
企業等協定締結一覧（大学） 令和5年3月24日現在

協定の相手先 協定書の名称 ／協定の内容 協定日

国立大学法人北見工業大学と北海道中小企業家同友会オホーツク支部における包括

連携実施覚書

（連携項目）

1. 共同研究・委託研究の推進

2. 連携公開講座の開設と広報活動

3. インターンシップ事業の推進

4. 地域コンソーシアム事業の推進

5. 学生および留学生の各種方法での派遣・受入

6. リカレント、リフレッシュ教育の推進

7. 知的財産等の保全、維持及び活用

8. 学生の就職支援

9. その他

協定書

（内容）

1. 甲に属する教職員の職務発明の技術移転

2. 甲に属する教職員の職務発明の技術移転性の評価

3. 甲に属する教職員が関与する大学発ベンチャー企業の設立支援及び運営支援

4. その他、甲及び乙が協議のうえ決定した事項

包括連携協定書

（連携の範囲）

1. 新たな産学連携モデル、大学が有する知的財産の有効活用等の研究

2. 大学発ベンチャー、新事業・新規事業分野に関する情報交換及び支援

3. 相互の人的支援、人材育成に関する協力

4. その他、本協定の目的達成のため必要な事項

国立大学法人北見工業大学と北見信用金庫との包括連携協定書

（連携の範囲）

1. 甲の研究成果等のシーズと地域中小企業の技術ニーズとのマッチングのコーディ

ネート

2. 乙の取引先からの技術相談に関する支援

3. 地域中小企業の技術ニーズの情報収集及びそれに対する情報提供

4. その他合意した事項

国立大学法人北見工業大学と網走信用金庫との包括連携協定書

（連携の範囲）

1. 甲の研究成果等のシーズと地域中小企業の技術ニーズとのマッチングのコーディ

ネート

2. 乙の取引先からの技術相談に関する支援

3. 地域中小企業の技術ニーズの情報収集及びそれに対する情報提供

4. その他合意した事項

国立大学法人北見工業大学と紋別信用金庫との包括連携協定書

（連携の範囲）

1. 甲の研究成果等のシーズと地域中小企業の技術ニーズとのマッチングのコーディ

ネート

2. 乙の取引先からの技術相談に関する支援

3. 地域中小企業の技術ニーズの情報収集及びそれに対する情報提供

4. その他合意した事項

国立大学法人北見工業大学と遠軽信用金庫との包括連携協定書

（連携の範囲）

1. 甲の研究成果等のシーズと地域中小企業の技術ニーズとのマッチングのコーディ

ネート

2. 乙の取引先からの技術相談に関する支援

3. 地域中小企業の技術ニーズの情報収集及びそれに対する情報提供

4. その他合意した事項

北見信用金庫理事長 平成18年10月24日

平成18年10月24日

北海道中小企業家同友会

オホーツク支部長
平成16年6月23日

北海道ティー・エル・オー株式会社 平成17年5月30日

株式会社北洋銀行 平成18年7月21日

平成16(2004)年度

平成17(2005)年度

平成18(2006)年度

紋別信用金庫理事長 平成18年10月24日

遠軽信用金庫理事長 平成18年10月24日

網走信用金庫理事長
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協定の相手先 協定書の名称 ／協定の内容 協定日

国立大学法人北見工業大学と株式会社北海道新聞社の提携・協力に関する基本合意

書

（目的）

双方が本基本合意書の精神を理解し、北見工大が有している最先端の研究機能や蓄

積された研究成果、オホーツクエリア・地域住民が秘めている潜在能力、道新が持

つ情報の分析、発信能力を効率的に融合させ、地域活性化につながる社会システム

を構築する。

（名称）

本提携・協力は「オホーツク人と環境プロジェクト」と称する。

包括連携協定書

（包括的連携内容と覚書）

1. 地域企業等との情報交流による産学官連携活動を行う。

2. 産学官連携活動に係る情報の共有の推進、その有効活用を図る。

3. 競争的資金他の外部資金に係る連携活動、その獲得及び協力を推進する。

4. 本協定に基づき具体的な包括連携事項について覚書を交わすものとする。

国立大学法人北見工業大学と網走測量設計協会との包括連携協定書

（連携の範囲）

1. 共同研究・委託研究の実施、懇談会・情報交換会の実施、技術相談への対応な

ど、技術に関する交流

2. インターンシップ・実務教育・学生実習等に対する協力、講習会実施・講座開設

等に対する協力など、人材育成に関する交流

3. 学生の就職、人材雇用などに関する交流

4. 相互の知的財産活動に関する交流

5. その他合意した事項

国立大学法人北見工業大学と独立行政法人土木研究所寒地土木研究所との連携・協

力に関する協定書

（連携・協力事項）

1. 共同研究

2. 学生の教育及び研究者の資質向上

3. 研究交流

4. 研究施設・設備の相互利用

5. その他、本協定の目的遂行に必要な事項

災害時の相互協力に関する協定

地震、風水害、大火災その他による災害が発生した場合における相互協力

国立大学法人北見工業大学、陽気堂クリエート工業株式会社及び北見市による太陽

光発電事業推進に関する協定書

（連携の範囲）

1. 太陽光発電事業を円滑に運営するための技術的又は事務的協力に関すること

2. 太陽光発電事業を通じた自然エネルギー関連の実証事業、共同研究の推進に関す

ること

3. 太陽光発電事業の普及啓発に関すること

4. その他、本協定の目的達成のために必要な事項

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会大学連携協定書

（連携事項）

1. 人的分野及び教育的分野での連携

2. オリンピック・パラリンピック競技大会に関わる研究分野での連携

3. オリンピック・パラリンピック競技大会の国内PR活動での連携

4. オリンピックムーブメントの推進及びオリンピックレガシーの継承に関する連携

平成24年3月22日

北見工業大学生活協同組合 平成24年12月20日

陽気堂クリエート工業株式会社

北見市
平成25年3月28日

平成19年11月15日

平成24(2012)年度

一般財団法人東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会
平成26年6月23日

独立行政法人

土木研究所寒地土木研究所

財団法人

北海道科学技術総合振興センター
平成20年3月24日

網走測量設計協会 平成23年3月24日

平成26(2014)年度

平成19(2007)年度

平成22(2010)年度

平成23(2011)年度

株式会社北海道新聞社
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協定の相手先 協定書の名称 ／協定の内容 協定日

国立大学法人北見工業大学と北見市との包括的連携に関する協定書

（連携事項）

1. 地域づくり・まちづくりの推進に関すること

2. 学術振興、国際交流、教育及び人材の育成に関すること

3. 産業振興など地域経済の発展に関すること

4. 環境保全及び防災対策の推進に関すること

5. その他前条の目的を達するために必要な事項に関すること

国立大学法人北見工業大学と北海道ガス株式会社との包括連携協定書

（連携の範囲）

1. 共同研究・委託研究の実施、情報交換会の実施、技術相談への対応など、技術に

関する交流

2. 地域へのエネルギー・環境先進技術の普及拡大、教育啓蒙に関する交流

3. インターンシップ・実務教育・学生実習などに対する協力、講習会実施・講座開

設等の協力など、人材育成に関する交流

4. 相互の知的財産活動に関する交流

5. その他合意した事項

国立大学法人北見工業大学とオホーツク農業協同組合長会との包括的連携に関する

協定書

（連携事項）

1. 地域農業の振興その他の産業の振興に関すること

2. 教育及び人材育成に関すること

3. 雇用創出、就業支援に関すること

4. 地域経済の活性化に関すること

5. その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

国立大学法人北見工業大学と北海道オホーツク総合振興局管内9森林組合との包括

的連携に関する協定書

（連携事項）

1. 林業・木材産業の近代化に関すること

2. 林業・木材産業を担う人材の育成に関すること

3. 林業・木材産業の雇用創出、就業支援に関すること

4. 森林資源の活用促進に関すること

5. その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

国立大学法人北見工業大学と北見管内漁業協同組合長会との包括的連携に関する協

定書

（連携事項）

1.水産業の振興その他関連産業の振興及びこれらに資する研究に関すること

2.水産業を担う人材の育成及び教育に関すること

3.水産業の雇用創出、就業支援に関すること

4.水産資源の活用促進、保全、広報に関すること

5.その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

北見工業大学と株式会社NTTドコモとの５Gを活用した防災・一次産業に関する研

究力強化に関する連携協定

（検討事項）

1. 防災・減災に資する新たな技術の検討

2. 次世代の一次産業に関連した技術の検討

国立大学法人北見工業大学と美幌町との包括的連携に関する協定書

（連携事項）

1.地域づくり・まちづくりの推進に関すること

2.学術振興、教育及び人材の育成に関すること

3.産業振興、観光振興など地域経済の発展に関すること

4.公共交通及び防災対策の推進に関すること

5.その他前条の目的を達するために必要な事項に関すること

北見市

北海道ガス株式会社

オホーツク農業協同組合長会

（オホーツク管内の全14農協の組合長

による組織）

平成27年6月12日

平成28(2016)年度

平成28年4月7日

平成29(2017)年度

令和元(2019)年度

網走地区森林組合

美幌町森林組合

北見広域森林組合

新生紀森林組合

佐呂間町森林組合

遠軽地区森林組合

オホーツク中央森林組合

滝上町森林組合

雄武町森林組合

令和元年7月8日

平成27(2015)年度

平成29年6月20日

平成29年2月14日

令和3(2021)年度

美幌町 令和3年12月14日

令和元年12月25日

北見管内漁業協同組合長会

（北見管内の全10漁協の組合長による

組織）

株式会社NTTドコモ
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協定の相手先 協定書の名称 ／協定の内容 協定日

北見工業大学と株式会社ジモティーとのリユース活動の促進に向けた連携と協力に

関する協定書

（連携協力事項）

1.リユース活動を促進するための企画立案に関すること

2.リユース活動を促進するための広報啓発に関すること

3.その他リユース活動の促進に関して、甲及び乙で合意した事項に関すること

国立大学法人北見工業大学と津別町農業協同組合との連携協力に関する基本協定書

（連携協力事項）

1.地域農業の振興その他の産業の振興に関すること

2.スマート農業に関すること

3.各種試験圃場の提供に関すること

4.教育及び人材育成に関すること

5.留学生を中心とした国際交流に関すること

6.雇用創出、就業支援に関すること

7.地域経済の活性化に関すること

8.SDGsへの取組み推進に関すること

9.その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

国立大学法人北海道国立大学機構北見工業大学と日本赤十字社北見赤十字病院との

連携・協力に関する協定書

（連携協力事項）

1.北見工業大学が必要とする医療従事者の派遣に関すること

2.北見赤十字病院職員の北見工業大学での就学に関すること

3.研究交流・研究開発に関すること

4.その他必要と認められること

令和4(2022)年度

日本赤十字社 令和4年12月22日

株式会社ジモティー 令和4年3月17日

津別町農業協同組合 令和4年3月24日
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