
平成20年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

包括協定記念事業
「明るく生き生き　子育て達人に　第３
回みずほ台キャンパス地域連携フォー
ラム」

市と大学の共催により、次世代育成に関する基調講演
とシンポジウムを行う。

市長による基調講演、市教
育委員長等によるシンポジ
ウム

－ 政策財務課

富士見市記念日式典事業
市政に功労顕著な方々を表彰するため、4月10日の富
士見市記念日に式典を行う。

淑徳大学出身者団体による
和太鼓パフォーマンス

淑徳大学出身者団体 総務課

男女共同参画推進事業
《男女共同参画社会確立協議会》

男女共同参画社会確立協議会等において、第3次男女
共同参画社会確立のための富士見市行動計画を検討・
策定する（20年度調査～22年度計画策定）。

男女共同参画社会確立協議
会への委員としての参画

国際コミュニケーション学部文化
コミュニケーション学科
小西　淑子　教授

協働推進課

国際交流事業
国籍に関わらず様々な文化を理解し、交流を楽しむ場と
して、国際交流関連団体や近隣大学留学生と連携し、
国際交流フォーラムを開催する。

発表者や事業協力者として
の留学生の参画

国際コミュニケーション学部の留
学生

協働推進課
生涯学習課

障害者計画策定事業
《地域自立支援協議会》

地域自立支援協議会等において、障害者支援計画を検
討・策定する。

地域自立支援協議会への委
員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
米村　美奈　准教授

障害福祉課

次世代育成支援行動計画策定事業
《こども家庭福祉審議会》

こども家庭福祉審議会等において次世代育成支援行動
計画（後期計画）を検討・策定する（20年度調査、21年
度計画策定）。

①平成20年度調査にあたっ
ての調査項目の検討
②こども家庭福祉審議会へ
の委員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
①境　忠宏　教授
②藤森　雄介　准教授

子育て支援課

教育委員会事務事業評価 教育委員会の事務事業に対する評価を行う。
学識経験者として評価に参
画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
矢島　健三　特任教授

教育総務課



平成21年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

計画行政推進事業
＜第３期行政経営戦略会議＞

行政経営戦略会議（平成21～22年度任期）を設置し、市
の今後の中長期的な重点課題とその具体的な戦略など
について議論する（22年度は休止）。

行政経営戦略会議への委員
（代表）としての参画

学長特別補佐、国際コミュニ
ケーション学部人間環境学科
境　忠宏　教授

政策財務課

計画行政推進事業
＜第5次基本構想策定ふじみ市民会
議＞

ふじみ市民会議等において、第5次基本構想を検討・策
定する。

市民会議への委員としての
参画

国際コミュニケーション学部の学
生2名

政策財務課

男女共同参画推進事業
《男女共同参画社会確立協議会》

男女共同参画社会確立協議会等において、第3次男女
共同参画社会確立のための富士見市行動計画を検討・
策定する（20年度調査～22年度計画策定）。

男女共同参画社会確立協議
会への委員としての参画

国際コミュニケーション学部文化
コミュニケーション学科
小西　淑子　教授

協働推進課

国際交流事業
国籍に関わらず様々な文化を理解し、交流を楽しむ場と
して、国際交流関連団体や近隣大学留学生と連携し、
国際交流フォーラムを開催する。

発表者や事業協力者として
の留学生の参画

国際コミュニケーション学部の留
学生

協働推進課
生涯学習課

地域自立支援事業
《地域自立支援協議会》

地域自立支援協議会において、相談支援事業の適切
な運営や地域の障がい福祉に関する連携体制の構築
に向けて協議を行う。

地域自立支援協議会への委
員としての参画
研修会講師

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
米村　美奈　准教授

障害福祉課

次世代育成支援行動計画策定事業
《こども家庭福祉審議会》

こども家庭福祉審議会等において次世代育成支援行動
計画（後期計画）を検討・策定する（20年度調査、21年
度計画策定）。

こども家庭福祉審議会への
委員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
藤森　雄介　准教授

子育て支援課

教育委員会事務事業評価 教育委員会の事務事業に対する評価を行う。
学識経験者として評価に参
画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
矢島　健三　特任教授

教育総務課

公の施設の指定管理者調査委員会
（中央図書館・ふじみ野分館）

図書館への指定管理者制度導入にあたり、調査委員会
において候補者の調査を行う。

調査委員会への委員として
の参画

学長特別補佐、国際コミュニ
ケーション学部人間環境学科
境　忠宏　教授

生涯学習課



平成22年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

みずほ台キャンパス地域連携フォーラ
ム「地球温暖化防止に地域でどう取り
組むか」

温暖化防止をテーマに基調報告とパネルディスカッショ
ンを行う。

パネルディスカッションへの
参加（市環境課長）

－ 環境課

計画行政推進事業
《第5次基本構想策定ふじみ市民会
議》

ふじみ市民会議等において、第5次基本構想を検討・策
定する。

市民会議への委員としての
参画

国際コミュニケーション学部の学
生2名

政策財務課

男女共同参画推進事業
《男女共同参画社会確立協議会》

男女共同参画社会確立協議会等において、第3次男女
共同参画社会確立のための富士見市行動計画を検討・
策定する（20年度調査～22年度計画策定）。

男女共同参画社会確立協議
会への委員としての参画

国際コミュニケーション学部文化
コミュニケーション学科
小西　淑子　教授

協働推進課

地域自立支援事業
《地域自立支援協議会》

地域自立支援協議会において、相談支援事業の適切
な運営や地域の障がい福祉に関する連携体制の構築
に向けて協議を行う。

地域自立支援協議会への委
員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
米村　美奈　准教授

障害福祉課

次世代育成支援行動計画策定事業
《こども家庭福祉審議会》

こども家庭福祉審議会において、次世代育成支援行動
計画（後期計画）の進捗状況の評価や提案等を行う。

こども家庭福祉審議会への
委員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
藤森　雄介　准教授

子育て支援課

公の施設の指定管理者調査委員会
（児童館、ふじみ野保育園、放課後児
童クラブ）

指定管理者導入・更新にあたり、調査委員会において
候補者の調査を行う（①児童館、②ふじみ野保育園、③
放課後児童クラブ）

調査委員会への委員として
の参画

①国際コミュニケーション学部人
間環境学科
矢島　健三　特任教授
②③国際コミュニケーション学部
人間環境学科
藤森　雄介　准教授

子育て支援課

教育委員会事務事業評価 教育委員会の事務事業に対する評価を行う。
学識経験者として評価に参
画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
矢島　健三　特任教授

教育総務課

富士見市市民人材バンク
地域やグループで行う学習やスポーツなどの様々な活
動に対して指導・協力していただける方を登録し、その
情報提供を行う。

大学との情報交換 － 生涯学習課

富士見市民大学
ＮＰＯ法人への委託により、富士見市民大学を開催し、
市民への学習機会を提供する。

市民大学企画懇談会へのオ
ブザーバーとしての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
横山　裕道　教授

鶴瀬公民館



平成23年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

次世代育成支援行動計画策定事業
《こども家庭福祉審議会》

こども家庭福祉審議会において、次世代育成支援行動
計画（後期計画）の進捗状況の評価や提案等を行う。

こども家庭福祉審議会への
委員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
藤森　雄介　准教授

子育て支援課

地域自立支援事業
《地域自立支援協議会》

地域自立支援協議会において、相談支援事業の適切
な運営や地域の障がい福祉に関する連携体制の構築
に向けて協議を行う。

地域自立支援協議会への委
員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
米村　美奈　准教授

障がい福祉課

教育委員会事務事業評価 教育委員会の事務事業に対する評価を行う。
学識経験者として評価に参
画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
矢島　健三　特任教授

教育政策課

公の施設の指定管理者選定委員会
（ガーデンビーチ）

ガーデンビーチの指定管理者更新にあたり、選定委員
会において候補者の調査を行う。

選定委員会への委員として
の参画

国際コミュニケーション学部経営
コミュニケーション学科
山田　仁志　准教授

生涯学習課

富士見市市民人材バンク
地域やグループで行う学習やスポーツなどの様々な活
動に対して指導・協力していただける方を登録し、その
情報提供を行う。

大学との情報交換 － 生涯学習課

富士見市民大学
ＮＰＯ法人への委託により、富士見市民大学を開催し、
市民への学習機会を提供する。

市民大学企画懇談会へのオ
ブザーバーとしての参画

国際コミュニケーション学部
横山　裕道　客員教授

鶴瀬公民館



平成24年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

次世代育成支援行動計画策定事業
《こども家庭福祉審議会》

こども家庭福祉審議会において、次世代育成支援行動
計画（後期計画）の進捗状況の評価や提案等を行う。

こども家庭福祉審議会への
委員としての参画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
藤森　雄介　准教授

子育て支援課

地域自立支援事業
《地域自立支援協議会》

地域自立支援協議会において、相談支援事業の適切
な運営や地域の障がい福祉に関する連携体制の構築
に向けて協議を行う。

地域自立支援協議会への委
員としての参画

－ 障がい福祉課

教育委員会事務事業点検・評価 教育委員会の事務事業に対する評価を行う。
学識経験者として評価に参
画

国際コミュニケーション学部人間
環境学科
矢島　健三　特任教授

教育政策課

富士見市市民人材バンク
地域やグループで行う学習やスポーツなどの様々な活
動に対して指導・協力していただける方を登録し、その
情報提供を行う。

大学との情報交換 － 生涯学習課

富士見市民大学
ＮＰＯ法人への委託により、富士見市民大学を開催し、
市民への学習機会を提供する。

市民大学企画懇談会へのオ
ブザーバーとしての参画

国際コミュニケーション学部
横山　裕道　客員教授

鶴瀬公民館

子ども大学☆ふじみ

大学・市民団体・企業による子ども大学ふじみ実行委員
会により運営し、その教育資源を活用しながら、子ども
の学ぶ力や生きる力をはぐくみ、向上させる機会とし
て、子ども大学☆ふじみを開催する。

子ども大学☆ふじみ実行委
員会への参加、講義、学生
によるボランティア等

経営学部
　岩村 沢也教授
国際コミュニケーション学部
　西田 俊夫教授
　大西 頼子教授
　宮川 葉子教授

生涯学習課

環境審議会
環境に関する基本的事項について、市長から諮問され
た事項や環境施策の実施状況等について、調査及び審
議を行い、市長に答申や提言を行う。

環境審議会の委員として、
環境施策の調査及び審議、
提言をいただく

国際コミュニケーション学部　人
間環境学科
松原 健司教授

環境課



平成25年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

地域自立支援事業
《地域自立支援協議会》

地域自立支援協議会において、相談支援事業の適切
な運営や地域の障がい福祉に関する連携体制の構築
に向けて協議を行う。

地域自立支援協議会への委
員としての参画

－ 障がい福祉課

教育委員会事務事業評価 教育委員会の事務事業に対する評価を行う。
学識経験者として評価に参
画

淑徳大学埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

教育政策課

子ども大学☆ふじみ
市と地域の大学、企業、ＮＰＯ、県が連携して、子ども大
学ふじみ実行委員会を組織し、子どもの知的好奇心を
刺激する学びの機会を提供する。

講師、実行委員会委員とし
ての参画

経営学部観光経営学科
　　岩村沢也　教授
国際コミュニケーション学部　文
化コミュニケーション学科
　　宮川葉子　教授
人間環境学科
　　西田俊夫　教授

生涯学習課

富士見市市民人材バンク
地域やグループで行う学習やスポーツなどの様々な活
動に対して指導・協力していただける方を登録し、その
情報提供を行う。

大学との情報交換 － 生涯学習課

富士見市民大学
ＮＰＯ法人への委託により、富士見市民大学を開催し、
市民への学習機会を提供する。

講師や市民大学企画懇談会
へのオブザーバーとしての
参画

国際コミュニケーション学部
横山　裕道　客員教授

鶴瀬公民館

環境審議会
環境に関する基本的事項について、市長から諮問され
た事項や環境施策の実施状況等について、調査及び審
議を行い、市長に答申や提言を行う。

環境審議会の委員として、
環境施策の調査及び審議、
提言

教育学部子ども教育学科
松原 健司教授

環境課

社会教育委員会議
社会教育に関する諸計画の立案や、青少年教育に関
する事項、教育委員会からの諮問などへの意見の提
出、社会教育関係団体等への助言などを行う。

社会教育委員会議の委員と
して参画

経営学部観光経営学科
岩村沢也　教授

生涯学習課



平成26年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

地域自立支援事業
《地域自立支援協議会》

地域自立支援協議会において、相談支援事業の適切
な運営や地域の障がい福祉に関する連携体制の構築
に向けて協議を行う。

地域自立支援協議会への委
員としての参画

－ 障がい福祉課

教育委員会事務事業評価 教育委員会の事務事業に対する評価を行う。
学識経験者として評価に参
画

－ 教育政策課

子ども大学☆ふじみ
市と地域の大学、企業、ＮＰＯ、県が連携して、子ども大
学ふじみ実行委員会を組織し、子どもの知的好奇心を
刺激する学びの機会を提供する。

講師、実行委員会委員とし
ての参画

経営学部観光経営学科
　　岩村　沢也　教授
国際コミュニケーション学部　文
化コミュニケーション学科
　　宮川　葉子　教授
人間環境学科
　　西田　俊夫　教授

生涯学習課

富士見市市民人材バンク
地域やグループで行う学習やスポーツなどの様々な活
動に対して指導・協力していただける方を登録し、その
情報提供を行う。

大学との情報交換 － 生涯学習課

富士見市民大学
ＮＰＯ法人への委託により、富士見市民大学を開催し、
市民への学習機会を提供する。

講師や市民大学企画懇談会
へのオブザーバーとしての
参画

国際コミュニケーション学部
横山　裕道　客員教授

鶴瀬公民館

環境審議会
環境に関する基本的事項について、市長から諮問され
た事項や環境施策の実施状況等について、調査及び審
議を行い、市長に答申や提言を行う。

環境審議会の委員として、
環境施策の調査及び審議、
提言

教育学部子ども教育学科
松原　健司教授

環境課

社会教育委員会議
社会教育に関する諸計画の立案や、青少年教育に関
する事項、教育委員会からの諮問などへの意見の提
出、社会教育関係団体等への助言などを行う。

社会教育委員会議の委員と
して参画

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授

生涯学習課

通室生支援事業
教育相談室内の適応指導教室に通う市内不登校児童
生徒に対して、通室生指導員が行っている学校復帰及
び社会的自立に向けた指導・支援を補助する。

学生ボランティアの確保 － 教育相談室

生涯学習推進市民懇談会
市の生涯学習を推進するにあたり、生涯学習推進基本
計画の推進等、広く市民の意見を求める

学識経験者として、専門的な
知見から、ご意見をいただ
く。

淑徳大学埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

地域文化振興課
生涯学習課



平成27年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

子ども大学☆ふじみ
市と地域の大学、企業、ＮＰＯ、県が連携して、子ども大
学ふじみ実行委員会を組織し、子どもの知的好奇心を
刺激する学びの機会を提供する。

子ども大学の実行委員長と
しての参加及び講義の講師

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授
教育学部子ども教育学科
西田　俊夫　教授

生涯学習課

環境審議会
環境に関する基本的事項について、市長から諮問され
た事項や環境施策の実施状況等について、調査及び審
議を行い、市長に答申や提言を行う。

環境審議会の委員として、
環境施策の調査及び審議、
提言

国際コミュニケーション学部
横山　裕道 客員教授

環境課

社会教育委員会議
社会教育に関する諸計画の立案や、青少年教育に関
する事項、教育委員会からの諮問などへの意見の提
出、社会教育関係団体等への助言などを行う。

社会教育委員会議の委員と
して参画

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授

生涯学習課

生涯学習推進市民懇談会
市の生涯学習を推進するにあたり、生涯学習推進基本
計画の推進等、広く市民の意見を求める。

専門的な知見からご意見を
いただく。

淑徳大学埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

地域文化振興課
生涯学習課

子どもスポーツ大学☆ふじみ
大学・市民団体・企業による実行委員会により運営し、
その教育資源を活用しながら、子どもの学ぶ力や生き
る力を育み、向上させる機会として開催する。

子ども大学☆ふじみ実行委
員会への参加、講義の講
師、学生によるボランティア
等協力

経営学部観光経営学科
岩村沢也　教授
国際コミュニケーション学部人間
環境学科
西田俊夫　教授
卓球部監督　呉光憲先生

生涯学習課

子育て応援プログラム

教育的学習ボランティア（幼児教育コース）
幼稚園、保育園、認定こども園の教育・保育補助。子ど
もたちの変化を観察したり、配慮を要する乳幼児の支援
など教職員の手伝いをしながら学ぶ。

幼稚園、保育園、認定こども
園の教育・保育補助（学生ボ
ランティア）

保育士養成支援センター
松家　まきこ　特任教員
保育士養成支援センター
沢田　由美子　特任教員

保育課

針ケ谷コミュニティセンター指定管理者
候補者審査委員会

指定管理候補者の選定にあたり、透明性を確保すると
ともに専門的見地から検討を行うために、外部委員を登
用し、候補者の選定を行う。

指定管理者選定委員
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部人間環境
学科社会福祉コース
小倉　常明　准教授

鶴瀬西交流セン
ター

実技教科スキルアップ 学生による実技教科の学習等の支援、補助
小学校における実技教科の
指導の支援、補助

淑徳大学　特任教員
矢島　健三　先生

学校教育課

補習授業協力
児童生徒にきめ細やかな学習指導を行い、児童生徒の
「確かな学力」の定着を図る。

長期休業期間等における補
習授業の支援・協力

淑徳大学　特任教員
矢島　健三　先生

学校教育課

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦
略審議会

まち・ひと・しごと創生総合戦略を総合的かつ計画的に
推進するため審議会を設置し、総合戦略の策定及び検
証を行う。

審議会委員

コミュニティ政策学部
鏡　諭　教授
経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授

政策企画課

事務事業評価
事務事業の見直し・検証を通じて、より効果的・効率的
な業務執行につなげるとともに、市民サービスの更なる
向上を図る。

事務事業評価の外部評価
コミュニティ政策学部
鏡　諭　教授

政策企画課



平成28年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力内容 担当教授等 担当課

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦
略審議会

まち・ひと・しごと創生総合戦略を総合的かつ計画的に
推進するため審議会を設置し、総合戦略の検証を行う。

審議会委員

コミュニティ政策学部
鏡　諭　教授
経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授

政策企画課

生涯学習推進市民懇談会
市の生涯学習を推進するにあたり、生涯学習推進基本
計画の推進等、広く市民の意見を求める。

生涯学習市民懇談会委員
淑徳大学埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

地域文化振興課
生涯学習課

環境審議会

環境に関する基本的事項について、市長から諮問され
た事項や環境施策の実施状況、地球温暖化対策実行
計画（事務事業編）の推進等について、調査及び審議を
行い、市長に答申や提言を行う。

環境審議会委員
人文学部表現学科
横山　裕道　教授

環境課

子育て支援プログラム

教育的学習ボランティア（幼児教育コース）
幼稚園、保育園、認定こども園の教育・保育補助。子ど
もたちの変化を観察したり、配慮を要する乳幼児の支援
など教職員の手伝いをしながら学ぶ。

①子育て支援センターまつ
り、②ひなまつり会＆おたの
しみ会での舞台出演

大谷　和代　特任教員
沢田　由美子　特任教員
佐野　政基　特任教員

保育課

子ども大学☆ふじみ
地域の大学や市民活動団体等との連携のもとに、その
教育資源を活用しながら、子どもの興味を引き出し、想
像力の創造学習や体験学習を実施する。

実行委員長

講義の講師

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授
教育学部こども教育学科
加藤　尚裕　教授

生涯学習課

子どもスポーツ大学☆ふじみ
地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、社会
人、大学生等スポーツで活躍する選手等を講師として
招き、講座を通じて「心」「技」「体」を学んでいく。

実行委員長

講義の講師

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授
淑徳大学卓球部
鄭　日永　先生

生涯学習課

社会教育委員会議
社会教育に関する諸計画の立案や、青少年教育に関
する事項、教育委員会からの諮問などへの意見の提
出、社会教育関係団体等への助言などを行う。

委員（学識経験）
経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授

生涯学習課

学校教育振興事業

【①実技教科スキルアップ】書写や音楽、保健・体育、図
画工作、家庭科の授業における学習等を支援し、学習
の充実を図るとともに、実技教科における児童の技能
の定着を図る。
【②補習授業協力】長期休業中等に児童生徒への補習
学習の支援を行う。

小学校における実技教科の
指導の支援、補助

長期休業中の児童生徒の補
習学習への支援

淑徳大学埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

学校教育課

通室生支援事業
教育相談室内の適応指導教室に通う市内不登校児童
生徒に対して、通室生指導員が行っている学校復帰及
び社会的自立に向けた指導・支援を補助する。

市内不登校児童生徒に対し
ての、学習補助、運動等レク
リエーション補助等

淑徳大学埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

教育相談室



平成29年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力事項 担当教授等 担当課

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦
略審議会

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会におい
て、富士見市創生総合戦略の検証を行う。

富士見市まち・ひと・しごと創
生総合戦略審議会委員

コミュニティ政策学部
コミュニティ政策学科
鏡　諭　教授
経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

政策企画課

青年の家跡地等整備推進会議
青年の家跡地の活用、びん沼自然公園の活用、川の国
埼玉はつらつプロジェクトの整備内容などに関する事項
について意見交換を行う。

青年の家跡地等整備推進会
議への参加

経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

政策企画課

環境審議会
環境審議会の委員（学識経験者）として環境施策の調
査、審議及び提言を行う。
第2次富士見市環境基本計画中間見直しを行う。

環境審議会委員
人文学部表現学科
横山　裕道　客員教授

環境課

子育て応援プログラム

教育的学習ボランティア（幼児教育コース）
幼稚園、保育園、認定こども園の教育・保育補助を行
う。子どもたちの変化を観察したり、配慮を要する乳幼
児の支援など教職員の手伝いをしたりしながら学ぶ。

市立子育て支援センターで
の事業協力

埼玉キャンパス
教員・保育士養成支援センター
沢田　由美子　特任教員
齋藤　葉子　特任教員

保育課

子ども大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもとに、その
教育資源を活用しながら、子どもの興味を引き出し、想
像力の創造学習や体験学習を実施する。子どもの育成
に地域、学校及び行政が連携して取り組む。

実行委員長
講義
学生スタッフの協力

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授
教育学部
藤田　佳子　教授

生涯学習課

子どもスポーツ大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、社会
人、大学生等スポーツで活躍する選手等を講師として
招き、講座を通じて「心」「技」「体」を学ぶ。

実行委員長
講義
学生スタッフの協力

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授
卓球部監督
鄭　日永　氏

生涯学習課

社会教育委員会議
社会教育に関し教育委員会に助言するため、社会教育
に関する調査研究を行い、意見を述べる会議を開催す
る。

社会教育委員会議委員
経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授
教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課

生涯学習推進市民懇談会
市の生涯学習を推進するに当たり、生涯学習推進基本
計画に基づく取り組み等について、広く市民の意見を求
める。

生涯学習推進市民懇談会委
員

埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

地域文化振興課
生涯学習課

学校教育振興事業

「実技教科スキルアップ」
書写や音楽、保健・体育、図画工作、家庭科の授業に
おける学習等を支援し、学習の充実を図るとともに、実
技教科における児童の技能の定着を図る。
「補習授業協力」
長期休業中等に児童生徒への補習学習の支援を行う。

学校における実技教科の指
導の支援、補助

長期休業中の児童生徒の補
習学習への支援

埼玉キャンパス
矢島　健三　特任教員

学校教育課



平成30年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力事項 担当教授等 担当課

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦
略審議会

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会におい
て、富士見市創生総合戦略の検証を行う。

富士見市まち・ひと・しごと創
生総合戦略審議会委員

コミュニティ政策学部
コミュニティ政策学科
鏡　諭　教授
経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

政策企画課

青年の家跡地等整備推進会議
青年の家跡地の活用、びん沼自然公園の活用、川の国
埼玉はつらつプロジェクトの整備内容などに関する事項
について意見交換を行う。

青年の家跡地等整備推進会
議への参加

経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

政策企画課

子育て支援プログラム

教育的学習ボランティア（幼児教育コース）
幼稚園、保育園、認定こども園の教育・保育補助を行
う。子どもたちの変化を観察したり、配慮を要する乳幼
児の支援など教職員の手伝いをしながら学ぶ。

市立子育て支援センターで
の事業協力

埼玉キャンパス
教員・保育士養成支援センター
沢田　由美子　特任教員
梅原　晴美　特任教員
安田　真紀子　特任教員
前島　由美子　特任教員

保育課

子ども大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもとに、その
教育資源を活用しながら、子どもの興味を引き出し、想
像力の創造学習や体験学習を実施する。子どもの育成
に地域、学校及び行政が連携して取り組む。

実行委員長
講義
学生スタッフの協力

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課

子どもスポーツ大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、社会
人、大学生等スポーツで活躍する選手等を講師として
招き、講座を通じて「心」「技」「体」を学ぶ。

実行委員長
講義
学生スタッフの協力

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授
卓球部監督
鄭　日永　氏

生涯学習課

社会教育委員会議
社会教育に関する諸計画の立案や青少年教育に関す
る事項、教育委員会からの諮問などへの意見の提出、
社会教育関係団体等への助言などを行う。

社会教育委員会議委員
教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課

学校教育振興事業

「実技指導協力」
音楽、図画工作、体育、家庭科の学習指導の充実を図
り、実技教科における児童の技能の向上を図る。
「補習授業協力」
長期休業中等に児童生徒への補習学習の支援を行う。

学校における実技教科の指
導の支援、補助

長期休業中の児童生徒の補
習学習への支援

埼玉キャンパス
内田　弘　特任教員

学校教育課



令和元年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力事項 担当教授等 担当課

経済センサス―基礎調査事業 令和元年度に実施される経済センサス―基礎調査につ
いて、埼玉県知事より委嘱された非常勤の地方公務員
の統計調査員として調査活動を行うもの。

経済センサス―基礎調査
調査員

経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

総務課

富士見市まち・ひと・しごと創
生総合戦略審議会

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会におい
て、富士見市キラリと輝く創生総合戦略の検証を行うも
の。

富士見市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略審議会
委員

コミュニティ政策学部
コミュニティ政策学科
鏡　諭　教授
経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

政策企画課

公共施設マネジメント啓発マン
ガ

市内の公共施設に係る課題を、幅広い世代の方々と共
有し、公共施設マネジメントの必要性を理解してもらうた
め、マンガを取り入れたパンフレットの作成

漫画パンフレット作成 人文学部　表現学科　白寄
まゆみ　教授

管財課

子育て支援プログラム

教育的学習ボランティア（幼児教育コース）
市子育て支援センター主催の乳幼児向け各種事業へ
の協力。子どもたちの変化の観察や、乳幼児の支援な
ど、教職員の手伝いをしながら学ぶもの。

市立子育て支援センターで
の事業協力

埼玉キャンパス
教員・保育士養成支援セン
ター
大谷和代特任教員
梅原晴美特任教員

保育課子育て
支援センター

青年の家跡地等整備推進会議
青年の家跡地の活用、びん沼自然公園の活用、川の国
埼玉はつらつプロジェクトの整備内容などに関する事項
について市民との意見交換を行うもの。

第６回青年の家跡地等整
備推進会議への参加

経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

まちづくり推
進課

子ども大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、その教
育資源を活用しながら、子どもの知的好奇心を育み、自
ら学び考える子どもの育成に寄与することを目的に、地
域・学校・行政が連携して取り組むもの。

実行委員長
講義
学生スタッフの協力

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課

子どもスポーツ大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、社会
人、大学生等スポーツで活躍する選手等を講師として
招き、講座を通じて「心」「技」「体」を学ぶ。

実行委員長
講義
学生スタッフの協力

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課



社会教育委員会議
社会教育に関する諸計画の立案や青少年教育に関す
る事項、教育委員会からの諮問などへの意見の提出、
社会教育関係団体等への助言などを行う。

社会教育委員会議委員
教育学部こども教育学科
髙橋　敏　教授

生涯学習課

学校教育振興事業
（補習授業協力者）

富士見市内の児童生徒にきめ細やかな学習指導を行う
一環として、市内小中学校における補習授業の学習指
導を補助する「補習授業協力者」を募集し、児童生徒の
「確かな学力」の定着を図るもの。

学校における実技教科の指
導の支援、補助

長期休業中の児童生徒の補
習学習への支援

埼玉キャンパス
長谷川　孝子　特任教員

学校教育課

学校教育振興事業
（実技指導協力員）

豊かな情操や感性をはぐくむための音楽や図画工作、
生涯にわたって運動に親しむための体力や技能の向上
を目指した体育、将来自立した生活を送るために必要
な家庭科の学習指導を充実させるとともに、市内の小
学校に通う全ての子どもたちの技能の向上を図るもの。

学校における実技教科の指
導の支援、補助

長期休業中の児童生徒の補
習学習への支援

埼玉キャンパス
長谷川　孝子　特任教員

学校教育課

第46回富士見市子どもフェス
ティバル

子どもたちが、異なる年齢の子どもたちや地域の大人
たちと、遊びなどの体験を通して交流を深める場とする
とともに、「ふるさと富士見」の意識を高めることをねらい
として開催する。

第46回富士見市子ども
フェスティバル　イベン
ト補助

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

鶴瀬公民館

ピースフェスティバル2019
富士見市非核平和都市宣言の理念に基づき、平和に
ついて考える機会として開催する。平和展示、愛と平和
のコンサート、キッズ＆若者ライブ、平和をテーマにした
市民演劇、模擬店、昔の遊び体験等

ピースフェスティバル
2019
体験部会　昔の遊び補助

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

鶴瀬公民館



令和２年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力事項 担当教授等 担当課

富士見市まち・ひと・しごと創生総
合戦略審議会

富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会におい
て、富士見市キラリと輝く創生総合戦略の検証を行うも
の。

富士見市まち・ひと・しご
と創生総合戦略審議会委員

コミュニティ政策学部
コミュニティ政策学科
鏡　諭　教授

経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

政策企画課

青年の家跡地等整備推進会議
青年の家跡地の活用、びん沼自然公園の活用、川の国
埼玉はつらつプロジェクトの整備内容などに関する事項
について市民との意見交換を行うもの。

第７回青年の家跡地等整備
推進会議への参加

経営学部観光経営学科
岩村 沢也　教授

まちづくり推進
課

社会教育委員会議
社会教育に関する諸計画の立案や青少年教育に関す
る事項、教育委員会からの諮問などへの意見の提出、
社会教育関係団体等への助言などを行う。

社会教育委員会議委員
教育学部こども教育学科
蘇武　伸吾　教授

生涯学習課

子ども大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、その教
育資源を活用しながら、子どもの知的好奇心を育み、自
ら学び考える子どもの育成に寄与することを目的に、地
域・学校・行政が連携して取り組むもの。

実行委員長
【講座実施は新型コロナウイ
ルスの影響により中止】

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課

子どもスポーツ大学☆ふじみ
地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、社会
人、大学生等スポーツで活躍する選手等を講師として
招き、講座を通じて「心」「技」「体」を学ぶ。

実行委員長
【講座実施は新型コロナウイ
ルスの影響により中止】

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課

学校教育振興事業
（補習授業協力者）

富士見市内の児童生徒にきめ細やかな学習指導を行う
一環として、市内小中学校における補習授業の学習指
導を補助する「補習授業協力者」を募集し、児童生徒の
「確かな学力」の定着を図るもの。

学校における実技教科の指
導の支援、補助

長期休業中の児童生徒の補
習学習への支援

教員・保育士養成支援セン
ター
内田　弘　特任教授

学校教育課

学校教育振興事業
（実技指導協力員）

豊かな情操や感性をはぐくむための音楽や図画工作、
生涯にわたって運動に親しむための体力や技能の向上
を目指した体育、将来自立した生活を送るために必要
な家庭科の学習指導を充実させるとともに、市内の小
学校に通う全ての子どもたちの技能の向上を図るもの。

学校における実技教科の指
導の支援、補助

教員・保育士養成支援セン
ター
内田　弘　特任教授

学校教育課

※新型コロナウイルス感染症の影響により、未実施となった事業は掲載していません。



令和３年度　　淑徳大学との連携協力事業

事業名 事業概要 連携協力事項 担当教授等 担当課

富士見市総合計画等審議会
富士見市総合計画等審議会において、富士見市第6次
基本構想第1期基本計画及び第2期富士見市キラリと輝
く創生総合戦略に関する事項を調査審議するもの。

富士見市総合計画等審議会
会長

コミュニティ政策学部
コミュニティ政策学科
鏡　諭　教授

政策企画課

富士見市びん沼川河川利用調整協議
会
※青年の家跡地等整備推進会議から
移行

青年の家跡地、びん沼自然公園、びん沼川の活用方策
について意見交換を行うもの。

富士見市びん沼川河川利用
調整協議会のアドバイザー

経営学部観光経営学科
岩村　沢也　教授

まちづくり推進
課

社会教育委員会議
社会教育委員会議において、社会教育に関する諸計画
の立案や、教育委員会の諮問に対して調査審議するも
の。

社会教育委員
教育学部こども教育学科
蘇武　伸吾　教授

生涯学習課

子ども大学☆ふじみ

地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、その教
育資源を活用しながら、子どもの知的好奇心を育み、自
ら学び考える子どもの育成に寄与することを目的に取り
組むもの。

・実行委員長
・学生スタッフの協力

教育学部こども教育学科
岡野　雅一　教授

生涯学習課

子どもスポーツ大学☆ふじみ
地域の大学や市民活動団体等との連携のもと、子ども
たちがスポーツの楽しさを実感する機会を作るととも
に、子どもたちの心身の健全な育成につなげるもの。

・実行委員長
・学生スタッフの協力

教育学部こども教育学科
岡野 雅一 教授

文化・スポーツ
振興課

子ども文化芸術大学☆ふじみ

子どもたちの豊かな感性や創造性、表現力を育むこと
を目的とし、子どもたちに優れた文化芸術に触れること
ができる機会を提供、ワークショップ形式の講義により、
家庭や学校ではすることができない体験をしてもらうも
の。

学生スタッフの協力
教育学部こども教育学科
岡野 雅一 教授

文化・スポーツ
振興課

学校教育振興事業
（補習授業協力者）

児童生徒にきめ細やかな学習指導を行う一環として、
市内小中学校における補習授業の学習指導を補助す
る補習授業協力者を募集し、児童生徒の確かな学力の
定着を図るもの。

・学校における実技教科の
指導の支援、補助
・長期休業中の児童生徒の
補習学習への支援

教員・保育士養成支援
センター
内田　弘　特任教授

学校教育課

学校教育振興事業
（実技指導協力員）

豊かな情操や感性をはぐくむための音楽や図画工作、
生涯にわたって運動に親しむための体力や技能の向上
を目指した体育、将来自立した生活を送るために必要
な家庭科等の学習指導を充実させるとともに、市内の
小学校に通うすべての子どもたちの技能の向上を図る
もの。

学校における実技教科の指
導の支援、補助

教員・保育士養成支援
センター
内田　弘　特任教授

学校教育課

※新型コロナウイルス感染症の影響により、未実施となった事業は掲載していません。


