
平成28年5月1日現在　As of May.1, 2016

12
108

6
52

8
90

26
250

公開講座
多様なテーマと形態で
市民一般を対象に開催

オープン・クラスサテライト講座
市民一般を対象に無料で開催

富山大学五福キャンパス会　場

各講座50名程度定　員

ジャンル別講座数と受講者数

131名
43.7名／回

全学協定
自治体

富山県と国立大学法人富山大学との連携に関する協定富山県

富山市新産業支援事業に関する協定富山市

富山市と国立大学法人富山大学との連携協力に関する包括協定富山市

魚津市と富山大学との連携協力に関する包括協定魚津市

高岡市と富山大学との連携協力に関する包括協定高岡市

国立大学法人富山大学と株式会社北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書北陸銀行

国立大学法人富山大学と株式会社富山第一銀行との包括的連携協力に関する覚書富山第一銀行

国立大学法人富山大学と株式会社富山銀行との包括的連携協力に関する覚書

産学連携の協力推進に係る協定

産学連携の協力推進に係る協定

富山銀行

日本政策金融公庫 富山支店

高岡信用金庫

富山地方鉄道（株）

その他

国立大学法人富山大学と富山地方鉄道（株）との地域交通振興に関する連携協定

国土交通省北陸地方整備局 国立大学法人富山大学と国土交通省北陸地方整備局との連携・協力に関する協定

国際ロータリー第2610地区 国立大学法人富山大学と国際ロータリー第2610地区との海外派遣事業に関する覚書

（株）北日本新聞社

報道機関

国立大学法人富山大学と株式会社北日本新聞社との包括連携協力に関する協定書

富山テレビ放送（株） 国立大学法人富山大学と富山テレビ放送株式会社との包括連携協力に関する協定書

（株）読売新聞東京本社 国立大学法人富山大学と株式会社読売新聞東京本社との包括連携協力に関する協定書

金融機関

名　称相　手

名　称相　手

名　称相　手

名　称相　手

田辺市と国立大学法人富山大学地域連携推進機構との人材育成連携に
関する覚書 平成28年1月29日和歌山県田辺市 地域連携推進機構

新川創生プロジェクト「地域に残り、地域を支える若者育成」に係る連携
協力に関する覚書 平成29年6月9日学校法人荒井学園

魚津市 地域連携推進機構

“南砺で暮らしませんか！”プロジェクトに係る連携協力に関する覚書 平成29年7月21日南砺市 地域連携推進機構

“沿道地域との連携による新たな価値創造”プロジェクトに係る連携協力
に関する覚書

国立大学法人富山大学都市デザイン学部と独立行政法人水資源機構
総合技術センターとの間における包括的な連携推進に関する協定書

平成29年9月6日中日本高速道路
株式会社金沢支社 地域連携推進機構

砺波市と富山大学人文学部との連携に関する協定書 平成29年11月21日

平成30年6月25日

砺波市

独立行政法人水資源機構
総合技術センター

人文学部

都市デザイン学部

理学部

地域づくり・
文化支援センター

氷見市と国立大学法人富山大学理学部との連携に関する協定

富山県舟橋村と国立大学法人富山大学地域づくり・文化支援センターに
おける地域づくりに関する協定 平成20年2月15日舟橋村

芸術文化学部 やさしい・いもの プロジェクトに係る連携協力に関する覚書 平成30年4月17日

株式会社　能作
オタヤ開発　株式会社
株式会社　大和高岡店
高岡市デザイン・工芸センター

地域連携推進機構

地域連携推進機構 舟橋村における「ICT活用による子育てコミュニティづくり」に係る
連携協力に関する覚書 平成28年6月30日

舟橋村における「公共空間の整備・利用による子育てコミュニティづくり」
に係る連携協力に関する覚書 平成29年1月20日

舟橋村
西日本電信電話(株)富山支店
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ(株)
舟橋村
一般社団法人富山県緑化造園土木協会
一般社団法人日本造園建設業協会富山県支部
一般社団法人日本造園組合連合会富山県支部

平成23年3月30日氷見市

その他

モンゴル国における地質構造・鉱床成因・自然環境解析、人材育成及び地質情報の
基盤整備のための日本・モンゴル間の包括的な連携・協力に関する協定

平成23年6月16日
モンゴル科学技術大学
名古屋大学
（株）ジオ・コミュニケーションズ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため前期は全て中止。

国立大学法人富山大学と一般社団法人立山黒部ジオパーク協会との連携・協力に関する協定書 令和2年12月1日一般社団法人
立山黒部ジオパーク協会

名　称相　手 締結年月日

部局協定

WFP国連世界食糧計画日本事務所と国立大学法人富山大学人間発達科学部との
連携協力に関する覚書

WFP国連世界食糧計画
日本事務所

早稲田大学平山郁夫記念
ボランティアセンター

富山県教育委員会と国立大学法人富山大学人間発達科学部との連携協力に関する覚書富山県教育委員会 人間発達科学部

富山大学人間発達科学部と早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターとの
教育的社会貢献活動に関する協力協定人間発達科学部

人間発達科学部

名　称相　手 部局名

語　学 体　験 合　計教   養講座内容

講座数

受講者数
総受講者数（全3回分）

平均受講者数

412
120

388
122

800
242

サテライト講座
市民一般が参加しやすいよう開催場所を富山駅前に移し、無料で開催

富山駅前CiCビル3階学習室 各講座80名程度

オープン・クラス
富山大学が開設している
正規授業を市民一般に公開

会　場 定　員
707名

88.4名／回

公開授業科目数と受講者数

後　期 合　計前　期学　期

科目数

受講者数

0
0

373
69

373
69

公開授業科目数と受講者数

後　期 合　計前　期学　期

科目数

受講者数

総受講者数（全8回分）

平均受講者数

平成17年11月1日

平成18年6月29日

平成20年10月21日

平成23年10月27日

平成23年11月28日

平成17年3月23日

平成17年12月1日

平成17年12月1日

平成19年2月8日

平成20年2月21日

平成24年9月21日

平成26年2月13日

平成26年5月25日

東京大学宇宙線研究所 国立大学法人東京大学宇宙線研究所と国立大学法人富山大学との重力波研究推進のための覚書 令和2年4月6日

平成26年11月21日

平成26年12月9日

平成27年3月25日

締結年月日

締結年月日

締結年月日

締結年月日

平成18年3月7日

平成18年3月24日

高岡市と国立大学法人富山大学芸術文化学部との連携に関する協定高岡市 芸術文化学部 平成19年11月9日

平成19年6月18日

締結年月日

富山大学が開設している
正規授業を市民一般に公開
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多様なテーマと形態で
市民一般を対象に開催

サテライト講座
市民一般を対象に無料で開催

富山大学五福キャンパス会　場

各講座50名程度定　員

ジャンル別講座数と受講者数

131名
43.7名／回

語　学 体　験 合　計教   養講座内容

講座数

受講者数

総受講者数（全3回分）

平均受講者数

0
0

373
69

373
69

公開授業科目数と受講者数

後　期 合　計前　期学　期

科目数

受講者数

オープン・クラス
富山大学が開設している正規授業を市民一般に公開
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自治体等との連携協力に関する協定

令和2年度公開講座等の実績
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公開講座
多様なテーマと形態で
市民一般を対象に開催

オープン・クラスサテライト講座
市民一般を対象に無料で開催

富山大学五福キャンパス会　場

各講座50名程度定　員

ジャンル別講座数と受講者数

131名
43.7名／回

全学協定
自治体

富山県と国立大学法人富山大学との連携に関する協定富山県

富山市新産業支援事業に関する協定富山市

富山市と国立大学法人富山大学との連携協力に関する包括協定富山市

魚津市と富山大学との連携協力に関する包括協定魚津市

高岡市と富山大学との連携協力に関する包括協定高岡市

国立大学法人富山大学と株式会社北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書北陸銀行

国立大学法人富山大学と株式会社富山第一銀行との包括的連携協力に関する覚書富山第一銀行

国立大学法人富山大学と株式会社富山銀行との包括的連携協力に関する覚書

産学連携の協力推進に係る協定

産学連携の協力推進に係る協定

富山銀行

日本政策金融公庫 富山支店

高岡信用金庫

富山地方鉄道（株）

その他

国立大学法人富山大学と富山地方鉄道（株）との地域交通振興に関する連携協定

国土交通省北陸地方整備局 国立大学法人富山大学と国土交通省北陸地方整備局との連携・協力に関する協定

国際ロータリー第2610地区 国立大学法人富山大学と国際ロータリー第2610地区との海外派遣事業に関する覚書

（株）北日本新聞社

報道機関

国立大学法人富山大学と株式会社北日本新聞社との包括連携協力に関する協定書

富山テレビ放送（株） 国立大学法人富山大学と富山テレビ放送株式会社との包括連携協力に関する協定書

（株）読売新聞東京本社 国立大学法人富山大学と株式会社読売新聞東京本社との包括連携協力に関する協定書

金融機関

名　称相　手

名　称相　手

名　称相　手

名　称相　手

田辺市と国立大学法人富山大学地域連携推進機構との人材育成連携に
関する覚書 平成28年1月29日和歌山県田辺市 地域連携推進機構

新川創生プロジェクト「地域に残り、地域を支える若者育成」に係る連携
協力に関する覚書 平成29年6月9日学校法人荒井学園

魚津市 地域連携推進機構

“南砺で暮らしませんか！”プロジェクトに係る連携協力に関する覚書 平成29年7月21日南砺市 地域連携推進機構

“沿道地域との連携による新たな価値創造”プロジェクトに係る連携協力
に関する覚書

国立大学法人富山大学都市デザイン学部と独立行政法人水資源機構
総合技術センターとの間における包括的な連携推進に関する協定書

平成29年9月6日中日本高速道路
株式会社金沢支社 地域連携推進機構

砺波市と富山大学人文学部との連携に関する協定書 平成29年11月21日

平成30年6月25日

砺波市

独立行政法人水資源機構
総合技術センター

人文学部

都市デザイン学部

理学部

地域づくり・
文化支援センター

氷見市と国立大学法人富山大学理学部との連携に関する協定

富山県舟橋村と国立大学法人富山大学地域づくり・文化支援センターに
おける地域づくりに関する協定 平成20年2月15日舟橋村

芸術文化学部 やさしい・いもの プロジェクトに係る連携協力に関する覚書 平成30年4月17日

株式会社　能作
オタヤ開発　株式会社
株式会社　大和高岡店
高岡市デザイン・工芸センター

地域連携推進機構

地域連携推進機構 舟橋村における「ICT活用による子育てコミュニティづくり」に係る
連携協力に関する覚書 平成28年6月30日

舟橋村における「公共空間の整備・利用による子育てコミュニティづくり」
に係る連携協力に関する覚書 平成29年1月20日

舟橋村
西日本電信電話(株)富山支店
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ(株)
舟橋村
一般社団法人富山県緑化造園土木協会
一般社団法人日本造園建設業協会富山県支部
一般社団法人日本造園組合連合会富山県支部

平成23年3月30日氷見市

その他

モンゴル国における地質構造・鉱床成因・自然環境解析、人材育成及び地質情報の
基盤整備のための日本・モンゴル間の包括的な連携・協力に関する協定

平成23年6月16日
モンゴル科学技術大学
名古屋大学
（株）ジオ・コミュニケーションズ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため前期は全て中止。

国立大学法人富山大学と一般社団法人立山黒部ジオパーク協会との連携・協力に関する協定書 令和2年12月1日一般社団法人
立山黒部ジオパーク協会

名　称相　手 締結年月日

部局協定

WFP国連世界食糧計画日本事務所と国立大学法人富山大学人間発達科学部との
連携協力に関する覚書

WFP国連世界食糧計画
日本事務所

早稲田大学平山郁夫記念
ボランティアセンター

富山県教育委員会と国立大学法人富山大学人間発達科学部との連携協力に関する覚書富山県教育委員会 人間発達科学部

富山大学人間発達科学部と早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターとの
教育的社会貢献活動に関する協力協定人間発達科学部

人間発達科学部

名　称相　手 部局名

語　学 体　験 合　計教   養講座内容

講座数

受講者数
総受講者数（全3回分）

平均受講者数

412
120

388
122

800
242

サテライト講座
市民一般が参加しやすいよう開催場所を富山駅前に移し、無料で開催

富山駅前CiCビル3階学習室 各講座80名程度

オープン・クラス
富山大学が開設している
正規授業を市民一般に公開

会　場 定　員
707名

88.4名／回

公開授業科目数と受講者数

後　期 合　計前　期学　期

科目数

受講者数

0
0
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69
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69

公開授業科目数と受講者数

後　期 合　計前　期学　期

科目数

受講者数

総受講者数（全8回分）

平均受講者数

平成17年11月1日

平成18年6月29日

平成20年10月21日

平成23年10月27日

平成23年11月28日

平成17年3月23日

平成17年12月1日

平成17年12月1日

平成19年2月8日

平成20年2月21日

平成24年9月21日

平成26年2月13日

平成26年5月25日

東京大学宇宙線研究所 国立大学法人東京大学宇宙線研究所と国立大学法人富山大学との重力波研究推進のための覚書 令和2年4月6日

平成26年11月21日

平成26年12月9日

平成27年3月25日

締結年月日

締結年月日

締結年月日

締結年月日

平成18年3月7日

平成18年3月24日

高岡市と国立大学法人富山大学芸術文化学部との連携に関する協定高岡市 芸術文化学部 平成19年11月9日

平成19年6月18日

締結年月日
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