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徳島大学における地域連携事業一覧

実施期間・備考
平成22.9～

実施期間・備考
平成29.3～
（H29.3.28協定締結予定）

平成28.12.4（第11回）
平成29.1.23（第12回）

平成28.11、H29.2

平成28.4.29～10.23（全8回）

平成28年4月～平成28年10月
（平成29年度も実施予定）

平成28.4～

平成28～

平成27.12～

平成27.10～

平成27年～

平成26.10～

平成26.10.1～

平成26.9～

平成26.9～

平成26.4～

平成25.7～

平成25.6～

平成25.4～

平成25年度～

平成25.3～

平成24.7～

平成23.8～（平成28年度は
平成28.8.18～20に実施）

平成23.6～

平成23.4～

平成23.4～

平成23～

平成23～

平成23～

平成22．11～

平成22.11～

平成22.8～

 

事業名
徳島ICT研究協議会

事業名
鳴門教育大学、徳島県及び徳島県教育委員会による
図書館活動の連携協力事業

ひよこサイエンスカフェ

高大連携理科教育向上ワークショップ

勝浦川流域フィールド講座

「食品加工関連講座」の開催に係る支援について

徳島県社会教育ファシリテーター養成

徳島県内の大学と徳島県教育委員会との
連携に関する連絡協議会

徳島LEDアートフェスティバル次世代に向けた
ワークショップ

徳島県東部保健福祉局精神障がい者
地域サポート検討会 

神山学舎（神山サテライトオフィスプロジェクト）

とくしまマラソンサポートランナーズ協議会

スマホ生きもの調査　湧水（わき水）・干潟

阿波踊り体操応援隊

スーパーグローバルハイスクール（文部科学省
指定事業）に伴う徳島県立城東高等学校との連携

徳島県新人職員防災研修

あわホームホスピス研究会

「ピアカウンセラー活動支援システムづくり事業
「ピアカウンセラー養成講座」

四国防災・危機管理特別プログラム

徳島市学習支援ボランティア派遣事業

徳島市立図書館との連携協力事業

徳島県「元気高齢者」登録・顕彰事業

徳島県夏期地域医療研修

知的財産を活用した創作的教育手法の開発 
-小学校から大学までを統合した総合的な取り組み-

地域育成型歯学教育

徳島県地域防災推進員短期養成講座

自殺予防サポーター養成事業

薬物乱用防止啓発の推進

若い世代の参加促進を図る

防犯ボランティア支援事業

未来の親づくり事業

知的財産を活用した創作的教育手法の開発 
-小学校から大学までを統合した総合的な取り組み-

広報紙作成講座～魅せる広報紙を作ろう～
めざせ「まなびーあ徳島便り」編集員

 

連携先自治体等
徳島県企画総務部、徳島商工会議所、

徳島県商工会連合会、徳島県経済同友会、

鳴門教育大学 ほか

県内公的機関、大学等

     

連携先自治体等
徳島県、徳島県教育委員会、鳴門教育大学

徳島県

徳島県教育委員会、県立城南高校

徳島保全生物学研究会

徳島県

徳島県教育委員会、徳島県社会教育委員連絡

協議会、徳島県青年教育推進協議会

徳島県教育委員会

徳島市徳島LEDアートフェスティバル

実行委員会

徳島県東部保健福祉局

神山町、NPO法人グリーンバレー

徳島県にぎわいづくり課内

とくしまマラソン実行委員会

徳島県

徳島県健康増進課

徳島県立城東高等学校

徳島県

特定非営利活動法人

あわホームホスピス研究会

徳島県東部保健福祉局

徳島県、香川県

徳島市教育委員会

徳島市立図書館

徳島県保健福祉部長寿保険課

徳島県、三好市、那賀町、牟岐町、海陽町 

徳島県発明協会、北島町教育委員会 他

徳島市社会福祉協議会、健祥会、白寿会、

三成会、友情会、カリオン、緑樹会、樟風会、

ソーシャルインクル、きずな

徳島県

徳島県

徳島県

徳島県警察本部

徳島保健所

阿南高専、徳島科学技術高校 他

徳島県立総合大学校

大学担当部局
情報センター

     

大学担当部局
徳島大学附属図書館

環境防災研究センター

理工学部応用理数コース

環境防災研究センター

生物資源産業学部

大学開放実践センター

教職教育センター

大学院理工学研究部総合技術センター

大学院医歯薬学研究部看護学系地域看護学分野

地域創生センター

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

環境防災研究センター 

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

疾患酵素学研究センター

環境防災研究センター

大学院医歯薬学研究部看護学系

大学院医歯薬学研究部看護学系

環境防災研究センター

大学院医歯薬学研究部看護学系

徳島大学附属図書館

大学院医歯薬学研究部看護学系

大学院医歯薬学研究部総合診療医学分野

大学院理工学研究部

歯学部

環境防災研究センター

学生生活支援課

学生生活支援課

学生生活支援課

大学院医歯薬学研究部看護学系

大学院理工学研究部

大学院理工学研究部総合技術センター

情報化・情報提供

教育・文化・人材養成

地域課題

 

事業名
生物多様性とくしま会議　定例会

徳島大学医学部における体験授業

はぐくみ徳島”おギャッと21”

高大連携事業

徳島県総合型地域スポーツクラブ育成事業
マネージャー養成講座

とくしまマラソン

NPO法人 徳島保全生物学研究会 

とくしまマラソン走るんじょ講座

徳島市学習支援ボランティア派遣事業

徳島県地域防災推進員の養成事業

徳島ロボットプログラミングクラブ

歴史資料の共同研究

徳島県学生支援員派遣事業

徳島県企業防災推進

徳島大学アート創生プロジェクトによる
総合的教育実践プログラム

阿南市阿波踊り体操指導員養成講座

高校生向け「遺伝子組換え実験講習会」

ゲノムに関する市民講演会

地域総合教育力向上推進事業

阿波吉野川マラソン

保健師・助産師・看護師等実習指導者講習会

共生を目指した新しい地域社会づくり

科学体験フェスティバル in 徳島

事業名
公開シンポジウム 災害時における
妊産婦・乳児への支援

防災関連事業（大震災に備えて通信システムの
多重化を促進する、防災をテーマとした
親子の教育・研修）

空き民宿（船戸荘）のグランドデザイン及び
セルフビルド

｢徳島県、国立大学法人徳島大学及び徳島県教育
委員会の連携協力による６次産業化教育の展開
及び研究開発の推進に関する協定｣にもとづく
取組の推進について

徳島市まち・ひと・しごと創生基礎調査業務 

にしあわ学舎

地域の魅力創出と景観保全のための
建物データベース構築

災害時栄養管理体制推進事業 

辻の町並みを活用した地域活性化事業

古地図の超高精細画像を用いた
地域学習コンテンツの作成

持続可能な津波防災・地域継承のための
土地利用モデル策定プロセスの検討

四国横断自動車道吉野川橋渡河部の
環境保全に関する検討 

徳島大学・美波町地域づくりセンター

 

連携先自治体等
徳島県環境首都課自然共生室、

NPO法人 徳島保全生物学研究会

徳島県保健福祉部医療政策課

徳島県健康増進課

徳島県教育委員会

徳島県広域スポーツセンター

徳島県

NPO法人 徳島保全生物学研究会 

徳島県にぎわいづくり課、

徳島県広域スポーツセンター

徳島市教育委員会

徳島県

NPO法人徳島インターネット市民塾

徳島県立文書館

徳島県教育委員会

徳島県

徳島市

阿南市

徳島県教育委員会

NPO法人ゲノム徳島 

徳島県教育委員会

阿波吉野川マラソン大会実行委員会

徳島県保健福祉部医療政策課

徳島県教育委員会学校教育課、美馬市、
美馬市教育委員会、徳島県、美波町、つるぎ町、

徳島商工会議所

徳島県教育委員会、徳島市教育委員会、
県内小・中・高校の各教育研究会理科部会

連携先自治体等
徳島県・徳島県助産師会・徳島県看護協会

一般財団法人徳島市町村職員互助会

牟岐町

徳島県

徳島市

三好市、つるぎ町、東みよし町、美馬市、

徳島県

徳島県南部総合県民局、徳島県内の市町村

徳島県保健福祉部健康増進課

三好市

徳島大学附属図書館、徳島県立図書館、

徳島城博物館、徳島県立博物館

徳島県（危機管理部・県土整備部）美波町

由岐湾内3地区自主防災会

西日本高速道路株式会社

徳島大学・美波町地域づくりセンター、美波町

大学担当部局
環境防災研究センター、大学院理工学研究部社会基盤デザイン系

（理工学部社会基盤デザインコース）

医学部・医療教育開発センター

大学院医歯薬学研究部看護学系

大学院医歯薬学研究部看護学系

大学院総合科学研究部社会総合科学部門

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

大学院理工学研究部社会基盤デザイン系

（理工学部社会基盤デザインコース）

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

総合科学部（教職教育センター）

環境防災研究センター

地域創生センター

総合科学部

総合科学部

環境防災研究センター

総合科学部

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

先端酵素学研究所プロテオゲノム研究領域遺伝子実験施設

先端酵素学研究所プロテオゲノム研究領域

大学教育委員会、学務部学務課教育支援課

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

大学院医歯薬学研究部看護学系

国際センター、研究･社会連携部国際課

理工学部、工学部

大学担当部局
大学院医歯薬学研究部・地域医療人材育成分野

地域創生センター（上野、三輪、森、浮田）、清水（徳大病院）

工学部(建設工学科）理工学部（社会基盤デザインコース）

生物資源産業学部、教養教育院

地域創生センター

地域創生センター

総合科学部

大学院医歯薬学研究部（疾患治療栄養学）大学病院栄養部

地域創生センター

地域創生センター

地域創生センター・環境防災研究センター・美波町地域づくりセンター

理工学部社会基盤デザインコース

理工学部社会基盤デザインコース、総合科学部

実施期間・備考
平成22.6～（月１回）

平成21.8～

平成20.11～

平成20.5～

平成20.4～

平成20.4～

平成19.11～（月１回）

平成19.11～

平成19.4～

平成19.4～

平成19.4～

平成18.10～

平成18.10～

平成18.9～

平成18.6～

平成18.4～

平成17.7～
（今年度は平成28.7.26、27実施）

平成16.10～
（今年度は平成29.2.24実施）

平成15.5～

平成15.4～

平成14.7～

平成12～
【平成28.4～平成29.3】

平成9～

実施期間・備考
平成28.10～

平成28.8.1～平成29.3.31

平成28.4～次年度より徳島県
南部総合県民局の「県南地域づくり

キャンパス事業」として実施予定

平成28.3～

平成27.5.20～12．18

平成27.4～

平成26.4～

平成26.4～

平成26.4～

平成26～

平成25．10～平成28．9

平成25.8～

平成25.4～
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医療・保健・福祉

 

事業名
学校防災アドバイザー

スーパー留学生による地域の活性化（新規） 

地域情報発信と観光客誘致に向けた
研究プロジェクト（新規）

尼海の会

集落景観保全プロジェクト

沖洲海浜での学童での環境学習会

地域ぐるみの学校支援事業

那賀町地域再生塾活性化プロジェクト（名称変更）

多言語景観および多言語翻訳 

地域高齢者モバイルインターネット活用支援と
学習プログラム開発（名称変更） 

上勝学舎（上勝研究プロジェクト）（名称変更）

希少野生生物生息・生育状況等調査および
レッドリスト改訂事業

あらい浜風公園・この浦舟池での環境学習と

干潟づくり事業

カーボンオフセットの枠組みづくり

県南域の環境改善に係る調査研究

尼崎運河での環境学習会支援事業 

徳島県「高丸山千年の森づくり」 

文化的景観調査

四国地盤情報活用協議会

竹ヶ島海中公園自然再生事業

事業名
平成28年度徳島県県民公開講座 正しく知って、
正しく予防！慢性腎臓病（CKD）！！
～あなたの腎臓は大丈夫ですか？～ 

小松島市保健センター主催健康講座

知ろう！ 守ろう！ 腎臓 

徳島災害時対応研究会連絡協議会

地域自殺対策強化事業

健康･医療現場従事者育成事業

自殺予防対策関連職員スキルアップ研修会

徳島災害時対応研究会大規模災害時死体検案
訓練

特別支援教育の体制整備事業

新任期保健師養成講習会

北島町福祉ネットワーク会議

後期高齢者歯科健診事業

第2期高知県歯と口の健康づくり基本計画の検討

医療機関ととくしま難病支援ネットワーク
（難病患者会）の連携による相談支援事業

医療機関と公共職業安定所の連携による
就労支援事業

ガン検診受診率向上キャンペーン事業

徳島県訪問看護推進検討会議

妊婦歯科健康診査データ分析等事業

歯科口腔保健人材育成事業

 

連携先自治体等
徳島県教育委員会、徳島市教育委員会

徳島県、県西部総合県民局・

県南部総合県民局

徳島県商工労働部 観光国際局観光政策課、

一般財団法人 徳島県観光協会

兵庫県阪神南県民センター、尼崎市立成良

中学校、兵庫県立尼崎小田高校

徳島県

徳島県、沖洲海浜楽しむ会

徳島県

那賀町

徳島県、徳島市

NPO徳島インターネット市民塾、

NPOいきいきネットとくしま

上勝町

徳島県県民環境局自然環境課、NPO法人

徳島保全生物学研究会

兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所、

NPO法人人と自然まちづくりと

とくしま環境県民会議、徳島県県民環境部

環境首都課

徳島県南部県民局保健福祉環境部

兵庫県阪神南県民センター、尼崎市

徳島県農林水産部林業振興課、徳島県森林

林業研究所、かみかつ里山倶楽部 

上勝町・上勝町教育委員会

四国地盤情報活用協議会

徳島県県民環境部自然共生室  宍喰町

連携先自治体等
徳島県健康増進課、徳島大学、徳島県医師会

腎疾患対策委員会、みんなでつくろう！健康

とくしま県民会議、J-CKDI（日本慢性腎臓病

対策協議会）

小松島市保健センター

徳島県警察本部、徳島県医師会、

徳島県歯科医師会、消防署、海上保安庁

南部総合県民局保健福祉環境部（牟岐）

徳島県

南部総合県民局保健福祉環境部（阿南） 

徳島県警察本部、徳島県医師会、徳島県

歯科医師会、海上保安庁、海上自衛隊

徳島県教育委員会

徳島県健康増進課

北島町地域包括支援センター

徳島県後期高齢者医療広域連合、

徳島県歯科医師会

高知県健康政策部健康長寿政策課

とくしま難病支援ネットワーク

徳島公共職業安定所

徳島市保健センター

徳島県医療政策課 

鳴門市健康福祉部健康づくり課、
徳島県歯科医師会

徳島県保健福祉部健康増進課がん対策・

歯科口腔担当

大学担当部局
環境防災研究センター

地域創生センター

地域創生センター

理工学部社会基盤デザインコース

地域創生センター

理工学部社会基盤デザインコース

学生生活支援課

地域創生センター

総合科学部

地域創生センター

地域創生センター

大学院理工学研究部社会基盤デザイン系

（理工学部社会基盤デザインコース）

理工学部社会基盤デザインコース

環境防災研究センター

環境防災研究センター

理工学部社会基盤デザインコース

大学院理工学研究部社会基盤デザイン系

（理工学部社会基盤デザインコース）

総合科学部

理工学部社会基盤デザインコース

環境防災研究センター

大学担当部局
大学院医歯薬学研究部腎臓内科学講座

大学院医歯薬学研究部腎臓内科学講座

環境防災研究センター、大学院医歯薬学研究部法医学分野

学生生活支援課

糖尿病臨床・研究開発センター

学生生活支援課

環境防災研究センター、大学院医歯薬学研究部法医学分野

学生生活支援課

大学院医歯薬学研究部看護学系地域看護学分野

大学院医歯薬学研究部看護学系地域看護学分野

歯学部

大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野

病院患者支援センター

病院患者支援センター

大学院医歯薬学研究部看護学系地域看護学分野

大学院医歯薬学研究部看護学系地域看護学分野

大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野

徳島大学病院歯科診療部門

実施期間・備考
平成25.4～

（防災教育の推進支援からの変更）

平成25～

平成25～

平成24.4～

平成24～

平成23.4～

平成23～

平成23～

平成22.4～

平成22～（継続）

平成21.9.1～平成29.3.31

平成21.8～

平成21.4～

平成20.10～

平成20.6～

平成19.4～

平成18.4～

平成17.8～

平成16.4～

平成15.6～

実施期間・備考
平成29.3.12

平成29.2.15

平成29.1.31

平成29.1.24

平成28.12～平成29.3

平成28.9.16

平成28.6.10

平成28.5～平成29.3

平成28.４～

平成28.４～

平成28.４～

平成28.４～

平成28～

平成28～

平成27.４～

平成27.2～

平成26.4～

平成26.4～

日本肝臓学会、徳島県、徳島市、徳島市保健

センター、徳島県医師会、徳島市医師会、徳島

新聞社、四国放送、NHK徳島放送局、ケーブ

ルテレビ徳島、徳島県薬剤師会、徳島県看護

協会、ＦＭ徳島、日本対がん研究会、徳島県

肝炎対策協議会、NPO法人 徳島医学研究・

教育支援機構（SOMRET）

（公財）とくしま移植医療推進財団、徳島大学

医歯薬学研究部、徳島大学病院、特定非営利

活動法人 徳島医学研究・教育支援機構

（SOMRET）、（公社）日本臓器移植ネット

ワーク、徳島県肝炎対策協議会、徳島県、

徳島市、徳島県医師会、徳島市医師会、徳島県

看護協会、徳島県薬剤師会、日本対がん協会

徳島県支部、NHK徳島放送局、株式会社エフ

エム徳島、ケーブルテレビ徳島株式会社、

四国放送株式会社、徳島新聞社

 

事業名
徳島県国民健康保険団体連合会保険事業
支援・評価委員会

とくしま「健幸」イノベーション推進会議

学校歯科保健活動の支援

高次脳機能障害者の支援事業

徳島糖尿病克服ネットワーク協議会

学校歯科保健支援ICTシステムを用いた
学校歯科保健活動

「看護の心」普及行事キッズセミナー
高校生ふれあい看護体験

がん検診率向上プロジェクト

スポーツ科学事業

徳島県地域医療支援センター運営事業 

徳島県子どもの体力向上推進事業
（文部科学省委託）

高大連携事業

徳島県医師会糖尿病対策班

防煙教育

僻地歯科医療と口腔の健康に関する啓蒙活動 

徳島県糖尿病克服県民会議

CV個別講習会

肝がん撲滅のための徳島市民公開講座

プラス1000歩！ あわーチャレンジ事業 

看護職員確保事業実務研修

緩和ケア研修会

徳島アレルギーフォーラム

メタボリックシンドローム・生活習慣病予防事業

健康・体力評価、相談事業

徳島膠原病・リウマチ県民講座

徳島県臓器移植普及推進月間シンポジウム

徳島県糖尿病克服県民会議

徳島県女性医師復職支援事業

みんなで作ろう！ 健康とくしま推進会議

前立腺がん検診

前立腺がん市民公開講座

健康とくしま21推進事業

総合メディカルゾーンの整備

健康づくり・介護予防事業

遠隔歯科医療支援

鳴門市貯筋クラブ

生きる力を支援する地域保健・医療・福祉
ネットワークづくり

 

連携先自治体等
徳島県国民健康保険団体連合会

徳島県

徳島県立徳島科学技術高等学校

徳島県保健福祉部健康増進課

徳島県、鳴門市、藍住町、NPO法人 徳島医学

研究・教育支援機構（SOMRET）

阿波市立一条小学校、土成小学校

徳島県看護協会、日本看護協会

NPO法人AWAがん対策募金、徳島県健康

福祉部健康増進課

徳島県教育委員会

徳島県保健福祉部医療政策課

徳島県教育委員会

県下各高等学校

徳島県医師会

徳島県医師会

那賀町

徳島県

徳島県、徳島市

徳島県医師会、徳島県保健福祉部健康

増進課

徳島県／（社）徳島県看護協会

がん診療連携拠点病院

（財）日本アレルギー協会

上勝町、神山町

徳島市、鳴門市、上勝町、神山町

徳島県・徳島県難病医療連絡協議会

徳島県商工労働観光部新産業戦略課

徳島県保健福祉部医療政策課徳島県医師会

徳島県文化スポーツ立県局県民スポーツ課

徳島市

徳島市

徳島県保健福祉部健康増進課

徳島県病院局総務課

徳島市、勝浦町、上勝町、小松島市、鳴門市

東祖谷山村

鳴門市

徳島県保健福祉部医療政策課

大学担当部局
糖尿病臨床・研究開発センター

糖尿病臨床・研究開発センター関係

大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野

高次脳障害支援センター

糖尿病臨床・研究開発センター、徳島大学病院　病院情報センター

大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野

大学院医歯薬学研究部看護学系、病院看護部

大学院医歯薬学研究部予防医学分野

大学院総合科学研究部社会総合科学部門応用生理学研究室

病院、徳島県地域医療支援センター

大学院総合科学研究部スポーツ社会学研究室・スポーツ心理学研究室

医学部・医療教育開発センター

糖尿病臨床・研究開発センター

大学院医歯薬学研究部看護学系

大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野

徳島大学病院 内分泌代謝内科・徳島大学病院 糖尿病対策センター・

糖尿病臨床・研究開発センター

大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター

大学院医歯薬学研究部、病院、病院がん診療連携センター、

大学院医歯薬学研究部消化器・移植外科学

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター

病院がん診療連携センター

大学院医歯薬学研究部  呼吸器・膠原病内科学分野

大学院総合科学研究部社会総合科学部門応用生理学研究室

大学院総合科学研究部社会総合科学部門応用生理学研究室

大学院医歯薬学研究部  呼吸器・膠原病内科学分野

大学院医歯薬学研究部消化器・移植外科学分野

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

病院(総務課)

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

大学院医歯薬学研究部泌尿器科学分野

大学院医歯薬学研究部泌尿器科学分野

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

病院（総務課）

大学院総合科学研究部社会総合科学部門応用生理学研究室

大学院医歯薬学研究部歯科保存学分野

大学開放実践センター生涯学習健康マラソンクリニック

医学部、歯学部、病院

    

実施期間・備考
平成26～

平成26～

平成25.4～

平成24～

平成24.11～

平成24.4～

平成24～

平成24～

平成24～

平成23.11～

平成28.4～29.3
平成23.4～

平成23.1～

平成23～

平成22.5～

平成22.4～

平成22～

平成21～

平成21～

平成20.10～

平成20.9～

平成20.8.23、24を皮切りに、
年3～4回開催

平成20.2～

平成20～

平成20～

平成19.10～

平成19.10～

平成19.3～

平成18.1～

平成18.1～

平成18～

平成18～

平成17.8～

平成17.1～

平成17～

平成16.4～

平成15.6～

平成15.4～
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 事業名
高齢者の生きがい・健康づくり事業

休日診療

徳島大学病院（地域医療連携センター）及び
徳島保健所連絡会

補聴器装用相談事業

補聴器巡回相談事業

心身障害児（者）の歯科診療及び
予防歯科についての相談指導

1歳6ヵ月児健康診査及び3歳児健康診査事業

母子保健事業

 事業名

LEDバレイ徳島　農工商融合モデルの創出

科学技術・未来創造シンポジウムIoTの活用による
地域課題解決

阿波ブランド販路拡大戦略（第2次農業振興計画）
策定に伴う「阿波市産農畜産物の市場調査」

木材利用創造センターの活用

専門分野に関する助言および共同研究

「フォレストキャンパス」活用事業

「藍」の色素抽出 

スクールキッチンプロジェクト

LEDバレイ徳島フォーラム

とくしま知恵祭り（市民フォーラム）

育種技術の開発に関する研究

阿波市やすらぎ空間創造地区都市再生整備計画

祖谷そばまるごと利用技術開発事業

津波災害と持続可能なまちづくり研究会研

薬用植物の栽培に関する研究会

地域力としての次世代スーパーサイエンティスト
育成事業 ―大学生とのコラボで育成する
自律的課題解決能力―

徳島ICT研究協議会

LED総合フォーラム in 徳島

出前科学実験教室
「やっToku、 なっToku、 Dai実験」

阿南地域の竹林管理手法検討会

長期インターンシップ事業

大学担当部局
大学院総合科学研究部社会総合科学部門応用生理学研究室

大学院医歯薬学研究部口腔外科学

病院患者支援センター

大学院医歯薬学研究部耳鼻咽喉科学分野

大学院医歯薬学研究部耳鼻咽喉科学分野

大学院医歯薬学研究部小児歯科学分野

大学院医歯薬学研究部小児歯科学分野

大学院医歯薬学研究部小児歯科学分野

大学担当部局
大学院生物資源産業学研究部 

理工学部

大学院生物資源産業学研究部

大学院生物資源産業学研究部

大学院生物資源産業学研究部

大学院生物資源産業学研究部 

大学院生物資源産業学研究部

地域創生センター

理工学部

工学部

大学院生物資源産業学研究部

地域創生センター

大学院医歯薬学研究部生薬学分野／衛生薬学分野

工学部建設工学科（平成26年度～）

大学院研究部生薬学分野・薬学部薬用植物園

地域創生センター

情報センター

理工学部

大学院理工学研究部総合技術センター

大学院理工学研究部社会基盤デザイン系（理工学部社会基盤デザイン
コース）、環境防災研究センター

長期インターンシップ委員会（先端技術科学教育部）

実施期間・備考
平成15～ この事業は、「健康
づくり・介護予防事業」に含まれて

継続中

平成14～

平成13～

平成3～

平成2～

昭和61～

昭和61～

昭和56～

実施期間・備考
平成28.11～平成31.3

平成28.10.29

平成28.8～

平成28.4～（終了年月未定）

平成28.4～（終了年月未定）

平成28.3～（終了年月未定）

平成27.4～（終了年月未定）

平成27.4～

平成27～
平成28年度の開催平成29.2

平成26.9 

平成26.4～（終了年月未定）

平成26～

平成25.4～

平成24～H25

平成24.11～

平成24.6～

平成22.9～

平成22～

（平成28年度の開催平成28.12）

平成20.8～、平成21～、

平成27.7～、平成28.8～

平成20.6～

平成18.10～

産学官連携

産学官連携推進部／（社）日本機械学会／

徳島県商工会議所連合会／徳島県商工会

連合会／徳島県中小企業団体中央会／

徳島県機械金属工業会／とくしま産業振興

機構／徳島県観光協会

連携先自治体等
徳島市役所

徳島市歯科医師会

徳島保健所 

徳島県障害者更正相談所、徳島県立身体

障害者福祉センター

徳島県障害者更正相談所、徳島県立身体

障害者福祉センター

徳島県歯科医師会

徳島市

石井町

連携先自治体等
徳島県

徳島県・徳島県科学技術県民会議

阿波市

徳島県

徳島県

徳島県

徳島県

小松島西高等学校／市岡製菓

徳島県，とくしま産業振興機構

徳島県

阿波市 企画総務部、企画総務課、商工観光課、

企画担当

徳島県工業技術センター／西部県民局

徳島県危機管理部、徳島県南海地震防災課、

とくしまゼロ作戦推進室、徳島大学環境防災

研究センター

徳島県（農林水産総合技術支援センター）

徳島県教育委員会

徳島県企画総務部、徳島商工会議所、

徳島県商工会連合会、徳島県経済同友会、

鳴門教育大学 ほか 県内公的機関、大学等

徳島県、LEDアートフェスティバル実行委員会

（徳島市）、とくしま産業振興機構、鳴門教育大、

徳島文理大、四国大、阿南高専、

徳島経済研究所

吉野川市アメニティセンター（吉野川市教育

委員会）、勝浦町図書館（勝浦町教育委員会）、

佐那河内村教育委員会、藍住町立図書館（藍

住町教育委員会）

徳島県南部総合県民局、JA阿南、阿南市

（南から届ける環づくり会議）

徳島県立博物館、ニタコンサルタント、など

公的機関、企業等 

 事業名
南から届ける環づくり会議

地域産業人材育成講座

徳島ビジネスチャレンジメッセ

インターンシップ事業

 連携先自治体等
徳島県南部総合県民局、南から届ける

環づくり会議

（社）徳島ニュービジネス協議会

徳島市役所ほかの官公庁、

徳島新聞社ほかの企業等

   

大学担当部局
環境防災研究センター

研究支援・産官学連携センター

研究支援・産官学連携センター

インターンシップ実施検討会議、就職支援センター連絡会議、

学務部学生生活支援課

実施期間・備考
平成18.7～

平成17～ 

平成15～ 

平成12.6～  

    

徳島県庁、徳島県立工業技術センター、

徳島県東部保健福祉局徳島保健所、西精工

株式会社、大阪市立大学、首都大学東京、

高崎経済大学、流通科学大学、静岡産業大学、

（株）ニューバリュークリエーション、

（株）PLUS.a、徳島文理大学、

（株）パッケージ松浦、富士ファニチア（株）、

大塚製薬（株）、三浦工業（株）


