
2017 年度の主な事業報告 
2017 年度（2017 年 4 月～2018 年 3 月）の主な事業と活動内容は以下の通りです。  

事業項目 主な事業 主な活動内容 

1．父母 

懇談会 

支

部 

・支部総会・父母懇談会を 36 支

部で開催(7 月 8 日～8 月 27 日) 
 

・全 36 支部合計出席者総数 1,187 名。 

大学からは総長６支部、理事 12 支部、副学長 2 

支部、学部長 15 支部、総長室長 1 支部へ出席 

・青森県支部は 50 周年、群馬県支部、福岡県支部

は 40 周年、東海支部 30 周年、沖縄県支部、富山

県支部は 20 周年を実施 

・他支部においても参加者数の増加並びに満足度向

上を目指し、情報交換や個別相談の充実を図ると

ともに各支部において独自に OB による講演会等

を企画 

・後援会ホームページを活用した出欠確認の運用 

首

都

圏 

・東京･神奈川･千葉･埼玉の父母

を対象に３キャンパスで開催 

・市ヶ谷キャンパス（10 月 8 日) 

・多摩キャンパス（10 月 21 日） 

・小金井キャンパス（10 月 15

日） 

・各キャンパスの常任幹事が実行委員となり企画、

当日は幹事とともに役割分担し実施 

・3 キャンパス合計出席者総数 1,886 名 

・キャッチフレーズ 

 市ヶ谷キャンパス：「自由を生き抜く実践知～市

ケ谷キャンパスは、進化・発展の途上です」 

多摩キャンパス：「自由を生き抜く実践知～学び

×自然＝多摩キャンパス」 

小金井キャンパス：「自由を生き抜く実践知～子

供たちの今を一緒に体験しよう」 

2.新入生父母

の集い 

支

部 

・36 支部 37 会場で実施(5 月～7

月)  

・大学職員・後援会支部役員が出席して、学生生活

を中心とした情報提供をするとともに、新入生父

母の疑問や質問に答え不安の解消に努める 

首

都

圏 

・大学主催による「新入生父母説

明会」への協力（6 月 11 日） 

・大学主催による「新入生父母説明会」を支援し、

学生生活を中心とした情報提供をするとともに、

新入生父母の疑問や質問に答え、不安の解消に努

める 

・新入生父母に対する後援会活動の紹介と参加案内

（HSC スポーツ応援などの案内） 

3.支部における 

諸活動 

・キャンパス見学、スポーツ応援

の実施 

・支部による学生課外活動の支援 

・支部活動の活性化に向けた議論 

・校友会との連携強化 

・支部長会議への参加 

・最新の支部活動情報を後援会ホームページで会員

に広報 

・28 支部によるキャンパスの見学 476 名、スポー

ツ応援 399 名 

・長野県支部による、ラグビー部菅平合宿応援

（8/20）、陸上部菅平合宿応援（9/10） 

・9/3 新潟県支部による応援団新潟県新潟市西蒲区

夏期合宿応援 

・10/9 鳥取・島根県支部による出雲全日本大学選抜

駅伝応援 

・11/5 東海支部、静岡支部による全日本大学駅伝

（伊勢路）応援 

・9/10 関西支部による総理大臣杯全日本大学サッカ

ー決勝応援。（35 年ぶりの優勝） 

・12/16 関西支部による、ラグビー部の全国大学フ

ットボール選手権大会（大阪市・⻑居公園)応援 

・1/2、1/3 長野県支部、静岡支部、東海支部によ

る、箱根駅伝応援 

・6/2、11/10 支部長懇談会 



事業項目 主な事業 主な活動内容 

本部活動内容報告、支部長アンケート内容報告へ

の意見交換 

・6/3、11/11 支部長会議 

11/11 支部長会議にて、本年度周年支部からの報

告を元に活発な意見交換を実施 

4.学生･大学への

助成 

・自然災害などにおける学生支援 

・経済的困窮学生の為の支援 

・大学行事、国際交流、大学備品

購入、各種講座、就職活動､体

育会系クラブ、課外活動、図書

購入、広報誌「法政」、全学生

に配布する学生手帳作成、就職

活動手帳作成、その他の助成を

実施 

・大学の歴史を体系化する取組み

への支援 

・自然災害などで被災した学生への修学特別支援 
・スーパーグローバル大学事業へ重点支援 
・後援会奨学基金経費負担助成積増 
・ピアサポート経費補助、各キャンパス法政祭補助

及び広報活動補助など 
・学生の食生活改善のため 100 円朝食の補助 
・「法政大学後援会特別支援費」の継続積立 
・多摩キャンパス内循環用大型バス 1 台寄贈 

5.広報活動 

・後援会だより、後援会ホームペ

ージの活用 

・「会員のための大学ガイドブッ

ク」の改善 

・スポーツや文化活動の情報発信 

・主な後援会活動や体育会スポーツ応援活動を後援

会ホームページ及び広報誌「法政」で随時報告 

・後援会紹介 DVD を作成し、首都圏父母懇談会、

支部総会などで放映。また、後援会ホームページ

にて配信 

・「会員のための大学ガイドブック」2017 年度版の

発刊 

・後援会ホームページの表示分類の見直し、新記事

公開時の運用方法の改善 

6.大学､校友会と 

の連携強化 

・後援会運営委員と総長・学内理

事、学部長・常任参与、校友会

との懇談会の実施 

・校友会との共同企画を実施 

・大学、校友会との共同事業委員会に参加 

・6/24 学部長・後援会役員懇親会実施 

・6/29、9/28 常任参与との懇談会実施 

・7/10 校友会との懇談会実施 

・富山県支部、福岡県支部、沖縄県支部において、

校友会との共同イベントとして、支部総会前日又

は当日に、田中総長による一般公開の記念講演会

を初開催。 

・10/28 校友会全国卒業生の集い「宮崎大会」に出

席 

・11/29 総長・学内理事懇談会実施 

・校友会とのスポーツ支援への連携強化（箱根駅伝

応援など） 

・神奈川県校友会総会に出席（箱根駅伝応援連携の

一環） 

7.学生(課外)活動

支援 

・東京六大学野球・ラグビー・ア

メフト・箱根駅伝などの応援 

・文化系学生の各種発表会の支援 

・HSC（HOSEI SPORTS COMMUNITY）活動支

援および財政支援 

・HSC 実行委員会に参画し、応援やイベント日程

の計画・実行、ホームページ立上げを実施 

・東京六大学野球 春季・秋季リーグ戦応援

（HSC） 

・応援団新潟県新潟市西蒲区夏期合宿応援（新潟県

支部） 

・全日本大学駅伝（出雲、伊勢路）応援（鳥取・島

根県支部、静岡支部、東海支部） 

・箱根駅伝本戦応援。応援グッズ作製（HSC） 

・アメフト、サッカー応援（HSC） 

・文科系学生の課外活動への支援、情報発信の実施 

・応援団「オレンジの集い」支援 



事業項目 主な事業 主な活動内容 

8.組織の充実 

・新入生保護者への後援会活動の

情報発信 

・支部役員と本部役員の交流 

・本部 3 キャンパス役員の交流 

・会員であることの意識向上につ

いての取り組み 

・入学式で後援会会長が後援会活動について紹介 

・5/27 新役員と運営委員、常任幹事（希望者）を

交えた多摩キャンパス・小金井キャンパス見学会

の実施 

・支部によるキャンパス見学・スポーツ応援におい

て、本部役員および首都圏会員と支部役員・会員

との交流を促進 

・首都圏父母懇談会にて、3 キャンパス役員の相互

支援 

・後援会役員連絡体制（学年別連絡網）の整備（首

都圏） 

9.後援会設立７０

周年事業 

・70 周年記念式典開催 

・70 周年記念刊行物発行 

・11/11 70 周年記念式典開催 

・70 周年記念誌作成、発行 

・広報誌「法政」11・12 月号に 70 周年記念特集ペ

ージを掲載 

10.その他の具現

化 
 

・対外組織との連携 

・ダイバーシティ宣言の啓発 

・11/17～18 関西大学教育後援会との合同研修会

実施 

・3/7 東京私立大学父母･保護者の会事務局連絡会

へ出席 

・総長/学内理事との懇談会でのダイバーシティ宣言

に関する情報交換 

 

 


