
平成29年度大学との協働事業調査票（審議会等）

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

1 企画政策課
日進市いじめ等に関する重大事態発
生時調査委員会

いじめ等に関する重大事態に係る事実関係を明確にするため
の調査の結果についての調査その他の調査を行う

日本福祉大学 福祉経営学部

2 企画政策課 日進市行政改革推進委員会
行政改革の推進に関する重要事項の調査及び審議並びに事務
事業評価等の外部評価を実施する

①愛知学院大学
②椙山女学園大学
③学校法人中西学園

①経済学部
②現代マネジメント学部
③法人事務局

3 企画政策課 日進市指定管理者審査委員会
指定管理者の候補者の選定、指定後の施設の管理の状況その
他市長等が必要と認める事項について調査審議する

①名古屋商科大学
②愛知学院大学

①経営学部
②経営学部

4 企画政策課 日進市自治推進委員会
自治基本条例の遵守及び見直しに関する事項、その他自治の
推進に関する重要事項を調査審議する

①名城大学
②愛知学院大学

①都市情報学部
②総合政策学部

5 企画政策課 日進市総合戦略推進委員会
日進市総合戦略を総合的かつ計画的に推進するため、市長の
諮問に応じ、総合戦略の推進に関する事項その他市長が必要
と認める事項を審議する

①愛知学院大学
②名古屋商科大学

①経営学部
②経営学部

6 総務課 日進市情報公開審査会
実施機関からの諮問に応じ、審査請求について最終審議し、
答申を行う。情報公開制度に関する重要事項について実施機
関に対し意見を述べる。

①愛知学院大学
②名古屋商科大学

①法務支援センター
②経済学部

7 総務課 日進市個人情報保護審査会
実施機関からの諮問に応じ、審査請求について最終審議し、
答申を行う。個人情報保護制度に関する重要事項について実
施機関に対し意見を述べる。

①愛知学院大学
②名古屋商科大学

①法務支援センター
②経済学部

8 総務課
豊明市、日進市及び東郷町における
行政不服審査会

行政不服審査法に基づく審査請求に係る審査庁からの諮問事
件について調査審議し、答申を行う。

名古屋商科大学 経済学部

9 市民協働課 市民自治活動推進補助金事業 市民自治活動推進補助金事業の選定を行う 愛知学院大学 経営学部

10 市民協働課 日進市にぎわい交流館運営協議会 にぎわい交流館の運営について協議や報告を行う
①愛知淑徳大学
②名古屋学芸大学
③愛知学院大学

①コミュニティ・コラボレー
ション・センター
②ヒューマンケア学部
③経営学部

11 市民協働課 大学連携会議
地域交流・活性化を目的に、意見・情報交換、事業の検討・
実施等を話し合う

①名古屋外国語大学
②名古屋学芸大学
③愛知学院大学
④名古屋商科大学
⑤愛知淑徳大学
⑥椙山女学園大学
⑦中部大学
⑧中部大学第一高等学校
⑨名城大学
⑩愛知東邦大学

①庶務課
②サービスラーニングセンター
③経営学部
④経営学部
⑤コミュニティ・コラボレーショ
ン・センター
⑥社会連携センター
⑦学務部
⑧副校長
⑨渉外部
⑩学生課

12 地域福祉課 障害者政策委員会
障害者基本法に基づき、障害者に関する施策の総合的かつ計
画的な推進についての調査審議、その他の事務を行う。

愛知淑徳大学 福祉貢献学部

13 地域福祉課
日進市高齢者福祉・介護保険事業運
営協議会

介護保険法及び老人福祉法の規定に基づき、介護保険事業計
画及び高齢者福祉計画に関する必要な事項の調査審議、その
他の事務を行う。

椙山女学園大学 人間関係学部

14 地域福祉課
わたしのまちのしあわせづくり委員
会

地域における社会福祉（地域福祉）の推進を図る。
①椙山女学園大学
②愛知淑徳大学

①人間関係学部
②コミュニティコラボ
レーションセンター

15 地域福祉課
第３次日進市障害者基本計画策定支
援業務委託プロポーザル審査会

第３次日進市障害者基本計画策定支援業務委託事業者の選定
に関する評価を行う。

愛知淑徳大学 福祉貢献学部

16 地域福祉課 日進市地域包括ケア検討会議
地域の在宅介護に関する情報交換及び検討を行うとともに、
高齢者の実態把握や課題解決のための地域支援ネットワーク
の構築をすすめる。地域課題の把握及び課題検討を行う。

名古屋学芸大学 管理栄養学部

17 地域福祉課 福祉有償運送運営協議会
特定非営利活動法人その他営利を目的としない法人によるボ
ランティア輸送としての有償運送に係る道路運送法第７９条
による登録申請に必要とされる協議を行う。

名城大学 理工学部

18 介護福祉課
日進市高齢者福祉・介護保険事業運
営協議会委員
地域密着型サービス運営部会

高齢者保健福祉及び介護保険事業の適正な運営を図るため、日進市高齢者
福祉・介護保険事業運営協議会に地域密着型サービス運営部会を置き、地
域密着型サービスの適正な運営を図るために必要な事項を協議する。（及
び事業者選定）

椙山女学園大学
人間関係学部
人間関係学科

19 介護福祉課 日進市障害者自立支援協議会
相談支援をはじめとした、地域の障害福祉に関するシステムづくりの協議
検討を行うこと、障害者基本計画に盛り込まれた施策や事業を具体的に展
開していくための方策を協議・検討する。

椙山女学園大学
人間関係学部
人間関係学科

20 健康課 休日急病診療所運営協議会
日進市休日急病診療所の管理、運営及び医療に関する事項を
協議する

名古屋学芸大学
管理栄養学部
管理栄養学科

21 健康課
いきいき健康プランにっしん２１推
進委員会

いきいき健康プランにっしん２１計画の策定及び推進につい
て調査審議する

愛知学院大学
心身科学部
健康科学科

22 健康課
いきいき健康プランにっしん２１
ネットワーク研究会

いきいき健康プランにっしん２１推進に関する企画等につい
てワーキング（会議）を行う

愛知学院大学
名古屋学芸大学

①心身科学部健康科学科
②管理栄養学部管理栄養学科
③ﾋｭｰﾏﾝｹｱ学部子どもｹｱｾﾝﾀｰ

23 健康課
第２次いきいき健康プランにっしん
21中間評価支援業務委託プロポーザ
ル審査委員会

第２次いきいき健康プランにっしん21中間評価支援業務委託
プロポーザルに係る審査

愛知学院大学
心身科学部
健康科学科

24 都市計画課 日進市都市計画審議会

都市計画審議会は、市や愛知県が都市計画（都市の健全な発展と秩序ある整備を図る
ための土地利用、都市施設の整備及び土地区画整理事業などの市街地開発事業に関す
る計画）を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画に関する事項を調査審議又は
建議する機関として設置している。

愛知工業大学
工学部
建築学科

25 都市計画課 日進市街づくり審議会

日進市開発等事業に関する手続条例の「秩序ある土地利用及び良好な住環境の保全並
びに安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成を図るため、街づくりに関し、市民
等、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、開発等事業に関する手続その他必
要な事項を定めることにより、市民等、事業者及び市の協働による住み良い街づくり
を計画的に推進すること」という、この条例の目的を達成するため、市長の諮問機関
として、日進市街づくり審議会を設置する。

①愛知工業大学
②東海学園大学
③名古屋学院大学
④金城学院大学

①工学部建築学科
③経済学部
④生活環境学部デザイン学科

26 都市計画課
日進市社会資本整備総合交付金評価
委員会

社会資本総合整備計画の評価に関する事項を調査審議するこ
と。

①金城学院大学
②名城大学

①生活環境学部デザイン学科
②理工学部

27 都市計画課 日進市空家等対策協議会
本協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
き、日進市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関す
る協議を行うために設置しています。

①名古屋学院大学
②東海学園大学

①経済学部

28 土木管理課 日進市放置自動車廃物判定委員会
公共用地内に放置された自動車等について、廃物判定を審議
する委員会

愛知学院大学 法学部
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29 区画整理課 （仮称）日進北部土地区画整理事業
（仮称）日進北部土地区画整理事業の業務代行予定者募集に
おける選考委員として参加いただく。

名城大学
都市情報学部
都市情報学科

30 教育総務課 日進市教育委員会事務点検評価委員
教育委員会の活動の点検・評価に際し、学識経験者の知見の
活用を図るため、事務点評価委員を委嘱するもの。

愛知淑徳大学
文学部
教育学科


