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 2021 年度武蔵野市、近隣地域の諸団体との連携事業  

 

１．武蔵野市との連携事業 

事業名 内容 提携先 

武蔵野地域自由大学 武蔵野市と武蔵野地域の 5大学（日本獣医生命科学大学・成蹊大学・亜細亜大学・東京女

子大学・武蔵野大学）が連携して継続的な生涯学習の機会を提供する仮想大学「武蔵野地

域自由大学」に参加し、各種講座を提供しています。 

2021年度は、以下の講座を開講しました。（本学教員担当講座のみ） 

・寄付講座 

 「未来を目指すものづくり技術～持続可能な国際目標（SDGs）の実現に向けて～」 

 前川佐理准教授、村上朝之教授、篠田心治教授、竹本雅憲准教授、小川隆申教授 

（理工学部）が担当しました。 

・五大学共同教養講座 

 「グローバル時代の英語」 

 小林めぐみ教授、藤田玲子教授、林千賀教授、エヴァンピーター教授（経営学部）が担

当しました。（オンライン開講） 

・五大学共同講演会 統一テーマ「多様性と調和～「学び」がつなぐ五つの輪～」 

 「地方再生／地方創生の現在」 

小田宏信教授（経済学部）が担当しました。（オンライン開講） 

・大学公開講座 

 西山隆行教授（法学部）、渋澤健客員教授が担当しました。 

※2021年度は全 2回の開催のため自由大学のポイントの付与はありません。 

 

・前期、後期いきいきセミナー「介護予防・認知症予防のために～脳を使ってからだを動

教育部生涯学習スポーツ

課 
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事業名 内容 提携先 

かす」 

 大久保洋子名誉教授が担当しました。 

武蔵野地域連携セミナー 本学教養カリキュラムの「武蔵野地域連携セミナー」では、 

前期：「おもてなし」のルーマニア語 

後期：吉祥寺ツアープログラム開発、ルーマニア語入門 

を実施しています。 

関口・コルネリア・ラルカ講師およびシェルブレア・ミハエラ講師のもと、おもてなしの

心を大切にしながら、ルーマニア語を学ぶことを通して長い歴史のあるルーマニアを多面

的に学び、光田剛教授（法学部）の指導のもと、武蔵野市住民・通勤者と武蔵野市を訪問

する人々双方の視点を意識してマッチングを図ったツアープログラムを開発しています。 

市民部多文化共生・交流課 

総合政策部企画調整課 

武蔵野市ごみゼロデー市内三駅周辺清

掃 

学生・教職員が参加予定だった武蔵野市主催の「ごみゼロデー市内三駅周辺清掃」はコロ

ナ禍の影響により中止となりました。 

環境部ごみ総合対策課 

「デート DV オンライン講座」 文学部の本山央子非常勤講師が担当する教養カリキュラム「人権とジェンダー」にて、「デ

ート DV オンライン講座」が開催されました。 

開催日：5 月 20 日 

武蔵野市立男女平等推進

センター 

土曜学校「成蹊大学ロボット教室」 武蔵野市在住・在学の小学生を対象に、大学の研究室でロボット技術に触れ、大学生と一

緒にロボット製作を体験できる「成蹊大学ロボット教室」はコロナ禍の影響により中止と

なりました。 

① 6 月 12日「ロボットのお話を聞いて、研究室をのぞいてみよう」  

② 6 月 19日「ロボットを作ろう」  

③ 6 月 26日「ロボットで遊ぼう」  

（すべて中止） 

武蔵野市教育委員会 

教育部生涯学習スポーツ

課 

武蔵野アール・ブリュット 2021 既成の表現法にとらわれず独自の方法と発想で制作された作品を展示する市民協働のア

ート展「武蔵野アール・ブリュット」に本学教員や学生ボランティアが協力しました。 

開催日：7月 17 日～7 月 21 日 

武蔵野市 

公益財団法人武蔵野文化

事業団 

武蔵野アール・ブリュット
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事業名 内容 提携先 

実行委員会 

市民部市民活動推進課 

夏休み親子講座「親子 deサイエンス」 

（小学校高学年向け講座） 

武蔵野市在住または在学の小学 4年生から 6年生の児童を対象に、親子で参加できる体験

型実験講座「親子 deサイエンス」はコロナ禍の影響で中止となりました。 

開催日：8月 21 日・22日（中止）  

武蔵野市教育委員会 

教育部生涯学習スポーツ

課 

夏休みジュニア水球 武蔵野生涯学習振興事業団主催の特別プログラム「夏休みジュニア水球」で、本学体育 

会水泳部の学生が子供たちに水球を教えました。 

開催日：8月 2日～8月 4日 

公益財団法人武蔵野生涯

学習振興事業団 

むさしのサイエンスフェスタ 身近な科学実験を通じて子どもたちの理科への関心や意欲を向上させることを目的とし 

た「むさしのサイエンスフェスタ」に、本学ボランティア本部 Uni.が参加しました。 

開催日：11 月 3 日 

教育部生涯学習スポーツ

課 

武蔵野市教育委員会 

むさしの環境フェスタ 市民・事業者・行政の協力のもと、子どもから大人まで楽しみながら広く環境について理

解を深めることを目的とし、今年度はオンラインによる情報配信と市内各所での展示を中

心としたポップアップイベントの二本立てで開催されました。本学サステナビリティ教育

研究センターが参加しています。 

開催日：2021年 11月 6日～2022年 3月 31日 

環境部環境政策課 

小学 5年・6 年生のための講座 

「地球温暖化とわたしたちの未来」 

本学サステナビリティ教育研究センターが武蔵野市在住・在学および成蹊小学校の 5・6年

生を対象とした、地球温暖化について学び体験して考えるイベントを開催しました。 

開催日：12月 11日 

武蔵野市教育委員会 

オフィス気象キャスター

株式会社 

Sports for All 水球 武蔵野市主催イベント「Sports for All 水球」が武蔵野温水プールで開催され、本学の

体育会水泳部が運営サポートを行いました。日本代表選手をお招きし、選手によるデモン

ストレーションや、アクアゲーム（簡易版水球）を通じた交流をしながら、参加者の子ど

もたちに水球の魅力を伝えました。 

開催日：10月 10日  

武蔵野市 

武蔵野市教育委員会 

公益財団法人武蔵野生涯

学習振興事業団 

公益財団法人日本水泳連
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事業名 内容 提携先 

 盟水球委員会 

季刊むさしの 武蔵野市の市政情報を紹介する「季刊むさしの」秋冬号に、高田昭彦名誉教授の寄稿文が

掲載されました。 

総合政策部秘書広報課 

コミュニティ構想 50周年記念シンポジ

ウム 

コミュニティ構想の理念やコミュニティづくりを振り返り、今後を展望するためのシンポ

ジウムに文学部の見城武秀教授がパネルディスカッションのコーディネーターとして登

壇しました。 

開催日：12月 19日 

武蔵野市市民部市民活動

推進課 

武蔵野市コミュニティ研

究連絡会 

第 73 回武蔵野市民体育祭馬術競技 

 

本年の武蔵野市民体育祭馬術競技大会は本学にて開催され、本学馬術部員も出場しまし

た。 

開催日：12月 25日（本学馬場にて） 

武蔵野市体育協会 

武蔵野市乗馬連盟 

馬とふれあい仲良くなろう 馬術に関心を持ってもらうことを目的とし、武蔵野市在住・通学の小学生を対象とした乗

馬体験教室が本学にて開催され、本学馬術部が協力しました。 

開催日：3月 6日 

公益財団法人武蔵野生涯

学習振興事業団 

馬のお世話がうまくなる！馬術部体験

入部 

武蔵野市在住・通学の中学生を対象とした乗馬体験教室が本学にて開催され、本学馬術部

が協力しました。 

開催日：3月 30 日 

武蔵野市教育委員会生涯

学習スポーツ課ふるさと

歴史館 

ボランティアの樹 東京 2020 オリンピック・パラリンピック等を、市民に自分事と感じてもらい、市民自ら

が盛り上がっていく機運を高めることを目的として行われた取り組み「ボランティアの樹

～わたしのチャレンジ～」における樹の絵のパネルの一つを、本学美術部が作成しました。 

総合政策部企画調整課 

災害等発生時における帰宅困難者等の

一時滞在に要する施設の提供に関する

協定書を締結 

災害等発生時において、帰宅が困難となった方や緊急に避難が必要となった方が一時的に

滞在等をするための施設の提供に、本学園が協力することになりました。 

締結日：9月 1日 

防災安全部防災課 
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２．近隣地域の諸団体との連携事業 

事業名 内容 提携先 

吉祥寺プロジェクト 

 

『武蔵野市の福祉作業施設における作業改善』 

障がい者による書類などの封入・菓子の箱詰め作業、米袋バッグ制作作業等を効率化し

正確性を向上させる道具を、理工学部の篠田心治教授の指導のもと学生が考案していま

す。本年度は、「ダイレクトメールの封緘と検数作業」について取り組みました。 

武蔵野福祉作業所 

 

（※）「吉祥寺プロジェクト」は本学理工学部システムデザイン学科と武蔵野市、地域

コミュニティによる、吉祥寺を舞台にした共同研究プロジェクト型授業です。 

地域が抱える問題について、理工学部ならではの工学的手法に基づき、学生自らのフィ

ールドワークによりデータを収集、解析し、解決策を提案します。 

 

プロジェクト型授業 文学部の槇原彩客員講師の指導のもと、学生が武蔵野文化事業団の施設を活用したアー

トプロジェクトを企画・実施することにより、武蔵野市における芸術文化活動の活性化

につなげることを目指します。企画は年度の後期、翌年度前期の実質 1 年間で行い、

2021～22 年度は「芸術を通した共生」をテーマとし、心身の障害をもつ人たちが参加す

る「身体を使ったパフォーマンス」のワークショップの企画・制作を予定しています。 

公益財団法人武蔵野文化

事業団 

 

（※）「プロジェクト型授業」は提携する企業や地域・行政から協力を要請された課題

に対して、学生が調査・分析・企画立案などを行う実践型の授業です。 

 

経済学部現代経済学科「実践ゼミナー

ル」 

経済学部現代経済学科の「実践ゼミナール B<3>」では 9月 9 日から 17 日のうちの 5日

間の日程で夏期集中講義が開講されました。 

舟木公一郎講師（非常勤）の武蔵野市緑町でのリノベーションまちづくりの実例を通し

て地域自治を学ぶことから始まり、公共空間活用の可能性を考え、フィールドワークと

してまちぐるみ公務店の野菜出張販売（官民連携プロジェクト＠UR 団地）やシェアキ

ッチン MIDOLINO_、公苑前プロジェクトを視察し、社会実験を計画しました。 

最終日に学生たちが計画した社会実験「敬老の日にありがとうをシェアしよう！ポスト

カードの販売と手作り体験のワークショップ」「コースター・しおり作り体験ワークシ

シェアキッチン MIDOLINO_ 

まちぐるみ公務店 

一般社団法人フラットデ

ザイン 
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ョップ」「LINEのお悩み相談」を実施しました。 

実施日：9月 17 日～17日（内 5日間） 

 経済学部現代経済学科の「実践ゼミナール B<1>」では井上元講師（非常勤）の指導のも

と、映像制作の基礎を実践的に学びながら、吉祥寺地域でのインタビューを軸とした映

像作品を制作しました。 

授業の前半では、撮影やインタビューの手法、編集ソフトでの編集方法など映像制作の

基本技術を学内で学び、後半は実際に吉祥寺の街へ出かけて取材撮影を行い、編集して

作品を完成させました。 

上映発表会：1月 12日（YouTube「吉祥寺テレビジョン」でも公開） 

株式会社 Planet Film 

吉祥寺テレビジョン 

文学部メディア・リテラシー演習 文学部開講科目「メディア・リテラシー演習」では今田絵里香教授の指導のもと株式会

社エフエムむさしの（前期）、西兼志教授の指導のもとむさしのみたか市民テレビ局株

式会社（後期）の協力を得て番組を制作しました。 

 

前期テーマ：『コロナ禍でつながる地域コミュニティ』を基調にした録音番組３つ、生

放送番組１つが放送されました。 

 録音番組①「ごはんでつながる地域の輪」 

 録音番組②「アートで繋がる地域コミュニティ」 

 録音番組③「あなたの居場所はどこですか？」 

 生放送番組「動いてみれば、変えられる！」 

放送日：7月 9日（むさしの FM、インターネットでも同時配信） 

 

後期テーマ：『新型コロナウイルス感染症と社会』をテーマに、4 つのグループが番組を

制作しました。 

① 『コロナ禍の経営難を乗り越えた「ママズダイナー」』 

② 『「失ってばかりではいられない！！ ～"かわいそう"な大学生がコロナ禍で得

たもの～」』 

③ 『どうして友だちがいるの？ 〜気になるあの子に聞いてみた〜』 

株式会社エフエムむさし

の 

NPO法人むさしのみたか市

民テレビ局 
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④ 『欅祭を取り戻せ！～奮闘する成蹊生～』 

発表会：1月 14 日 

放送日：2月 21 日～2 月 28 日（同日 YouTube チャンネルにも公開） 

（※）「メディア・リテラシー演習」は武蔵野・三鷹における地域情報発信団体（NPO法

人「むさしのみたか市民テレビ局」、株式会社「エフエムむさしの」）との協力で行う文学

部現代社会学科の実践型科目です。 

「映像作品」、「ラジオ番組」を制作し、完成した作品を地元CATV局、インターネット、

地元コミュニティ FM局を通じて実際に地域へと発信していきます。 

 

武蔵野地域研究 高田昭彦名誉教授の指導のもと、例年は武蔵野市役所や市民団体の方々から地域の

問題への取り組みの現状について講義を受け、その活動に直接参加し、生きた知識

を身につける授業を実施していますが、本年度はコロナ禍の影響で、過去に講義を

うけた諸団体の事業を紹介し、その活動内容を議論・考察する形式に変更して実施

しています。それと並行して、当該市民団体の方をお招きし学生たちの疑問や質問

にお答えいただきました。 

けやきコミュニティ協議

会 

みかづき子ども食堂事務

局 

NPO法人武蔵野すこやか 

むさしの市民エネルギー 

テンミリオンハウスふら

っと・きたまち 

子育てひろば・みずきっこ 

作ろう！みんなのジモト

Wa-shoiパートナーシップ 

シェアキッチン MIDOLINO_ 

吉祥寺南町コミュニティ

協議会 

わんぱく相撲武蔵野場所 本学職員と学生がボランティアとして協力する予定であった武蔵野青年会議所主催の

「わんぱく相撲武蔵野場所」は、コロナ禍の影響で中止となりました。 

開催日：5月 16 日（本館前広場・南体育館にて）（中止） 

武蔵野青年会議所 

Zoomボランティアが教える Zoom講座 ボランティアセンター武蔵野内の事務所で行われた Zoom 講座に成蹊大学ボランティア本部

Uni.が協力しました。 

ボランティアセンター武

蔵野 
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開催日：7月 21日、7月 31日 

吉祥寺ふれあい夏祭り 本学学生や職員がイベント運営や音楽演奏、模擬店出店に参加予定であった「吉祥寺ふれあい

夏祭り」はコロナ禍の影響で中止となりました。 

吉祥寺公園通り商店会 

吉祥寺大正通り商店会 

フードパントリー 本学ボランティア支援センター登録団体の RootSeikei が、NPO 法人こどもプロジェク

トが主催する活動において、広報等の準備や当日の運営などに協力しました。 

開催日：毎月 3 金曜日（稀に変更あり） 

NPO法人こどもプロジェク

トン 

 

吉祥寺秋祭り 本学職員と学生ボランティアが正門前の休憩所で参加者応対する予定だった「吉祥寺秋

祭り」は、コロナ禍の影響で中止となりました。 

開催日：9月 15 日（中止） 

五日市街道親交会 

吉祥寺ハロウィンフェスタ 2021 吉祥寺駅近隣で開催される母と子のためのハロウィンイベントに、本学学生ボランティ

ア本部 Uni.が参加しました。今回はコロナ禍の影響で、オンラインとリアルの併用に

よる開催となりました。 

開催日：10月 1 日～10月 31 日 

NPO法人プレシャスネット 

武蔵野市 

吉祥寺活性化協議会 

一般財団法人武蔵野市開

発公社 

第 20 回むさしのあったかまつり 武蔵野市在住・在勤の障がい者が主役となって楽しみ、市民の方々の障がいに関する理

解を深める機会として開催されるイベントに、本学学生ボランティア本部 Uni.が参加

する予定でしたが、コロナ禍の影響で今年度も中止(再延期) となりました。 

社会福祉法人武蔵野 

武蔵野市 

武蔵野市民社会福祉協議

会 

第 15 回 TAMACOM 

 

 

多摩地域で活動する企業や団体、大学、地元行政の懇親および情報交換のためのイベン

トである第 15回 TAMACOMがオンライン開催されました。 

このイベントは三鷹商工会・三鷹 ICT 事業者協会、武蔵野商工会議所サービス業部会 

ICT研究会の主催、成蹊大学の共催として開催されています。 

今回のテーマは～東京多摩エリアから始める これからのライフスタイル～で、異業種

異分野の方々が行うショートプレゼンがライブ配信され、プレゼンターと参加者がオン

ラインで交流しました。 

開催日：12月 9 日（オンライン開催） 

 

三鷹商工会・三鷹 ICT 事業

者協会 

武蔵野商工会議所サービ

ス業部会 ICT研究会 

株式会社まちづくり三鷹 
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文学部コミュニティ演習 2021年度のコミュニティ演習では、文学部の澁谷智子教授の指導のもと、「メンタルに

不調を感じる親を持つ子どもへの支援」をテーマとし、支援団体、当事者団体、精神科

医、看護師、主任児童委員、子ども食堂、教育関係者などにお話を伺い、地域の支え合

いがどのように行なわれているかを学びました。 

成果発表会：7月 12日 

 

みかづき子ども食堂 

精神に障害がある人の配

偶者・パートナーの支援を

考える会 

NPO法人ミュー 

（※）コミュニティ演習は、地域社会との結びつきを継続的に強化していくことを目的

とした文学部現代社会学科の演習科目です。 

武蔵野市との包括的連携協定に基づく取り組みの一環として展開されています。 

 

座学「雑学大学」 

 

三鷹市西部地区住民協議会事業 座学「雑学大学」で、理工学部の池上敦子教授が「幸

せな未来のために考えたいこと!!」というテーマで講演を行いました。 

開催日：1月 24 日 

三鷹市西部地区住民協議

会 

小学校でのタグラグビーの指導 本学ラグビーフットボール部は、横河武蔵野アトラスターズと共同で市内の公立小学校

にてタグラグビーの指導を行っています。 

横河武蔵野アトラスター

ズ（旧・横河電機ラグビー

フットボール部） 

成蹊ラガークラブ 100 周年記念イベン

ト「近隣ラグビースクール交流戦・学校

散策会」 

成蹊ラガークラブ 100 周年記念事業の一環として、地元の武蔵野ラグビースクールと

杉並ラグビースクールの小学生を対象としたラグビー教室・交流戦などのイベントを

開催し、本学ラグビーフットボール部員とＯＢが協力しました。 

開催日：7月 11 日（本学けやきグラウンドにて） 

武蔵野ラグビースクール 

ぐーぐーひろばオンラインゆめはかせ

とあそぼう！ 

NPO法人ぐーぐーぐらぶのオンラインイベントゆかはかせとあそぼう！に、本学ボラ

ンティア本部 Uni.のプロジェクトチーム「ゆめはかせ」が企画から参加しました。 

開催日：1月 22 日 

NPO法人ぐーぐーくらぶ 

小金井市市民講座 公民館東分館市民講座「方丈記と徒然草を学ぶ」 

浅見和彦名誉教授が講師を務めました。 

開催日：1月 14 日・21日・28日 

小金井市 
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※ 成蹊大学はルーマニアのホストタウンである武蔵野市にキャンパスを構え、大学としても交流事業を立ち上げていますが、今年度はその延長線上

で下記の活動に参加しました。 

 

ボランティアトークサロン「ボランテ

ィア保険＆地域のボラセン」 

本学ボランティア支援センターが運用しているボラセンチャンネル（本学学生・教職

員に限定して映像資料をアーカイブ配信）におけるトークサロンのゲストに、ボラン

ティア支援センター武蔵野の三藤和寛センター長にお越しいただきました。 

内容：ボランティア保険＆地域のボラセン 

配信日：5月 28 日～ 

社会福祉法人武蔵野市民

社会福祉協議会ボランテ

ィアセンター武蔵野 

ボランティアトークサロン「武蔵野市

環境啓発施設「エコ reゾート」の紹

介」 

本学ボランティア支援センターが運用しているボラセンチャンネル（本学学生・教職

員に限定して映像資料をアーカイブ配信）におけるトークサロンのゲストに、環境啓

発施設コーディネーターの神村美里氏にご出演いただきました。 

内容：武蔵野市環境啓発施設「エコ re ゾート」の紹介 

配信日：6月 17 日～ 

武蔵野市環境政策課 

災害救援ボランティア講座 本学ボランティア支援センター主催の第 2 回災害救援ボランティア講座に、武蔵野市

防災課主事 松盛宏隆氏とボランティアセンター武蔵野 センター長 三藤和寛氏に講師

としてご出演いただきました。 

開催日：8月 27 日（Webライブ配信） 

武蔵野市防災課 

社会福祉協議会ボランテ

ィアセンター武蔵野 

   

事業名 内容 提携先 

NHK「世界を応援しよう！」キャンペー

ン応援動画 

NHKの「世界を応援しよう！」キャンペーンの応援動画に成蹊大学ルーマニア交流事業が

参加しました。プロジェクトリーダーの竹内敬子教授とルーマニアのパラリンピックアス

リートへオンラインインタビューを行った学生スタッフ、ルーマニアの民族楽器であるパ

ンフルートの練習に励む学生スタッフ、パンフルート活動の講師でプロ奏者の櫻岡史子先

生が取材を受けました。 
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３．武蔵野市並びに近隣地域の委員会、審議会等への参加 

事業名 内容 提携先 

武蔵野市個人情報保護審議会 個人情報を保護しその公正な運用を図るため、市長の諮問に応じ審議を行う審議会に法

学部の浅羽隆史教授が会長として参加しています。 

（委員任期：2019年 7月 1日～2021年 6月 30 日） 

武蔵野市市民部 

市民活動推進課 

読売新聞記事掲載 読売新聞の「エール from ホストタウン」という全国のホストタウンと参加国との結び

つきを紹介する記事に、ルーマニア交流事業に関する内容が掲載されました。プロジェク

トリーダーの竹内敬子教授とルーマニアのパラリンピックアスリートへオンラインイン

タビューを行った学生スタッフが取材を受けました。 

掲載日：7月 8日夕刊 

 

第 2回さくらりパンフルート発表会 本学のルーマニア交流事業の学生スタッフが、民族楽器であるパンフルートの発表会に出

演し、成果を発表しました。 

開催日：7月 24 日（豊洲シビックセンターホールにて） 

 

日本ルーマニアパンフル

ート協会 

ルーマニア人パラアスリート代表選手

とのオンライン交流会 

武蔵野市の主催によるルーマニア人パラアスリート代表選手とのオンライン交流会 

が開催され、本学のルーマニア交流事業メンバーの学生が 2名参加しました。 

開催日：8月 28 日 

武蔵野市市民部多文化共

生・交流課 

東京 2020オリンピック・パラリンピッ

ク ルーマニアの選手たちへの応援動

画 

武蔵野市からルーマニア選手団へ向けた応援動画「Hai Romania!ホストタウンムサシノ応

援動画」に応援指導部チアリーダー部とルーマニア交流事業の学生たちが参加しました。 

武蔵野市市民部多文化共

生・交流課 

パンフルートクリスマスコンサート 本学のルーマニア交流事業の学生スタッフが、パンフルートクリスマスコンサートを本館

大講堂にて開催しました。新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、対面及び LIVE 配信

のハイブリッド型で行いました。 

開催日：12月 13日 

日本ルーマニアパンフル

ート協会 
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事業名 内容 提携先 

武蔵野市情報公開委員会 情報公開の推進に関する事項について審議する委員会に渡邉一衛名誉教授が委員長と

して参加しています。 

（委員任期：2019年 12月 6 日～2021年 12月 5日） 

武蔵野市市民部 

市民活動推進課 

武蔵野市第 11期、第 12期環境市民会

議 

市の環境の保全に関する基本的事項を調査・審議するための常設の会議に理工学部の

小川隆申教授が委員として参加しています。 

（委員任期：第 11 期 2020年 1月 1 日～2021年 12月 31 日、第 12期 2022 年 1月 1日

～2023年 12月 31日） 

武蔵野市環境部 

環境政策課 

武蔵野市環境啓発施設運営会議 環境啓発施設「むさしのエコ re ゾート」の施設運営の在り方や主要なプログラムなど

について、全市的な視点で協議するとともに、施設の評価・検証を行う会議に法学部の

光田剛教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2021年 5 月～2023年 6月 30日まで） 

武蔵野市環境部 

環境政策課 

武蔵野市廃棄物に関する市民会議 武蔵野市における資源再利用、廃棄物発生抑制・減量などを協議する会議に、経営学部

の田口誠教授が副委員長として参加しています。 

（委員任期：2020年 2月 6日～2024年 2月 5日） 

武蔵野市環境部 

ごみ総合対策課 

武蔵野市ごみ減量資源化推進事業者認

定表彰委員会 

ごみの発生抑制や分別・資源化等に取り組む事業者を「武蔵野市ごみ減量資源化推進事

業者（Eco パートナー）」として認定、表彰する委員会に、経営学部の田口誠教授が委員

として参加しています。 

（委員任期：2021年 1 月～2022年 3月 31日） 

武蔵野市環境部 

ごみ総合対策課 

武蔵野市環境浄化審議会 市内の良好な風俗環境等を確保するため、学識経験者等により環境浄化に関する事項に

ついて調査・審議する会に、経済学部の小田宏信教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2020年 4月 1日～2023年 12月 19日まで） 

武蔵野市防災安全部 

安全対策課 

武蔵野市健康福祉総合計画・地域共生

社会推進会議 

武蔵野市健康福祉総合計画事業の執行状況等に関する意見交換のための会議に文学部

の渡邉大輔教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2021年 4月 1日～20224年 3月 31日） 

武蔵野市健康福祉部 

地域支援課 

武蔵野市地域包括ケア推進協議会 地域包括支援センターおよび地域密着型サービスの適切な運営を図り、生活支援体制の 武蔵野市健康福祉部 
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事業名 内容 提携先 

整備・地域包括ケア推進について審議する協議会に、文学部の渡邉大輔教授が委員とし

て参加しています。(委員任期：2021年 4月 1日～2024年 3月 31 日) 

高齢者支援課 

武蔵野市シニア支え合いポイント制度

推進協議会 

65 歳以上の市民を対象とした、協力施設・団体が定めた活動への参加でポイントを獲

得し寄付やギフト券等に還元することができる制度を推進する協議会に文学部の渡邉

大輔教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2021年 3月 30 日～2023年 3 月 29日） 

武蔵野市健康福祉部 

地域支援課 

第 5期武蔵野市子どもプラン推進地域

協議会 

子どもの保護者その他子ども子育て支援に係る当事者の意見聴取の場である協議会に

文学部の見城武秀教授が副会長として参加しています。 

（委員任期：2019年 7月 27 日～2021年 7 月 26日） 

武蔵野市子ども家庭部 

子ども政策課 

武蔵野市子どもの権利に関する条例検

討委員会 

武蔵野市子どもの権利に関する条例の制定について検討を行う委員会に文学部の澁谷

智子教授が副委員長として参加しています。 

(委員任期：2021年 5月 27日～2023年 3月 31 日) 

武蔵野市子ども家庭部 

子ども子育て支援課 

第二期武蔵野市市民活動促進基本計画

策定委員会 

令和 4 年度以降の市民活動の促進および在り方に関する市の目標及び方針を示すこと

を目的とした委員会に文学部の見城武秀教授が委員として参加しています。 

(委員任期：2021年 4月 27日～2022年 3月 31 日) 

武蔵野市市民部 

市民活動推進課 

武蔵野市特定非営利活動法人補助金審

査会 

武蔵野市に事務所を置く NPO 法人に対する補助金交付をサポートする審査会に文学部

の川村陶子教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2021年 4月 1日～2022年 3月 31 日） 

武蔵野市市民部 

市民活動推進課 

武蔵野市下水道総合計画見直し及び下

水道事業経営の在り方等検討委員会 

武蔵野市下水道総合計画（2018）の見直しと健全な下水道事業経営の在り方等を一体的

に検討する委員会に、経済学部の井出多加子教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2021年 1月 1日～2023年 3月 31 日） 

武蔵野市環境部下水道課 

武蔵野市教育委員会 渡邉一衛名誉教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2019年 4月 1日～2023年 3月 31 日） 

武蔵野市教育委員会 

（武蔵野市教育部教育企

画課） 

武蔵野市社会教育委員 法学部の光田剛教授が社会教育委員として参加しています。 武蔵野市教育委員会 
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事業名 内容 提携先 

（委員任期：2020年 4月 1日～2022年 3月 31 日） （武蔵野市教育部生涯学

習スポーツ課） 

武蔵野市学校・家庭・地域の協働体制検

討委員会委員 

文学部の文学部の渡邉大輔教授が副委員長として参加しています。 

（委員任期：2021年 10月 13 日～2023 年 3月 31 日） 

武蔵野市教育委員会 

（教育部指導課） 

武蔵野市行政不服審査会 法学部の原昌登教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2020年 4月 1日～2022年 3月 31 日） 

武蔵野市市民部 

市民活動推進課 

武蔵野市テンミリオンハウス事業採

択・評価委員会 

地域の人材・建物等の社会資源を活用し、地域の実情に応じた福祉活動を実施する「テ

ンミリオンハウス事業」の採択・評価委員会に、文学部の澁谷智子教授が委員として参

加しています。 

（委員任期：2018年 10月 1 日～2021年 9 月 30日） 

武蔵野市健康福祉部 

高齢者支援課 

東京 2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会等に向けた武蔵野市実行委

員会 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた様々な取り組みを市民と共

に推進し、将来に活かすために設置された実行委員会に副委員長として本学の北川浩学

長が、各種分科会委員として境広志教授（法学部）・光田剛教授（法学部）・竹内敬子教

授（文学部）、熊崎和宏課長（学生支援事務室）が参加しています。 

（委員任期：～2022年 3月 31 日） 

武蔵野市統合政策部 

企画調整課 

武蔵野アール・ブリュット 2021実行委

員会 

既成の表現法にとらわれず、独自の方法と発想で市民協働によって作り上げるアート展

「武蔵野アート・ブリュット」の実行委員会に、文学部の川村陶子教授が委員として参

加しています。 

（委員任期：2021年 4月 1日～2022年 3月 31 日） 

武蔵野市市民部 

市民活動推進課 

 

公益財団法人武蔵野文化事業団定時評

議員会 

武蔵野市民の文化・福祉の向上を図り、地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与

することを目的として設立された武蔵野文化事業団の定時評議員会に、文学部の川村陶

子教授が評議員として参加しています。 

（委員任期：2019年 6月 17 日～2023年 6 月 30日） 

公益財団法人武蔵野文化

事業団 

MIA（公益財団法人武蔵野市国際協会）

評議員会・理事会 

地域での国際交流を通して、生活者としての外国人をサポートしながら、多文化共生社

会の実現に向けて各種事業に取り組んでいる MIA に、国際教育センター所長の遠藤不比

MIA（公益財団法人武蔵野

市国際協会） 



15 

事業名 内容 提携先 

人教授が評議員として、同センターの松尾隆課長が理事として参加しています。 

株式会社ジェイコム武蔵野三鷹放送番

組審議会 

文学部の見城武秀教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2021年 4月 1日～2022年 3月 31 日） 

 

株式会社ジェイコム武蔵

野三鷹 

NPO法人むさしのみたか市民テレビ局 

番組審議会 

文学部の見城武秀教授が委員として参加しています。 

（委員任期：2021年 4月 1日～2022年 3月 31 日） 

NPO法人むさしのみたか市

民テレビ局 

武蔵野市スポーツ推進委員 経済学部の学生（1 名）が委員として参加しています。 

（委員任期：2020年 4月 1日～2022年 3月 31 日） 

武蔵野市教育部 

生涯学習スポーツ課 

三鷹まちづくり総合研究所 まちづく

り研究員事業 

文学部の小林盾教授が審査員・アドバイザーとして参加しています。 

（任期：2021年 4月 1 日～2022年 3月 31日） 

三鷹市 

NPO法人三鷹ネットワーク

大学推進機構 

 


