
１．自治体との包括協定 令和5年5月１日現在

No. 自治体 協定書名 連携内容（協力事項）

1 兵庫県小野市 平成17年12月7日
国立大学法人兵庫教育大学と
兵庫県小野市との連携協力に関する協定書

2 兵庫県加西市 平成18年10月1日
国立大学法人兵庫教育大学と
兵庫県加西市との連携協力に関する協定書

3 兵庫県加東市 平成18年10月4日
国立大学法人兵庫教育大学と
兵庫県加東市との連携協力に関する協定書

4 兵庫県西脇市 平成19年4月11日
国立大学法人兵庫教育大学と
兵庫県西脇市との連携協力に関する協定書

5 兵庫県多可郡多可町 平成19年5月9日
国立大学法人兵庫教育大学と
兵庫県多可郡多可町との連携協力に関する協定書

6 兵庫県三木市 平成19年6月20日
国立大学法人兵庫教育大学と
兵庫県三木市との連携協力に関する協定書

7 兵庫県三田市 平成28年12月5日 三田市と国立大学法人兵庫教育大学との連携協力に関する協定書

(1) 学校教育の振興及び発展に関する事項
(2) 社会教育・文化・スポーツの振興及び発展に関する事項
(3) 人材育成に関する事項
(4) 地域福祉向上に関する事項
(5) まちづくり・産業振興に関する事項
(6) 国際交流に関する事項
(7) その他甲及び乙が協議して必要と認める事項

２．教育委員会，自治体等との事項別連携協定

No. 教育委員会等機関名 締結年月日 協定書名 連携内容（協力事項）

1 兵庫県教育委員会 平成11年9月17日 協定書
兵庫教育大学発達心理臨床研究センターの教育研究と
兵庫県立教育研修所心の教育総合センターの事業について相互に連携協力する。

2 兵庫県教育委員会 平成15年3月4日
県立高等学校生徒を対象とした
大学の授業公開に関する協定書

高大連携科目により高校生に大学における教育・研究に触れる機会を提供

3 神戸市教育委員会 平成15年4月11日 「スクールサポーター制度」実施に係る協定書
学生(院生を含む)をスクールサポーターとして
小学校に派遣し学校の活動を補助する。

4 宝塚市教育委員会 平成18年4月1日
国立大学法人兵庫教育大学と宝塚市教育委員会との
「スクールサポーター派遣事業」等に関する協定書

１ スクールサポーター派遣事業
２ Ｐａｌふれんど派遣事業
３ 子ども支援サポーター配置事業
４ 特別支援教育支援事業
５ みんなの先生事業
６ 自然学校派遣事業
７ 障害児北海道派遣事業
８ 児童育成会指導補助員派遣事業

5 神戸市教育委員会 平成18年5月17日
国立大学法人兵庫教育大学と
神戸市教育委員会との
連携協力に関する協定書

神戸市立小中学校における分かる授業の推進
(1)学力調査や生活調査に対する指導　（調査内容，調査結果の分析等）
(2)授業の観察と批評
(3)校内研修での講師
(4)授業改善の具体的方法の助言
(5)報告書作成の指導
(6)小中連携のコーディネーター

6 川西市教育委員会 平成18年5月22日
特別支援教育の推進における
連携協力に関する協定書

(1)地域教育力向上のための連携協力
(2)人材育成のための連携協力
(3)兵庫教育大学大学院における教育及び研究への連携協力
(4)前３号に掲げるもののほか，両者が協議して必要と認める連携協力

7 川西市立川西養護学校 平成18年5月22日
特別支援教育の推進における
連携協力に関する実施協定書

協定書と同内容

8
猪名川町教育委員会
川西市立川西養護学校

平成18年5月22日 特別支援教育の推進に関する連携協約書

(1)地域教育力向上のための連携協力
(2)人材育成のための連携協力
(3)兵庫教育大学大学院における教育及び研究への連携協力
(4)その他三者が協議して必要と認める連携協力

9 京都市教育委員会 平成18年10月10日 協定書

(1)兵庫教育大学と京都市立学校・園の教員相互の交流・研修を進めること
(2)京都市立学校・園の児童，生徒を対象とした，多様な学習機会を提供すること
(3)兵庫教育大学の学生等による学校教育活動への支援を推進すること
(4)その他，双方が必要と認める事項

10 京都市教育委員会 平成18年10月10日 協定書 「学生ボランティア」学校サポート事業における学生の派遣に関すること

11 明石市 平成21年3月6日
国立大学法人兵庫教育大学と明石市との
連携に関する協定書

明石市立発達支援センターの運営における連携
(1)発達障害児等に対する相談支援
(2)学校、幼稚園、保育所への巡回相談
(3)発達障害に関する情報の収集及び提供
(4)支援等に関わる関係者等への研修
(5)兵庫教育大学大学院における教育及び研究
(6)前５号に揚げるもののほか、両者が協議して必要と認める事項

12 姫路市
平成27年3月19日
（平成21年3月11日

付協定は失効）

国立大学法人兵庫教育大学と姫路市との
連携に関する協定書

｢魅力ある姫路の教育創造プログラム｣の推進
(1)学力調査及び生活調査
(2)校内研修の充実
(3)授業改善の具体的方法
(4)小中一貫教育の推進と充実
(5)兵庫教育大学大学院及び学部における教育研究
(6)前各号に掲げるもののほか、両者が協議して必要と認める事項

13 高砂市教育委員会 平成25年4月4日 「学生スタディパートナー派遣事業」実施に係る協定書
兵庫教育大学が推薦する学生が高砂市立小学校及び中学校等において教育活動の補助
を行う

14
大阪府豊能地区3市2町（豊中
市、池田市、箕面市、豊能町、能
勢町）教育委員会

平成25年4月19日
教員養成のための大阪府豊能地区3市2町教育委員会との連携協
力に関する協定書

豊能地区が実施する教職員の採用選考に関する情報提供や周知、教員養成に関する事業
に対する大学教員及び附属学校教員又は3市2町教育委員職員の派遣、教職員をめざす
大学の学生等の学校教育活動の体験事業等での連携協力など

15 兵庫県 平成26年7月30日 みんなの声かけ運動応援協定書
障害のある方，高齢者，妊娠中の方，小さな子ども連れの方をはじめ，街中で困っている
方がいる際に声かけし，助け合う県民運動に協力し，広報活動等を行うこと

16 兵庫県立美術館 平成28年4月1日 キャンパスパートナーに関する協定
(1)大学がキャンパスパートナー協定を締結し、協力金を支払う。
(2)大学の学生・教職員は、美術館において学生証等を提示することにより、県美プレミ
アム展（常設展）の無料観覧や特別展の観覧料の割引サービスが得られる。

17 加東警察署 平成28年4月1日 加東市の安全安心な地域づくりのための連携協定
防犯や交通安全、災害対策等にかかる情報交換（連携推進会議）を原則年2回行い､
各種施策を協働して推進する。

18 兵庫県 平成29年2月21日 就職支援に関する協定

(1) 学生やその保護者等に対する兵庫県内の企業の情報、各種イベント等の周知に関す
ること
(2) 学内で行う合同企業説明会等の開催に関すること
(3) 学生及び卒業生の就職に係る情報の交換及び実績の把握に関すること
(4) 兵庫県内の企業等におけるインターンシップ実施への支援に関すること
(5) その他学生等の県内就職の促進に関すること

19 兵庫陶芸美術館 平成29年4月7日
兵庫陶芸美術館と国立大学法人兵庫教育大学との
連携に関する協定書

(1)大学の学生・教職員は、陶芸美術館において、展覧会の観覧を含めた美術館行事業で
の優遇措置が受けられる。
(2)陶芸美術館が行う教員養成教育等に対し、講師の派遣や美術館施設の提供等の必要
な支援を行う。

20 伊丹市教育委員会 平成29年6月20日 英語教育の充実に資する連携協力に関する協定書

(1)地域教育力向上のための連携協力
(2)人材育成のための連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究への連携協力
(4)前３号に掲げるもののほか、両者が協議して必要と認める連携協力

21 稲美町教育委員会 平成29年6月29日 英語運用能力向上に資する連携協力に関する協定書

(1)地域教育力向上のための連携協力
(2)人材育成のための連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究への連携協力
(4)前３号に掲げるもののほか、両者が協議して必要と認める連携協力

地域等との連携協力協定等締結状況一覧

(1) 学校教育の振興及び発展のための連携
(2) 社会教育・文化・スポーツの振興及び発展のための連携
(3) 人材育成のための連携
(4) 地域福祉向上のための連携
(5) まちづくり・産業振興のための連携
(6) 国際交流のための連携
(7) その他両者が協議して必要と認める連携



22 猪名川町教育委員会 平成29年7月3日 グローバル化教育推進に資する連携協力に関する協定書

(1)地域教育力向上のための連携協力
(2)人材育成のための連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究への連携協力
(4)前３号に掲げるもののほか、両者が協議して必要と認める連携協力

23 兵庫県北播磨県民局 平成29年10月13日
兵庫県北播磨県民局と国立大学法人兵庫教育大学との連携協力に
関する協定書

(1)北播磨地域の資源を活用した地域づくりに関する事項
(2)環境の保全・創造に関する事項
(3)青少年の健全育成に関する事項
(4)健康増進、福祉の向上に関する事項
(5)人的・知的資源の交流に関する事項
(6)その他甲及び乙が協議して必要と認める事項

24 南あわじ市 平成30年7月23日 学校経営力向上に資する連携協力に関する協定書

(1)学校づくりを核とした地域教育力向上のための連携協力
(2)学校管理職やミドルリーダー等教職員の人材育成のための連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究への連携協力
(4)前３号に掲げるものの他、両者が協議して必要と認める連携協力

25 兵庫県立人と自然の博物館 平成31年2月26日
国立大学法人兵庫教育大学と兵庫県立人と自然の博物館との連携
協力に関する協定書

(1)人材育成に関する研究教材開発に関すること
(2)学生の教育研究活動に関すること
(3)学生の博物館事業への受け入れに関すること
(4)その他甲及び乙が協議して必要と認めること

26 丹波篠山市教育委員会 平成31年3月4日
国立大学法人兵庫教育大学と篠山市教育委員会との連携協力に関
する協定書

(1)教職員研修の企画及び体制整備に関する連携協力
(2)教職員研修の実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究、企画実施する研修事業等への連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

27 丹波市教育委員会 平成31年3月4日
国立大学法人兵庫教育大学と丹波市教育委員会との連携協力に関
する協定書

(1)教職員研修の企画や体制整備に関する連携協力
(2)教職員研修の実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究、並びに教育実習及び教員研修事業等に関する
連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

28 加古川市教育委員会 令和元年11月20日
国立大学法人兵庫教育大学と加古川市教育委員会との連携協力に
関する協定書

(1)教職員研修の企画及び体制整備に関する連携協力
(2)教職員研修の実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究、企画実施する研修事業等への連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

29 芦屋市教育委員会 令和2年2月14日
芦屋市教育委員会と国立大学法人兵庫教育大学との連携協力に関
する協定書

(1)教職員研修の企画及び体制整備に関する連携協力
(2)教職員研修の実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究，企画実施する研修事業等への連携協力
(4)その他双方が協議して必要と認める連携協力

30 稲美町教育委員会 令和2年3月26日
国立大学法人兵庫教育大学と稲美町教育委員会との連携協力に関
する協定書

(1)教職員研修の企画及び体制整備に関する連携協力
(2)教職員研修の実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究、企画実施する研修事業等への連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

31 播磨町教育委員会 令和2年3月26日
国立大学法人兵庫教育大学と播磨町教育委員会との連携協力に関
する協定書

(1)教職員研修の企画及び体制整備に関する連携協力
(2)教職員研修の実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究、企画実施する研修事業等への連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

32 西宮市教育委員会 令和2年8月31日
国立大学法人兵庫教育大学と西宮市教育委員会との連携協力に関
する協定書

(1)先導的な教育手法の研究及び普及に関する連携協力
(2)教職員研修の企画及び実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究、企画実施する研修事業等への連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

33 尼崎市教育委員会 令和3年3月18日
国立大学法人兵庫教育大学と尼崎市教育委員会との連携協力に関
する協定書

(1)子どもの体力・運動能力の向上に関する連携協力
(2)教職員の資質・能力の向上に関する連携協力
(3)兵庫教育大学の教育・研究活動及び研修事業に関する連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

34 宍粟市教育委員会 令和3年5月31日
国立大学法人兵庫教育大学と宍粟市教育委員会との連携協力に関
する協定書

(１)教職員研修の企画及び体制整備に関する連携協力
(２)教職員研修の実施に関する連携協力
(３)兵庫教育大学における教育及び研究、企画実施する研修事業等に関する連携協力
(４)その他両者が協議して必要と認める連携協力

35 兵庫県立歴史博物館 令和3年6月4日
国立大学法人兵庫教育大学と兵庫県立歴史博物館との連携協力に
関する協定書

(1)博物館運営の発展に向けた連携協力
(2)大学の教育・研究や教員研修の充実等に向けた連携協力
(3)その他両者が協議して必要と認める連携協力

36 兵庫県教育委員会 令和3年7月1日 日本語指導教員の育成における連携協力に関する協定書

(1)日本語指導に係る先導的実践研究加配校の取組みに関する連携協力
(2)日本語指導に関する教員研修の実施に関する連携協力
(3)兵庫教育大学における教育及び研究等への連携協力
(4)その他両者が協議して必要と認める連携協力

37 堺市教育委員会 令和4年3月30日
国立大学法人兵庫教育大学と堺市教育委員会との連携協力に関す
る協定書

(1)教職員の資質・能力の向上に関すること
(2)両者の人的資源、知的資源及び物的資源の活用に関すること
(3)両者の教育研究活動への連携協力に関すること
(4)その他両者が協議して必要と認めること

38 宝塚市 令和5年4月28日 保育の質の向上のための連携協力に関する協定書

(1)  就学前教育・保育計画に関すること
(2)  地域の専門機関との連携による教育・保育及び子育て支援に関すること
(3)  教職員の資質能力の向上に関すること
(4)  大学における教育研究、実習、企画実施する研修事業等に関すること
(5)  その他両者が協議して必要と認めること

３．高等学校との高大連携教育協定

No. 機関名 締結年月日 協定書名 連携内容（協力事項）

1 　兵庫県立夢野台高等学校 平成21年6月17日 兵庫県立夢野台高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

2 　兵庫県立西脇高等学校 平成21年6月17日 兵庫県立西脇高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

3 　兵庫県立三田西陵高等学校 平成23年3月17日
兵庫県立三田西陵高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定
書

4 　兵庫県立北条高等学校 平成27年4月1日 兵庫県立北条高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

5 　兵庫県立社高等学校 平成28年4月25日 兵庫県立社高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

6 　兵庫県立山崎高等学校 平成28年5月13日 兵庫県立山崎高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

7 　兵庫県立尼崎小田高等学校 平成29年1月31日
兵庫県立尼崎小田高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定
書

(1)大学から高校への講師派遣
(2)高校生の大学授業等の聴講
(3)高校による教育実習生の受入れ
(4)教育上の諸課題に対応する情報交換及び研究等
(5)その他必要と認める事項



8 　兵庫県立柏原高等学校 令和4年9月15日 兵庫県立柏原高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

9 　兵庫県立洲本高等学校 令和4年10月12日 兵庫県立洲本高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

10 　兵庫県立伊丹高等学校 令和4年10月25日 兵庫県立伊丹高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

11 　兵庫県立姫路東高等学校 令和4年10月25日 兵庫県立姫路東高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

12 　姫路市立姫路高等学校 令和4年11月1日 姫路市立姫路高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

13 　兵庫県立星陵高等学校 令和4年12月1日 兵庫県立星陵高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

14 　兵庫県立龍野高等学校 令和4年12月1日 兵庫県立龍野高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

15 　兵庫県立豊岡高等学校 令和4年12月1日 兵庫県立豊岡高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

16 　学校法人三田学園三田学園高等学校令和5年2月6日 三田学園高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定書

17 　兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 令和5年3月20日
兵庫県立篠山鳳鳴高等学校と兵庫教育大学との高大連携教育協定
書

４．法人、団体等との協定

No. 機関名 締結年月日 協定書名 連携内容（協力事項）

1
財団法人
兵庫県生きがい創造協会

平成22年1月19日
国立大学法人兵庫教育大学と
財団法人兵庫県生きがい創造協会との
連携に関する協定書

兵庫県内の生涯学習の振興と地域社会に貢献できる人材の育成
(1)協会の事業の企画・実施について助言等
(2)大学の学生・教職員の教育・研究活動に必要な機会や場の提供
(3)生涯学習全般及び高齢者学習の推進についての相互協力
(4)その他必要と認める事項

2
独立行政法人　
教職員支援機構

平成28年10月11日 教員等の研修に係る連携協力に関する協定書

(1)教職大学院カリキュラムと教職員支援機構が実施する研修プログラムの相互活用及
びＦＤ活動の推進に関すること
(2)教員の資質向上のための教員研修モデルカリキュラムの開発と支援に関すること
(3)教育行政関係者及び教職員を対象とする研修に関すること
(4)教員の資質向上のための調査研究に関すること
(5)そのほか両機関で合意された事項

3
公益財団法人
兵庫県障害者スポーツ協会

平成29年2月27日 障害者スポーツ応援協定

(1)障害者スポーツ団体等への練習場所の提供や合同練習会の開催、技術指導等のボラ
ンティア活動
(2)障害者スポーツ大会等の開催、運営に係る障害者スポーツボランティア活動
(3)障害者スポーツに関する普及啓発活動

4 加東市商工会 平成29年4月25日
国立大学法人兵庫教育大学と加東市商工会との連携協力に関する
協定

(1)教育、文化振興活動の実施に関すること
(2)まちの賑わいづくりに関すること
(3)兵庫教育大学と加東市商工会の発展につながること
(4)その他、目的を達成するため両者が必要と認めること

5 株式会社　神戸新聞社 平成29年5月12日
国立大学法人兵庫教育大学と株式会社神戸新聞社との連携協力に
関する協定

(1)NIEの普及に関すること
(2)NIEを実践する教員向け研修に関すること
(3)NIE用の教材開発に関すること
(4)NIEと学力の関係を示す調査研究に関すること
(5)教育の情報化における新たな事業展開に関すること
(6)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

6
独立行政法人　
国立青少年教育振興機構
国立淡路青少年交流の家

平成31年3月6日
国立大学法人兵庫教育大学と独立行政法人国立青少年教育振興機
構国立淡路青少年交流の家との連携協力に関する協定書

(1)相互が実施する事業への協力及び支援
(2)共同事業の実施及び調査研究
(3)人材育成
(4)その他甲及び乙が協議して必要と認める事項

7
千葉大学子どものこころの発達
教育研究センター

令和4年10月20日 子どもみんなプロジェクトにおける連携協力に関する協定書
（１）「子どもみんなプロジェクト」の取組みに関する連携協力
（２）「子どもみんなプロジェクト」の実施に関する連携協力
（３）その他両者が協議して必要と認める連携協力

※教職大学院連携協力協定に基づく事業については，教育実習総合センターにおいて管理しているため本票に掲載なし。

(1)大学から高校への講師派遣
(2)高校生の大学授業等の聴講
(3)高校による教育実習生の受入れ
(4)高校による学校観察等の受入れ
(5)教育上の諸課題に対応する情報交換及び研究等
(6)その他必要と認める事項

(1)大学から高校への講師派遣
(2)高校生の大学授業等の聴講
(3)高校による教育実習生の受入れ
(4)高校による学校観察等の受入れ
(5)教育上の諸課題に対応する情報交換及び研究等
(6)その他必要と認める事項


