
各種協議会等における大学関係者への委員委嘱状況

豊橋市地方創生推進室

平成29年4月現在

協 議 会 等 名 称 分野 大学 担当課(施設)

1
豊橋市行財政改革プラン外部検

証委員会
その他

愛知大学、関西学院大

学、常葉大学
行政課

2
豊橋市情報公開・個人情報保護

審査会
その他

愛知大学、豊橋創造大

学、名城大学
行政課

3
豊橋市情報公開・個人情報保護

制度運営審議会
その他

愛知大学、豊橋創造大

学
行政課

4 豊橋市行政不服審査会 その他 愛知大学、名城大学 行政課

5 豊橋市特別職報酬等審議会 その他 愛知大学 人事課

6
豊橋市役所働き方改革コンサル

ティング委託評価委員会
全般 愛知大学 人事課

7 市と３大学との地域連絡協議会 全般
豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大学
地方創生推進室

8
豊橋市まち・ひと・しごと創生

総合戦略推進協議会
全般

豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大学
地方創生推進室

9
豊橋市まち・ひと・しごと創生

総合戦略推進協議会　部会
全般 愛知大学 地方創生推進室

10 ええじゃないか豊橋推進会議 全般
豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大学
シティプロモーション課

11 男女共同参画審議会 その他 愛知大学 市民協働推進課

12 市民協働推進審議会 全般 愛知大学 市民協働推進課

13 丸山薫賞運営委員会 文化・芸術 愛知大学 「文化のまち」づくり課

14 豊橋市文化振興基金運営委員会 文化・芸術 愛知大学 「文化のまち」づくり課

15 郷土関係出版物選考委員会 文化・芸術 愛知大学 「文化のまち」づくり課

16
豊橋市生涯スポーツ推進市民会

議
生涯学習・教育

愛知大学、豊橋創造大

学
「スポーツのまち」づくり課



協 議 会 等 名 称 分野 大学 担当課(施設)

17
豊橋市安全で安心なまちづくり

審議会
防災・安全 豊橋創造大学 安全生活課

18 豊橋市安全なまちづくり協議会 防災・安全 豊橋創造大学 安全生活課

19 豊橋市社会福祉審議会 健康・福祉
愛知大学、豊橋創造大

学
福祉政策課

20 豊橋市社会福祉活動顕彰審査会 健康・福祉 豊橋創造大学 福祉政策課

21 お互いさまのまちづくり協議会 健康・福祉 愛知大学 長寿介護課

22 豊橋市子ども・子育て会議 健康・福祉
愛知大学、豊橋創造大

学
こども未来政策課

23

豊橋市児童福祉事業に対する苦

情解決体制（苦情解決窓口の第

三者委員として委員委嘱）

健康・福祉 豊橋創造大学 こども未来政策課

24
豊橋市子育て応援企業認定審査

会
健康・福祉 愛知大学 こども未来政策課

25
豊橋市地域保健推進協議会健康

づくり部会
健康・福祉 豊橋創造大学 健康政策課

26 豊橋市地域保健推進協議会 健康・福祉 愛知大学 健康政策課

27
豊橋市地域保健推進協議会母子

保健推進部会
健康・福祉 豊橋創造大学 こども保健課

28 豊橋市環境審議会 環境保全

豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大

学、岐阜薬科大学

環境政策課

29
豊橋市産業廃棄物処理施設等設

置調整委員会
環境保全

豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大学
廃棄物対策課

30
豊橋市廃棄物処理施設専門委員

会
環境保全

豊橋技術科学大学、愛

知大学、名古屋大学
廃棄物対策課

31
高校生技術アイデア賞選考委員

会

産業、生涯学習・

教育
豊橋創造大学 商工業振興課

32 勤労青少年ホーム運営委員会 産業、健康・福祉 豊橋創造大学 商工業振興課



協 議 会 等 名 称 分野 大学 担当課(施設)

33 「とよはしの匠」選考委員会 産業 豊橋技術科学大学 商工業振興課

35
豊橋市農業振興地域整備計画検

討委員会
産業 愛知大学 農業企画課

36
人にやさしいまちづくり推進協

議会
生活環境 豊橋技術科学大学 建築指導課

37 豊橋市建築審査会 生活環境 豊橋技術科学大学 建築指導課

38 豊橋市開発審査会 生活環境 豊橋技術科学大学 建築指導課

39 豊橋市空家等対策協議会
健康・福祉、基盤

整備

豊橋技術科学大学、愛

知大学
建築物安全推進室

40 豊橋市まちづくり景観審議会 その他

豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大

学、名古屋大学、愛知

産業大学

都市計画課

41
豊橋市景観計画策定アドバイ

ザー会議
その他 愛知大学、名古屋大学 都市計画課

42 豊橋市都市計画審議会 基盤整備
豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大学
都市計画課

43
豊橋市立地適正化計画検討委員

会
基盤整備

豊橋技術科学大学、愛

知大学
都市計画課

44
豊橋市地域公共交通活性化推進

協議会
基盤整備

豊橋技術科学大学、愛

知大学
都市交通課

45 豊橋市自転車活用推進委員会 その他 麗澤大学 都市交通課

46
県境地域通勤環境改善推進協議

会
その他 京都大学 都市交通課

47 豊橋市自然史博物館協議会

交流・連携、生涯

学習・教育、文

化・芸術

愛知教育大学 自然史博物館

48
豊橋市自然史博物館資料収集委

員会

生涯学習・教育、

文化・芸術

愛知教育大学、人間環

境大学、南山大学
自然史博物館

49 豊橋市民病院倫理委員会 健康・福祉 豊橋創造大学 市民病院管理課

50
豊橋市民病院臨床研究倫理審査

委員会
健康・福祉 豊橋創造大学 市民病院管理課

51 豊橋市民病院治験審査委員会 健康・福祉 愛知大学 市民病院管理課

52 豊橋市民病院地域医療支援員会 健康・福祉 豊橋創造大学 市民病院医事課



協 議 会 等 名 称 分野 大学 担当課(施設)

53
豊橋市民病院医療事務等委託業

務プロポーザル評価委員会
健康・福祉 鈴鹿医療科学大学 市民病院医事課

54 豊橋市上下水道モニター委員会 その他
豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大学
上下水道局総務課

55
豊橋市立小・中学校通学区域審

議会
生涯学習・教育 愛知大学 教育政策課

56 豊橋市教育委員会
生涯学習・教育、

文化・芸術、科学

豊橋創造大学、浜松学

院大学
教育政策課

57
防災教育を中心にした実践的安

全教育総合支援事業
防災・安全 豊橋技術科学大学 学校教育課

58 小柴記念賞審査委員会 生涯学習・教育 豊橋技術科学大学 学校教育課

59 子どものための科学展 生涯学習・教育 豊橋技術科学大学 学校教育課

60 豊橋市社会教育審議会 生涯学習・教育 愛知大学 生涯学習課

61 豊橋市図書館協議会 生涯学習・教育
豊橋技術科学大学、愛

知大学、豊橋創造大学
図書館

62 美術博物館協議会 文化・芸術 東海学園大学 美術博物館

63 歴史資料収集委員会 文化・芸術 愛知大学 美術博物館

64
豊橋市二川宿本陣資料館専門委

員会

観光、生涯学習・

教育、文化・芸術

豊橋技術科学大学、愛

知大学
美術博物館

65 豊橋市文化財保護審議会
観光、生涯学習・

教育、文化・芸術

愛知大学、愛知学院大

学、岐阜大学
美術博物館


