
  ３０年度　六大学との連携事業一覧【その他】

本表の見方について

 足立区に開設･開学した時期が早い大学から掲載

 「主な対象者」（年齢を基準に区分） ①幼児 ②小中学生 ③高校生以上 ④高齢者 ⑤全区民 ⑥その他

※ 対象者が上記区分をまたがる場合、主な対象者を優先

事業
区分

主な対
象者

大学名 事業名 事業概要 実施日 参加者数

1 その他
高校生
以上

放送大学
勤労福祉サービスセン
ター事業　放送大学入
学金補助

ゆう会員が放送大学教養学部に入学した場合
に入学料を補助。

－ 7

2 その他 全区民 東京未来大学
学園祭における防災普
及啓発

学園祭内で、地震体験や家庭内備蓄の啓発等
を実施。

6/23 314

3 その他 小中学生 東京未来大学
居場所を兼ねた学習支
援

中学生等を対象とした「居場所を兼ねた学習
支援」の実施場所として、飛鳥未来高校綾瀬
キャンパスの教室を使用。平成３０年度末で
終了。

水・木・金・
土

1,529

4 その他 その他 東京未来大学
東京未来大学福祉専門
学校教育課程編成委員
会

東京未来大学福祉専門学校教育課程編成委員
会の委員に区職員が就任。

年2回 5

5 その他 その他 東京未来大学

東京未来大学福祉保育
専門学校における足立
区の保育士経済支援策
のＰＲ

東京未来大学福祉保育専門学校保育科の２年
生クラスの授業に赴き、足立区の保育士支援
制度（住居借上げ支援・奨学金返済支援）に
ついて説明・ＰＲを行う。

8/3 57

6 その他 その他 東京未来大学
大学生地域活動プラッ
トフォーム

大学生の区内企業見学ツアー・職業体験を実
施。

8～3月 87

7 その他 小中学生 帝京科学大学
足立区立小学校自然教
室指導補助員

小学校５、６年生の自然教室に随行する指導
補助員。

日光5～11月
鋸南5～2月

13

8 その他 その他 帝京科学大学
避難所運営訓練（大学
２号館）

帝京科学大学2号館を避難所とする町会・自
治会との訓練を実施。

11/25 80

9 その他 全区民 帝京科学大学
学園祭における防災普
及啓発

学園祭内で、地震体験や家庭内備蓄の啓発等
を実施。

10/27、10/28 540

10 その他 その他 帝京科学大学
生物園でのインターン
シップ

対象は、生物学や飼育を専門にしている学
生。キャリアアップのための実践的な飼育や
解説体験を実施。

2/17から７日
間

1

11 その他 その他 帝京科学大学 生物園での学芸員実習
博物館に必要な展示やプログラム作成に対す
る講習や、生物飼育など複合的な講習や体験
を実施。

8/24から10日
間

6

12 その他 その他 帝京科学大学 生物園による出張授業
対象は幼稚園、保育園の教員を目指す学生。
身近な生きものの飼い方として「チョウの飼
育体験」を実施。

7/24 40

13 その他 その他 帝京科学大学
都市農業公園での調
査・研究

「都市農業公園におけるホホバの生長促進並
びに塩耐性の検討」「都市農業公園における
キク科センボンヤリの花成形成の実態解明」
の調査・研究。

月１回程度 1

14 その他 その他 帝京科学大学
桑袋ビオトープ公園で
の調査・研究

「桑袋ビオトープ公園におけるクマムシの多
様性とアルカリ感受性の実態解明」の調査･
研究。

通年 10

15 その他 その他 帝京科学大学
桑袋ビオトープ公園で
の調査・研究

「桑袋ビオトープ公園におけるキク科外来植
物繁殖の実態解明」の調査・研究

通年 10

16 その他 その他 帝京科学大学
桑袋ビオトープ公園で
の実習

「園外活動先を選定する際の予行練習」を実
施。

10/26 8

17 その他 その他 帝京科学大学
桑袋ビオトープ公園で
の調査・研究

「桑袋ビオトープ公園ため池における総生産
量と群集呼吸量の代謝バランス」の調査・研
究。

通年 10

18 その他 その他 帝京科学大学
荒川ビジターセンター
等での実習

『環境野外実習』を実施。 4/17、5/29、
6/5

180

19 その他 その他 東京電機大学 避難所運営訓練
東京電機大学を避難所とする町会・自治会と
の訓練を実施。

11/18 168

20 その他 その他 東京電機大学
居場所を兼ねた学習支
援事業の効果検証調査

東京電機大学が実施する学習支援事業の効果
検証調査に区が協力（協力期間　2019年3月
～2021年3月）

3/1～3/31 1

21 その他 その他 文教大学
あだち広報11月10日号
「花畑特集」

2021年4月にキャンパスが開設される花畑地
域をテーマに11月10日号で特集記事掲載。１
年生の３人とともに、花畑の魅力的なスポッ
トを巡り、紹介した。

－ 3

22 その他 小中学生 文教大学
特別支援教育における
研究交流事業

研究交流事業として、研究学生受入校を募
集。教授、准教授による支援を要する児童の
行動観察・助言指導及び研究学生による週１
回の支援。受入校との合同会議・校内委員
会、全小中学校教員を対象に報告会を実施。

7月～3月 30

1



  ３０年度　六大学との連携事業一覧【その他】

事業
区分

主な対
象者

大学名 事業名 事業概要 実施日 参加者数

23 その他 その他

放送大学、東
京藝術大学、
東京未来大

学、帝京科学
大学、東京電

機大学

オウム真理教勧誘防止
チラシの配付

新入生を対象に、オウム真理教の注意喚起チ
ラシを配付し、若い世代の入信を防止する。

－ 3,440

24 その他 その他

東京藝術大
学、東京未来
大学、帝京科
学大学、東京

電機大学

足立区地域防災無線定
期交信訓練

設置している足立区地域防災無線の効率的な
運用と機器操作の習熟化。

毎月15日前後 48

25 その他 その他

東京藝術大
学、東京未来
大学、帝京科
学大学、東京
電機大学、文

教大学

障がい福祉センター主
催
大学生就職応援講座

大学生向け講座「自分の種（強み）を集めよ
う」の実施。

2/7 8

26 その他 その他
東京未来大

学、帝京科学
大学

イベントお任せ隊
しょうぶまつり等、区イベントのブースを運
営する。区内大学の学生もスタッフとして参
加。

－ 31

27 その他 その他
東京未来大

学、帝京科学
大学

文化・読書・スポーツ
計画策定に関する「区
民座談会」《若者世代
向け》

「文化・読書・スポーツを通じて、これから
の足立区を考える」をテーマに実施。区内大
学の学生も参加。

12/15 16

28 その他 その他

東京未来大
学、帝京科学
大学東京電機
大学、文教大

学

区内学習施設職員研修
「大学との事業連携づ
くり」

生涯学習センター主催。各大学の地域連携に
関わる職員が講師。

11/29 40

29 その他 その他
帝京科学大

学、文教大学
発達障がい等相談支援

発達障がい等相談支援体制構築に向けた大学
への事業説明等訪問。

12/21、3/5 7

2


