携・協力することを目的とする。

⑧生涯学習

⑨その他両機関が必要と認めること

②まちづくり

③人材育成

②地域産業と観光の振興

⑤自然・環境

⑥学術研究

③

⑦人財育成

短期大学教育を通して優れた幼稚園教諭・保育士・介護
福祉士の養成を目指すとともに、災害弱者の視線からこ
ころに根ざした防災教育のあり方について実践的教育研

学校法人昌平黌いわき短期大学と日本防災士会
法人

福島県支部との防災教育に関わる相互協力に関

日本防災士会福島県支部

2016年5月20日

する協定書

究を推進しようとする本学と、これまでの実践から得ら

①防災教育のあり方に関する研究教育及び防災教育のための実践的研究

れた知見を生かし地域における防災意識の高揚・地域貢

②防災に関する授業及び防災士養成プログラムの実施

献等を推し進める日本防災士会福島県支部が、相互に連

③本学が設置を予定する防災資料室（仮称）の運営助言

携・協働し、地域住民・学生の自助・互助・共助意識の

④その他、本学の防災に関わる教育環境等の助言

醸成を図るための共同事業を通して、幼児教育ならびに
福祉に従事する者の実践的指導力向上をさらに推進する
ことを目的とする。
常磐興産株式会社の総合レジャー産業としての経験等と
企業

学校法人昌平黌東日本国際大学と常磐興産株式
会社との地方創生推進に関する協定

大学の研究・教育、国際交流や留学生受け入れ実績等に

常磐興産株式会社

2016年7月19日 関する緊密な情報交換や共同事業の実施等により、産学
連携並びに地方創生を推進し、地域社会・経済の発展、
それに資する人財育成に貢献することを目的とする。

①地方創生・地域活性化・観光振興
事業展開

②地域国際化・国際交流・国際

③教育活動・人材育成・協働カリキュラム

情報発信の調査・研究

企業

協力協定書

株式会社

福島民報社

2017年3月14日

社会に興味関心を持ち、地域の未来を切り開く人材 調査及び研究
の育成を推進することを目的とする。

②地域課題等に関する共同

③人材交流及びインターンシップの実施

のための新聞記事情報の活用支援

し、一層の発展を目指す。とりわけ、放射線の健康や社
教育機関

国立大学法人長崎大学と学校法人昌平黌

東日本国

際大学・いわき短期大学との連携に関する協定書

国立大学法人

長崎大学

2017年4月1日

会に与える影響に関わる創造的・先駆的な教育研究拠点
の形成を協力して推進し、人間力養成に資することによ
り、こころの復興を目指し、我が国及び双方の大学が位
置する地域の発展と人材の養成に寄与するものとする。
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④教育研究

⑤その他目的達成のために必要な

事業
両大学の理念、特色を基盤に、教育、研究分野で連携

⑥そ

の他目的達成のために必要な事項
①新聞等を活用したキャリア教育の支援

学校法人昌平黌と株式会社福島民報社との連携

④観光戦略・

⑤学生の就職・雇用及びキャリア形成

①学部・学類及び大学院の教育研究
②学術研究
③教職員の相互交流
④地域社会及び国内外の教育研究機関との連携
⑤その他目的を達成するために必要なこと

連携協定締結一覧
※締結年月日順に掲載
協定名称等

協定先

協定締結日

目的

連携・協力の内容
①地域復興及び福島イノベーション・コースト構想推進のための人材
育成

②地域復興及び福島イノベーション・コースト構想推進のため

双方の有する研究施設、研究成果、人材等を連 の人材交流
独立行政法人国立高等専門学校機構
教育機関

専門学校と学校法人昌平黌

福島工業高等

東日本国際大学・いわ

福島工業高等専門学校

2018年1月11日

き短期大学との連携に関する協定書

携活用し、人財育成及び研究等の充実を図り、 ③地域復興及び福島イノベーション・コースト構想推進のための研究
地域復興及び福島イノベーション・コースト構 協力
想の推進に寄与するものとする。

④地域復興及び福島イノベーション・コースト構想推進のために必要
な双方が保有する施設・設備の相互利用
⑤その他目的を達成するために必要なこと
①地域創生、被災地域復興に貢献する人材を育成する教育に係る情報

両大学の理念・特色を基盤に、教育・研究・社会貢献分
教育機関

学校法人大正大学と学校法人昌平黌

東日本国際大

学・いわき短期大学との連携に関する協定書

学校法人

大正大学

2018年3月8日

野で積極的に連携し、両大学の一層の発展を目指すとと
もに、地域の振興・創生、被災地域での復興に寄与する
人間力を備えた人材の育成に努めるものとする。

交換及び研究者交流

成するための単位互換及び学生の派遣・受入
びインターンシップの共同実施
連携

「浜通り復興創生ｷｬﾝﾊﾟｽｺﾝｿｰｼｱﾑ」構築と包
括的な連携に関する協定書

いわき市
広野町

2018年9月27日 し、地方創生の中核的役割を担いながら福島浜通り 財」の育成

楢葉町

いわき信用組合

2018年11月21日 の輩出を推進し、相互が地域社会の発展に貢献すること

福島県立平商業高等学校と学校法人昌平黌東日本国
教育機関

際大学及びいわき短期大学と高大連携に関する協定

福島県立平商業高等学校

2019年5月21日

書

本国際大学及びいわき短期大学と高大連携に関する
協定書

①学生の修学支援、地域の学術振興、学生の健全育成に資することに
関しての連携協力

②大学・短大への入学予定者や在学生向けの専用

を目的とする。

ローン制度の取り扱い

高校生に大学及び短大における高度な教育・研究に触れる機会

①本学による高校生に対する授業科目の公開

を提供し、高校生の個々の能力・適性の伸長を図るとともに大
学及び短大に対する理解を深め、また大学における地域貢献活

高校生に大学及び短大における高度な教育・研究に触れる機会

福島県立いわき総合高等学校

⑥地域医療及び地域住民の健康の維持

⑩その他目的を達成するために必要と認めること

の実施

③本学教員の高校への派遣

動の一環として、高校と大学及び短大の円滑な関係に資する。 ⑤相互の施設の開放

福島県立いわき総合高等学校と学校法人昌平黌東日
教育機関

⑤若い世代の地元定着

シップ等の実施

地域の教育文化の向上や学生の健全な育成、優れた人材

連携及び協力に関する協定書

②福島

地域の将来に向けた持続的な発展に寄与することを 及び増進 ⑦参画する高等教育機関相互の連携協力 ⑧構成機関以外の関係
機関及び団体との連携協力 ⑨構成機関による就職セミナー、インターン
目的とする。

いわき商工会議所

企業

⑤その他目的を達成するために必要な事項

「福島イノベーション・コースト構想」をはじめと 県浜通り地域の復興創生及び持続可能な開発 ③福島浜通りに位置する地方
した地域の活性化と課題解決に迅速かつ適切に対応 公共団体及び産業界の連携及び振興 ④地方創生の中心的役割を担う「人

福島工業高等学校
産業界

③フィールドワーク及

④地域社会及び国内外の機関等との

①「福島イノベーション・コースト構想」の実現に向けた各種取組

いわき明星大学

教育機関

②地域創生、被災地域復興に貢献する人材を育

2019年5月21日

を提供し、高校生の個々の能力・適性の伸長を図るとともに大
学及び短大に対する理解を深め、また大学における地域貢献活
動の一環として、高校と大学及び短大の円滑な関係に資する。
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④高校教員の本学への派遣

⑥その他協議の結果に基づき実施する事業

①本学による高校生に対する授業科目の公開
の実施

③本学教員の高校への派遣

⑤相互の施設の開放

②本学による公開講座

②本学による公開講座

④高校教員の本学への派遣

⑥その他協議の結果に基づき実施する事業

連携協定締結一覧
※締結年月日順に掲載
協定名称等

協定先

協定締結日

高校生に大学及び短大における高度な教育・研究に触れる機会

福島県立ふたば未来学園高等学校と学校法人昌平黌
教育機関

東日本国際大学及びいわき短期大学と高大連携に関

福島県立ふたば未来学園高等学校

2019年5月21日

する協定書

教育機関

福島県立新地高等学校と学校法人昌平黌東日本国際
大学及びいわき短期大学と高大連携に関する協定書

学校法人山﨑学園福島県磐城第一高等学校と学校法
教育機関

人昌平黌東日本国際大学及びいわき短期大学と高大
連携に関する協定書

学校法人昌平黌東日本国際大学昌平高等学校と学校
教育機関

法人昌平黌東日本国際大学及びいわき短期大学と高
大連携に関する協定書

福島県立新地高等学校

学校法人山﨑学園
福島県磐城第一高等学校

2019年5月21日

2019年5月21日

福島県浜通り地域の復興と発展に向けた連携協
力協定書

を提供し、高校生の個々の能力・適性の伸長を図るとともに大
学及び短大に対する理解を深め、また大学における地域貢献活

東日本国際大学附属昌平高等学校

①本学による高校生に対する授業科目の公開
の実施

③本学教員の高校への派遣

⑤相互の施設の開放

高校生に大学及び短大における高度な教育・研究に触れる機会

①本学による高校生に対する授業科目の公開

を提供し、高校生の個々の能力・適性の伸長を図るとともに大
学及び短大に対する理解を深め、また大学における地域貢献活

の実施

2019年5月21日

⑥その他協議の結果に基づき実施する事業

③本学教員の高校への派遣

⑤相互の施設の開放

高校生に大学及び短大における高度な教育・研究に触れる機会

①本学による高校生に対する授業科目の公開

学及び短大に対する理解を深め、また大学における地域貢献活

の実施

を提供し、高校生の個々の能力・適性の伸長を図るとともに大
学及び短大に対する理解を深め、また大学における地域貢献活
動の一環として、高校と大学及び短大の円滑な関係に資する。

⑥その他協議の結果に基づき実施する事業

③本学教員の高校への派遣

③本学教員の高校への派遣

⑤相互の施設の開放

②本学による公開講座

④高校教員の本学への派遣

⑥その他協議の結果に基づき実施する事業

①本学による高校生に対する授業科目の公開
の実施

②本学による公開講座

④高校教員の本学への派遣

動の一環として、高校と大学及び短大の円滑な関係に資する。

を提供し、高校生の個々の能力・適性の伸長を図るとともに大

②本学による公開講座

④高校教員の本学への派遣

動の一環として、高校と大学及び短大の円滑な関係に資する。

高校生に大学及び短大における高度な教育・研究に触れる機会
学校法人昌平黌

連携・協力の内容

動の一環として、高校と大学及び短大の円滑な関係に資する。 ⑤相互の施設の開放

いわき市

自治体

目的

②本学による公開講座

④高校教員の本学への派遣

⑥その他協議の結果に基づき実施する事業

広野町

東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故

楢葉町

災害等からの「福島県浜通り地域の復興と発展」の ①アメリカ合衆国ハンフォード地域の調査研究

富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村

2020年1月25日

ため、福島イノベーション・コースト構想の実現と ②国内外の先進・類似事例の調査研究
夢ある未来づくりに向け、国内外の先進・類似事例 ③福島県浜通り地域の復興と発展に資する調査研究
等の調査研究の分野において、緊密に連携し、協力 ④その他協議により必要と認める事項
することを目的とする。
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