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学生の地域貢献について

大学名 学生の地域貢献について 市との取組で期待すること

埼玉大学

　地域に開かれた大学を目指し、大学が持つ資源を地域が抱える諸問題の発見・解決のために積極的に活用
する考えから、学生の自主的な社会参加を応援している。
　学生が地域を学ぶ、あるいは地域から学ぶことは重要な教育機会と考えている。
　なお、本学では社会活動に顕著な功績があった学生には、学長表彰を行うこととしている。

　市の関係機関、各種団体などと大学の間に入り、学生の社会参加意欲と地域のニーズとのマッチングを図
ることにより相互交流を促進するためのネットワークを構築すること、及び地域貢献活動を行う過程で生じ
た諸課題を通じて、これからの地域貢献の在り方について意見交換の場を設けること。
　また、地域に役立った活動等については、他の地域でも参考となるものが多いと思われるため、幅広い情
報発信を行うこと。

埼玉県立大学

　本学では、保健・医療・福祉の「連携と統合」を基本理念に掲げ、育成した人材を地域社会に輩出し、地
域住民の方々の保健・医療・福祉を支えることを使命としている。教育研究の成果を積極的に社会に還元
し、地域社会の課題解決と地域活力の創造に貢献することを基本目標に掲げるなど、地域に根ざした（地域
に愛され、頼りにされる魅力的な大学づくりを目指した）大学運営を展開している。
　そうしたことから、学生に対しても、サークルやボランティア活動のサポート、自治会との調整や連絡会
議の開催など、学生が地域の社会活動に自発的に参加し貢献できるような支援を行っている。昨年度の学生
の主な地域貢献活動としては、津波被害地でのがれき撤去等復興支援活動、大学近隣の武里団地での健康体
力作り教室の実施や入居学生による地域住民とのコミュニティづくりなどが挙げられる。

　本学の専門領域である保健・医療・福祉の分野における活動の場の設定。また、他大学を含む幅広い交流
の機会の提供。
　さらに、武里団地の例にあるように、高齢化が進む大規模団地における学生の支援なども今後考えられ
る。

浦和大学

　本学学生の地域貢献は、次のようなものであるべきであると考えている。
①本学の教育活動に密接に関係があり、本学の教育目標の達成に有効なもの。
②本学の公認するクラブ・サークル活動に密接に関係があり、クラブ・サークル活動を活性化させ、その活
動目標の達成に有効なもの。

　本学の教育目標の達成に有効で、かつ地域の活性化にも有効なものを企画し実行していくこと。

共栄大学
　学生が地域に根ざした様々な活動をすることは、大学の授業だけでは得られない貴重な体験を積むことが
出来るので、積極的に関わることを進めたい。ただし、地域貢献活動を学生に理解させないと、中途半端に
しまうことが心配である。

　学生が自主的に地域貢献活動が出来るように、本来は教員が指導することが望ましいが、多くの場合直接
指導することが難しいため、行政が積極的な指導体制を整え、学生の混乱が無いような取組みを検討しても
らいたい。

芝浦工業大学

　本学の建学の精神に「社会に学び社会に貢献する実践型技術者の育成」を掲げているとおり、本学学生の
地域貢献にも積極的に参画していくことを奨励しています。また、地域貢献に積極的に係わることも人材育
成の手段の一つでもあると考えています。
このような学生活動を支援するために、「学生プロジェクト」と呼ばれる制度があります。学生からの自主
的な計画に対して、審査の上、予算をつけております。http://www.shibaura-
it.ac.jp/campuslife/activity/project/を参照ください。本年度の選考結果が出ております。

　工科系単科大学ではありますが、様々な地域貢献が可能であると考えています。これまでも、学生サーク
ルによる地域清掃や地域の小学生等を対象とした工作教室（「ペットボトルロケット工作教室」「ロボット
工作教室」等）の実施や、各研究室の学生が参加して地元企業との共同研究を行う等の活動を行っていま
す。
今後は、本学のもつ多様なシーズと地域ニーズをマッチングさせる仕組みを構築していただき、地域ニーズ
に関する情報提供を多くいただけたらありがたいと思います。
また、さいたま市は、若者から高齢者までバランスよく人口が分布していると考えられ、学生のプロジェク
トに対して一緒に活動する市民の参加に市が協力して頂けることに期待致します。

聖学院大学

　一般的に、学生時代は視野が広がる時期であり、自分の身の回りよりも日本全体や世界に目を向け始める
時期である。一方で、ごみのポイ捨てなど、地域に対して迷惑をかけている。このような学生にとって、自
分の足元を見つめ直すことも重要であり、地域に関わることにより「世間」を広げることが重要な時期でも
ある。
地域には様々な問題、課題があり、それらに取組むことは教室での学びを深めることにつながるとともに、
さらなる学びの必要性の認識や学びのテーマの発見にもなる。加えて、社会経験にもなる。
ただし、学生は一般に「貢献」ということばを出すと躊躇する可能性があるので、まずは地域との関わり合
いを持つことから始めることが現実的である。「貢献」は結果として得られるものと考える。

　地域に貢献するための知識と社会経験を十分に有している学生は稀である。このことを踏まえて、学生の
希望や提案に対して、一緒に実現可能性を考え、学生が地域貢献に一層励むように接していただきたい。
昨年11月に開催された学生政策提案フォーラムにおいて、清水市長からは学生に対して感謝のことばと前向
きの発言を頂いたが、残念ながら担当課職員のコメントには、いくつかネガティブな表現が含まれていた。
まだ成長過程にある学生のモチベーションを高める方向でのご対応を心より願い、また期待する。
また、学生が地域との関わりを持つため、市民活動サポートセンターと連携して、プログラムを提供してい
ただけるとありがたい。

日本大学法学部

　法学教育は、社会の生理学と病理学を体系的に習得し、社会を正常に活力あるものとして支えていく人材
を育成することを目的としており、学生が地域が抱える諸問題の発見とその解決に向けて、地域の人々と協
力しながら行う活動を支援している。特に学生サークルにおいては、千代田区における「地域安全運動」に
おいて、老人を対象とした振り込め詐欺防止教室で寸劇を行い、被害防止を訴える活動を継続的に行ってい
る。また、ペットボトルのキャップを回収し、発展途上国などにワクチンを届ける活動。町を自主的に清掃
し、花を植えるなど地域の美化に貢献している。学部としては、これらの活動に対して、特に顕著な功績の
あった団体を学部長賞を授与することとしている。

　日本大学法学部は、さいたま市に運動場施設を有するものの、授業は千代田区三崎町において行っている
ため、学生がさいたま市の地域貢献に協力できる機会は限られている。そのような中でも、昨年開催された
「学生政策提案フォーラム」は、学生の教育・研究を発表する場として与えられたことは有意義であったと
考える。今後も、引き続き参加したいと考えている。また、さいたま市が学生の参加を希望する事業につい
て、引き続き、学生参加の可能性を検討したいと考えている。

人間総合科学大学

　本学は、通信制のみの生涯学習型大学として開学した経緯から、そもそも学生の地域貢献という観点から
すると積極的ではなかった。
しかしながら、健康栄養学科（管理栄養士養成）を開設、漸く4期生を輩出するまでとなり、また医療系新学
部も設置し、通学制の学生の増加に伴い
地域に貢献するということもさることながら、大学というコミュニティ以外の老若男女と接する機会を持つ
ことは、学生の成長の面でも有益であると考える。
本学の特性上、国家試験合格という大きな目標との折り合いをつけながら、その領域の特色を生かせる学生
の地域への貢献について模索中である。

・情報発信
先般の企画運営委員会におけるアシスタントティーチャーボランティアの募集等、学生が参画できる地域貢
献の情報発信。

・発表の場
大学という枠を超えた、地域貢献取り組みについての発表の場があれば、また、それに表彰（賞金等は特に
不要だと考える）の制度があれば学生のモチベーションにも変化があるのではないかと考える。

放送大学埼玉学習センター
　放送大学の学生には中高年者が多く、仕事そして放送大学で学んだ知識をもとに、何らかのボランティア
活動を通して地域に貢献したいと思っている人が多数いる。これらの人々の希望を達成させる方策を検討し
ていきたい。

　ボランティア活動を通して地域に貢献したいと思っている放送大学の学生が、どのような分野で活動でき
るかを市とともに検討したい。

目白大学

　地域を教育の場として積極的に位置づけ、そこで得た経験を教育に是非活かしたい
と考えています。現在学生の具体的な地域貢献は岩槻区のやまぶき祭りへの参加程度
しかありませんが、今後は地域の一人暮らしの高齢者や障害者(児)へのボランティア
等を通じて地域に貢献していきたいと考えています。

　具体的に本学作業療法学科では学生が高齢者宅を訪問し、健康状態を把握し、必要な場合には関係者(民生
委員やケアマネージャー)に連絡するといったことを実現に向けて岩槻区と一緒に検討していく予定です。岩
槻区との連携組織のようなものが構築できればと考えていますのでよろしくお願いします。

国際学院埼玉短期大学

　本学の設置学科等の現状に鑑み、幼稚園教諭、保育士、栄養士、栄養教諭、調理師等の有資格者を輩出
し、職業人として地域社会に貢献することが地域に根差す短期大学の学生として大切なことだと考えます。
また、2年間という短期間ではありますが、地域社会の一員として各種のボランティア活動等に携わることも
重要であると考えます。

　各種ボランティアや大学との連携に関する地域社会のニーズをさいたま市が取りまとめて情報提供してい
ただくことを期待いたします。

資料１



学生の参加を希望する事業一覧

事業名 事業概要 参加内容 時期 さいたま市担当課 連絡先

1 公共施設マネジメント推進事業
「公共施設マネジメント計画」に基づき、公共施設の有効活用や統合・整
理、適切な改修や維持管理、稼働率向上などを図ります。

学生と相談の上で、参加内容（学生の卒論・研究、研究室・ゼミにおける
研究テーマ等）を決めます。
【課題点】
・公共施設の現状に対する市民との問題意識の共有方法
・個別施設の複合化や統合・整理に向けた市民合意の形成方法
・施設複合化のメリット・デメリットの検討

6月～3月
行財政改革推進本部
行政改革チーム

048-829-1108

2 第2回学生政策提案フォーラムinさいたま
大学コンソーシアムさいたま加盟大学の学生が、「さいたま市のブランド力
向上のための政策・事業」について学生の視点で検討し、さいたま市長へ提
案する。

政策の検討、フォーラムでの発表 11月18日
政策局
政策企画部
企画調整課

048-829-1034

3 出前講座 デートDVに関する講演（予定） 講演の受講（埼玉大学） 未定

市民・スポーツ文化局
市民生活部
男女共同参画課（男女共
同参画推進センター）

048-642-8107

4 さいたまシティマラソン
さいたま新都心をスタート・ゴールとするマラソン大会
（ハーフ・３ｋｍ）

ボランティアスタッフとして大会運営に参加していただく 3月
市民・スポーツ文化局
スポーツ文化部
スポーツ振興課

 048-829-1730

5

障害者の権利の擁護等に関する条例推進事
業
（条例周知啓発事業ブラインドサッカー日
本代表強化試合）

「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」
を周知啓発するために、日本ブラインドサッカー協会の協力のもと、ブライ
ンドサッカー日本代表の強化試合を開催する事業。

試合当日の運営業務に携わり、障害者との交流やブラインドサッカーの試
合観戦を通じて、ノーマライゼーションの理念を体験する。

3月20日
保健福祉局
福祉部
障害福祉課

048-829-1306

6
障害者の権利の擁護等に関する委員会等運
営事業
（誰もが共に暮らすための市民会議）

公募委員である市民が市の障害者施策について意見交換を行う会議を開催す
る事業。
100名程度の参加者を10グループ程度に分け、ディスカッションする。

各グループに書記として参加する。 7月、11月、3月頃
保健福祉局
福祉部
障害福祉課

048-829-1306

7 エイズ予防対策事業
若者層を対象としたエイズ予防普及啓発をおこなうために大学生と協働して
いる。

・学園祭
・成人式
・エイズ対策推進協議会

7月、11月、1月、3月
保健福祉局
保健所
疾病予防対策課

048-840-2220

8 放課後チャレンジスクール推進事業

放課後等に学校の教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点を
設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちの遊びや自主的な学習やスポー
ツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを実施することにより、
子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進
します。

原則的に市内在住、在学の大学生以上を対象とします。スタッフの募集を
行っているチャレンジスクールへ直接問い合わせをしていただき、各チャ
レンジスクールが行っている活動のもと、子どもの安全の見守り、自主的
な学習の支援等を行います。

随時
子ども未来局
子ども育成部
青少年育成課

048-829-1717

9
さいたま市
里親フォーラム

里親を支援する地域の輪を作ることを目的とし、講演会と演劇の２部構成
フォーラムへの参加
企画・調整・広報活動等

10月20日（土）午後1時～
午後5時

子ども未来局
子ども育成部
児童相談所

048-840-6107

10 観光ＰＲ事業
様々なアプローチにより本市観光資源の積極的なＰＲを行い、来訪する観光
客の増加を図る。

昨年度から引続き、学生の視点による観光ルートマップの共同研究。
その他、観光ＰＲにおける連携・協力など。

通年
経済局
観光政策部
観光政策課

048-829-1365

11 スポーツコミッション事業
スポーツ大会やスポーツイベントを誘致するとともに、開催における多様な
サポートにより、地域スポーツの振興と地域経済の活性化を図る。

各種スポーツイベント等へのボランティア参加や、大会運営支援のスタッ
フ参加など。

通年
経済局
観光政策部
観光政策課

048-829-1365
048-647-8338
（さいたま観光国際協会
スポーツコミッション事
業担当）

12 国際ふれあいフェア

・市民団体等による活動紹介
・姉妹友好都市を中心に、料理や民芸品の販売、舞踊や音楽の披露により各
国を紹介
・外国人市民と日本人市民の交流コーナー
・姉妹友好都市紹介

イベント運営及びさいたま観光国際協会出展ブース、準備・運営補助 10月
経済局
観光政策部
国際課

048-829-1236

13 外国人による日本語スピーチ大会
外国人が日常の中で感じた事や考えた事などを発表する。これにより、外国
人地震の自己啓発や生活意欲の向上を図るとともに、市民と外国人の相互理
解および交流を深める。

・大会準備・運営補助
・スピーチ発表者として参加（外国人市民）

2月
経済局
観光政策部
国際課

048-829-1236

14 さいたま市まちづくりセミナー
まちづくりに対する市民意識の向上と、地域のまちづくりリーダーの育成を
目的に開催する基礎的なまちづくりの勉強会。

受講生として参加していただき、グループワークの場で若い人の意見を積
極的に発言していただきたい。

10月頃、3日間の予定
都市局
まちづくり推進部
まちづくり総務課

048-829-1444

15 さいたま土曜チャレンジスクール推進事業
土曜日等の学校が休みの日に、希望する児童生徒の自主的な学習をサポート
し、学ぶ楽しさを教え、基礎学力の向上や学習習慣の定着を図ります。

希望して参加した児童生徒の自主的な学習（宿題・課題・ものつくり等）
をサポートします。

4月～3月の土曜日[年間20回
程度(月2回程度)]

教育委員会
管理部
教育総務課

048-829-1626

16 市立高等学校合同授業研究会 市立高等学校を会場として、公開授業、研究協議、講演等を実施する。 教員を志望する学生 9月～11月
教育委員会
学校教育部
指導２課　高校教育係

048-829-1671

17 適応指導教室運営事業
市内５か所の適応指導教室において、不登校児童生徒の学校復帰と社会的自
立を目標に、適応指導を行う。

心理学を学んでいる学生または教員を志望する学生 年間を通じて
教育委員会
学校教育部
指導２課　教育相談係

048-829-1665

資料２


