理念・目標等

地域貢献
■ 地域貢献

沿革

鳥取大学は、地域の歴史・文化・経済・産業と結びついた特色ある教育研究を展開し、毎年、多くの教職員が参画しながら鳥取
県をはじめとする県内各市町村との間に強い連携関係を築き、両者の相互・相乗的な活性化を図ることを目指しています。
平成２５年度からは文部科学省の
「地
（知）
の拠点大学における地方創生推進事業
（ＣＯＣ）
」
、平成２７年度からは
「地
（知）
の拠
点大学による地方創生推進事業
（ＣＯＣ＋）
」
に採択され、鳥取県内及び周辺の自治体と連携し、地域再生・活性化を達成するた
めのプロジェクトに関する研究や人材育成を目的とした教育活動に取り組んでいます。
平成２９年度も、地域ニーズにあった事業をより一層推進し、地域貢献の組織的な取り組みを行うこととしています。

鳥取大学協定締結一覧
相手方

学部・大学院

国・県・市 町 村 等

運営体制等
学生の状況
各種施設
大学の戦略
プロジェクト等

国際交流

平成 29 年 4 月 1 日現在

締結年月日

主な締結内容

鳥取県立図書館

平成14年12月29日

相互協力協定

鳥取県

平成17年 3月 1日

防災の連携に関する協定

鳥取県

平成17年 3月23日

菌類きのこ機能開発研究部門の設置に関する協定

鳥取市立中央図書館

平成17年 9月30日

相互協力協定

米子市立図書館

平成17年 9月30日

相互協力協定

国立循環器病センター

平成18年 1月30日

大学院生の研究指導

国土交通省中国地方整備局

平成18年 2月22日

包括的連携・協力に関する協定

日野郡日南町

平成18年 3月 1日

地域活性化教育研究センターに関する協定

境港市民図書館

平成18年 4月27日

相互協力協定

倉吉市立図書館

平成18年 7月26日

相互協力協定

鳥取県教育委員会

平成18年 8月11日

連携協力に関する協定

南部町立図書館

平成19年 2月27日

相互協力協定

鳥取県立厚生病院

平成21年 1月21日

相互協力協定

東伯郡琴浦町

平成21年 3月 5日

連携に関する協定

鳥取県

平成21年 5月 1日

感染症対策の支援に関する協定

中海市長会

平成22年 3月 4日

保健医療を担う病院の診療機能強化に関する協定

鳥取県 外

平成22年 4月 1日

鳥取県消防防災ヘリコプターの医師搭乗型運用に関する協定

鳥取県教育委員会、鳥取県体育協会

平成22年 7月15日

スポーツ振興に関する協定

鳥取県

平成22年 8月 5日

鳥取DMATの派遣に関する協定

鳥取県

平成22年 8月24日

寄附講座の設置に関する協定

西伯郡南部町

平成24年 3月30日

連携に関する協定

鳥取市

平成24年11月21日

連携に関する協定

鳥取県

平成25年 1月21日

連携に関する協定

西伯郡大山町

平成26年 3月26日

連携に関する協定

鳥取県

平成26年 4月 1日

外

鳥取県

地域貢献

とっとりバイオフロンティア事業の推進に関する基本協定
（鳥取県、鳥取県産業振興機構）

平成27年 3月17日

寄附講座の設置に関する協定

鳥取県

外

平成27年 9月10日

とっとりイノベーションファシリティネットワークに関する協定

鳥取県

外

平成28年 3月20日

地
（知）
の拠点大学による地方創生推進事業に関する協定

八頭郡智頭町

平成28年 3月29日

連携に関する協定

鳥取労働局

平成28年 7月 5日

連携に関する協定

相手方
教 育機 関

財務状況
キャンパス
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Regional Contribution

締結年月日

主な締結内容

島根大学、山口大学

平成16年 4月 1日

鳥取大学大学院連合農学研究科の設置及び運営に関する
構成国立大学法人間協定

国際農林水産業研究センター

平成19年 2月28日

教育研究指導に関する協定

京都産業大学

平成19年11月12日

鳥インフルエンザ研究に関する学術交流協定

中国・四国地区国立大学病院

平成20年 4月 1日

災害時等における大学病院間の相互支援に関する協定

明治大学、鳥取県

平成21年 3月19日

連携協力に関する協定

東京大学

平成21年 4月 1日

地震・火山噴火予知研究の連携と協力に関する協定

鹿児島大学、山口大学

平成21年12月14日

山口大学大学院連合獣医学研究科の設置及び運営に関する構
成国立大学法人間協定

学校法人穴吹学園

平成22年 2月26日

教育業務提携に関する協定

九州大学東アジア環境研究機構

平成24年 2月28日

学術交流に関する協定

岐阜大学

平成24年 8月 9日

岐阜大学及び鳥取大学が設置する共同獣医学科に関する協定

外

相手方
外

主な締結内容
連携協力に関する協定

株式会社山陰合同銀行

平成16年11月29日

連携協力に関する協定

日本きのこセンター

平成17年 3月23日

菌類きのこ遺伝資源研究センターの研究協力に関する協定

平成18年 3月15日

産学連携の協力推進に係る協定

日本きのこセンター

平成18年 3月27日

共同研究に関する協定

鳥取県産業振興機構

平成18年 5月25日

連携協力に関する協定

鳥取信用金庫

平成18年 7月 4日

連携協力に関する協定

倉吉信用金庫

平成18年 7月 4日

連携協力に関する協定

米子信用金庫

平成18年 7月 4日

連携協力に関する協定

中小企業金融公庫鳥取支店
（20.10.1 日本政策金融公庫へ改組）

商工組合中央金庫

鳥取・米子支店

ダイキン工業株式会社
リプラス株式会社

外

外

株式会社エービーエル

外

平成19年 2月 1日

ダイキン工業(株)、鳥取県、鳥取市との４者協定

平成19年 3月12日

リプラス(株)、鳥取県との３者協定

平成19年 4月20日

外

平成19年10月 5日

中小企業診断協会鳥取県支部

平成20年 3月26日

国民生活金融公庫 鳥取・米子支店
（20.10.1 日本政策金融公庫へ改組）

産学連携の協力推進に係る協定
（鳥取支店、米子支店との３者協定）

平成20年 4月16日

ファミリー(株)、鳥取県、大山町との４者協定
（株）
エービーエル、鳥取県、鳥取市との４者協定
連携協力に関する協定
産学連携の協力推進に係る協定
（鳥取支店、米子支店との３者協定）

平成20年 7月 1日

連携協力に関する協定

科学技術振興機構

平成22年 5月31日

日本水難救済会

平成22年 6月 1日

洋上救急業務の協力に関する協定

中海圏域３病院

平成24年 4月13日

中海圏域４病院災害時相互応援協定書
（鳥取県済生会境港総
合病院、松江市立病院、安来市立病院との４者協定）

協和発酵キリン株式会社

平成26年 3月27日

機能再生医科学専攻の教育及び研究への協定

日本原子力研究開発機構

平成26年 3月28日

研究協力に関する協定

株式会社山陰合同銀行

平成26年12月11日

大学発ベンチャー等支援に関する協力協定

各種施設

鳥取県産業技術センター

地域産学官共同研究拠点整備事業に関する協定
（科学技術振興機構、鳥取県、鳥取県産業振興機構との４者協定）

大学の戦略
プロジェクト等

■ 地域貢献支援事業

学生の状況

ファミリーイナダ株式会社

平成18年11月24日

学部・大学院

セコム(株)、
セコム山陰(株)、鳥取県、鳥取市との５者協定

平成16年11月29日

運営体制等

平成16年 4月 7日

株式会社鳥取銀行

沿革

企 業 等

セコム株式会社

締結年月日

理念・目標等

Regional Contribution

Affairs for contribution and support to the local region
国際交流

平成１４年度から取り組んでいる『 地域貢献支援事業 』は、自治体との連携を柱とし
「地域活性化の実現と県民の暮らしを
豊かにする」
ことを目標に多くの事業を展開してきました。平成２９年度も地域のニーズを大学の研究課題として捉え、アカデ
ミックな立場から解決策を見出すため１３事業に取り組んでいます。また、大学の持つ教育・研究成果を地域社会に還元し、教
員自らが知識・技能等を多様な形態で発信する『大学開放推進事業』も３０事業を実施するなど、地域社会との連携のもとに
多岐にわたって各事業を展開してきました。今後も、本学の理念「知と実践の融合」のもと関係機関との連携を図り、あらゆる
機会を捉え、地域社会に貢献する取り組みを展開することとしています。

地域貢献
財務状況
キャンパス
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理念・目標等

地域貢献

Regional Contribution

■ 平成２９年度地域貢献支援事業 《地域課題研究Ｂ》 採択事業一覧
Affair for contribution and support to the local region (Academic year 2017)
部局名

沿革

地域学部

医学部
運営体制等

工学研究科

学部・大学院

農学部

学生の状況

連合農学研究科

事

業

名

代表者
高田

健一

鳥取県

介護予防体操の普及による身体機能と認知機能の改善における実証研究

加藤

敏明

鳥取市、琴浦町

日野町における医療依存度の高い患者
（High Utilizer）
の同定及び介入に関する事業

朴

大昊

日野町

ソリューションフォーカスアプローチによる地域包括ケアに関わる専門職への多職種
協働教育

井上

和興

日野町

嚥下検診における全身状態が不良な高齢者に対する嚥下障害スクリーニング

藤原

和典

日南町

鳥取駅周辺エリアのまちづくり活動のデータベース開発

桑野

将司

鳥取市

ＶＲ星取県

小山田 雄仁

鳥取県

特定外来生物オオハンゴンソウの抑制と地域資源の維持・有効活用

永 松

地域複合農業地帯における合理的土地利用計画・土地利用調整手法の検討

大

日南町

松村

一善

琴浦町

小型ＵＡＶを用いた鳥取砂丘の３次元モデルの作成とその利用

齊藤

忠臣

鳥取県

畑地灌漑における施設・栽培管理用水の実態とその評価

清水

克之

鳥取県

境港産クロマグロの資源保護を目的とした雌雄判別手法の開発

西村

亮

鳥取県

地域資源である天然酵母の活用による地域産業創造・地域活性化プロジェクト

児玉 基一朗

鳥取市

※地域課題研究Ｂ：地域との真のパートナーシップを確立し、大学全体の地域貢献を組織的・総合的に推進するため、地域のニーズを大学の研究課題
として捉え、
アカデミックな立場から解決策を見出そうとする萌芽的研究活動

各種施設

■ 平成２９年度大学開放推進事業一覧

Tottori University open promotion project (Academic year 2017)
部局名

大学の戦略

地域学部

事

業

名

まちなか文学講座
鳥取の美術を扱ったゲーム型鑑賞教材を体験するワークショップの開催
鳥取県内における思春期ピア・エデュケーション事業

医学部

Ｌｅ
ｔ’
ｓ ペリネケア！
けんこう茶屋 ～地域の強みを活かした けんこうサロン活動に向けて～

プロジェクト等

子どもから高齢者まで参加できる簡易な心肺蘇生
（ＰＵＳＨ）
ワークショップ ～相互に命を守りあうことを通した共助を目指して～
医学系研究科

発達障害のある子どもを育てる親のための家庭療育支援講座
電気・情報に関する体験講座の実施
（
「ふれてみる不思議な電気の世界2017」
と
「スマートフォンのアプリを作ってみよう2017」
）
地域住民参加型出前防災教育事業
表層型メタンハイドレート開発に係わる社会受容性確保及び関連産業創出のための成果普及活動

国際交流

工学研究科

大型工作機械が使える！小・中学生向け
「鳥大ものづくり教室」
の開催
「まちのぼうさいキッズ」
を育成するための実践的取り組み
今日から学ぶ高校地学
小中学生を対象にした学生主導の「ものづくり教室」の開催
公開講座・ナシ栽培生理講座

地域貢献

鳥取大学の森を活用した子どもたちの森林教室
農学部

公開講座

農業経営ステップアップ講座

―情報を活用した農業経営管理を学ぶ―（基礎編）

公開講座

農業経営ステップアップ講座

―情報を活用した農業経営管理を学ぶ―（応用編）

第１１回 ＦＳＣあぐりスクール
財務状況

ＦＳＣ あぐりの学び舎
第６回
乾燥地研究センター

鳥取大学菌類きのこ観察講座～野外観察と顕微鏡実習～

乾燥地研究センター「一般公開」
ラテンアメリカを知ろう

キャンパス

教育支援・
国際交流推進機構

国際理解教室「世界を知ろう」
理科大好き出張実験
発達障害児の親を対象とした療育指導者養成プログラム

産学・地域連携推進機構

鳥取大学天文ドーム一般公開
鳥取大学発「出前おもしろ実験室」
プロジェクト

技術部

～理科大好きな子どもたちを育てるために～

電子工作教室
「にちなんふる里まつり」
に連携する出前科学実験教室
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連携自治体

鳥取県中部地震によって被災した石造文化財の保存対策調査

Extension Courses

理念・目標等

公開講座
■ 公開講座

沿革

鳥取大学では地域社会への貢献の一環として、教育・研究の成果を広く地域住民の皆さんに開放することを目的とし、
各種公開講座を実施しています。

運営体制等
学部・大学院
学生の状況

「大学開放推進事業」
公開講座をはじめ、研究成果・作品の発
表会、セミナー、
ワークショップなど教職員
が知識・技能等を多様な形態で発信する
事業に取り組んでいます。

大学の戦略

鳥取大学では、地域住民の皆様を対象に研究者が行っている研究
や、日頃疑問に思っていることなどを中心に、自然科学、技術、環境、地
域社会に関する今日的問題について紹介するサイエンスアカデミー
を毎月開講しています。

各種施設

「鳥取大学サイエンス・アカデミー」

プロジェクト等

■ 公開授業講座

国際交流
地域貢献
財務状況
キャンパス

鳥取大学では、社会貢献活動
の一環として、地域住民の方々に
学習の機会を広く提供するとと
もに、本学と地域社会との連携を
深めるため、本 学 の 学 生 向けに
開設された授業科目の一部を公
開しています。

51

