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別紙１　大学連携調査（令和２年度）

千葉大 聖徳大 流経大 日大歯 その他

①相互の教育機能の向上に関する連携 ・・・・・ 31件

1 千葉大学における市長講義 ○ 2015
千葉大学普遍教育教養展開科目「千葉の地域を知る」にお
いて、市長が講義をする。

総合政策部 政策推進課

2
流通経済大学法学部自治行政学
科における市長講義

○ 2016
流通経済大学法学部自治行政学科「法学部生のキャリアデ
ザイン」「法とキャリア（入門）」において、市長が講義をする。

総合政策部 政策推進課

3 聖徳大学における市長講義 ○ 2020
聖徳大学短期大学部総合文化学科科目「社会貢献の理論
と実践」において、市長が講義をする。

総合政策部 政策推進課

4 高校生英語スピーチコンテスト ○ ○ 1981

昭和56年　姉妹都市提携10周年を記念し、青少年の語学力
の一層の向上を図るとともに、英語を通じて国際間の相互理
解を深めることを目的として、市内在住または在学の高校生
を対象に行う。

経済振興部 文化観光国際課

5
日本大学松戸歯学部歯科衛生専
門学校「歯科衛生士概論」におけ
る職員講師派遣

○ 2016
日本大学松戸歯学部歯科衛生専門学校「歯科衛生士概論」
の授業に職員講師を派遣する。

健康福祉部 健康推進課

6 家族介護支援事業 ○ 2015
要介護者を介護している方等に対し、介護の不安を少しでも
軽減できるよう、介護者のための講座を実施する。

福祉長寿部 介護保険課

7 保育関係者危機管理研修 2018
緊急時に速やかな対応が出来るように危機管理面での強化
を図るため、研修会を開催する。

子ども部 保育課

8 公民合同施設長研修会 ○ 2018
求められる施設長の責務について自覚し、これからの保育
所運営について共に学ぶ。

子ども部 保育課

9
任期付短時間勤務職員研修会（保
育士）

○ 2017
子どもが豊かに育ち、保護者が安心できる保育を提供する
ために保育士としての技術を磨き、実践に活かせるようにす
る。

子ども部 保育課

10
任期付短時間勤務職員研修会（保
育従事職員）

○ 2017
子どもが豊かに育ち、保護者が安心できる保育を提供する
ために保育士としての技術を磨き、実践に活かせるようにす
る。

子ども部 保育課

11 市民大学講座 ○ ○ (1973)
地元大学等と連携をとりながら、現代社会のさまざまな課題
を取り上げて開催する。

生涯学習部 生涯学習推進課

12 成人講座 ○ -
新しい自己の発見と充実した生活、人間関係の広がりをめ
ざした学習の場として開催

生涯学習部 生涯学習推進課

13 まつど生涯学習大学講座 ○ (1973)
60歳以上の人を対象に、自らの生活課題や社会的課題に即
した学習をもとに、地域の主体的な行動者となることを期して
開催

生涯学習部 生涯学習推進課
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※新型コロナウイルス感染症の影響等により中止している事業も
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千葉大 聖徳大 流経大 日大歯 その他
№ 部名 課名事業名称

連携の相手先 開始
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具体的な連携内容
※新型コロナウイルス感染症の影響等により中止している事業も

あります

14 市民自主企画講座 (2008)

市民が自ら学んだ成果の発表の場として、生涯学習推進課
と連携しながら講座を実施し、共に学ぶ学習ボランティア活
動の促進につなげること・テーマを持った市民同士のネット
ワークができるよう支援を目的に講座を開催

生涯学習部 生涯学習推進課

15 家庭教育支援業務 ○ (2015)
家庭教育の教育力向上事業の一環として、発達段階に応じ
た効果的な家庭教育支援施策を研究検討し保護者に子育
てに関する情報や学習機会を提供する。

生涯学習部 生涯学習推進課

16 ふるさと発見創造講座 ○ ○ (2012) グループ活動による課題研究を体験する。 生涯学習部 生涯学習推進課

17 松戸市立図書館　市民講座 ○ (1970)

本市に所在し、流通を専門に学ぶことができる全国唯一の
学部である流通経済大学流通情報学部の教授に、松戸市
等を例にしてロジスティクスをキーワードにご講演いただき、
ロジスティクスの果たしている役割等を知る。

生涯学習部 図書館

18
子ども読書推進センター開館10周
年記念事業 児童文学講座

○ 2021
子どもたちが読書の楽しみを知り、生涯にわたる読書習慣の
習得を目的とした講座を実施する。

生涯学習部 図書館

19
聖徳大学と松戸市教育委員会との
連携協力に関する協定

○ 2010
①学生、生徒、児童などの教育支援②教員の養成、研修な
どの能力向上③生涯学習の推進④教育に関する研究開発・
共同研究

学校教育部 指導課

20 国際理解教育推進業務 ○ 2011
千葉大学園芸学部に在籍する留学生を松戸市立小中学校
へ派遣し、国際理解教育の推進を図っている。

学校教育部 指導課

21 特別支援教育研修講座 ○ ○ ○ 2014
松戸市立小中学校と大学との連携を促進し、学官連携によ
る特別支援教育の推進を目指し、研修講座を開催する。

学校教育部 教育研究所

22 アクティブラーニング事業 2014

アクティブラーニングの研究を行う。
〇生徒に対して：本校の学校教育目標である「逞しくジリツ
（自立・自律）した18歳」になるために3学年として今必要なこ
とは何かを個人、学年全体で考えて　卒業後のそれぞれの
人生に役立てる。
〇教員に対して：令和4年度から実施される新学習指導要領
の完全実施に向けて教員に必要不可欠な「主体的・対話的
で深い学び」を実現するためのスキルについての研修。授業
改善、教育相談、キャリア教育、クラス・部活動経営に活用で
きるカウンセリング、コーチング、アクションラーニング（質問
会議）、メンタリングを中心に講演を行う。

学校教育部 市立高等学校

23 サッカー研修 ○ 2017
サッカーの専門的な知識・技能に触れることで、生徒の技術
向上と生涯スポーツへの理解を深めるための機会とするとと
もに、将来の進路選択の一助とする。

学校教育部 市立高等学校

24 運動部研修会 2018
競技スポーツにおけるパフォーマンス向上のため、同級生や
コーチとの良好な関係を構築する方法に加えて、後輩の指
導を効果的に進める方法について、研修で学ぶ。

学校教育部 市立高等学校

25 グローバル事業 2014
グローバル教育のため、大学から教授・学生・留学生を招
き、講演・講座・ワークショップを行う。

学校教育部 市立高等学校

26 不祥事防止職員研修 2018 不祥事防止のため。 学校教育部 市立高等学校



3 / 8 ページ

千葉大 聖徳大 流経大 日大歯 その他
№ 部名 課名事業名称

連携の相手先 開始
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※新型コロナウイルス感染症の影響等により中止している事業も

あります

27 東京2020大会関連の講義実施 ○ 2020
オリンピック・パラリンピックへの理解を深めてもらうために、
大学の授業で当課職員が講師として講義を行う。

総合政策部
東京オリンピック・
パラリンピック推
進課

28 権利擁護事業 ○ 2020
高齢者虐待防止法による虐待の定義課題を明らかにし、よ
り広範な範囲の被害者を救済可能な新たな高齢者虐待概念
の開発に関する共同研究を行う。

福祉長寿部 高齢者支援課

29 認知症サポーター養成講座 ○ 2020

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見
守り、応援する認知症サポーターを養成する。「認知症に
なっても安心して暮らせるまち松戸」を目指し、認知症の人
や家族を地域で支えるため、さまざまな世代・職種、また松
戸市役所の全職員を対象として実施。

福祉長寿部 高齢者支援課

30
松戸市児童虐待防止ネットワーク
虐待防止ネットワーク会議

○ 2016
児童虐待における支援方法及び関係機関の連携と地域で
の見守りについて情報共有を行うための会議を実施

子ども部
子ども家庭相談
課

31
戸定が丘歴史公園樹木育成・管理
業務

○ 2020

国の名勝指定を受けた戸定邸庭園を主たる対象とする「名
勝旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園）保存活用計画」が平成３１
年に策定され、この計画をもとに園内の樹木の樹形を明治
期（徳川昭武存命時）の状態へ復元するためには、長期に
及ぶ育成や管理が必要であることから、樹木の育成や管理
に関する知見や技術をもった千葉大学園芸学部へ管理や指
導等を依頼する。

街づくり部 公園緑地課
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千葉大 聖徳大 流経大 日大歯 その他
№ 部名 課名事業名称

連携の相手先 開始
時期
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②各大学の個性を活かしたまちづくりの推進に関する連携 ・・・・・ 35件

32
松戸市と国立大学法人千葉大学と
の包括的な連携協定

○ 2013
千葉大学と松戸市が包括的な連携のもとに、広範な分野で
相互に人的資源を活用し、地域社会の発展と人材の育成に
寄与することを目的とする。

総合政策部 政策推進課

33

学校法人東京聖徳学園　聖徳大
学並びに聖徳大学短期大学部と
松戸市との包括的な連携に関する
協定

○ 2013
聖徳大学及び聖徳大学短期大学部と松戸市が包括的な連
携のもとに、広範な分野で相互に人的資源を活用し、地域社
会の発展と人材の育成に寄与することを目的とする。

総合政策部 政策推進課

34
学校法人日通学園　流通経済大
学と松戸市との包括的な連携協定

○ 2016
流通経済大学と松戸市が包括的な連携のもとに、広範な分
野で相互に人的資源を活用し、地域社会の発展と人材の育
成に寄与することを目的とする。

総合政策部 政策推進課

35
日本大学松戸歯学部と松戸市との
包括的な連携に関する協定

○ 2018
日本大学松戸歯学部と松戸市が包括的な連携のもとに、広
範な分野で相互に人的資源を活用し、地域社会の発展と人
材の育成に寄与することを目的とする。

総合政策部 政策推進課

36 学官連携推進講演会 ○ 2013
市と大学との連携を促進し、学官連携による地域課題解決
を目指し、講演会を開催する。

総合政策部 政策推進課

37 戸定が丘の未来を考える会 ○ 2010
戸定が丘の魅力アップのため千葉大学園芸学部、戸定会
（千葉大園芸学部OB）、市民の会、松戸市の4者により協議
を実施する。

総合政策部 政策推進課

38 地域貢献活動の実践成果発表会 ○ 2015
地域貢献活動実践成果発表会において、職員が発表内容
を審査する。

総合政策部 政策推進課

39 みどりの回廊ツアー ○ 2010

千葉大学園芸学部から戸定歴史公園をめぐる松戸シティガ
イドによるツアー。松戸シティガイドがツアーを企画し、実施し
ている。市側の協力としては、戸定祭のときに併せて、回廊
門を開放し、広報の協力を行う。

総合政策部 政策推進課

40 大学コンソーシアム東葛 ○ ○ ○ 2011
東葛地域に所在する大学及び自治体が、大学の資源を活
かしたまちづくりを一層進めるため、情報共有、意見交換、
連携協働事業を行う。

総合政策部 政策推進課

41
モデル地域（新松戸地域）における
市民参加型の公共施設再編の取
組

○ 2018

地域単位で公共施設再編整備の推進を図っていくため、小
金原地域・新松戸地域・東部地域（東松戸地域）の３地域を
モデル地域として定めている。その中で、流通経済大学と連
携し、地域課題の解決に向けた取り組みを推進している。

総合政策部 公共施設再編課

42
モデル地域（小金原地域）における
市民参加型の公共施設再編の取
組

○ 2018

地域単位で公共施設再編整備の推進を図っていくため、小
金原地域・新松戸地域・東部地域（東松戸地域）の３地域を
モデル地域として定めている。その中で、東京大学及び地域
のまちづくり組織と連携し、地域課題の解決に向けた取り組
みを推進している。

総合政策部 公共施設再編課

43 地域ぐるみ安全安心事業 ○ 2013
地域安全確保のため防犯活動サークルと連携し、パトロー
ル等防犯行事等を実施

市民部 市民安全課

44 松戸駅周辺活性化推進協議会 ○ 2006

松戸駅周辺地区のイメージアップを図り、中心市街地の活性
化、魅力ある街づくり、松戸駅周辺の商業の発展、賑わいの
創出に資することを目的とする。松戸駅周辺中心市街地活
性化のための協議会に参加している。また、クリスマスファン
タジーでスタッフとして協力していただいている。

経済振興部 商工振興課
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45 学生観光サポーター養成講座 ○ 2012

学生が学び舎のある本市に誇りと愛着を持ち、「卒業しても
集う街」となるよう、在学中に本市の観光振興を理解し、学生
が案内人となり、住んで（下宿して）いい街、通っていい街、
集っていい街の実現を目指す。

経済振興部 文化観光国際課

46 JOBANアートライン協議会 ○ 2006

常磐線沿線自治体、JR東日本東京支社及び東京藝術大学
の10団体で組織する協議会として活動。常磐線沿線地域の
PRや認知度向上などにつながる取り組みを企画検討・実
施。

経済振興部 文化観光国際課

47 科学と芸術の丘 ○ ○ 2018

未来の国際創造都市の実現を目指し、テクノロジーと創造性
がつくりだす新しい社会のあり方や生活文化を市民に提案
する場として実施する国際フェスティバル。時代を切り開く研
究者や表現者が国内外から松戸市に集まり開催。

経済振興部 文化観光国際課

48 暮らしの芸術都市創造事業 ○ 2008

聖徳大学が主催し、同短期大学や千葉大学、松戸市内の団
体、松戸市など大学・地域・行政が連携して開催するアート
プロジェクト。公園の新たな活用方法や外遊びの大切さを提
案し、絵の具やダンボールなどを使ったアートイベントを開催
して、子どもの創造性を育む企画を実施し、地域のつながり
を創出している。2008年から松戸中央公園で開催。対象は
幼児・小学生。

経済振興部 文化観光国際課

49 松戸まつりｲﾝ2020 ○ ○ ○
市民のふるさと意識を高め、市民生活の向上発展に寄与し
併せて地域産業の振興に質するために開催。

経済振興部 文化観光国際課

50
ドミニカ共和国　梨プロジェクト（研
修員受け入れ）

○ 2018

平成27年9月に、外務省との共催事業として行われた「駐日
外交団ツアー」をきっかけに、ドミニカ共和国との交流がス
タートし、平成28年11月、ドミニカ共和国農地庁長官と「梨の
交流に関する覚書」を交わし、梨プロジェクトが始まった。本
プロジェクトは、年2～3回程度、ドミニカ共和国へ梨の育成
の専門家等を派遣し技術指導を行うほか、ドミニカ共和国か
ら研修員等を本市に派遣し、梨園等での実地研修や千葉大
学園芸学部にての座学研修などを行っている。

経済振興部 文化観光国際課

51 松戸市消費生活パネル展 ○ ○ 2014
生活関連情報の提供及び消費者団体の活動の成果を発表
することを目的として開催する。

経済振興部 消費生活課

52
松戸市と国立大学法人千葉大学
予防医学センターとの介護予防に
資する活動等の共同プロジェクト

○ 2016

今後さらなる高齢化の進展に積極的に対応していくために、
住民主体の介護予防に資する活動を推進し、さらに効果的
なエビデンスを国立大学法人千葉大学予防医学センターと
共に研究する。

福祉長寿部 高齢者支援課

53
松戸市こども発達センター摂食外
来業務

○ 1998

日本大学松戸歯学部から歯科医師の派遣を受け、食事の
摂取に心配のある児童やその保護者に対し、外来にて摂食
指導を行っている。摂食指導とは、安全に食べる、飲み込む
ための姿勢作りや、食具の選択、口の動きを促す介助方法
について指導するものである。

福祉長寿部 健康福祉会館

54 松戸市子育て支援員研修事業 ○ 2010

「子育て支援ネットワークの形成」を実現するため、地域で活
躍する子育て支援者の養成と人材確保を図る。その上で、
子育て支援者活用のためのネットワークづくりを進めること
により、地域全体で子育てを推進することを目的とする。

子ども部 子育て支援課
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55 子育てフェスティバル業務 ○ 2005

市内子育て支援団体間の協力関係の構築等及び子育て中
の市民支援を目的とした「松戸子育てフェスティバル」を企
画・運営する「松戸市子育てフェスティバル運営委員会」に対
し、支援を行う。実行委員会メンバーとして聖徳大学も参加
し、学生ボランティアや講座等において協力・連携を行う。

子ども部 子育て支援課

56
松戸市地域子ども・子育て支援業
務

○ 2011

乳幼児とその親が気軽に集い、交流を図る場や育児相談な
どを行える場を設置することにより、子育てへのストレス等の
負担感や孤独感の緩和を図る。また、安心して子育てができ
る環境整備と地域の子育て支援機能を充実させる。(おやこ
DE広場　にこにこキッズ)　聖徳大学に地域子育て支援拠点
事業と子育てコーディネーター事業の委託を行っている。

子ども部 子育て支援課

57
松戸市「こどもの遊び場」の利用促
進に関する実証的研究事業

○ 2018
こどもの遊び場の在り方および役割の見直しのため、調査・
分析・実証実験などを行う。

子ども部 子どもわかもの課

58 公民合同保育士研修会 ○ 2018
松戸市の子育て支援に向け、公民合同で共に学び、保育の
質を高める。

子ども部 保育課

59 全体講演会 2018
「公立保育所」が置かれている現状を理解し、地域に根ざし
た保育展開ができるよう職員の意識向上を図る。

子ども部 保育課

60 調理員研修会 ○ 2019
給食調理員として専門的な知識や技術を学び、他職種ととも
に、子どもの成長発達に合った援助をする。

子ども部 保育課

61 看護師研修会 ○ 2018
公立保育所が置かれている現状を理解し、看護師としての
スキルを活かすための意識の向上を図る。

子ども部 保育課

62 住生活基本計画策定業務 ○ ○ 2019

市民の豊かな住生活を実現するために策定された松戸市住
生活基本計画は令和3年3月をもって計画期間が終了とな
る。このことから、次期計画策定に向けて、有識者を中心とし
た懇談会を開催し、住生活に係る課題等について意見を徴
する。

街づくり部 住宅政策課

63 特別保全樹林地区指定事業 ○ 2009

大学校内の樹林地を保全するために、松戸市緑の条例に基
づく特別保全樹林地区に指定している。(指定期間10年以
上）　大学構内の樹林地約5haを、特別保全樹林地区に指定
し、管理費の一部（年30円／㎡）を助成している。

街づくり部 みどりと花の課

64
21世紀の森と広場樹林地保全活
用調査研究業務委託（受託研究）

○ 2019
21世紀の森と広場が抱える課題を解決するため、フィールド
調査・作品制作と展示・社会実験等により、今後のあり方を
研究する。

街づくり部
公園緑地課21世
紀の森と広場管
理事務所

65 松戸フューチャーセンター 2016

庁内や地域の問題に適切に対応できる人材育成支援ととも
に、多様な人々が集まり「良い対話」をするための「専用空
間」をつくり、良い話し合いを促すことを期して、松戸フュー
チャーセンターを管理・運営する。

生涯学習部 生涯学習推進課

66
市立松戸高校と聖徳大学・聖徳大
学短期大学部との高大連携協定

○ 2019

これまで聖徳大学、短期大学部と実施してきた連携事業とし
ては、大学生による高校生へのプレゼンテーション指導や、
大学職員による高校職員対象の研修等がある。本協定の締
結により、これまでの連携をさらに進め、高校から大学への
学習の連続性を図るとともに、高校教育と大学教育の相互
理解を深め、変化の激しい社会で求められる人材の育成の
ために協定を締結。

学校教育部 市立高等学校
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③人的、物的交流に関する連携 ・・・・・ 74件

67 国際平和イベント ○ 2016

市内在住の異なる文化を持つ世界各国出身の方々が集い、
交流や意見交換を通じ、相互理解を深めることで、次代を担
う青少年をはじめとする市民の国際平和への意識高揚を図
る。松戸市主催の「平和の集い」にて発信する。

総務部 総務課

68
災害時における一時避難場所等
の提供に関する覚書

○ 2010
松戸市民へ災害時において一時避難場所として敷地の一部
を提供するもの

総務部 危機管理課

69 指定避難場所としての指定 ○ 1971
松戸市民への災害時の指定避難場所としての提供をするも
の

総務部 危機管理課

70 収容避難所としての指定 ○ 1997 松戸市民への災害時の収容避難所としての提供をするもの 総務部 危機管理課

71
災害時避難場所としての提供（帰
宅困難者向け）

○ 2012
大規模災害時等における協力体制に関する基本協定によ
り、帰宅困難者向けの収容避難所としての提供を行うもの

総務部 危機管理課

72 聖徳祭に参加（農業青少年クラブ） ○ 2016
来場者に松戸産野菜を堪能してもらうために、聖徳祭にて野
菜販売等を行う。

経済振興部 農政課

73
松戸食育まつりへの学生ボラン
ティアの派遣（食育推進事業）

○ ○ ○ ○ 2016 松戸食育まつりへ４大学の学生ボランティアを派遣 健康福祉部 健康福祉政策課

74
松戸まつり食育ブースへの学生ボ
ランティアの派遣（食育推進事業）

○ 2013
松戸まつり食育ブースへ聖徳大学の学生ボランティアを派
遣

健康福祉部 健康福祉政策課

75
松戸モリヒロフェスタへ食育ブース
への学生ボランティアの派遣（食育
推進事業）

○ 2016
松戸モリヒロフェスタへ流通経済大学の学生ボランティアを
派遣

健康福祉部 健康福祉政策課

76
まつど大農業まつり食育ブースへ
の学生ボランティアの派遣（食育推
進事業）

○ ○ 2012
まつど大農業まつりへ千葉大学及び日本大学松戸歯学部
の学生ボランティアを派遣

健康福祉部 健康福祉政策課

77
学生によるレシピ考案（食育推進
事業）

○ 2019 聖徳大学の学生がレシピを考案 健康福祉部 健康福祉政策課

78 食育教材の作成（食育推進事業） ○ 2019 聖徳大学の学生が食育教材を作成 健康福祉部 健康福祉政策課

79
歯と口の健康週間事業「歯の健康
チェック」へ学生ボランティアの派
遣

○ 2017
歯と口の健康週間事業「歯の健康チェック」に日大松戸歯学
部附属歯科衛生専門学校の学生ボランティアを派遣してもら
う。

健康福祉部 健康推進課
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80 ふれあいフェスティバル ○ 1993

障害者基本法には12月3日～9日を「障害者週間」と定めら
れており、「国及び地方公共団体は障害者週間にふさわしい
事業を実施するように努めなければならない」とされている。
その理念に則り障害者週間を記念し、障害者の福祉につい
て市民の理解を深め、障害者の社会参加への意欲を高める
ことを目的として毎年実施しているものである。

福祉長寿部 障害福祉課

81
松戸市児童虐待防止ネットワーク
医療機関ネットワーク研修会

2019
松戸市児童虐待防止ネットワークにおける医療機関との連
携のあり方を検討し、ネットワークを構築するため、研修会を
行う。

子ども部
子ども家庭相談
課

82
松戸市児童虐待防止ネットワーク
専門職研修会

○ 2016
児童虐待における支援方法及び関係機関の連携と地域で
の見守りや児童虐待防止対策の状況と課題について学ぶた
め、研修会を行う。

子ども部
子ども家庭相談
課

83 留学生との交流 ○ 2018

千葉大学留学生との交流授業を目的とする。留学生からの
問題提起に対して本校生徒が考えるという活動を通し、日本
とその国の共通点や相違点などに気づき、グローバルな視
点を持つきっかけ作りとする。

学校教育部 市立高等学校

84-140市の各種審議会等委員への就任 30 33 21 5 46
松戸市の審議会等の委員に就任している。57審議会等に延
べ135人。

各所属 各所属

件数 千葉大 聖徳大 流経大 日大歯 その他

140 48 62 34 14 79
合計
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