
    ２８年度　六大学との連携事業一覧　【委員】    

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 委員 高齢者 放送大学
孤立ゼロプロジェクト
推進連絡会

孤立ゼロプロジェクト推進連絡会の
委員

6/29、2/9 60

2 委員 全区民 東京未来大学 足立区区民評価委員会 足立区区民評価委員会の委員
4/11、4/18、
8/31、10/19、
10/25、12/21

102

3 委員 全区民 東京未来大学
ビューティフル・ウィ
ンドウズ運動推進戦略
会議

足立区防犯専門アドバイザーとして
会議に出席

7/8、2/7 112

4 委員 小中学生 東京未来大学
「自転車盗難防止標語
（スローガン）」応募
作品審査

応募作品の審査 3月 1

5 委員 高齢者 東京未来大学
孤立ゼロプロジェクト
推進連絡会

孤立ゼロプロジェクト推進連絡会の
委員

6/29、2/9 60

6 委員 小中学生 東京未来大学 生物園教育利用研究会
生物園での環境教育プログラムの開
発を行う研究会の委員

2/8 14

7 委員 全区民 東京未来大学 建築紛争調停委員会 建築紛争調停委員会の委員

4/13、5/19、
6/28、8/23、
10/25、11/8、

1/24、3/7

27

8 委員 全区民 東京未来大学
公園施設指定管理者選
定等審査会

桜花亭指定管理者評価委員会の委員 7/12 6

9 委員 全区民 東京未来大学
公園施設指定管理者選
定等審査会

元渕江公園・生物園指定管理者評価
委員会の委員

7/21 7

10 委員 全区民 東京未来大学
公園施設指定管理者選
定等審査会

都市農業公園指定管理者選定審査会
及び評価委員会の委員

5/6
8/10
8/29

21

11 委員 幼児 東京未来大学
子ども施設指定管理者
選定等審査会

子ども施設指定管理者等選定会の委
員

8/4、9/2、
9/5、10/3、

11/11、12/9、
54

12 委員 小中学生 東京未来大学
特別支援教育における
就学支援委員会

就学支援委員会の委員 ６月～３月 52

13 委員 全区民 帝京科学大学
福祉施設指定管理者等
選定審査会

福祉施設指定管理者等選定会の委員 6/23、8/1、2/8 21

14 委員 全区民 帝京科学大学
福祉施設指定管理者等
評価委員会

福祉施設指定管理者等評価委員会の
委員

7/22、8/1、8/3 21

15 委員 全区民 帝京科学大学
福祉サービス苦情等解
決委員会

福祉サービス苦情等解決委員会の委
員

6/23、9/29、
12/8

18

16 委員 全区民 帝京科学大学
公園施設指定管理者選
定等審査会

元渕江公園・生物園指定管理者評価
委員会の委員

7/21 7

17 委員 小中学生 帝京科学大学
生物園指定管理者事業
生物園教育利用研究会

生物園での環境教育プログラムの開
発を行う研究会委員

2/8 14

18 委員 幼児 帝京科学大学
子ども施設指定管理者
選定等審査会

子ども施設指定管理者等選定審査会
の委員

8/4、9/2、
9/5、10/3、

11/11、12/9、
2/6、2/14

54

19 委員 全区民 東京電機大学 足立区区民評価委員会 足立区区民評価委員会の委員等。
4/11、4/18、
8/31、10/19、
10/25、12/21

102

20 委員 全区民 東京電機大学
足立ブランド認定推進
事業

推進協議会の委員及びブランド企業
認定の審査会の委員

4/20、
9/8、10/3、
11/9、3/27

34

21 委員 全区民 東京電機大学
足立ブランド認定推進
事業委託プロポーザル
選定委員会

足立ブランド認定推進事業委託プロ
ポーザル選定委員会の委員

1/13、2/13、
3/14

18

22 委員 全区民 東京電機大学

「足立区産業展示会」
開催に係る総合プロ
デュース等業務委託プ
ロポーザル選定委員会

「足立区産業展示会」開催に係る総
合プロデュース等業務委託プロポー
ザル選定委員会の委員

3/23 5

23 委員 全区民 東京電機大学
ニュービジネス支援事
業

ビジネスチャレンジコース(新規）
選考委員委員の委員

5/30、6/11 10

24 委員 全区民 東京電機大学
ニュービジネス支援事
業

ビジネスチャレンジコース(継続）
選考委員会の委員

4/28 6

25 委員 全区民 東京電機大学 環境審議会 環境審議会の委員
5/19、7/29、
9/7、10/14、
12/9、1/6

90

26 委員 全区民 9
環境審議会地球温暖化
対策専門部会

環境基本計画策定のための専門部会
の委員

4/14、5/17、
6/16

21

27 委員 全区民 東京電機大学
あだち再生館指定管理
者選定審査会

あだち再生館指定管理者選定審査会
の委員

9/27、10/3 12

1
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28 委員 全区民 東京電機大学
あだち再生館指定管理
者評価委員会

あだち再生館指定管理者評価委員会
の委員

9/14 5

29 委員 小中学生 東京電機大学
学校管理業務委託選定
委員会

学校管理業務委託事業者選定委員会
の委員

10/18、12/15、
12/16

27

30 委員 小中学生 文教大学
ギャラクシティ指定管
理者評価委員会

ギラクシティ指定管理者評価委員会
の委員

5/20、7/1、22 30

2


