
2016/12/01　調布市生涯学習交流推進課
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　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（７大学結果）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか

【考察】
○学外との調整を図る部署が総合的な窓口となっていると思われる

（電）社会連携センター
（明）学術・社会連携部 社会連携事務室
（桐）以前は広報課で担当していましたが、広報課がなくなったため現在は「教学事務
部」で担当しています。
（桐短）短大教学課
（白）事務局長室
（外）社会貢献マネジメント・オフィス（事務担当は総務企画課広報係）
（慈）行政と連携が必要な業務内容により、大学、病院等の各担当部署にて調整して
行う。
（ル）コミュニティ人材養成センター

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

【考察】
○ほとんどの大学で近隣市区とのつながりを持っている
○明治大学は連携先も特色あり

（電）三鷹市（三鷹ネットワーク大学）、稲城市、渋谷区教育委員会、公益社団法人学
術・文化・産業ネットワーク多摩
（明）創立者出身地（鳥取県鳥取市・福井県鯖江市・山形県天童市）、キャンパス所在
地（千代田区・杉並区・中野区・川崎市）他全国多数。
（桐）連携という形ではありませんが、調布市とも関係がある木島平村や、本学元理事
長との関係で長野・南相木村での演奏会などを実施しています。
（桐短）現在授業（アウトリーチ）以外の行政との連携事業は調布市以外にない
（白）三鷹市
（外）府中市
（慈）調布市と同様に協定書を締結している市区はございません。大学や病院の実務
で各行政と共催した取り組みを行っています。
（ル）三鷹市、小金井市、武蔵野市

行政との連携事業等に関する調査

（７大学集計）

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。大学と
行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施するものです。
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質問 回答　　（７大学結果）

3

4

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

【考察】
○講演・講座の実施，催しの実施，インターンシップは，多くの大学で行政
との協力関係がある

（電）１，２，４，５，６
（明）１，２，３
（桐）３
（桐短）１，３
（白）１，３，４，６
（外）１，３，６
（慈）なし
（ル）１～６全て

※　その他
（ル）地域で福祉活動を展開する住民の養成講座（地域福祉ファシリテーター養成講
座）の実施、教育委員会から学童・生徒の心理検査を受託、中学生の職場体験受け
入れ、三鷹ネットワーク大学

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか

【考察】
○広報面，地域貢献を展開していくにあたり，行政との友好関係はメリット
があると受け止められている
○大学にとっては，地域へ対する知的財産の還元が求められている

（電）・大学主催の公開講座等のイベントを市報やホームページにより市民に広報して
いただいている。
・市民と協力して防災対策を実施している。
（明）大学の知的資産の還元の場として、本学学生の人間力・コミュニケーション能力
醸成の場として貴重な機会となっています。
（桐）施設等を利用させていただくなどの面や、広報的な意味ではメリットはあると考え
ています。
（桐短）地域貢献の大切な柱となっている。
（白）地域の方に本学の研究内容を知っていただけること。
（外）学生の課外活動の機会提供、大学の地域貢献、広報
（慈）行政への協力や地域や市民への社会貢献の実施。
（ル）大学の広報活動（大学の存在を地域に知っていただく）
学生の学びの場を広げる（インターンシップ・実習の受け入れ、学生の地域活動の展
開など）

１講演・講義の実施 ２各種委員への就任

５インターンシップ

４施設の貸出協力

６学生の応援協力

３催しの実施
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質問 回答　　（７大学結果）

5

6

連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

【考察】
○連携事業の発信元（主体）がどちらにあるかなどにもよると思われるが，
大学側の予算も限られている中にあっては，事業の中身を精査し個別判
断となるケースもある
○明治大学は負担に関する線引きについて明確な基準あり

（電）連携事業から発生する経費は、原則として、大学としての負担は考えていませ
ん。
（明）原則として自治体様にご負担いただいておりますが、創立者出身地及びキャンパ
ス所在地につきましては、別途大学にても予算を計上しております。担当部署は当部
署です。
（桐）基本的には大学として負担することを考えていますが、予算も限られているので
何でもできるという訳ではありません。ある程度の成果等も求められるので、規模に
よってはそれなりの対応しかできない部分もあります。（「それに関する担当部署」とい
うのは、どのような意味でしょうか？費用負担の決裁権があるという意味？）
⇒市から意味に関し電話により説明し，聞き取りにて次のとおり追記
大学の基準以外での費用負担発生時などには，直接連携事業を実施する部署が担
当となって対応する
（桐短）現在のところ、諸費用は発生していない。
（白）これまで、参加する市民の方に費用を負担していただいたことはない。今後につ
いても、個々のケースによって検討する。
（外）持ち出しが発生する場合は、都度協議して決める。委託事業として受け入れる場
合の契約窓口は研究協力課。
（慈）基本的な考え方について、現段階では具体化はされておりません。
経費が発生する場合は、予め協議し対応を決める事が求められると考えます。
（ル）経費が発生する場合は自治体に負担していただいている。連携する事業内容に
よって担当部署は異なる

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか

【考察】
○各校とも，学内での情報共有は行われている

（電）各部署等から選出等された教職員で構成している社会連携センター運営委員会
において報告している。
（明）担当副学長（社会連携機構長）から学部長会他にて報告がなされています。
（桐）運営協議会という執行部のメンバーには報告しています。
（桐短）周知している
（白）一部周知している。
（外）大学トピックス等への掲載を通じて周知
（慈）調布市との連携協定事業関連は、関連資料を学内で回覧している。
（ル）周知している
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質問 回答　　（７大学結果）

7

8

9

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

【考察】
○各校とも事業参加を検討する際には，期間・時間・場所は重要な要素と
考えている

（電）１～４全て
（明）１，４
（桐）１，３
（桐短）３，４
（白）１，２，３
（外）
（慈）３
（ル）１～４全て

※　その他
（明）事後報告書の提出、参加自治体との継続的な関わり。

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

【考察】
○明治大学は連携先件数も多いことからかもしれない

（電）教員から個別に連携事業を実施している場合があります。
（明）多くございますが、社会連携機構へのお問合せということで一本化をさせていた
だいております。
（桐）なし
（桐短）今のところ、具体的にはない。
（白）ある。
（外）特になし
（慈）今の所はございません。
（ル）特にない

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

【考察】
○各校とも授業の一環となる活動以外は，修学の扱いとはしていない

（電）修学上の扱いは、特にしていない。
（明）現状修学上の扱いとはなりません。
（桐）修学上の扱いとはしていません。授業の発表などとして参加することが可能な場
合に限り、そのような扱いとしています。
（桐短）現在、修学上の扱いにはなっていない。
（白）課外活動として任意で行うものとして扱う。
（外）いいえ
（慈）現段階では、修学上の扱いにはなりません。
（ル）ボランティア実習やインターンシップといった科目を履修している学生が、その科
目として参加した場合には、修学上の扱いとなりうる。その場合はその科目の担当教
員の了解が必要となる。

１交通費などの実費負担 ２保険の加入 ３期間・時間・場所

４事前オリエンテーションの実施
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質問 回答　　（７大学結果）
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11

12

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか

【考察】なし

（電）ありません。
（明）現状直近では地域連携事業ではございません。
（桐）ありません
（桐短）現在のところない。
（白）なし
（外）
（慈）今の所ございません。
（ル）調布市のように公に締結をしている市はない

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください

【考察】
○各校とも，地域との接点を持つことに様々な形で取り組んでいる

（電）・花壇の花の植替えボランティア活動
・キャンパス内外美化活動
（明）一例：お茶の水茗溪通り会「アートピクニック」他。
（桐）仙川商店街で実施している夏祭りなどで協力する場面は（毎年ではありません
が）あります。
（桐短）商店街協同組合主催の祭り、市成人式へのパフォーマンス参加等
（白）該当なし
（外）近隣文化センターの文化祭への協力（学生サークル・留学生等の参加、運営協
力）
（慈）病院主催の防災訓練等
（ル）地域の孤立を防ぐことを目的に、学食を月に１回開放して、地域住民と学生とが
ランチを食べながら交流する「食ＤＥ絆」を実施している。

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか

【考察】
○大学の特色から，子どもを対象とした連携も多く見られる

（電）オリンピック・パラリンピックへの協力（ＩＣＴ関係の技術協力）
（明）健康寿命延伸等本学知的資産を活用でき、時宜に叶った内容。
（桐）小学校や中学校での演奏（アウトリーチ）などの機会ができると良いという声はあ
ります。
（桐短）教育委員会と連携して「アウトリーチ活動」（授業）を近隣でも広げたい。
（白）本学の研究成果が地域の方のために生かせる連携。子育て支援、子どものため
の支援、障がいのある子どもの支援等。
（外）
（慈）市民向けの公開講座、体験授業等
（ル）学生のインターンシップ・実習の受け入れ
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質問 回答　　（７大学結果）

13

14

御協力ありがとうございました

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか

【考察】
○担当者レベルから上層部の会議体まで，情報交換などの機会が設けら
れている

（電）・三鷹ネットワーク大学　理事会、総会
・ネットワーク多摩　大学企業部会
（明）頻度は異なりますが、協定締結自治体とは定例会議を催すことを前提としており
ます。
（桐）ありません
（桐短）定例で行なっている。
（白）
（外）府中市とは年1回（6-7月頃）の協議会を開催
（慈）行政と連携が必要な業務内容により、大学、病院等の各担当部署にて調整して
行う。
（ル）公に締結は結んでいないが、事業ごとに定例の会議は実施している。

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

【考察】
○地域貢献などの観点から行政との連携は広げたい傾向にある

（電）具体的な提案はありませんが、積極的に進めたいと考えおります。
（明）学生が頻繁に参加しやすいキャンパス所在自治体、との連携を軸に、創立者の
創立理念を伝え、本学の知的資産を社会に還元でき、相互に協力し合える事業の継
続が想定されています。
（桐）昔に比べると大学も授業回数などの面で規制が多く、学事歴上でも余裕がない
状態です。その意味では、学外での各種活動は難しくなってきていると感じています。
（桐短）学校の広報という観点などからもまだまだできることがあると思われるが、時間
や人的な面で厳しく具体的な案を現在のところ示すまでには至ってない。
（白）子育て支援をテーマに連携事業を拡大したい。調布市ＨＰや、調布子育てサイト
への掲載等により広報も充実させたい。
（外）
（慈）地域貢献、社会貢献の視点で必要と考えます。
具体的な事業の提案は今の所ございません。
（ル）締結大学同士の連携がもっとはかれるとよい。単位交換制度や図書館の相互利
用など検討できれば。
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2016/12/01　調布市生涯学習交流推進課

1

2

3

4

5

6
連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

連携事業から発生する経費は、原則として、大学としての負担は考えて
いません。

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか
・大学主催の公開講座等のイベントを市報やホームページにより市民
に広報していただいている。
・市民と協力して防災対策を実施している。

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか
各部署等から選出等された教職員で構成している社会連携センター運
営委員会において報告している。

　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（電気通信大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか 社会連携センター

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

三鷹市（三鷹ネットワーク大学）、稲城市、渋谷区教育委員会、公益社
団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施
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質問 回答　　（電気通信大学）

7

8

9

10

11

12

13

14

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか ありません。

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか
・三鷹ネットワーク大学　理事会、総会
・ネットワーク多摩　　　　大学企業部会

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

具体的な提案はありませんが、積極的に進めたいと考えおります。

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください
・花壇の花の植替えボランティア活動
・キャンパス内外美化活動

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか オリンピック・パラリンピックへの協力（ＩＣＴ関係の技術協力）

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

教員から個別に連携事業を実施している場合があります。

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

修学上の扱いは、特にしていない。

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施
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2016/12/01　調布市生涯学習交流推進課
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7

　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（明治大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか 学術・社会連携部 社会連携事務室

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

創立者出身地（鳥取県鳥取市・福井県鯖江市・山形県天童市）、キャン
パス所在地（千代田区・杉並区・中野区・川崎市）他全国多数。

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか
大学の知的資産の還元の場として、本学学生の人間力・コミュニケー
ション能力醸成の場として貴重な機会となっています。

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか
担当副学長（社会連携機構長）から学部長会他にて報告がなされてい
ます。

連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

原則として自治体様にご負担いただいておりますが、創立者出身地及
びキャンパス所在地につきましては、別途大学にても予算を計上してお
ります。担当部署は当部署です。

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

多くございますが、社会連携機構へのお問合せということで一本化をさ
せていただいております。

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施

9



　

質問 回答　　（明治大学）

8

9

10

11

12

13

14

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

現状修学上の扱いとはなりません。

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　事後報告書の提出、参加自治体との継続的な関わり。

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください 一例：お茶の水茗溪通り会「アートピクニック」他。

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか 健康寿命延伸等本学知的資産を活用でき、時宜に叶った内容。

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか 現状直近では地域連携事業ではございません。

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか
頻度は異なりますが、協定締結自治体とは定例会議を催すことを前提
としております。

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

学生が頻繁に参加しやすいキャンパス所在自治体、との連携を軸に、
創立者の創立理念を伝え、本学の知的資産を社会に還元でき、相互に
協力し合える事業の継続が想定されています。

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施

10



2016/12/01　調布市生涯学習交流推進課

1

2

3

4

5

6

　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（桐朋学園大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか
以前は広報課で担当していましたが、広報課がなくなったため現在は
「教学事務部」で担当しています。

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

連携という形ではありませんが、調布市とも関係がある木島平村や、本
学元理事長との関係で長野・南相木村での演奏会などを実施していま
す。

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか
施設等を利用させていただくなどの面や、広報的な意味ではメリットは
あると考えています。

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか 運営協議会という執行部のメンバーには報告しています。

連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

基本的には大学として負担することを考えていますが、予算も限られて
いるので何でもできるという訳ではありません。ある程度の成果等も求
められるので、規模によってはそれなりの対応しかできない部分もあり
ます。（「それに関する担当部署」というのは、どのような意味でしょう
か？費用負担の決裁権があるという意味？）
⇒意味に関して電話により説明し，聞き取りにて次のとおり市で追記
大学の基準以外での費用負担発生時などには，直接連携事業を実施
する部署が担当となって対応する

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施

11



　

質問 回答　　（桐朋学園大学）

7

8

9

10

11

12

13

14

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはありま
すか

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

修学上の扱いとはしていません。授業の発表などとして参加することが
可能な場合に限り、そのような扱いとしています。

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　その他

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください
仙川商店街で実施している夏祭りなどで協力する場面は（毎年ではあり
ませんが）あります。

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか
小学校や中学校での演奏（アウトリーチ）などの機会ができると良いと
いう声はあります。

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか ありません

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか ありません

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

昔に比べると大学も授業回数などの面で規制が多く、学事歴上でも余
裕がない状態です。その意味では、学外での各種活動は難しくなってき
ていると感じています。

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施

12



2016/12/01　調布市生涯学習交流推進課

1

2

3

4

5

6

7

　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（桐朋学園芸術短期大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか 短大教学課

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

現在授業（アウトリーチ）以外の行政との連携事業は調布市以外にない

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか 地域貢献の大切な柱となっている。

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか 周知している

連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

現在のところ、諸費用は発生していない。

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

今のところ、具体的にはない。

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施

13



　

質問 回答　　（桐朋学園芸術短期大学）

8

9

10

11

12

13

14

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

現在、修学上の扱いにはなっていない。

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください 商店街協同組合主催の祭り、市成人式へのパフォーマンス参加等

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか 教育委員会と連携して「アウトリーチ活動」（授業）を近隣でも広げたい。

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか 現在のところない。

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか 定例で行なっている。

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

学校の広報という観点などからもまだまだできることがあると思われる
が、時間や人的な面で厳しく具体的な案を現在のところ示すまでには
至ってない。

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施

14
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　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（白百合女子大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか 事務局長室

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

三鷹市

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか 地域の方に本学の研究内容を知っていただけること。

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか 一部周知している。

連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

これまで、参加する市民の方に費用を負担していただいたことはない。
今後についても、個々のケースによって検討する。

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

ある。

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施

15



　

質問 回答　　（白百合女子大学）

8

9

10

11

12

13

14

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

課外活動として任意で行うものとして扱う。

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください 該当なし

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか
本学の研究成果が地域の方のために生かせる連携。子育て支援、子
どものための支援、障がいのある子どもの支援等。

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか なし

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか ー

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

子育て支援をテーマに連携事業を拡大したい。調布市ＨＰや、調布子
育てサイトへの掲載等により広報も充実させたい。

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施

16



2016/12/01　調布市生涯学習交流推進課
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連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

持ち出しが発生する場合は、都度協議して決める。委託事業として受け
入れる場合の契約窓口は研究協力課。

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

特になし

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか 学生の課外活動の機会提供、大学の地域貢献、広報

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか 大学トピックス等への掲載を通じて周知

　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（東京外国語大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか 社会貢献マネジメント・オフィス（事務担当は総務企画課広報係）

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

府中市

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施

17



　

質問 回答　　（東京外国語大学）

8

9

10

11

12

13

14

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか 府中市とは年1回（6-7月頃）の協議会を開催

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください
近隣文化センターの文化祭への協力（学生サークル・留学生等の参
加、運営協力）

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

いいえ

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施

18
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　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（東京慈恵会医科大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか
行政と連携が必要な業務内容により、大学、病院等の各担当部署にて
調整して行う。

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

調布市と同様に協定書を締結している市区はございません。
大学や病院の実務で各行政と共催した取り組みを行っています。

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか 行政への協力や地域や市民への社会貢献の実施。

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか 調布市との連携協定事業関連は、関連資料を学内で回覧している。

連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

基本的な考え方について、現段階では具体化はされておりません。
経費が発生する場合は、予め協議し対応を決める事が求められると考
えます。

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

今の所はございません。

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施
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質問 回答　　（東京慈恵会医科大学）

8

9

10

11

12

13

14

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

現段階では、修学上の扱いにはなりません。

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください 病院主催の防災訓練等

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか 市民向けの公開講座、体験授業等

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか 今の所ございません。

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか 調布市と同様に協定書を締結している市区はございません。

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

地域貢献、社会貢献の視点で必要と考えます。
具体的な事業の提案は今の所ございません。

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施
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2016/12/01　調布市生涯学習交流推進課

1

2

3

4

5

6

　　　　　　　　　　　　　　※　回答入力の際，枠内の幅は適宜広げてください

質問 回答　　（ルーテル学院大学）

行政との連携事業等に関し，学内で調整を図る部署はどちらですか コミュニティ人材養成センター

行政との連携事業等に関し，調布市以外とはどこの市区と実施しています
か

三鷹市、小金井市、武蔵野市

連携している主な内容を次の中からお選びください。【複数選択可】
（□をクリック）

※　その他　地域で福祉活動を展開する住民の養成講座（地域福祉
ファシリテーター養成講座）の実施、教育委員会から学童・生徒の心理
検査を受託、中学生の職場体験受け入れ、三鷹ネットワーク大学

行政との連携は大学にとってどのようなメリットがありますか
大学の広報活動（大学の存在を地域に知っていただく）
学生の学びの場を広げる（インターンシップ・実習の受け入れ、学生の
地域活動の展開など）

連携事業等の結果はそれを教員にも周知していますか 周知している

連携事業等で発生する諸費用の負担に関し，大学側の基本となる考え方
について教えてください
また，それに関する担当部署はどちらですか

経費が発生する場合は自治体に負担していただいている。連携する事
業内容によって担当部署は異なる

行政との連携事業等に関する調査

この調査について）
現在，調布市生涯学習推進協議会において，平成２５～２７年度の生涯学習関連事業の振返り，検証を行っています。
大学と行政（調布市に限定せず）との連携事業等に関し，大学側から見た場合の課題などについてお伺いしたく実施す
るものです。

講演・講義の実施 各種委員への就任

インターンシップ

施設の貸出協力

学生の応援協力

催しの実施
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質問 回答　　（ルーテル学院大学）

7

8

9

10

11

12

13

14

行政との連携事業等に関して，教員サイドからの申し出，提案などはあり
ますか

特にない

学生が連携事業等に参加する場合は修学上の扱いとなりますか
また，修学上の扱いとする場合の条件を教えてください

ボランティア実習やインターンシップといった科目を履修している学生
が、その科目として参加した場合には、修学上の扱いとなりうる。その
場合はその科目の担当教員の了解が必要となる。

連携事業等に学生が参加する際に必要な条件等は何でしょうか【複数選
択可】
（□をクリック）

※　その他あれば※の後にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし入力を（この文は削除）

大学が近隣住民等と協力して実施している催しがあれば教えてください
地域の孤立を防ぐことを目的に、学食を月に１回開放して、地域住民と
学生とがランチを食べながら交流する「食ＤＥ絆」を実施している。

今後，行政と連携を進め（深め）たい分野，事業等はありますか 学生のインターンシップ・実習の受け入れ

御協力ありがとうございました

友好協力関係の締結を予定している市区はありますか 調布市のように公に締結をしている市はない

協力関係を締結している市区とは，定例会議などの場はありますか 公に締結は結んでいないが、事業ごとに定例の会議は実施している。

今後の行政との連携事業等の展望はどのようにお考えですか
また，具体的な提案などあれば教えてください

締結大学同士の連携がもっとはかれるとよい。単位交換制度や図書館
の相互利用など検討できれば。

交通費などの実費負担 保険の加入 期間・時間・場所

事前オリエンテーションの実施

22


	資料編　３参考資料　（３）行政との連携事業に関する調査（７大学集計）.pdf
	（３）１（電通大）
	（３）2（明治大学）
	（３）3-1（桐朋学園大学）
	（３）3-2（桐朋学園短大）
	（３）4（白百合大学）
	（３）5（東京外大）
	（３）6（慈恵大学）
	（３）7（ルーテル学院大学）

