
○国⽴⼤学とJAとの連携状況

⼤学名 分類 JA 内容

1 北海道⼤学 研究 全国
ホクレン農業協同組合連合会から委託研究（1件）、JA新はこだて・JA
⾨別と共同研究（2件）（平成29年度実績）

2 北海道⼤学 協定 都道府県 北海道⼤学とJAグループ北海道が包括連携（平成29年10⽉30⽇）

3 北海道教育⼤学 協定 都道府県
JAグループ北海道、（株）北海道フットボールクラブ、北海道教員委員
会との４者相互協⼒協定の締結（平成23年10⽉1⽇）

4 ⼩樽商科⼤学 研究
都道府県

地区

共同研究（帯広畜産⼤学、⼀般社団法⼈ミートイメージジャパン）の成
果発表会合同シンポジウムの後援：ホクレン農業協同組合連合会、⼗勝
農業協同組合連合会

5 ⼩樽商科⼤学 事業 地区
【⼗勝清⽔町農業協同組合】清⽔町アグリビジネススクールの取組（⼈
材育成事業）（帯広畜産⼤学も参画）

6 帯広畜産⼤学 研究
都道府県

地区
共同研究（H25〜H29）計38件、連携先：JA⼗勝清⽔、⼗勝農業協同
組合連合会、JA⼗勝池⽥町和⽜⽣産瀬組合、ホクレン

7 帯広畜産⼤学 事業 地区 インキュベーションオフィスへホクレン及びJA⼗勝清⽔の⼊居

8 旭川医科⼤学 寄附講座 都道府県
寄附講座「地域医療⽀援および専⾨医育成推進講座」（北海道厚⽣農業
協同組合連合会）

9 北⾒⼯業⼤学 協定 地区 オホーツク農業協同組合⻑会と包括的連携（平成29年2⽉14⽇）

10 弘前⼤学 講師派遣 全国 JA⼥性理事研修会への講師派遣

11 弘前⼤学 事業 全国
「JC総研（JA系シンクタンク）と都市農村共⽣社会創造研究」におい
て冊⼦の刊⾏

12 弘前⼤学 研究 都道府県 【全国農業協同組合連合会⻘森⽀部】受託研究2件

13 弘前⼤学 研究
都道府県

地区
共同研究7件、連携先：全国農業協同組合連合会⻘森県⽀部、JAつるが
弘前、JA津軽みらい、⻘森県内のJA

14 弘前⼤学 事業 地区 JA松本ハイランドのワークショップ運営⽀援

15 岩⼿⼤学 事業 都道府県
【岩⼿農業協同組合中央会】地（知）の拠点⼤学による地⽅創⽣推進事
業（COC+）、PBL授業の実施

16 岩⼿⼤学 事業 都道府県 【JAいわてグループ】いわてアグリフロンティアスクールの運営

17 東北⼤学 事業 都道府県 【宮城県農業協同組合中央会等】農家のたまご塾2018の開催

18 東北⼤学 研究 地区
【JA仙台】共同研究「JA仙台管内農作物の放射性セシウム量の経時変
化に関する検討」

19 東北⼤学 協定 地区
東北⼤学⼤学院農学研究所、栗原市及び栗っこ農業協同組合との連携協
定（平成29年12⽉18⽇）

20 ⼭形⼤学 研究 都道府県
【JA全農⼭形】⼭形県産さくらんぼの海外輸送⽤鮮度保持パッケージ技
術

21 ⼭形⼤学 事業 地区 【連携先複数】地元⾃治体等と連携した農業者育成プロジェクト

22 福島⼤学 奨学⾦ 全国
【農林中央⾦庫、JAバンクアグリエコサポート基⾦】奨学⾦寄附（H24
から14回受⼊れ）

23 福島⼤学 会議
全国

都道府県
「福島⼤学農学⽀援基⾦」募⾦会へ各JAの代表者が顧問として参画

24 福島⼤学 協定 都道府県 【福島県農業協同中央会、農林中央⾦庫】連携協⼒協定締結

25 福島⼤学 研究 都道府県
【地産地消運動促進ふくしま共同組合、農林中央⾦庫】共同研究、受託
研究4件

26 福島⼤学 会議 都道府県
「福島⼤学農学系⼈材養成機能のあり⽅に関する協議会」「福島⼤学農
学系⼈材養成機能のあり⽅に関する検討会」「福島⼤学⾷農学類（仮
称）設置協⼒会議」へのJAからの参画
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⼤学名 分類 JA 内容

27 福島⼤学 事業
都道府県

地区

地域産業復興プログラム「ふくしま未来⾷農教育プログラム」へのJAか
ら推薦を受けた学⽣が研究科に⼊学し、修⼠課程修了単位の修得が可
能。また、同プログラムへのJA職員の参加が可能。

28 東京⼤学 研究 全国
全国共済農業組合連合会と共同研究（H29〜H30）「農業構造の変化等
が地域農業社会及び共済団体等に考える影響に関する調査研究」

29 東京医科⻭科⼤学 研究 全国
【⼀般社団法⼈JA共済総合研究所】ジョイントリサーチ（共同研究）講
座1件

30 東京医科⻭科⼤学 寄附講座 都道府県
寄附講座4件（寄附者：茨城県厚⽣農業協同組合連合会、⻑野県厚⽣農
協組合連合会佐久総合病院等）

31 東京農⼯⼤学 協定 地区
東京むさし農業協同組合、⼀般社団法⼈⾸都圏産業活性化協会と三者包
括協定の締結（平成29年3⽉28⽇）

32 東京農⼯⼤学 研究 共同研究H27年度２件、H28年度１件

33 お茶の⽔⼥⼦⼤学 研究 全国 共同研究１件（⼀般社団法⼈JA共済総合研究所）

34 茨城⼤学 研究 全国 【全国農業協同組合連合会】共同研究１件

35 茨城⼤学 協定 都道府県
茨城県農業協同組合中央会及び茨城県⽣活協同組合連合会が茨城⼤学⼈
⽂学部に開講する「協同組合論」に関する協定

36 茨城⼤学 研究 地区
国産レンコンのブランド⼒強化コンソーシアムでの試験研究委託契約1
件（コンソーシアムの代表機関：茨城⼤学、参画機関：⼟浦農業協同組
合等）

37 筑波⼤学 寄附講座 都道府県 JA茨城県厚⽣連寄附講座８件（H19〜H35）

38 宇都宮⼤学 事業 都道府県
【栃⽊県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会】
 栃⽊県本部地域イノベーション戦略⽀援プログラムでの連携

39 群⾺⼤学 懇談会 都道府県 JA群⾺中央会との意⾒交換会をH29年度中に2回実施

40 群⾺⼤学 懇談会 地区 県内⽣産地視察意⾒交換会をH29年度中に3回実施

41 千葉⼤学 研究 全国 【全国共済農業協同組合連合会】共同研究３件

42 千葉⼤学 奨学⾦
全国
地区

・【東⻄しわかわ農業協同組合】奨学⾦寄附２件
・【全国共済農業協同組合連合会】奨学⾦寄附２件

43 千葉⼤学 協定 地区 【東⻄しわかわ農業協同組合】連携協⼒協定締結

44 新潟⼤学 講師派遣
全国

都道府県
地区

JA全中、JA中央会、JA（農協）が実施する研修会等へ講師派遣（平成
29年度実績12件）

45 新潟⼤学 寄附講座 都道府県
【新潟県厚⽣農業協同組合連合会（JA新潟厚⽣連）】寄附講座「臓器連
関学講座」

46 新潟⼤学 寄附 都道府県
【新潟県厚⽣農業協同組合連合会（JA新潟厚⽣連）】新潟⼤学医学部
JA厚⽣連基⾦の設置

47 信州⼤学 協定 都道府県 【JA⻑野県グループ】連携協定

48 信州⼤学 協定 都道府県 【JA⻑野県グループ】共同研究の推進に関する協定

49 信州⼤学 寄附講座 都道府県 【JA⻑野厚⽣連】寄附講座

50 信州⼤学 事業 都道府県

・信州直売所学校
・ながのブランド郷⼟⾷（信州産りんごソーセージ、信州発えのきヨー
グルトの開発）
・社会科学特別講義
・信州エクスターンシップ

51 信州⼤学 寄附 都道府県 巡回診療⾞の寄贈
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⼤学名 分類 JA 内容

52 岐⾩⼤学 協定 都道府県 【全国農業協同組合連合会岐⾩県本部】連携協⼒協定

53 岐⾩⼤学 寄附講座 都道府県 【岐⾩県厚⽣農業協同組合連合会】寄附講座６件

54 岐⾩⼤学 研究 地区 共同研究３件

55 静岡⼤学 事業 都道府県
静岡県産地技術課題解決研究会に農学部及びJA静岡中央会JA静岡経済
連参加

56 三重⼤学 協定 都道府県 JAグループ三重と包括協定締結

57 三重⼤学 研究 都道府県

・【三重県農業協同組合中央会】受託研究5件
・【JAグループ三重】受託事業「⾷・農・いのちを考える県⺠応援プロ
ジェクト」、成果報告書「農業所得拡⼤に係る調査・研究と⾷育活動の
展開」

58 三重⼤学 寄附 都道府県
三重県厚⽣農業協同組合連合会 代表理事 理事⻑から寄附（H25〜
H27）

59 京都⼤学 寄附講座 全国
・【全国農業協同組合中央会】寄附講座「⾷と農の安全・倫理論講座」
・【農林中央⾦庫】寄附講座「『農林中央⾦庫』次世代を担う農企業戦
略論」

60 京都⼤学 研究 全国
 
【全国農業協同組合連合会】共同研究１件

61 和歌⼭⼤学 研究 都道府県

・【共同研究：わかやま農業協同組合】市⺠農園の新たな展開⽅式によ
る都市農業再⽣⽅策に関する研究（H27〜32）
・【寄付講義：わかやま農業協同組合】⾷と農のこれからを考える
（H30〜32）

62 島根⼤学 懇談会 都道府県
⼤学と県内経済団体との懇談会にJAしまね代表理事が参加（不定期開
催）

63 島根⼤学 研究 都道府県 委託試験研究１件（共同研究機関：広島⼤学、JAしまね等）

64 島根⼤学 事業
都道府県

地区

・「ブドウの⾼品質栽培法の検討」等JAとの連携事業２件
・JAしまね出雲地区本部主催の稗原マルシェへの参加
・【島根県農業協同組合】COC+「地域未来創造⼈材の育成を加速する
オールしまね協働事業」事業協働機関

65 岡⼭⼤学 協定 都道府県 【岡⼭県農業協同組合中央会】包括連携協定

66 広島⼤学 会議 都道府県 JA関連会議の委員参画（広島県農業協同組合中央会等）

67 広島⼤学 講師派遣 都道府県 研修会等への講師派遣（広島県農業協同組合中央会等）

68 広島⼤学 医師派遣 都道府県 JA広島厚⽣連運営病院への医師⻭科医師の派遣（過去3年延べ463名）

69 広島⼤学 授業協⼒ 都道府県
【JA広島中央、JA全農ひろしま】専⾨科⽬「⾷料社会経済学演習」に
おけるフィールド調査先の提供

70 広島⼤学 事業
都道府県

地区
【芸南農業協同組合、広島中央農業協同組合】広島⼤学COC中⼭間地域
島しょ部対策領域への参画

71 ⼭⼝⼤学 事業 都道府県
【⼭⼝県農業協同組合中央会】COC+事業の⼀環とし、企業情報の発信
やインターンシップの受⼊れ等、学⽣の地元定着に向けた取組を実施

72 ⼭⼝⼤学 事業 地区
【JA⼭⼝中央】農学部⽣物資源環境学科がJA⼭⼝中央主催の「ふれあ
い農業まつり」へ出展

73 ⼭⼝⼤学 会議 地区
【JA紀の⾥（和歌⼭県）】農学部⽣物資源環境学科の教員がJA紀の⾥
の各種委員会委員へ就任

74 徳島⼤学 寄附 全国 【全国共済農業協同組合連合会】寄附⾦１件

75 徳島⼤学 寄附講座 都道府県 【徳島県厚⽣農業協同組合連合会】寄附講座4件（H27〜H29）
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76 徳島⼤学 寄附 都道府県
【徳島県厚⽣農業協同組合連合会、⾼知県厚⽣農業協同組合連合会】寄
附⾦7件（H27〜H29）

77 徳島⼤学 事業 都道府県
【JA徳島中央会等】COC+「とくしま元気印イノベ―ジョン⼈材育成プ
ログラム」のへ参画

78 徳島⼤学 事業 地区 農協での⽣物資源産業学部⽣インターンシップ受⼊れ

79 ⾹川⼤学 事業 都道府県
【⾹川県農業協同組合、全国共済農業協同組合連合会⾹川県本部、⾹川
県信⽤農業協同組合連合会、】鍛えあげインターンシップ

80 ⾹川⼤学 研究 都道府県
【⾹川県農業協同組合】「⾹川県野菜の販売促進に関する調査研究」と
して受託研究契約締結

81 ⾼知⼤学 協定 都道府県 【⾼知県農業協同組合中央会】包括連携協定

82 ⾼知⼤学 研究 地区 【⾺路村農業協同組合】⾼知県⾺路村ゆず健康講座（共同研究講座）

83 九州⼤学 事業 地区 【JA⽷島】⽷島農業産学官連携推進協議会（アグリコラボいとしま）

84 宮崎⼤学 協定 都道府県 ・JA宮崎経済連グループとの包括連携協定締結（H19年5⽉）

85 宮崎⼤学 事業 都道府県 ・【JA花き協議会】⼊学式・卒業式への盛花の寄贈

86 宮崎⼤学 研究
都道府県

地区
共同研究37件、受託研究３件（過去6年の実績）

87 ⿅児島⼤学 事業 都道府県

・農⽔省「⾰新的技術開発・緊急展開事業（地域プロジェクト）」普及
担当機関として、JA⿅児島経済連
・⽂科省「地（知）の拠点⼤学による地⽅創⽣推進事業」に⿅児島農業
協同組合が参画

88 ⿅児島⼤学 協定 都道府県
【⿅児島県経済農業協同連合会】共同獣医学部の養豚獣医学臨床実習受
⼊に関する協定締結

89 ⿅児島⼤学 研究
都道府県

地区

・「薩⻑同盟150周年プロジェクト」JAいぶすきと共同研究及び焼酎の
販売
・試験研究委託研究4件、構成員：⿅児島県きもつき農業協同組合、南
薩農業共済組合、⿅児島県酪農農業協同組合、肝属農業共済組合

90 ⿅児島⼤学 研究 地区
【いぶすき農業協同組合】共同研究「コガネセンガンの節苗直挿し栽
培」
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