
■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

1 鶴見区 総務課
大規模災害時における施設
提供の要請

8月に、横浜市と「災害時に
おける施設等の提供協力に
関する協定」を締結

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成28年８月 平成28年度

2 鶴見区 総務課
参議院議員通常選挙におけ
る開票事務従事者の推薦

若年層に対する選挙啓発の
一環として、学生31人（鶴見
大学22人/横浜商科大学9
人）が参議院議員選挙の開
票事務に従事

4 事業の運営、協力・協働
鶴見大学
横浜商科大学

平成28年７月 平成28年度

3 鶴見区 総務課 紫雲祭ポスターコンテスト

学生や子育て世代を中心と
した若年層への選挙啓発の
ため、紫雲祭実行委員会と
共催で選挙器材を使用した
ポスターコンテストを実施

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成28年10月 平成24年度

4 鶴見区 区政推進課 鶴見まちづくり政策コンペ
授業において学生が区の行
政課題について調査し、コン
ペ形式で発表

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜商科大学 平成28年４月～７月 平成28年度

5 鶴見区 区政推進課 鶴見ウチナー祭
学生がボランティアスタッフとし
て従事

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成28年11月 平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

6 鶴見区 区政推進課
横浜市民講座
「鶴見区の多文化状況をめ
ぐるシンポジウム」

「多文化共生を目指す言語
と文化のコミュニケーション」と
題した連続講座（10～12
月）と「鶴見区の多文化状況
をめぐるシンポジウム」（12月）
の開催。シンポジウムのパネリ
ストとして、区政推進課長が
参加
広報よこはま９・11月号掲載
やチラシ・ポスターの掲示（９
～12月）等の広報協力

7 その他 鶴見大学 平成28年12月 平成28年度

7 鶴見区 区政推進課
ＨＰやＳＮＳを利用した鶴見
の魅力発信

ホームページやSNSを使った
鶴見の魅力発信について横
浜商科大学柳田教授のゼミ
と連携。学生がフィールドワー
クで調査した鶴見の見どころ
をホームページやＳＮＳで発
表

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成28年４月～ 平成28年度

8 鶴見区 区政推進課
輪島漆芸展「能登輪島の魅
力」

友好交流都市輪島市と鶴
見大学が連携した輪島漆芸
展「能登輪島の魅力」での
広報協力

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成28年11月 平成28年度

9 鶴見区 区政推進課
鶴見区制90周年記念事業
実行委員会

鶴見大学、横浜商科大学
の両学長が実行委員に就任
鶴見大学は記念式典部
会、横浜商科大学はイベン
ト・魅力部会に参加

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

鶴見大学、横浜商科大学 平成28年６月～ 平成28年度

10 鶴見区 区政推進課
鶴見区制90周年タウンニュー
ス特集号

鶴見区制90周年記念事業
の一環として、タウンニュース
特集号発行に伴う記事作成
に学生が参加（鶴見大学3
名、横浜商科大学5名）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学、横浜商科大学 平成28年11月～ 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

11 鶴見区 区政推進課
商大キャンパスバザールの開
催

「つるみ・元気アップ事業」補
助金採択を受けての商大
キャンパスバザールの開催（通
年実施）
引き続き、「つるみ・元気アッ
プ事業」補助金の申請を行
い、朝市を開催（4月を除く
毎月）

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成28年度（通年） 平成27年度

12 鶴見区 地域振興課

鶴見区制プレ90周年記念
ウォーキングイベント
「ワッくんカルタウォーキング大
会inすいどうみち」

ウォーキングのスタート地点と
して鶴見大学会館を開放（９
月）
来場者の整理等イベントボラ
ンティアとして学生が参加（ボ
ランティアサークルと文学部か
ら計７人、参加者144人）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成28年９月 平成28年度

13 鶴見区 地域振興課 つるみ臨海フェスティバル

来場者の整理等イベントボラ
ンティアとして学生10人が参
加
（10月、来場者55,000人）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学
平成28年10月～平成29年
３月

平成28年度

14 鶴見区 地域振興課
鶴見おとなのための図書館ツ
アー

鶴見大学図書館、横浜商
科大学図書館の見学会と利
用方法の説明会の開催（６
月）
鶴見大学図書館、横浜商
科大学図書館、鶴見図書
館の見学会と利用方法の説
明会の開催（11月）

4 事業の運営、協力・協働
鶴見大学
横浜商科大学

平成28年６月・11月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

15 鶴見区 地域振興課
鶴見区民への鶴見大学図
書館の開放

区民への蔵書閲覧サービス
を開始（６月～）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成28年６月～ 平成28年度

16 鶴見区 福祉保健課
区災害医療連絡会議・鶴
見区災害医療訓練

災害医療等に関する意見交
換や情報共有、災害時医
療体制の構築に向けた検討
等を行う会議の委員として、
歯学部教授が参加（会議：
10・12・３月　訓練：１月）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学
平成28年10月～平成29年
３月

平成28年度

17 鶴見区 高齢・障害支援課
認知症サポーター養成講座
（大学生対象）
鶴見区エンディングノート事
業

大学生を対象とした認知症
サポーター養成講座を地域
ケアプラザと連携して開催（参
加人数：24名）
「鶴見区版エンディングノート
の印刷を依頼：4,300部。　そ
れを区内9か所の地域ケアプ
ラザ、区役所で配布

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成28年度（通年） 平成27年度

18 鶴見区 こども家庭支援課
鶴見区こども青少年元気支
援事業

アルバイト又はボランティアス
タッフとして利用者である小・
中学生の生活・学習支援

7 その他 鶴見大学 平成25年１月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

19 鶴見区 こども家庭支援課
市場小学校放課後キッズク
ラブにおける学生アルバイト
派遣

市場小学校放課後キッズク
ラブにおける児童数の増加に
よるスタッフ不足を解消するた
め、鶴見大学へ学生アルバイ
トの派遣を依頼

7 その他 鶴見大学 平成27年４月

20 鶴見区 こども家庭支援課
鶴見区保育士確保推進モ
デル事業

鶴見大学短期大学部保育
科又は保育専攻の学生に対
する鶴見区内認可保育所へ
の就職を推進するため、（就
職のためのつながりを目的とし
て）当該学生をアルバイトとし
て雇用した場合の費用の一
部を区が補助

7 その他 鶴見大学（短期大学部） 平成28年度（通年） 平成28年度

21 鶴見区 生活支援課
寄り添い型学習支援事業
（つるみ未来塾）

つるみ未来塾参加生徒への
学習支援アシスタントとして
学生15人が活動（通年。週
４回、年間200回）

7 その他
鶴見大学
横浜商科大学

平成28年4月～
（通年）

平成28年度

22 鶴見区 福祉保健課
鶴見区歯と口の健康週間行
事

歯科保健啓発イベント（歯
科健診、歯科相談、ブラッシ
ング指導、フッ素塗布など）を
鶴見歯科医師会、鶴見大
学歯科部附属病院、鶴見
大学短期大学部歯科衛生
科、福祉保健センターの共
催で実施

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学短期大学部 平成28年６月 不明



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

23 神奈川区

総務課
区政推進課
地域振興課
神奈川消防署

神大留学生向けガイダンス

神奈川大学の留学生を対
象に、ごみの分別や防火・防
災をテーマに講演会等を実
施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

神奈川大学
平成28年９月
平成29年３月

平成27年度

24 神奈川区
総務課
神奈川消防署

防災フェア

横浜キャンパスに通勤・通学
する教職員や学生、そのほか
近隣住民を対象に地震体
験や煙体験、初期消火体
験、防災のブース等を設置

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年11月 平成28年度

25 神奈川区 総務課 選挙啓発活動プロジェクト

・神奈川大学教授が神奈川
区明るい選挙推進協議会の
委員として参加(年間)
・学生と選挙啓発事業を運
営、意見交換等を実施（年
間）
・学園祭で選挙啓発ブースを
学生と共同で出展・運営(10
月）
・区内各種イベントでの活動
を学生がボランティアスタッフと
してサポート(年間)

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 通年 平成23年度

26 神奈川区 区政推進課 連携推進会議

協働して事業に取り組むた
め、毎年年度当初に双方の
年間行事予定等の意見交
換を実施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年5月 平成22年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

27 神奈川区 区政推進課
神奈川区制90周年記念事
業実行委員会

神奈川区制90周年記念事
業実行委員会の委員を委
嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学
平成28年７・９・11・２月に
会議実施

平成28年度

28 神奈川区 地域振興課
横浜FC・神奈川大学親子
サッカー教室

神奈川大学のグラウンドを使
用して行う、親子の区民を対
象に横浜FCと神奈川大学
サッカー部の学生によるサッ
カー教室を開催

7 その他 神奈川大学 平成28年６月 平成23年５月

29 神奈川区 福祉保健課
大学・地域と連携した健康づ
くりの取組を啓発

　学園祭（神大フェスタ）に、
区・大学・地域（保健活動
推進員）が協働でブースを出
展し、①たばこ・アルコールに
関するパネル展示、②ウォー
キングポイントの申込受付、
③血流測定や呼気中一酸
化炭素濃度測定などの健康
チェック、④地域・大学・区役
所それぞれの取組事例の紹
介等を行う、健康づくりの啓
発キャンペーンを実施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年10月 平成23年度

30 神奈川区 生活支援課
神奈川区寄り添い型学習等
支援事業

生活困窮世帯の高校受験
を控えた中学生への学習支
援
外国語を母語とする小中学
生とその保護者への支援

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

神奈川大学
平成28年４月～平成29年３
月

平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

31 西区 福祉保健課 にこまちスタートアップ講座

にこまちスタートアップ講座
（全5回）のプログラムのうち、
「居場所、つながりづくり」に
関する回で、講演及びワーク
ショップを実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

東京都市大学 平成29年２月 平成28年度

32 中区 区政推進課
中区多文化共生推進プロ
ジェクト

外国人住民へのより良い行
政サービス提供と、庁内での
外国人対応に関する課題の
解消に向けた庁内プロジェク
トを実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学
平成28年４月～平成29年３
月

平成28年度

33 港南区 地域振興課 読書活動推進事業

保育を学んでいる学生が、
区内の私立保育園に出向
き、園児を相手に絵本等の
読み聞かせを実施

7 その他 横浜女子短期大学 平成28年11月・12月 平成27年10月1日

34 保土ケ谷区 区政推進課
区制90周年記念ロゴマーク
等の制作

区制90 周年を祝福するため
の記念ロゴマークとキャッチコ
ピーの制作を依頼。学生によ
る原案をベースに担当教授
が選考・監修・制作

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学
平成28年６月～平成29年１
月

平成28年度

35 保土ケ谷区 区政推進課
都市計画マスタープラン区プ
ランの改定

都市計画マスタープラン区プ
ラン改定素案の策定にあた
り、区民意見を聴取するため
のワークショップの支援を依頼

4 事業の運営、協力・協働
横浜国立大学、横浜市立
大学

平成28年10月～11月 平成28年度

36 保土ケ谷区 区政推進課
学校跡地利用を契機とした
周辺地域の活性化

小学校の跡地利用を契機と
した、地域資源を活かしたま
ちづくりについて、専門的見
地からのアドバイス等、支援
を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
平成28年６月～平成29年３
月

平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

37 保土ケ谷区 地域振興課
市民活動支援事業（懇談
会、評議会等の委員依頼）

次の懇談会、評議会等への
委員依頼
①ほどがや市民活動センター
評議会委員
②保土ケ谷区地域運営補
助金検討会委員

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学
①平成28年10月、平成29
年３月
②平成28年５月

①平成18年度
②平成23年度

38 保土ケ谷区 地域振興課
「ほどがや区民まつり」での国
大留学生との連携

ほどがや区民まつりにおいて、
身近な国際交流を目的とし
たブースを出店し、国大留学
生に協力してもらい、来場者
と交流

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成28年10月 平成25年度

39 保土ケ谷区 地域振興課
「ほどがや花フェスタ」ステージ
イベント

「ほどがや花憲章」の理念普
及啓発を目的とした、「ほど
がや花フェスタ」のステージイベ
ントに学生に参加してもらい、
ジャズの演奏を来場者に楽し
んでいただくとともに、「花の街
ほどがや」のPRのために花に
ちなんだ曲を披露

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成28年５月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

40 保土ケ谷区 地域振興課
学生向けのごみ分別等の啓
発

①区内に転入する国大生に
横浜市の家庭ごみの分別
ルールを知ってもらうため、分
別説明会を実施
②学生のごみ分別マナーの
向上に向けて活動を展開し
ている学生団体である国大
エコキャンパスプロジェクトとも
連携しながら3Ｒ夢啓発キャ
ンペーンを展開

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学

①平成28年４月・12月、平
成29年２月・３月
②平成28年５月・７月・９
月・10月、平成29年１月

平成25年度

41 保土ケ谷区 地域振興課 みんなで育むがやっこ事業

①がやっこ先生
区内小中学校に教員志望
学生を派遣し、授業中の学
習指導補助、放課後学習
補助、その他クラブ活動補助
等を実施
②がやっこ科学教室
区内小中学生を対象に、大
学教員による科学教室を開
催
③がやっこ探検隊
学生の企画により、区内小
学生を対象に、体験学習
（宿泊体験や農業体験など）
を実施（７回程度/年）

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
①通年
②平成28年８月
③平成28年６月～10月

平成17年度

42 保土ケ谷区 福祉保健課 学生向けの健康増進啓発

青少年をターゲットとし、大学
祭（６月清陵祭、11月常盤
祭）に出展し、タバコ、アル
コール、１日に必要な野菜摂
取量（350グラム）などについ
ての啓発活動

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成28年６月・10月 平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

43 保土ケ谷区 生活衛生課 猫に係る意見交換会

飼い主のいない猫の、給餌、
不妊去勢手術、里親探し等
の活動をしているボランティア
の横のつながりを創出し、猫
トラブルを地域が対策するに
あたり、区役所と協働で支援
することを目的に、「大学生の
メンタルヘルスケアに有効な
動物介在プログラムの開発」
を研究している准教授のもと
で意見交換会を定期的に開
催

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 通年 平成27年度

44 保土ケ谷区

高齢・障害支援
課、
常盤台地域包括
支援センター

認知症サポーター養成講座
授業の一環として、認知症サ
ポーター養成講座を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜国立大学 平成29年２月 平成24年度

45 保土ケ谷区 こども家庭支援課 インターンシップ受入

希望学生が区役所業務を
体験することによって、見聞を
広め、職業意識の向上や区
行政理解を目指すインターン
シップを実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜国立大学 平成28年８～９月 平成17年度

46 保土ケ谷区 こども家庭支援課 区内保育園合同育児講座

保育園合同育児講座を、平
成24年に国大内で開園した
森のルーナ保育園を含む近
隣の認可保育所と協働で国
大敷地内を会場として開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成28年11月 平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

47 保土ケ谷区 こども家庭支援課
乳幼児健診等での通訳ボラ
ンティア

乳幼児健診・土曜開庁時の
窓口での外国人対応等につ
いて、留学生を中心に通訳
を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
平成28年８月～平成29年３
月

平成28年度

48 保土ケ谷区 こども家庭支援課
がやっこキッズICTやる気育み
事業

直感的に操作できるアプリ
ケーションを利用して、子ども
がプログラミングに触れ、楽し
みながら成功体験ができる場
づくりを実施。児童心理学の
知見を取り入れ、実施内容
について分析

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

・横浜国立大学
・（国際大学GLOCOM（パー
トナーシップ協議会参加
外））

平成29年１～３月 平成28年度

49 保土ケ谷区
生活支援課
こども家庭支援課

寄り添い型学習支援事業

生活保護世帯、ひとり親世
帯、外国につながる世帯等に
育つ中学生等に対し、国大
生がマンツーマンで学習支援
を行うことにより高校への進学
を支援

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 通年 平成20年度

50 保土ケ谷区 土木事務所
道路維持管理システムの検
討

パトロールで把握した道路状
況のデータについて、ＧＩＳを
活用して管理するシステムを
検討。
そのほか、振動・画像データ
を利用して道路状況を把握
するシステムについて意見交
換を行い、実用的なシステム
の開発に向けて検討

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成28年11月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

51 旭区 高齢・障害支援課
大規模団地における大学生
による地域支援活動モデル
事業

・大学とUR、旭区で事業実
施に係わる連携協定締結
・平成29年度開始の事業に
ついての検討や調整の実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
・平成28年10月検討開始
・平成29年3月協定締結

平成28年度

52 金沢区 地域振興課
平潟湾クリーンアップキャン
ペーン

平潟湾クリーンアップキャン
ペーン実行委員会主催のク
リーンアップ活動に地域住民
と共に横浜市立大学環境ボ
ランティアStep up↑の学生や
関東学院大学カヌー部の学
生、学生会HAKKEY＋の学
生が参加

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成28年11月 平成15年７月

53 金沢区 地域振興課 金沢国際交流ラウンジ

横浜市立大学と金沢区との
協定に基づく、市大施設の
日本語教室会場の利用。
金沢国際交流ラウンジフェス
ティバルにおける学生ボラン
ティアの参加

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学
通年
平成28年11月

平成19年９月

54 金沢区 地域振興課 金沢まつり

金沢まつり実行委員会主催
の金沢まつり花火大会におけ
る募金活動に地域住民と共
に学生及び大学職員が参加

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成28年８月 平成６年



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

55 金沢区 地域振興課 地域づくり金沢フォーラム

地域で活動する団体と地域
に入って活動する区内大学
の学生による交流イベントを
共催で実施。学生、指導教
員及び大学生が参加

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成29年３月(予定) 平成28年度

56 金沢区 地域振興課 こどもプログラミング教室

学生が講師役となり、こども
向けプログラミングツールを活
用した講座を小学生を対象
に実施

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成28年８月 平成26年12月

57 金沢区 地域振興課 金沢区役所インターンシップ

両大学の学生を対象とし、
金沢区役所でのインターン
シップの受入れを実施。４月
から関係部署と調整を行い、
５月上旬から参加学生の募
集を開始

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学
関東学院大学

平成28年８月 平成23年度

58 金沢区

区政推進課
地域振興課
福祉保健課

金沢区の魅力いっぱい健康
ウオーキング

健横２１に基づく区民の健康
向上と、金沢区の魅力の発
信や観光振興・経済活性化
を目的に１ｄａｙウオーキングを
実施。当日のゴール会場で
のゴールイベント（テントブース
出展）の協力を依頼

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成28年11月 平成25年11月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

59 金沢区 福祉保健課
金沢区大学生対象　ボラン
ティア活動入門講座

区内地域ケアプラザ、区社
協、横浜市立大学及び関
東学院大学と共催で実施
関東学院では、社会福祉を
学ぶ学生を対象に、授業の
一環としてボランティア活動の
心構え等の講義を実施
横浜市立大学では、ボラン
ティアセンターと協力して入門
講座を開催
いずれの大学も、希望者には
区内の地域ケアプラザにてボ
ランティア体験をしてもらい、
合同で振り返り報告会を実
施

4 事業の運営、協力・協働
関東学院大学及び横浜市
立大学

平成28年６月～９月 平成28年度

60 金沢区 福祉保健課
金沢区地域福祉保健計画
推進委員会

地域福祉保健計画推進の
ための会議

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 平成28年７月 平成23年12月

61 港北区 福祉保健課 日吉フェスタ2016

日吉キャンパスの慶應義塾
大学内サークル主催の地域
のお祭りにてブースを出展。
慶応義塾大学学生と保健
活動推進員、福祉保健課、
地域振興課、資源循環局
が連携し、禁煙・受動喫煙
防止啓発（着ぐるみ、パネル
掲示、子供向けのたばこクイ
ズ、呼気中一酸化炭素濃
度測定、リーフレット配布な
ど）を実施

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 平成28年11月 平成24年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

62 緑区 こども家庭支援課 上級学校訪問

キャリア教育の一環として市
立中学校３年生10名が大
学を訪問し、商学の仕組み
についての講義を受講

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜商科大学 平成28年９月 平成28年度

63 緑区 こども家庭支援課 職業講話

・キャリア教育の一環として市
立中学校１年生が、来校し
た大学教員による、「観光ビ
ジネス」「環境問題」等につい
ての講話を受講
・２中学校、計327名の生徒
が参加

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜商科大学
星槎大学

平成28年11月、平成29年２
月

平成28年度

64 緑区 こども家庭支援課
大学生による中学校への出
張講話

市立中学校の合同道徳の
授業として、大学生が自らの
被災地ボランティア活動につ
いて紹介・報告
・全校生徒５４０名が参加

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜創英大学 平成28年３月 平成28年度

65 緑区 高齢・障害支援課
緑区介護予防事業および高
齢者共案型介護予防プログ
ラムの開発

・対象地区での介護予防教
室での講義、個別指導、体
力測定、認知機能評価、分
析及び結果説明
・教室実施後の自主活動へ
の支援、地域包括支援セン
ターとの共有
・区職員への大学職員（理
学療法士等の専門家）から
の助言

4 事業の運営、協力・協働 昭和大学
平成28年７月～平成29年３
月

平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

66 緑区 区政推進課
十日市場駅周辺地区バリア
フリー基本構想策定

緑区十日市場駅周辺におい
て、バリアフリー基本構想を策
定するにあたり、学識経験
者、福祉関係団体等からな
る地区部会の委員（部会
長）を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学 平成28年７月・11月 平成27年度

67 青葉区 総務課 青葉区賀詞交換会
賀詞交換会の出し物として、
チアリーディングを披露

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成29年１月 平成28年度

68 青葉区 総務課 防災訓練 in 日本体育大学

地域・行政・大学が連携して
大規模災害を想定した防災
訓練
≪訓練内容≫
　・消防ヘリ離着陸訓練
　・熊本地震応援派遣職員
による報告会
　・炊き出し及び宿泊訓練
等

7 その他 日本体育大学 平成28年10月 平成28年度

69 青葉区 区政推進課 青葉６大学連携協定

区内にキャンパスを有する６
大学と地域のつながりを深め
るため、平成21年１月に各
大学と連携・協力に関する
基本協定を締結し、連携事
業を実施

4 事業の運営、協力・協働

・カリタス女子短期大学
・國學院大學
・玉川大学
・桐蔭横浜大学
・日本体育大学
・横浜美術大学

通年 平成22年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

70 青葉区 区政推進課 青葉６大学連携講座

・区民向けに各大学の特色
ある講座を提供する、「青葉
区６大学連携講座」を実施
・計９回　延べ923名が参加

4 事業の運営、協力・協働

・カリタス女子短期大学
・國學院大學
・玉川大学
・桐蔭横浜大学
・日本体育大学
・横浜美術大学

平成28年７月～12月 平成22年度

71 青葉区 区政推進課 花と緑の写生教室

・横浜美術大学教授の指導
のもと、こどもの国にて写生教
室を10月に開催
・表彰式を区役所で行い、
区民ホール及び山内図書館
にて全作品を展示
・32名の小学生が参加

4 事業の運営、協力・協働 ・横浜美術大学
平成28年10月、平成29年1
月～2月

平成28年度

72 青葉区 区政推進課

みらいづくり大学青葉キャンパ
ス
あおば花と緑の魅力発見講
座

緑の効用や花の育て方など
についての講座、区内の花の
名所の現地見学を通して学
び、その魅力を横浜美術大
学の協力のもと地域別に５つ
の見どころマップとしてまとめ、
市内外へ発信

4 事業の運営、協力・協働 ・横浜美術大学
平成28年9月～平成29年2
月
計６回

平成27年度

73 青葉区 区政推進課 ベビーカーマップ作成

ベビーカーを押した子ども連
れの来場者にも、こどもの国
を安心して楽しんでもらうため
のベビーカーマップを、桐蔭横
浜大学教授による調査に基
づき作成

4 事業の運営、協力・協働 ・桐蔭横浜大学
平成28年７月～調査
平成29年３月マップ完成

平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

74 青葉区 区政推進課 青葉アートカンファレンス
青葉区の文化・芸術の資源
を生かすための方策を協議

4 事業の運営、協力・協働 ・横浜美術大学 平成28年４月・８月 平成27年度

75 青葉区 区政推進課
青×６（青葉6大学有志学
生による社会貢献活動グ
ループ）

・第19回大学で学ぼう～生
涯学習フェア～で各大学の
特色を生かしたイベントを実
施
・地域の清掃活動「クリーン
大作戦」を実施（年３回）
・放課後キッズクラブの活動に
参加（年10回）
・プレイパークの活動に参加
（年２回）

4 事業の運営、協力・協働

・カリタス女子短期大学
・國學院大學
・玉川大学
・桐蔭横浜大学
・日本体育大学
・横浜美術大学

通年 平成24年度

76 青葉区 地域振興課 青葉区民マラソン大会
大会運営協力(応援団、交
通規制、ランナー給水、ラン
ナー救護等)

4 事業の運営、協力・協働
・日本体育大学
（陸上部、チアリーディング
部、保健医療学部）

平成28年11月 平成26年度

77 青葉区 地域振興課 青葉区民まつり
公会堂ステージ運営補助、
地域住民組織の出店運営
補助等

4 事業の運営、協力・協働 桐蔭横浜大学 平成28年11月 不明



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

78 青葉区 地域振興課 あおば美術公募展

①実行委員会の実行委員
長を依頼（依頼文のみ）
②審査委員会の委員長及
び委員を依頼（依頼文のみ）
③特別協賛賞（協賛金）
④社会人学生をはじめ学生
への作品出品奨励・広報に
協力（大学ＨＰへの掲載等）

4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学
平成28年２月～９月、
平成28年12月～
平成29年３月

平成28年度

79 青葉区 地域振興課 区民交流センターまつり エコバック作成の講師 7 その他 横浜美術大学 平成28年９月 平成28年度

80 青葉区 福祉保健課

健康増進連携事業
・健康づくり講演会
・ふるさとミステリーウォーク
・花と緑で健康づくり講演会

大学と健康増進につながる
事業を共同で企画運営
・研究者を招き健康づくりに
つながる講演会を教員、大
学生と企画し、当日の運営
を実施
・ウォーキングイベントについ
て、教員、大学生と企画し当
日のイベントを運営

4 事業の運営、協力・協働 桐蔭横浜大学
平成28年8月
平成28年11月
平成29年3月

平成27年度

81 青葉区 高齢障害支援課
青葉区版エンディングノートの
作成

青葉区版エンディングノートの
作成にあたっての表紙のデザ
イン、ページ内のイラスト、レイ
アウト作成を依頼
デザイン決定に関しては、プレ
ゼンテーションを実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学
28年度 平成28年6月～平成29年1

月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

82 青葉区 こども家庭支援課 なしかちゃん広場

未就学児及びその保護者を
対象とした育児支援イベン
ト。イベント当日のボランティ
アとして、各コーナーの運営
補助や受付補助に従事

4 事業の運営、協力・協働 國學院大学 平成28年11月 平成28年度

83 青葉区 こども家庭支援課
インターンシップ生、実習生
受入

学生のインターンシップ生及
び実習生の受入れ

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

國學院大学 平成28年５～８月 平成25年度

84 青葉区 こども家庭支援課
桐蔭横浜大学
おもしろ理科教室

小学生に理科に親しみ、興
味を持ってもらうため、夏休み
中に桐蔭横浜大学が左記
教室を開催。
区内の市立小学校への広報
に区役所として協力

4 事業の運営、協力・協働 桐蔭横浜大学 平成28年8月 平成27年度

85 都筑区 区政推進課 地域連携協力会議

連携協定に基づき、地域の
課題についての協議や情報
共有など、双方で意見交換
を行う会議

7 その他 東京都市大学
平成28年５月、平成29年１
月

平成21年度

86 都筑区 区政推進課 地域連携調査研究発表会

学生が地域での調査・研究
の成果を市職員や市民の方
に向けて発表する発表会の
協働開催

7 その他 東京都市大学 平成29年２月 平成15年度

87 都筑区 区政推進課 親子で楽しむ環境講座

環境に関する映画の上映、
環境をテーマにした講座の開
催、間伐材キットを活用した
ワークショップ

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

東京都市大学 平成28年９月 平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

88 都筑区 区政推進課
早渕川・老馬谷ガーデンプロ
ジェクト

緑化に関するコーディネート、
緑化活動、イベント運営

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学
平成28年９月～平成29年３
月

平成28年度

89 都筑区 区政推進課
メイドインつづき×東京都市
大学コラボレーションポスター
プロジェクト

学生が作成した区内企業を
紹介するポスターの展示

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 平成28年７月 平成28年度

90 都筑区 区政推進課 都筑区インターンシップ 協定締結、インターン実施
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

東京都市大学
平成28年８月～平成29年３
月

平成28年度

91 都筑区 区政推進課
東京都市大学連携によるコ
ミュニティ活動向上プロジェク
ト

都市大留学生カフェ開催、
留学生の住まい確保に向け
た検討

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学
通年（都市大留学生カフェは
平成28年10月～）

平成28年度

92 都筑区 区政推進課
講義科目への区職員の参加
協力

「街づくり論」（メディア情報学
部　講義科目）　ゲスト講師
としての区職員の参加協力

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

東京都市大学 平成28年11月 平成28年度

93 都筑区 区政推進課
「東京都市大学運営会議」
委員の委嘱

「東京都市大学運営会議」
委員への区長就任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東京都市大学 平成28年８月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

94 都筑区 区政推進課
「大学教育再生加速プログラ
ム」外部評価委員の委嘱

「大学教育再生加速プログラ
ム」外部評価委員への副区
長の就任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東京都市大学 平成28年３月 平成28年度

95 都筑区 地域振興課 ヨコハマ３Ｒ夢推進事業

ごみの減量化と温室効果ガ
スの削減を図る目的で、３Ｒ
（リデュース・リユース・リサイク
ル）の推進等をテーマに、分
かりやすく伝えるＣＭの制作
及び放映

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 平成28年８月～９月 平成20年度

96 都筑区 地域振興課 ヨコハマ３Ｒ夢推進事業

地球温暖化や環境汚染、ご
み問題等をテーマに、学生委
員会による中学生向けの環
境講座を開催

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 平成29年２月 平成15年度

97 都筑区 地域振興課 読書活動の推進 調査協力、情報共有
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東京都市大学 平成29年１月 平成26年度

98 都筑区 地域振興課
「商店街からのラブレター事
業」対象店舗の広報

ジュニア編集局取材・記事
作成

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 平成28年８月 平成28年度

99 都筑区 こども家庭支援課

認可保育所を設置する社会
福祉法人、東京都市大学
人間科学部及び都筑区役
所の連携・協力

・実習、インターンシップ等の
保育士育成に係る事業
・保育学、児童学等に係る
調査研究　ほか

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

東京都市大学 平成28年８・９月 平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

100 戸塚区 総務課
明治学院大学法学部政治
学科・秋学期フレッシャーズ
キャンプ「政治討論会」

政治学科ゼミ発表の審査員
及びミニ講演

4 事業の運営、協力・協働 明治学院大学 平成28年12月 平成28年度

101 戸塚区 区政推進課 とつかエコフェスタ

エコ啓発イベント「とつかエコ
フェスタ」（戸塚区主催）で、こ
どもを対象とした体験工作
ブースを出展
　実施内容：「ペットボトルで
温度計づくり」
（空気の特徴を利用して温
度変化により、ペットボトルに
入れた色水が上下する温度
計の作成を通して、こども達
に環境啓発を行っている。）

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成28年11月 平成26年11月

102 戸塚区 地域振興課 中学生社会見学

委嘱団体である戸塚区青少
年指導員主催の事業
中学生を対象に看護学科
及びリハビリテーション学科教
授による大学の授業体験及
び大学見学を実施。
身近な大学を知るとともに将
来を考えるきっかけ、機会を
提

4 事業の運営、協力・協働 湘南医療大学 平成29年３月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

103 戸塚区 地域振興課 チャレンジフェスティバル

委嘱団体である戸塚区青少
年指導員主催の事業
子どもたちのチャレンジ精神
向上を目的に、小学生を対
象にスリッパ飛ばしやコマ回し
など、19種目のコーナーを企
画・運営する事業
大学を通じてボランティアを募
集し、当日の運営に従事

7 その他 明治学院大学 平成28年５月 平成27年度

104 戸塚区 地域振興課
とつか区民活動センター運営
事業

とつか区民活動センター運営
事業評議会の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

明治学院大学
平成28年７月
平成29年２月

平成23年８月

105 戸塚区 地域振興課
戸塚っ子いきいきアートフェス
ティバル10周年愛唱歌

区内小・中・高校生が合唱・
吹奏楽・絵画等の文化活動
を発表するイベントの10周年
を記念した愛唱歌の公募に
際し、応募作品の審査及び
選定作品の編曲を依頼

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成28年10月 平成27年６月

106 戸塚区 地域振興課
戸塚っ子いきいきアートフェス
ティバル第20回作品展

区内小・中・高校生が合唱・
吹奏楽・絵画等の文化活動
を発表するイベントの作品展
示において出展

4 事業の運営、協力・協働 明治学院大学 平成29年１月 平成29年１月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

107 戸塚区 税務課
映像で納得≪固定資産税
≫

分かりにくい納税通知書の見
方や税金の出し方を映像で
解説し、よくある質問をドラマ
仕立てにして分かりやすい動
画を製作。戸塚区ホーム
ページにyoutubeへの案内を
UPすると同時に、無料で
DVDをコピーするサービスを実
施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

神奈川大学 平成28年７月～10月 平成28年度

108 戸塚区 福祉保健課 とつかがん対策事業

・大学と連携し、大学新入
生に対し、禁煙教育を実施
・計2回、約300名の新入生
が参加

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜薬科大学 平成28年４月 平成28年４月

109 栄区 区政推進課 セーフコミュニティ事業
栄区セーフコミュニティ推進協
議会傷害サーベイランス分科
会の委員

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学、横浜市立
大学

平成28年９月、平成29年２
月

平成24年度

110 栄区 区政推進課
上郷東地区郊外部住宅地
持続可能なまちづくり検討

上郷東地区まちづくり協議
会の委員として参加

7 その他 横浜国立大学
平成28年６月・11月
平成29年２月

平成27年９月

111 栄区 区政推進課
さかえの食と農を育む実行委
員会による地産地消メニュー
の開発

・地元農産物を使ったオリジ
ナルメニューの考案
・本郷台アオソラマルシェでの
メニューＰＲ

4 事業の運営、協力・協働 鎌倉女子大学 平成28年５月～11月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

112 栄区 地域振興課 区民まつりにブース出展
生ごみ処理器「キエーロ」の
実機展示・説明

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成28年11月 平成28年度

113 泉区 地域振興課
「かもめパークへ行ってみよう
～セリエＡと同じイタリア製の
人工芝に触れてみよう～」

・イベント当日の司会進行及
びアナウンス
・フラダンスサークルによる演
技発表

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成28年11月 平成28年度

114 泉区 地域振興課 泉区民ふれあい祭り
イベント当日の司会進行・ア
ナウンス

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成28年11月 平成27年度

115 泉区 地域振興課 青少年フェスティバル
イベント当日の司会進行・ア
ナウンス

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成29年3月 平成26年度

116 泉区 地域振興課
横浜市泉スポーツセンター指
定管理者選定委員会

横浜市泉スポーツセンター指
定管理者選定委員会の委
員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

日本体育大学 なし 平成27年度

117 泉区 地域振興課
横浜市泉寿荘指定管理者
選定委員会

横浜市泉寿荘指定管理者
選定委員会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 なし 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

118 泉区 地域振興課
横浜市いずみ台公園こども
ログハウス指定管理者選定
委員会

横浜市いずみ台公園こども
ログハウス指定管理者選定
委員会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 なし 平成27年度

119 瀬谷区 地域振興課 せやこども大学
小中学生を対象とした体験
型講座の実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜美術大学、横浜市立
大学、横浜薬科大学、関東
学院大学、鶴見大学

平成28年８月、９月 平成23年７月

120
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

スマートな住まい・住まい方プ
ロジェ
クト

神奈川新聞社と本市との協
定締結に基づくスマートな住
まい・住まい方に関する普及
啓発の監修

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 平成28年６月～11月 平成27年度

121
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

スマートな住まい・住まい方プ
ロジェ
クト

テレビ神奈川と本市との協定
締結に基づくスマートな住ま
い・住まい方に関する普及啓
発の発信

4 事業の運営、協力・協働
関東学院大学、横浜市立
大学、横浜国立大学、神奈
川大学

平成29年３月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

122
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

みなとみらい２０５０プロジェク
ト
ＢＩＤ制度等講演会

みなとみらい２０５０プロジェク
トの主要なテーマの一つであ
るグリーンに関連して、グラン
モール公園の利活用を検討
していくにあたり、参考事例と
してＢＩＤの制度運用につい
て、プロジェクト参画企業等
を対象とした講演会を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

東京都市大学 平成28年７月 平成28年度

123
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

横浜市環境未来都市推進
会議

横浜市環境未来都市推進
会議の委員就任を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学、横浜国立
大学

平成28年８月まで 平成23年９月

124
温暖化対策統
括本部

プロジェクト推進課

南区総合庁舎と市大セン
ター病院（横浜市立大学附
属市民総合医療センター）と
のエネルギー連携事業

平成26年度に設置したＣＧ
Ｓ（コージェネレーションシステ
ム）より発電された電力と電
気事業者から市大センター
病院が受電した電力を、自
営線を用いて特定供給という
制度により、南区総合庁舎
に供給する事業を市大セン
ター病院等と協働。28年度
は、設置されたＣＧＳの非常
時における活用方法の検討
や、非常時の操作マニュアル
の作成を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成24年12月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

125
温暖化対策統
括本部

プロジェクト推進課
横浜ブルーカーボン事業啓
発イベント協力

海洋資源を活用した温暖化
対策の取組「横浜ブルーカー
ボン」の啓発イベントに参加
協力を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年10月

126
温暖化対策統
括本部

調整課

平成28年度　横浜国立大
学　大学院都市イノベーショ
ン学府　都市マネージメント
「～環境未来都市の実現へ
～産業界の挑戦と都市マ
ネージメント

横浜国立大学　大学院都
市イノベーション学府の単位
取得授業として「環境未来
都市の実現へ、産業界の挑
戦と都市マネージメント」（全
15回）を開催し、うち５回を
市民公開とした。大学、一般
財団法人・経済広報セン
ター、YES（ヨコハマ・エコ・ス
クール）の「企業人派遣講
座」として３者による協働企
画

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学
平成28年４月６日～７月20
日毎週水曜日

平成23年４月

127
温暖化対策統
括本部

調整課
環境社会論
（ワークショップ型授業）

横浜市温暖化対策統括本
部が、環境未来都市に関連
した、①次世代郊外まちづく
りから、たまプラーザの事例と
課題を提供、②みなとみらい
2050プロジェクトから、環境
ショーケースの事例と課題を
提供、
それぞれの課題に対して、学
生がグループワークを重ね、
分析、考察して、解決策を
提案

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

神奈川大学
平成28年９月下旬～平成
29年１月中旬毎週木曜日

平成22年11月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

128
温暖化対策統
括本部

調整課
YCU　エクステンション講座に
おけるYES（ヨコハマ・エコ・ス
クール）講座

YES（ヨコハマ・エコ・スクール）
が確保している講師を温暖
化対策や環境に結び付ける
コンセプトでシリーズ講座に仕
立て、年４本提供

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学

平成28年
第1回
6月2・9・16・23日（全4回）
第2回
7月22・27・29（全3回）
第3回
11月24日・12月1・8・日（全
3回
第4回
3月4・11・18・24日（全4回）

不明

129 政策局
男女共同参画推
進課

よこはまグッドバランス賞認定
企業説明会in神奈川大学

中小企業で働くことの面白さ
ややりがいを学生に伝えるた
め、横浜市が「よこはまグッド
バランス賞」（男女が共に働き
やすい職場環境の推進）とし
て認定している市内中小事
業所による説明会を横浜
キャンパスにて開催

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成29年３月 平成28年度

130 政策局
男女共同参画推
進課

横浜市男女共同参画審議
会

横浜市男女共同参画審議
会の委員に任命

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学、横浜国立
大学

通年 平成19年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

131 政策局

男女共同参画推
進課（公益財団法
人横浜市男女共
同参画推進協会

「Life and Career
Development」
Problem　Based　Learning

大学と男女共同参画セン
ター横浜との共同による、
Problem　Based　Learning
＝「困りごとを解決する」3週
にわたるワークショップ型授
業。1週目、男女共同参画
センターが実際の運営の中か
ら課題を提示し、学生たちが
グループワークで課題解決方
法を考え、3週目にプレゼン
テーションを実施

4 事業の運営、協力・協働 明治学院大学 平成28年11月 平成28年度

132 政策局

男女共同参画推
進課（公益財団法
人横浜市男女共
同参画推進協会

2016年度　「親子のひろば日
曜イベントデー」おもちゃ広場
＆おはなし会

アートフォーラムあざみ野子ど
もの部屋「親子のひろば」日
曜イベントデーを、学生主体
のサークルのメンバーによる企
画で実施。読み聞かせやパ
ネルシアター、手遊び歌や、
手作りおもちゃを使った遊び
で幼児の文化活動に関わる
とともに、保護者の休息や交
流を提供

4 事業の運営、協力・協働 國學院大学 平成28年９月 平成27年度

133 政策局

男女共同参画推
進課（公益財団法
人横浜市男女共
同参画推進協会

サービスラーニング実習

アートフォーラムあざみ野健康
スタジオでの「心とからだのセ
ルフケア事業」を中心としたイ
ンターンシップ。大学に於いて
男女共同参画センター横浜
北の取組についての講義を
行った後、実習を行った。女
性特有の健康課題について
実際に講座を体験し、講座
補助、参加者への情報提供
などに取り組み、最後に企画
を立案

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

桐蔭横浜大学

平成28年６月７日、12月13
日
９月２日から９日間
平成29年２月２日から７日
間

平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

134 政策局

男女共同参画推
進課（公益財団法
人横浜市男女共
同参画推進協会

若年層向けアプリ開発事業

若年層の「困りごと」を入口に
した無料のアプリ開発により、
若年層向けのサービスを展
開し、若年層の問題解決行
動（情報収集や相談行動）
を支援。コンテンツ制作にお
いて、大学生をインターンシッ
プ生として受け入れ、開発

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

明治学院大学 平成28年５月～29年３月末 平成28年度

135 政策局 政策課 海洋都市横浜うみ協議会

産官学がこれまで以上に連
携して海洋に関する取組を
展開できるよう設立した協議
会に参加（3つの大学を含む
26会員で構成）
産官学の連携により、次の取
組を進める。
・海洋に関する活動の総合
的な情報発信
・市民の海に関する理解・関
心の向上
・海洋環境の保全
・海洋産業の振興
【28年度の主な取組】
・海洋都市横浜うみ博2016
（7月22・23日、12,000人来
場）
・学生向け海に関わる企業・
団体紹介セミナー（2月23
日、58名参加）
・市民向け公開講座の共催
（横浜国大主催、5～7月、
延べ352名参加）
・市内小中学校向け海洋教
育メニューの提供（通年）

4 事業の運営、協力・協働
横浜国立大学、横浜市立
大学、東京海洋大学

通年 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

136 政策局 政策課 海洋に関する研修

市域及び周辺地域での海に
関する取組について学び、
「海洋都市としてのまちづくり」
について、今後のありたい姿を
エネルギー利用、環境保全、
生物多様性、にぎわい創出
など、様々な視点から考える
ワークショップを行う研修にお
いて、講師を依頼（1月12
日、35名受講）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学 平成29年１月 平成26年度

137 政策局 政策課 課題解決型ＧＩＳ研修

地理空間情報を業務上の
課題解決に活用していくため
の考え方やソフトの使い方な
どについて、市職員向け研修
を協働で実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年11月 平成21年度

138 政策局 政策課
YＯＫＯＨＡＭＡ YOUTH
Ups!2016-2017

横浜が抱える様々な課題の
解決や都市全体の魅力アッ
プなどについての討論や、アプ
リ開発などを行うアイデアソン
やフューチャーセッションにおい
て、企業やNPOなどとも連携
しながら、横浜市や地域が抱
える課題の抽出や見える化
などを実施

4 事業の運営、協力・協働

横浜市立大学
横浜国立大学
東京都市大学
フェリス女学院大学
関東学院大学
明治学院大学

平成28年４月～平成29年３
月

平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

139 政策局

政策局政策課

横浜市男女共同
参画推進協会

ダブルケアに関する共同研究
プロジェクト

ダブルケアに関する現況把握
や課題などに関する研究を
協働で実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成28年４月～９月 平成27年度

140 政策局 政策課 データサイエンス研修

職員の政策立案能力の向
上を目的に、客観的なデータ
に基づいた行政運営を進め
ていくための意識や基本的な
考え方、データ活用の重要
性などについて学ぶ研修の開
催

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成29年３月 平成28年度

141 政策局 大学調整課
横浜学への支援
（講義への講師派遣・調整）

学生発案型授業「横浜学-
地域の再発見」に本市の
様々な区局から講師を派遣

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学 通年 平成26年10月

142 政策局 大学調整課 ヨコハマ大学まつり2016

パートナーシップ協議会参加
大学が一堂に会し、子ども
向け体験教室や学生パ
フォーマンス等を実施する「ヨ
コハマ大学まつり2016」を開
催（平成28年10月1日、2
日）

4 事業の運営、協力・協働 パートナシップ全大学 平成28年10月 平成24年9月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

143 政策局 大学調整課
大学・都市パートナーシップ
協議会代表者会議

大学の学長・理事長等との
意見交換の場である大学・
都市パートナーシップ協議会
代表者会議を開催（平成28
年6月16日）

7 その他 パートナシップ全大学 平成28年６月 平成17年3月

144 政策局 政策課
横浜市地方創生推進連絡
会

横浜市地方創生推進連絡
会の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 平成28年８月 平成27年度

145 総務局 人材開発課
横浜市と横浜市立大学にお
ける協定に基づく人材育成

人材育成に関して相互に協
力するための協定を締結し、
本市職員の科目等履修生
制度への派遣及び一部市
民公開講座の無料聴講を
行った。また市立大学職員に
対し、人材開発課主催の一
部研修への受講を提供

7 その他 横浜市立大学 通年 平成22年度

146 総務局 人材開発課 横浜市インターンシップ

横浜市インターンシップ事業
に参加する市内各大学と協
定を締結し、実習生の受入
れを実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

神奈川大学、鎌倉女子大
学、関東学院大学、慶應義
塾大学、國學院大学、鶴見
大学、桐蔭横浜大学、東京
都市大学、フェリス女学院大
学、明治学院大学、横浜国
立大学

平成28年８月～９月 平成15年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

147 総務局 人材開発課 職員に対する研修事業
夜間自己開発講座（法学
基礎講座）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

慶応義塾大学 平成28年６月 不明

148 総務局 人材開発課 職員に対する研修事業 技術研修　発展講座２
2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学 平成29年1月 不明

149 総務局 管理課
「まちなか市役所」として新市
庁舎活用プランの提案

「まちなか市役所」としての新
市庁舎低層部活用プランに
ついて、エリアマネジメントと中
心市街地活性化の観点から
調査・研究し、横浜市に提
案。
取りまとめにあたっては、本市
からのレクチャー、本市施設
見学等を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学
平成28年11月～平成29年
１月

平成28年度

150 総務局 管理課
新市庁舎にみんなで「ひろ
ば」をつくる会議（ワークショッ
プ）

新市庁舎低層部の「活用方
法やアイデア」、「運営に求め
られる姿勢」をお聞きする市
民参加型ワークショップ（本市
主催）において、ファシリテー
ターとして国内外の事例紹介
や方向性の問いかけ等を実
施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学
平成28年6月・7月・11月・
12月、平成29年１月

平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

151 財政局 財政課
出前財政講座
（講師の派遣）

若い世代にも横浜市の財政
状況についての理解を深めて
もらうため、財政広報誌「ハマ
の台所事情」等を使用して、
平成28年度予算や財政状
況、地方公会計について講
義

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜国立大学
横浜市立大学

平成28年４月・５月・６月・
11月

平成24年12月

152 財政局
公共施設・事業調
整課

横浜市公共事業評価委員
会

横浜市公共事業評価委員
会委員に任命

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
関東学院大学
横浜国立大学
東京都市大学
政策研究大学院大学
早稲田大学

平成28年10月・12月 平成17年度

153 財政局
公共施設・事業調
整課

総合評価落札方式
総合評価落札方式における
学識経験者への意見聴取

4 事業の運営、協力・協働

東京都市大学
横浜国立大学
慶應義塾大学
情報セキュリティ大学院大学

平成28年６月・１１月
平成29年２月・３月

平成20年度

154 国際局 国際連携課
マレーシアセベランプライ市と
の連携

本市と横浜市立大学、セベ
ランプライ市、マレーシア化学
大学、横浜セベランプライまち
づくり友好委員会、JICAの6
者が連携して、セベランプライ
市おける歴史自然を生かし
た都市デザインの策定を進め
る国際プロジェクト

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成27年10月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

155 国際局 国際連携課
第五回大倉山国際学生
フォーラム

日本の大学生とハーバード
大学の学生が、英語コミュニ
ケーションと共同文化体験を
通じて親交を深め、相互理
解を促進

7 その他
横浜市立大学、慶応義塾
大学、東京工業大学

平成28年６月 平成25年度

156 国際局 国際連携課
第16回映画祭「ニッポンコネ
クション」への参加

ドイツ・フランクフルトで開かれ
る海外で最も大きな日本映
画祭の一つで、映画上映や
ワークショップを実施

4 事業の運営、協力・協働 東京芸術大学大学院 平成28年５月 平成27年度

157 国際局 国際連携課
パートナー都市フランクフルト
市との連携強化

ゲーテ大学との学術交流協
定締結

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年５月 平成28年度

158 国際局 国際連携課 ケニア大使の講演会

グローバルな視野を持って活
躍する人材の育成を目的
に、毎年、各国の大使などを
招いて講演会を英語で開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年12月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

159 国際局 政策総務課 多文化共生推進事業
ヨコハマ国際まちづくり推進委
員会の委員に任命

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

関東学院大学、横浜市立
大学

平成28年６月・10月、平成
29年１月

平成28年度～（関東学院
大学）
平成16年度～（横浜市立
大学）

160 国際局
（公益財団法人横
浜市国際交流協
会）

国際機関実務体験プログラ
ム

市内大学との協定により、国
際協力センター内などの国
際機関等及び当協会で学
生をインターンとして受け入れ
る事業

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

フェリス女学院大学・明治学
院大学・横浜市立大学・横
浜国立大学・國學院大學

平成28年８月～９月、平成
29年２月～３月

平成16年度（国学院大学の
み平成28年度）

161 国際局 国際協力課 国際協力推進会議
国際協力推進会議にオブ
ザーバーとして参加

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学
平成28年４月、９月、平成
29年１月

平成23年度

162 国際局 国際協力課
第5回アジア・スマートシティ
会議

第5回アジア・スマートシティ
会議　企画会議・会議当日
の参加

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学
平成28年６月・８月・10月・
11月

平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

163 国際局 国際協力課
JICA「セルビア国乳がん早期
発見プログラム改善プロジェク
ト」への協力

包括連携協定を締結してい
る独立行政法人国際協力
機構（JICA）が平成27年より
実施している左記プロジェクト
の実施に協力。横浜における
がん検診や治療の取組を紹
介し、セルビア国政府による
政策立案の参考とするため、
健康福祉局、医療局及び
横浜市立大学医学部と連
携しての受入研修の実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年７月 平成27年度

164 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

バスケキャンプ　ＩＮ　赤城

バスケキャンプにおける文化
体育館から現地までの帯同
とバスケットボール技術の向
上、楽しさを味わうことを目的
とした指導と合宿生活での参
加者の生活指導

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年７月 平成24年７月

165 市民局 スポーツ振興課
日本体育大学社会貢献推
進事業

日本体育大学の社会貢献
推進事業の一環として、体
力測定会や体験授業会等
の実施

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 通年 平成26年度

166 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

2016世界トライアスロンシリー
ズ横浜大会

大会運営に伴うボランティア
活動

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学、横浜国立
大学

平成28年５月

横浜市立大学：平成27年
度
横浜国立大学：平成23年
度

167 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

2016世界トライアスロンシリー
ズ横浜大会

EXPO会場ステージ出演 5 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学、神奈川大
学

平成28年５月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

168 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

2016世界トライアスロンシリー
ズ横浜大会

グリーントライアスロンイベント 4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成28年度 平成21年度

169 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

第７回横浜シーサイドトライ
アスロン大会

大会運営に伴うボランティア
活動

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学、横浜国立
大学

平成28年９月

横浜市立大学：平成26年
度
横浜国立大学：平成22年
度

170 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

フィットネスヨコハマ イベント運営のボランティア 4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年５月 平成26年５月

171 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

よこはまシティウォーク イベント運営のボランティア 4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成29年３月 平成23年３月

172 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

ヨコハマ・ワールド・ウォーク イベント運営のボランティア 4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年９月 平成26年９月

173 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

ヨコハマ・ナイト・ウォーク イベント運営のボランティア 4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成29年３月 平成29年３月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

174 市民局

（公益財団法人横
浜市体育協会）※
所管課：スポーツ振
興課

横浜国際プール利用調整会
議の委員

横浜国際プール利用調整会
議の委員として、年度のア
リーナ等の優先利用が実施
されるように審議・調整

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員 日本体育大学

平成28年７月・12月 平成26年度

175 市民局 人権課 横浜市人権懇話会
横浜市人権懇話会の世話
人を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学
平成28年10月、平成29年２
月

平成24年５月

176 市民局 人権課
横浜市いじめ問題調査委員
会

横浜市いじめ問題調査委員
会の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学 未開催 平成26年６月

177 市民局 人権課
横浜市人権施策基本指針
改訂に伴う意見交換会

横浜市人権施策基本指針
を改訂するにあたり助言等を
依頼

3 市業務への提案・指導等 神奈川大学 平成28年４月・10月 平成27年９月

178 市民局 人権課
横浜市性的少数者支援懇
談会

横浜市性的少数者支援懇
談会の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学
平成28年４月・９月・12月 平成2７年１１月

179 文化観光局 創造都市推進課
文化芸術創造都市づくりの
推進に向けた地域貢献事業

市民等を対象とした公開講
座等の事業の共催

4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学大学院 通年 平成17年度

180 文化観光局 創造都市推進課 スマートイルミネーション事業
スマートイルミネーション・ア
ワード2016への作品の出展

4 事業の運営、協力・協働
東京藝術大学大学院映像
研究科、横浜美術大学

平成28年11月 平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

181 文化観光局 創造都市推進課 スマートイルミネーション事業
スマートイルミネーション横浜
2016連携プログラムへの参加

4 事業の運営、協力・協働
東京藝術大学大学院映像
研究科、横浜市立大学

平成28年11月 平成24年度

182 文化観光局 創造都市推進課 スマートイルミネーション事業
スマートイルミネーション横浜
実行委員会委員長への就
任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 通年 平成24年度

183 文化観光局 創造都市推進課

横浜関内外地区における戦
災復興ビル「防火帯建築」
群の評価手法と再生手法の
開発研究

・研究会への参加
・調査票設計に際しての技
術的及び政策的アドバイス
・評価手法及び再生手法検
討に際しての情報提供

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

国立大学法人　横浜国立
大学

平成28年９月～平成29年３
月

平成28年度

184 文化観光局 文化振興課 クラシック・ヨコハマ推進事業

地域で行われるコンサートシ
リーズのうち、大学連携コン
サートの開催に出演者（ソリ
スト）の紹介・広報の相互協
力

4 事業の運営、協力・協働
慶應義塾大学、フェリス女学
院大学

平成28年11月～平成29年
１月

平成19年度

185 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
広報・ＡＣＹグルー
プ

インターンシップ

まちづくりを学ぶ大学院生の
インターン生を受け入れ、実
務実習を通じてクリエイティブ
シティへの理解及び将来の
キャリア形成に対する意識を
向上

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜国立大学 通年 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

186 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
広報・ＡＣＹグルー
プ

ＡＤ-ＭＥＤ

大学教員地域貢献事業
「地域の健康・医療問題解
決へ向けたメディカルデザイン
ハブの構築」への協力

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成27年度

187 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
広報・ＡＣＹグルー
プ

アウトリーチ
小児医療センターでの出張
ワークショップ（美術館とのコー
ディネート）

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成29年３月 平成28年度

188 文化観光局
(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜美術館

「複製技術と美術家たち」展
女子美術大学絵画科版画
専攻学生向け展覧会レク
チャーの実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

女子美術大学 平成28年5月 不明

189 文化観光局
(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜美術館

市民のアトリエ　ワークショップ

横浜国立大学教育人間科
学部「中等美術科教育法
A」授業と連携し、老人ホー
ム訪問ワークショップを実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学
平成28年５月
平成29年１月

不明



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

190 文化観光局
(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜美術館

美術情報センター 鶴見大学研修生の受入れ
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

鶴見大学
（台北・世新大学
中国・北京大学
中国・中山大学）

平成28年７月 不明

191 文化観光局
(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜美術館

市民のアトリエ ワークショップ

鑑賞サポート　展覧会関連
ワークショップ
「New Artist Picks 和田淳
展」タイアップイベント
横浜美術館×東京藝術大
学 共同企画 アニメーション・
ワークショップ「カラダのリズム」
を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

東京藝術大学 平成29年２月 不明

192 文化観光局
(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜美術館

横浜美術館美術情報セン
ターにおける「特別実習Ⅰ」

鶴見大学次年度授業「特
別実習Ⅰ」（インターンシップ）
への実施計画、準備（鶴見
大学所蔵資料および横浜美
術館美術情報センター所蔵
資料の実地調査、企画協
議等）

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

鶴見大学 平成28年９月～平成29年３
月

不明



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

193 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜みなとみらい
ホール

オルガン科授業の実施

パイプオルガン専攻科を有す
る音楽大学と連携し、横浜
みなとみらいホール大ホール
設置のパイプオルガンを用い
たオルガン科授業の機会を
提供。大規模なパイプオルガ
ンによる実演奏による授業を
通じ、オルガニストの研鑽を
支援

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

フェリス女学院大学 通年 不明

194 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜みなとみらい
ホール

フェリス女学院キャリア実習イ
ンターンシップ

大学教育におけるキャリア実
習インターンシップの場を提供
し、芸受文化施設における
様々な業務への取り組みを
通じて社会参加への意識の
深化を狙う

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

フェリス女学院大学 平成29年２月・３月 不明

195 文化観光局
（公財）横浜市芸
術文化振興財団

教育研究のためのコンテンツ
提供

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成24年度

196 文化観光局
（公財）横浜市芸
術文化振興財団

2016年度　野毛まちなかキャ
ンパス

横浜・野毛地区と協働事実
施しているオープンキャンパス
企画のうち１講座を担当

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜商科大学 平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

197 文化観光局
（公財）横浜市芸
術文化振興財団

2016年度　野毛まちなかキャ
ンパス

横浜にぎわい座が、横浜・野
毛地区と協働実施している
オープンキャンパス企画を共
催。横浜にぎわい座寄附講
座を開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学
平成28年10月～平成29年
２月

不明

198 文化観光局
（公財）横浜市芸
術文化振興財団 落語鑑賞講座

横浜にぎわい座が、神奈川
大学エクステンションセンター
落語鑑賞講座で開催される
落語会の舞台設営のための
機材を貸出、広報協力

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学
平成28年９月、平成29年２
月

平成24年度

199 文化観光局
（公財）横浜市芸
術文化振興財団 学生モニター鑑賞

若い世代の集客に関する方
策を得るためのモニター鑑
賞。現役の大学生が主催興
行（3/1にぎわい寄席、3/14
円楽独演会）を鑑賞後、意
見交換及びレポートの提出

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成29年３月 不明

200 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜赤レンガ倉庫
1号館

平成28年度横浜美術大学
卒業制作選抜展

卒業制作展の開催支援 4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学 平成29年３月 平成23年度

201 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜赤レンガ倉庫
1号館

関東学院大学
建築･環境学部
建築・環境学科
第15回建築展示ぼくらの「か
たち」

卒業制作展の開催支援 4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成29年３月 平成18年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

202 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

学芸員課程「博物館実習」
実習生受入れ

学芸員課程における「博物
館実習」の受入れを行うこと
で、次世代の学芸員養成に
寄与する。特に企画展準備
期間であったため、実践的な
研修を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

八洲学園大学 平成29年１月 平成28年度

203 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

「親子のフリーゾーン」への運
営補助ボランティア受入れ

将来幼児教育の道に進むこ
とを目指す学生たちに、幼児
とアートの関わり合いの現場
体験を提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

國學院大學 平成28年５月 平成28年度

204 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

連携相談（定例会議同席）

青葉区が主体となって展開し
ている、青葉区内6大学（横
浜美術大学、國學院大學、
日本体育大学、桐蔭横浜
大学、玉川大学、カリタス女
子短期大学）連携事業の定
例会議へ出向き、当館の紹
介及び今後の連携について
提案

7 その他

青葉区役所
青葉区6大学：参加大学生
（横浜美術大学、國學院大
學、日本体育大学、桐蔭横
浜大学、玉川大学、カリタス
女子短期大学）

平成28年６月 平成28年度

205 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

あざみ野まつり

夏まつり（地域の自治会、商
店会による実行委員会主
催）に、アートフォーラムあざみ
野として模擬店を担当。準
備から当日運営まで、地元
の音楽バンドや國學院生の
協力連携を得て実施

4 事業の運営、協力・協働
國學院大學（あざみ野まつ
り）

平成28年８月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

206 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

青葉区主催「フォトジェニック
青葉　花と緑のフォトコンテス
ト」連携

青葉区が主催して開催され
る写真コンテストにおいて、横
浜美術大学ビジュアルデザイ
ン研究室と連携し、企画内
容に関する提言及び審査員
として参画

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜美術大学 平成29年２月 平成28年度

207 文化観光局

公益財団法人三
溪園保勝会
（所管課：観光振
興課）

名勝三溪園整備委員会

名勝三溪園を文化財として
良好に維持・管理するため、
名勝三渓園整備委員会
（有識者等で構成）により、
庭園整備計画及び活用、そ
の他必要な事項について審
議

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

関東学院大学、横浜国立
大学

3 教員 平成24年度

208 文化観光局 観光振興課 講師の派遣
横浜市の観光行政について
講義

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学、横浜市立
大学、フェリス女学院大学

不明



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

209 文化観光局 MICE振興課
第50回アジア開発銀行年次
総会
次世代育成セミナー

第50回アジア開発銀行年次
総会横浜開催を機に、ＡＤＢ
が掲げる「アジアの未来を担う
グローバル人材の育成」を目
的に、アジア途上国の都市
課題解決に向け、学生自ら
調査・研究を行う。その成果
を年次総会の公式セミナーの
中で英語で発表・議論し、
最後にＡＤＢへ提言を行う。
大学には、現地での調査・研
究及び発表を委託するととも
に、セミナーのファシリテーター
の一員としても参加を依頼

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学、横浜国立
大学

平成29年１月５日～３月31
日

平成28年度

210 文化観光局 MICE振興課
特別講演「国際機関で働くと
いうこと、働くためには」

第50回アジア開発銀行年次
総会横浜開催に関連し、Ａ
ＤＢエコノミストを講師に学生
向けの特別講演会を開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年６月 平成28年度

211 経済局 成長産業振興課
医療現場のニーズ紹介セミ
ナー

医療機器開発等に取り組む
市内ものづくり企業に向け
て、医療ニーズを紹介するセ
ミナーでの講演を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

東京工業大学、横浜市立
大学

平成28年６月・10月 平成27年度

212 経済局 成長産業振興課
横浜ライフイノベーションプラッ
トフォーム（LIP.横浜）キックオ
フイベント

ライフイノベーションを推進す
るため、産学官金が連携した
新たな仕組みの立ち上げを
発表するイベントを実施

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学、東京工業
大学、慶應義塾大学、横浜
国立大学

平成28年12月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

213 経済局 成長産業振興課

金沢バイオパーク進出協定
書に
基づく進出協定委員会（委
員）

金沢バイオパークに進出して
いる企業について、研究内容
の変更や施設の建て替えが
行われる際に、事前協議を
実施

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学（木原生物
学研究所）

随時 平成元年度

214 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

バイオベンチャーアライアンス

・バイオ系ベンチャーを中心と
する連携体として、メンバー
間の交流や連携を目的に定
例会等を開催
・大学はメンバーとして定例
会に参加

4 事業の運営、協力・協働
横浜国立大学、横浜薬科
大、横浜市大

通年 平成28年10月

215 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

包括協定契約
市大の産学連携部門と適宜
情報交換を行い、企業との
マッチング等を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成26年５月

216 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

ライフサイエンス分野振興事
業

神奈川県内の有望な研究・
技術シーズの事業化促進や
連携促進を目的として、コー
ディネータの専門知識を活用
して支援を実施
（H28：神奈川県受託事業
「ライフサイエンス分野振興事
業」）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学 平成28年12月 平成28年４月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

217 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

重篤副作用バイオマーカー開
発研究事業

重篤副作用バイオマーカー開
発研究事業において、各大
学へ試料収集などを委託し
ながら、共同研究を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成27年８月

218 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

横浜プロジェクト等推進事業

国際戦略総合特区に関係
して、個別化、予防医療時
代に対応した革新的な医薬
品、医療機器の開発と健康
産業の創出を目指して、産
学連携推進を支援

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学、横浜国立
大学、慶應義塾大学

通年 平成25年４月

219 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

木原記念こども科学賞
・神奈川県内の小・中学生
を対象とした科学賞の表彰
・選考委員会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 通年 平成５年４月

220 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

木原記念財団学術賞

・生命科学の分野で、優れ
た独創的な研究を行っている
若手研究者を表彰
・選考委員会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 通年
平成４年４月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

221 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

横浜バイオ医薬品研究開発
センター事業

横浜市立大学大学院の講
義の場所としてYBIRDの見
学を受け入れ、また、実際の
バイオ医薬品における品質
管理・工程管理・GMP等の
講義をYBIRDで実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 通年 平成27年10月

222 経済局
成長産業振興課
ものづくり支援課

経済局、慶應義塾大学理
工学部、横浜北工業会によ
る「連携・協力に関する基本
協定」

「連携・協力に関する基本協
定」に基づき、「最先端工作
機械加工技術体験講座」の
開催、文部科学省事業への
共同申請、「慶應義塾大学
主催の展示会（KEIO
TECHNO-MALL ）訪問など
を実施

7 その他 慶應義塾大学 通年 平成26年度

223 経済局 成長産業振興課

横浜市立大学 先端医科学
研究センター・横浜市経済
局 国際戦略総合特区推進
事業 連携講座

横浜市立大学先端医科学
研究センターと共催で、総合
特区でも支援する再生医療
をテーマにした連携市民講座
を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年11月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

224 経済局 経営・創業支援課 人材確保・育成支援事業

市内中小企業の成長発展
に不可欠なマネジメントや技
術支援に優れた「人材」等を
育成することを目的に、横浜
市立大学と協働で「大学に
よる実践教育と地域人材育
成にかかる研究」を実施し、
試験的に企業向け人材育
成セミナーを開催

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成28年10月～12月 平成26年10月

225 経済局
(公財)横浜企業経
営支援財団

横浜型地域貢献企業
横浜型地域貢献企業支援
事業における認定企業を学
内企業説明会へ推薦

7 その他 関東学院大学 平成28年９月～29年３月 平成28年度

226 経済局
(公財)横浜企業経
営支援財団

中小企業支援コーディネート
事業（産学連携推進）

市内理工系9大学及び13市
外・県外大学と産学広域大
学連携ネットワークを構築。
大学研究シーズの発表や市
内中小企業との技術連携

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

9市内連携大学
横浜国立大学、神奈川大
学、関東学院大学、鶴見大
学、慶応義塾大学、桐蔭横
浜大学、東京工業大学、東
京都市大学、横浜市立大
学
13広域連携大学
東海大学、早稲田大学、同
志社大学、関西大学、関西
学院大学、立命館大学、山
口大学、高知大学、広島大
学、鹿児島大学、岩手大
学、金沢大学、帯広畜産大
学

通年 平成11年



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

227 経済局
(公財)横浜企業経
営支援財団

中小企業支援コーディネート
事業テクニカルショウヨコハマ
2017「よこはま産学連携コー
ナー」

大学による出展・研究シーズ
の発表

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

慶應義塾大学、横浜市立
大学、神奈川県立産業技
術短期大学校、神奈川工
科大学、岩手大学、東海大
学、弘前大学、神奈川大
学、横浜国立大学、関東学
院大学

平成29年２月１日～３日 平成11年度

228 経済局 ものづくり支援課
テクニカルショウヨコハマ2017
「横浜ものづくりゾーン」の企
画・運営

横浜市立大学の学生が「横
浜ものづくりゾーン」の企画段
階から参画。会期中も出展
者へのサポートやアンケートの
実施を担当。終了後の出展
者意見交換会において、来
季に向けた提言発表するな
ど、主催者と連携して「横浜
ものづくりゾーン」を運営

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学
平成28年10月～平成29年
３月

平成27年度

229 経済局
工業技術支援セン
ター

デザイン産学連携プログラム

市内中小企業が提示した課
題を、大学デザイン科等の学
生がカリキュラムの中で、デザ
イン面から新製品・製品開
発に取り組む。課題解決方
法のヒントを探り、企業に提
案

4 事業の運営、協力・協働
横浜美術大学、相模女子
大学、神奈川県立産業技
術短期大学校

通年 平成22年４月

230 経済局
工業技術支援セン
ター

共同研究の実施
関東学院大学材料・表面
工学研究所との共同研究

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

関東学院大学 通年 平成23年４月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

231 経済局
工業技術支援セン
ター

産学官連携推進事務連絡
会

関東学院大学総合研究推
進機構と金沢区内工業会と
定期的に会合を持ち、地域
の現状と課題に関する情報
交換や、意見交換

7 その他 関東学院大学 通年 平成21年11月

232 経済局
工業技術支援セン
ター

子どもアドベンチャーの実施
教育委員会主催の子どもア
ドベンチャーで「めっき」につい
て学ぶ講座を実施

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成29年8月18日 平成23年８月

233 経済局
工業技術支援セン
ター

横浜スカーフの活用

人間環境デザイン学科　山
﨑教授により、工業技術支
援センターに保管されている
横浜スカーフを活用した研究
が実施されており、シルク博
物館において研究発表を
行った

7 その他 関東学院大学 平成28年12月 平成25年６月

234 経済局 消費経済課 消費者教育事業
職場、関係機関でのインター
ンシップ受入れ

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

明治学院大学 平成28年８月～９月 平成20年度

235 経済局 消費経済課 横浜市消費生活審議会

　消費者・事業者学識経験
者からなる20名以内（任期２
年）の委員で構成される附
属機関委員への就任。消費
生活に関する重要事項の調
査審議等への学識経験者と
しての助言等

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

①横浜国立大学
②法政大学
③東京経済大学

平成28年５月・８月（２回）・
９月・１２月、平成29年２月

①平成20年10月
②平成22年10月
③平成26年10月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

236 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

（公財）横浜市消費者協会
理事会

(公財）横浜市消費者協会
理事の委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学 平成28年６月、12月、
平成29年３月

平成24年度

237 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

消費者啓発事業

・横浜市老人クラブ連合会
主催「横浜シニア大学」での
講座内で、啓発漫才
・街頭キャンペーンにて、啓発
漫才

7 その他 慶應義塾大学
平成28年９月、
平成29年３月

平成26年度

238 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

大学連携事業

・市大と学生が企画及び作
成する地域情報誌に消費生
活総合センターへの周知と若
者への啓発広告を掲載

・大学の学生支援室窓口等
で若者向け啓発物の掲出及
び配布(3校)

・大学が新入生に配布する
冊子に若者向け啓発記事と
センター案内を掲載

7 その他

・横浜市立大学

・関東学院大学
・東洋英和女学院大学
・横浜創英大学

・東京都市大学

平成28年11月、平成29年３
月

平成28年８月

平成28年.4月

・平成24年度

・平成26年度
・平成28年度
・平成28年度

・平成27年度

239 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

消費者啓発事業
大学生及び職員を対象に悪
質商法被害防止に向けた講
座を開催

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学
明治学院大学
桐蔭横浜大学
横浜美術大学

平成28年４月 平成20年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

240 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

消費者啓発事業

市内大学生を対象にリーフ
レットを配布。慶應義塾大学
は大学名の名入れなど、校
正段階から連携し、新入生
全員に配布

7 その他

神奈川大学/関東学院大
学/慶應義塾大学/國學院
大学/湘南医療大学/昭和
大学/鶴見大学/桐蔭横浜
大学/東京藝術大学/東京
工業大学/東京都市大学/
東洋英和女学院大学/日
本体育大学/フェリス女学院
大学/明治学院大学/八洲
学園大学/横浜国立大学/
横浜商科大学/横浜市立
大学/横浜創英大学/横浜
美術大学/横浜薬科大学/
カリタス女子短期大学/横浜
女子短期大学/鶴見大学
短期大学部

平成28年12月 平成８年度

241 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

教室・講演会事業 消費者教育講演会の講師
2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学 平成28年９月 平成28年度

242 経済局
中央卸売市場本
場経営支援課

シーフードコンテスト～浜の市
場～
2016

横浜近郊の大学、専門学
校生が市場に集い、シーフー
ドコンテストを実施し、魚食の
普及を推進

7 その他

関東学院大学、横浜商科
大学、
相模女子大学、神奈川県
立保健福祉大学

平成28年11月 平成24年度

243 経済局 食肉市場運営課
横浜市旬鮮プロモーション事
業における旬鮮レシピの開発

国内産の牛肉・豚肉を使用
した新たなレシピ開発

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学
平成28年６月～平成29年３
月

平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

244 経済局
経済企画課
(公財)横浜企業経
営支援財団

革新技術の産業利活用や
新ビジネス創出の促進に係
る連携・協力に関する基本
協定

慶應義塾大学SFC研究所
が有するIoT、ビッグデータ、
AI、自動運転、ドローン等の
革新技術に関する高度な知
見や研究成果と、横浜市及
びIDECが持つ市内企業との
ネットワークや公共用地・施
設等を結びつけ、革新技術
の産業化・実用化に向けた
実証実験、データサイエンス
やイノベーション人材の育成
などの取組を展開するための
基本協定を締結

7 その他 慶應義塾大学 平成29年３月 平成29年度

245 経済局
中央卸売市場本
場経営支援課

市場カレーレシピ開発

健康増進と魚食普及の推進
を図るため、市場流通食材
等を使った新たなカレーレシピ
を開発し市民へ発信

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

鎌倉女子大学 平成29年３月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

246
こども青少年
局

企画調整課 横浜市児童福祉審議会

児童福祉法に基づき、調
査・審議する附属機関であ
る審議会の委員
・里親等への委託、児童養
護施設等の施設への入所等
の措置をとる場合、及びこれ
らの措置を解除、停止、変
更する場合、児童やその保
護者の意向と一致しないとき
の意見（児童福祉法第二十
七条第六項）
・被措置児童等虐待への市
の措置に係る報告への意見
（児童福祉法第三十三条の
十五）
・児童福祉施設の設備又は
運営が条例で定める基準に
達せず、かつ児童福祉に著し
く有害であると認められるとき
の意見 （児童福祉法第四
十六条第四項）
・無認可児童福祉施設に対
する事業の停止又は施設の
閉鎖を命ずるときの意見（児
童福祉法第五十九条第五

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

國學院大學、横浜市立大
学、神奈川県立保健福祉
大学、和泉短期大学、千葉
敬愛短期大学、千葉明徳
短期大学、共立女子大学

平成28年４月～平成29年３
月

昭和31年11月

247
こども青少年
局

企画調整課 横浜市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法第77
条に基づき設置する附属機
関である会議の委員

・子ども・子育て支援法及び
次世代育成支援対策推進
法に基づく市町村計画として
の「横浜市子ども・子育て支
援事業計画」（平成27～31
年度）の進捗管理
・特定教育・保育施設（認
定こども園、幼稚園、保育
所）及び特定地域型保育事
業（小規模保育等）の利用
定員の設定に関する審議
・幼保連携型認定こども園
の設置認可等に関する審議
・その他子ども等に関し市長

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

國學院大学、恵泉女学園
大学、千葉敬愛短期大学、
静岡県立大学、小田原短
期大学、千葉明徳短期大
学、神奈川県立保健福祉
大学、東京成徳短期大学

平成28年４月～平成29年３
月

平成25年５月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

248
こども青少年
局

青少年相談セン
ター

ユースサポーター訪問事業

本事業への参加者募集及
び協力要請。本事業では、
心理学、社会福祉学等を専
攻する学生等をユースサポー
ターとして登録。ユースサポー
ターがひきこもり状態にある若
者へ家庭訪問を行うなど、社
会参加に向けた支援を実施

4 事業の運営、協力・協働

横浜市立大学、関東学院
大学、明治学院大学、フェリ
ス女学院大学、横浜国立大
学、首都大学東京、県立保
健福祉大学

平成28年６月 平成19年４月

249
こども青少年
局

青少年相談セン
ター

精神科医師委託

・青少年相談センター利用
者への相談支援に関する職
員等への精神医学的な助
言、研修
・家庭訪問や面接による青
少年相談センター利用者へ
の精神医学的な助言、医療
機関への連絡調整、情報提
供書の作成
・その他精神医学的な診
断、助言等

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年４月 平成19年４月

250
こども青少年
局

青少年相談セン
ター

家族セミナー

青少年相談センター利用者
の保護者・家族対象の「若
者の不安な心との向き合い
方」をテーマとする研修会講
師

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成29年１月 平成26年４月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

251
こども青少年
局

青少年相談セン
ター

若者相談支援スキルアップ
研修

こども・若者支援に携わる公
民の支援機関・団体の支援
者を対象に、本市全体の人
材育成とスキルアップを図るこ
とを目的とする研修会講師

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学、東京学芸
大学、田園調布学園大学、
立教女学院短期大学、白
梅学園大学

平成28年８月～平成29年２
月

平成24年９月

252
こども青少年
局

子育て支援課
横浜市子育て支援事業運
営事業者選定委員会

横浜市子育て支援事業運
営事業者の選定委員として
就任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

國學院大学、玉川大学、日
本女子体育大学、桜美林
大学、鶴見大学、小田原短
期大学

平成28年４月 平成24年４月

253
こども青少年
局

子育て支援課
横浜市私立幼稚園はまっ子
広場実施園選定等委員会

横浜市私立幼稚園はまっ子
広場実施園の選定委員とし
て就任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

國學院大学 平成29年１月 平成27年11月

254
こども青少年
局

保育・教育運営課
市立保育所の民間移管にか
かる法人選考委員会

市立保育所の民間移管にか
かる法人選考委員会の委員
を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

國學院大學、鎌倉女子大
学、関東学院大学

平成28年４月
～平成29年３月
（委員会は４・５・８・10・11
月開催）

平成15年度

255
こども青少年
局

保育・教育人材課 幼児教育推進協議会

幼児教育と小学校以降の教
育の相互充実と連携推進を
図るための協議会の委員に
任命

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

白梅学園大学、明治学院
大学

平成28年５月20日、11月17
日

昭和58年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

256
こども青少年
局

保育・教育人材課 乳児保育研修（０歳児編）

保育所等に勤務する職員を
対象とした専門性を高める
研修を実施
（計３回、延べ392名の保育
士等が参加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

鎌倉女子大学 平成28年６月、８月 平成28年度

257
こども青少年
局

保育・教育人材課 乳児保育研修（１歳児編）

保育所等に勤務する職員を
対象とした専門性を高める
研修を実施
（計３回、延べ428名の保育
士等が参加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

鎌倉女子大学 平成28年６月・８月 平成28年度

258
こども青少年
局

保育・教育人材課 中堅研修

保育所等に勤務する職員を
対象とした専門性を高める
研修を実施
（計２回、延べ215名の保育
士等が参加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

玉川大学 平成28年11月・12月 平成28年度

259
こども青少年
局

保育・教育人材課 園内研修リーダー育成研修

保育所等に勤務する職員を
対象とした専門性を高める
研修を実施
（計５回、延べ258名の保育
士等が参加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

玉川大学、関東学院大学、
田園調布学園大学

平成28年５月～１月 平成28年度

260
こども青少年
局

保育・教育人材課 子育て支援研修

保育所等に勤務する職員を
対象とした専門性を高める
研修を実施
（１回、　146名の保育士等
が参加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

東京都市大学 平成28年11月 平成28年度

261
こども青少年
局

保育・教育人材課 保育・教育理念講座

保育所等に勤務する職員を
対象とした専門性を高める
研修を実施
（１回、　767名の保育士等
が参加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

玉川大学 平成29年２月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

262
こども青少年
局

保育・教育人材課
園内研修リーダー育成研修
発表会

保育所等に勤務する職員を
対象とした専門性を高める
研修を実施
（１回、　400名の保育士関
係者等が参加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

玉川大学、関東学院大学、
田園調布学園大学、和泉
短期大学

平成29年２月 平成28年度

263
こども青少年
局

保育・教育人材課 園内研修・研究推進事業
園内研修・研究を推進する
ため、保育内容についての助
言

4 事業の運営、協力・協働
玉川大学、和泉短期大学、
関東学院大学

平成28年５月～２月 平成28年度

264
こども青少年
局

保育・教育人材課 接続期研修会

幼児教育と小学校教育との
円滑な接続と双方の教育の
充実を図ることを目的に行
う、幼保小接続期研修会の
講師に任命

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

山形大学・玉川大学
平成28年10月27日、12月
17日

平成18年度

265
こども青少年
局

保育・教育人材課
横浜市保育センター運営費
補助金交付事業

保育に関する研修、調査等
の事業を実施するため、神奈
川県、川崎市、横須賀市及
び相模原市とともに運営事
業費を補助

4 事業の運営、協力・協働
白峰学園・横浜女子短期
大学

通年 昭和58年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

266
こども青少年
局

保育対策課
都市公園を活用した保育施
設の設置に関するガイドライ
ン作成

待機児童解消のための保育
所整備に必要な用地が不
足する中、国家戦略特区に
よる都市公園を活用した保
育所整備を行うにあたり、課
題解決に向けて公園と保育
に関する有識者と協働し、運
営法人との意見交換等を実
施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成27年度

267 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　保健師
（助産師）２年目研修

２年目の保健師・助産師を
対象とし、集団及び地域支
援の必要性と保健師の役割
についての理解を目的とした
研修を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

慶應義塾大学 平成28年９月 平成18年度

268 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　保健師
（助産師）３年目研修

３年目の保健師・助産師を
対象とし、地域アセスメントを
通じて、個別課題から地域
健康課題へ展開する方法の
学習と、地域特性に応じたア
プローチ及び施策への展開
方法等の習得を目的とした
研修を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年10月 平成18年度

269 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　新採用
保健師指導者研修

新採用保健師のトレーナー
の保健師を対象とし、指導
者としての役割の理解と、地
域診断の視点を盛り込んだ
効果的な指導方法の習得を
目的とした研修を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年５月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

270 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　実習指
導者向け研修

保健師学生実習を担当する
保健師を対象とし、保健師
選択制カリキュラムの理解と
質の高い実習指導を実践す
るための手法を学ぶことを目
的とした研修を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年６月 平成26年度

271 健康福祉局 福祉保健課
横浜市福祉のまちづくり推進
会議

福祉のまちづくりに関する基
本的事項を調査審議するた
め、市長の付属機関として設
置される「横浜市福祉のまち
づくり推進会議」の委員として
委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学
神奈川県立保健福祉大学
首都大学東京

平成28年８月 平成９年４月

272 健康福祉局 福祉保健課
横浜市地域福祉保健計画
策定・推進委員会

横浜市地域福祉保健計画
の策定・推進及び評価等、
地域福祉保健推進に関する
基本的事項を審議するた
め、市長の附属機関として設
置される「横浜市地域福祉
保健計画策定・推進委員
会」の委員として委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
立教大学
法政大学
静岡福祉大学

平成28年７月
平成28年11月

平成16年４月

273 健康福祉局 福祉保健課
地域におけるシニアパワー発
揮推進事業

モデル地区でのモデル事業実
施にあたっての事業スキーム
の検討や、介入調査開始に
あたっての基礎データ収集等
を協定を締結し協働して実
施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

274 健康福祉局

福祉保健課
※実施主体は社
会福祉法人横浜
市社会福祉協議
会横浜生活あんし
んセンター

市民後見人養成・活動支
援事業

市民後見人養成・活動支
援を推進するための推進委
員会の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東洋英和女学院大学 年４回（５・８・11・３月） 平成23年４月

275 健康福祉局
環境施設課
保健事業課

横浜市災害時多数遺体取
扱関係機関連絡会議

横浜市防災計画に基づき、
横浜市の災害時における多
数遺体取扱体制について平
時から意見交換、情報共有
を図るとともに、災害時に関
係機関が連携し、迅速かつ
有効的な体制を構築するこ
とを目的に設置

7 その他 鶴見大学 平成28年８月 平成26年10月

276 健康福祉局 障害支援課
障害者施設等職員研修会
（摂食嚥下研修会）

市内障害者施設に勤務する
職員の日々の支援の向上を
目指すため、摂食嚥下（せっ
しょくえんげ）の仕組みや機
能、経口で食事を維持して
いく方法についての講義

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

鶴見大学 平成28年８月・９月・10月 平成25年度

277 健康福祉局 障害支援課
社会福祉法人型障害者地
域活動ホーム看護師等巡回
相談事業

社会福祉法人型障害者地
域活動ホームを訪問し、次の
コースを選択して実施
①助言コース：利用者の食
事状況を評価し、日常的な
食事サポートについての助言
や食事の様子を巡回し 評

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

鶴見大学
平成28年９月～平成29年１
月

平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

278 健康福祉局 障害企画課
横浜市障害者差別の相談
に関する調整委員会

横浜市障害者差別の相談
に関する調整委員会委員と
して委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東洋英和女学院大学 平成28年４月～ 平成28年度

279 健康福祉局 障害企画課
横浜市障害者差別解消支
援地域協議会

横浜市障害者差別解消支
援地域協議会委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東洋英和女学院大学 平成28年４月～ 平成28年度

280 健康福祉局 障害企画課
医療・看護学生への障害理
解啓発事業

講義「福祉施設実習」の中
で学生が行くことになる、障
害福祉施設実習先の紹介
及び連絡・調整

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学 平成28年４月～29年３月 平成26年度

281 健康福祉局 障害企画課
医療・看護学生への障害理
解啓発事業

精神看護学の講義内での講
演、発達障害のある当事者
を紹介

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学 平成29年１月 平成26年度

282 健康福祉局 障害企画課 発達障害検討委員会
発達障害検討委員会委員
に任命

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学
東洋英和女学院大学

平成28年６月・12月、平成
29年３月

横浜国立大学　平成26年９
月
東洋英和女学院大学　平
成28年６月

283 健康福祉局 障害企画課
よこはま自殺対策ネットワーク
協議会

よこはま自殺対策ネットワーク
協議会委員に就任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学、東海大学
平成28年６月・７月、平成
29年２月

平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

284 健康福祉局 障害企画課
救命救急センターにおける自
殺未遂者再発防止事業

救命救急センターに搬送され
る自殺未遂者及び家族等に
対して、専門職員による支
援を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成22年度

285 健康福祉局 障害企画課 障害者施策推進協議会 委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学 平成28年度 平成22年度

286 健康福祉局 障害企画課 職場実習
神奈川大学生活協同組合
の店舗を障害者の職場実習
先の一つとして登録

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成22年７月

287 健康福祉局 障害企画課 職場実習

横浜市立大学（八景キャン
パス・附属病院）において、
障害者の職場実習先の一つ
として登録

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年度

288 健康福祉局 障害企画課 共同受注事業

障害者施設で作製している
自主製品の販路拡大とし
て、神奈川大学生活協同組
合の店舗において、神奈川
区内の障害者施設「ネバー
ランド」のパン販売を実施（委
託販売）

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成20年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
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区・局（統括本
部及び会計室
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課
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28年度

実施年月
連携取組開始年度

289 健康福祉局 障害企画課 公共施設活用事業

「横浜市市有建物を活用し
た障害者雇用創出・就労啓
発事業における運営事業者
選定委員会」の委員として委
嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 平成29年２月 平成28年度

290 医療局 職員課 救急医療技官の配置

医療行政全体にわたる政策
や事業の企画立案における
専門性を高め、政策的医療
や救急医療の推進を図るた
め、救急医療に携わる臨床
医師を救急医療技官として
配置

7 その他 横浜市立大学 通年 平成28年度

291 医療局 医療政策課
横浜市立病院・地域中核
病院等連携推進協議会

本市の医療政策の中心的
役割を果たしている市大附
属２病院・地域中核病院・
市立病院の各病院長との意
見交換を行い、課題検討等
を実施

4 事業の運営、協力・協働
昭和大学、横浜市立大学、
聖マリアンナ医科大学

平成28年８月 平成17年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　
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課
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28年度

実施年月
連携取組開始年度

292 医療局 医療政策課
横浜市立病院・地域中核
病院等連携推進協議会

本市の医療政策の中心的
役割を果たしている市大附
属２病院・地域中核病院・
市立病院の各病院長との意
見交換を行い、課題検討等
を実施

4 事業の運営、協力・協働
昭和大学、横浜市立大学、
聖マリアンナ医科大学

平成28年８月 平成17年度

293 医療局 医療政策課 横浜市保健医療協議会

本市の保健、医療及び生活
衛生に係る施策及び当該施
策の計画の策定についての
調査審議及び評価に関し
て、検討・協議を実施

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
鶴見大学
東海大学
筑波大学
北里大学
東京医科歯科大学

平成28年７月 平成８年度

294 医療局 医療政策課
よこはま保健医療プラン策定
検討部会

保健医療分野を中心とした
施策を総合的に体系づけた
中期的な計画となる「よこは
ま保健医療プラン」の策定に
あたり、専門の事項を協議

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
筑波大学
東京医科歯科大学

平成28年11月、平成29年３
月

平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
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28年度

実施年月
連携取組開始年度

295 医療局 医療政策課 医療政策有識者会議
本市の医療政策全般的な
事項について、専門的な立
場からの助言を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

慶應義塾大学、横浜市立
大学

平成29年1月 平成23年度

296 医療局 医療政策課
横浜臨床研究ネットワーク支
援事業

市内・県内の医療機関が連
携して臨床研究・治験等を
推進することを目的として横
浜市立大学が整備した「横
浜臨床研究ネットワーク」を
支援

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成27年度

297 医療局 医療政策課 ＮＤＢデータの分析・研究

ＮＤＢデータの利用に必要な
手続、環境の構築、分析、
研究までを連携協力して実
施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成28年度

298 医療局 医療政策課
横浜市ＩＣＴを活用した地域
医療連携ネットワーク研究会

本市の現状に適したＩＣＴを
活用した地域医療連携ネッ
トワークの構築に向けて、地
域医療連携の現状分析及
び今後のあり方、その他構築
の推進に関する事項につい
て、それぞれ専門的な立場か
ら意見交換及び情報共有
等を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成28年５月・８月・12月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　
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連携取組開始年度

299 医療局 医療政策課
横浜市災害医療アドバイ
ザー

災害時に市災害対策本部
長の元で、医学的見地から
の助言、指示、調整等に協
力いただくアドバイザーを依頼

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 随時 平成25年４月

300 医療局 医療政策課 横浜市災害医療連絡会議

災害時に迅速かつ有効的な
災害医療体制を構築するこ
とを目的とした災害医療連
絡会議の構成員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 平成29年３月 平成25年４月

301 医療局 医療政策課
災害時における救援物資
（医薬品）の取扱いに関する
協定

災害時における医薬品救援
物資の物流拠点の一元化
と、適切な集積・管理、仕分
けができる体制を構築するた
めの協定を締結

4 事業の運営、協力・協働 横浜薬科大学 随時 平成27年９月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　
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302 医療局 医療政策課
横浜市救急医療検討委員
会

高齢者の救急医療をテーマ
とした救急医療検討委員会
の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
平成28年12月、平成29年２
月

平成27年７月

303 医療局 医療政策課
横浜市救急医療検討委員
会専門部会

救急電話相談事業をテーマ
とした救急医療検討委員会
専門部会の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 開催なし 平成27年９月

304 医療局 医療政策課
脳血管疾患救急医療体制
連絡会（予定）・幹事会

発症後早期に医療に繋げ、
有効な治療を行うことのでき
る脳血管疾患救急医療体
制の構築を目的とした会議
への参加を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学、昭和大学 平成29年３月 平成21年４月

305 医療局 医療政策課
横浜心疾患研究会（横浜
市急性心疾患救急医療体
制）

発症後早期に医療に繋げ、
有効な治療を行うことができ
る急性心疾患救急医療体
制の運営及び検証を目的と
した会議への参加を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学、昭和大学 開催なし 平成22年５月
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306 医療局 医療政策課
横浜市救急相談業務運営
協議会

＃７１１９事業の実績報告
及び検証をテーマとした救急
相談業務運営協議会の参
加を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
平成28年５月、平成29年３
月

平成28年２月

307 医療局 医療政策課
横浜市救急相談業務運用
部会

＃７１１９事業の実務者を集
め、事業検証を行う救急相
談業務運用部会の参加を
依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 通年（毎月1回開催） 平成28年３月

308 医療局 医療政策課
横浜市立大学と共にパリ公
立病院連合との医療連携に
関するMOU締結

パリ公立病院連合との医療
連携に関するMOUを締結
し、それに基づいて、学生の
派遣やフランスの救急医療
体制の理解などを横浜市立
大学と共に実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 随時 平成27年１月

309 医療局 医療政策課
周術期口腔機能管理の推
進に向けた包括連携に関す
る協定

市民の手術後の合併症予
防等につながる「周術期にお
ける口腔ケア」の取組を市内
で包括的に推進・加速させる
ことを目的とした、横浜市立
大学、横浜市歯科医師会、
横浜市の３者で連携協定を
締結

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 随時 平成29年２月
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番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

310 医療局 がん・疾病対策課
市大医学生・看護学生によ
る医療教育への支援

医学生・看護学生が小・中
学校に出向き、医療に関す
る授業を行い、本市はその内
容の医療政策的視点からの
助言や広報協力を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成24年４月

311 医療局 がん・疾病対策課
ピアサポーター養成のための
講習プログラム作成

がん患者及びがん患者の家
族を対象としたピアサポーター
養成のための準備として、病
院の医療従事者やがん患者
等を対象に、「ピアサポー
ター」が行うべき相談業務等
の実施内容の講習指導及
び研修プログラム（カリキュラ
ム）の作成を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成29年３月 平成29年３月

312 医療局 がん・疾病対策課
疾病の重症化予防事業検
証会

事業効果を測定し、対象者
の選定、実施方法等の検証
を行うにあたり、医師等の専
門家の助言に基づき、支援
プログラム及び事業全体の検
証を実施

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
平成28年８月
平成29年１月

平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

313 医療局 がん・疾病対策課 在宅療養移行支援検討会

在宅医療の推進を目的とし
た在宅医療及び介護関係
者の連携を円滑に行うため、
在宅療養移行を支援するた
めの情報共有ツールを作成
するための検討を実施

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
平成28年11、12月
平成29年２月

平成28年度

314
医療局病院経
営本部

病院経営課
横浜市立病院経営評価委
員会

委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

慶應義塾大学
横浜市立大学

平成28年６月・９月 平成27年９月

315
医療局病院経
営本部

病院経営課
横浜市立大学・市立病院
連携会議

横浜市立病院に関する連
携・協力について協議・検討
し、課題解決を図ることで本
市の医療提供体制に貢献す
ることを目的に連携会議を設
置し、平成28年度は１回開
催

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年６月 平成25年12月

316
医療局病院経
営本部

病院経営課
（みなと赤十字病
院）

治験審査委員会 委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜薬科大学 平成28年４月 平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

317
医療局病院経
営本部

市民病院総務課
横浜市立市民病院受託研
究審査委員会

委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学 通年 平成６年４月

318
医療局病院経
営本部

市民病院総務課 連携大学院

大学院設置基準に基づき、
大学と学外の研究機関等が
協定を結び、研究機関等の
研究員が大学の客員教授
等となり、大学の教育・研究
に関わる仕組み。27年４月１
日から32年３月31日までの
間で協定を締結。27年４月
から、麻酔科の領域において
連携を開始。また、29年４月
から呼吸器内科の領域にお
いても連携を開始予定

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 通年 平成27年3月

319
医療局病院経
営本部

市民病院総務課 院内壁等の模様替え

患者視点に立ったホスピタリ
ティ推進の一環として、“患者
を癒す、励ます”といった観点
から老朽化した壁の模様替
えを実施。リハビリ室と院内
保育所の壁や窓に自然の風
景、乗り物・動物といったアー
ト作品を描く。
リハビリ室は季節に応じて４
回デザイン変更を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
平成28年４月～平成29年１
月

平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

320 環境創造局 環境管理課 「環境保全学」の講義

次世代の環境を担う人材育
成の一環として、専門課程の
学生を対象とした講義（全10
回）を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学
平成28年９月～平成29年１
月

平成21年度

321 環境創造局
下水道事業マネジ
メント課

横浜市下水道事業経営研
究会

横浜市下水道事業の経営
に関する必要な事項について
専門的に調査研究及び審
議する「横浜市下水道事業
経営研究会」の委員として委
嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学、横浜市立
大学、文教大学、首都大学
東京、東北大学、東京大学

平成28年８月、平成29年３
月

平成14年８月

322 環境創造局 下水道水質課
東京都市大学生のための下
水道講座

東京都市大学横浜キャンパ
スにおいて、環境創生学科の
学生37名への下水道講座を
11月に2回実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

東京都市大学 平成28年10月27日 平成26年度

323 環境創造局 下水道水質課
横浜市立大学生のための下
水道講座

横浜市立大学において、環
境保全学受講20名への下
水道講座を10月に実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学 平成28年11月11日 平成26年度

324 環境創造局
西部水再生セン
ター
下水道水質課

横浜薬科大学生のための下
水道講座

西部水再生センターにおい
て、横浜薬科大学の学生約
300名への下水道講座を平
成28年10月から11月の間、
計6回実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜薬科大学 平成28年10月・11月 平成24年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

325 環境創造局 管路保全課

中大口径管路等を対象とし
た無人小型飛行体による腐
食調査技術の実用化に関す
る研究

実用化に関する画像解析・
劣化診断等に関する技術的
アドバイス、室内実験施設の
提供

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成28年９月 平成28年度

326 環境創造局 政策課
横浜環境活動賞審査委員
会

横浜環境活動賞審査委員
会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東京都市大学
中央大学

平成28年９月、平成29年２
月

平成25年11月

327 環境創造局 政策課 横浜環境活動賞

横浜環境活動賞表彰候補
者について、募集案内の配
布及び学内団体・サークル
等の推薦を依頼

4 事業の運営、協力・協働 パートナーシップ全大学 平成28年10月 平成26年10月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

328 環境創造局 政策課
横浜ＲＣＥネットワーク推進
協議会

ESD（持続可能な開発のた
めの教育）に携わる大学、
NGO、NPO、行政などで構
成される協議会のメンバーと
して、情報提供・意見交換を
実施

4 事業の運営、協力・協働

東京都市大学／フェリス女
学院大学／慶應義塾大学
／横浜国立大学／横浜市
立大学

会議：平成29年３月 平成18年４月

329 環境創造局 政策課
横浜学生環境活動コンテス
ト「ハマコン」

横浜市内で環境活動を行う
学生団体が集まり、発表、
交流、学習する場「ハマコン」
の開催に横浜市が協力

4 事業の運営、協力・協働

東京都市大学／フェリス女
学院大学／明治学院大学
／横浜市立大学／横浜国
立大学／神奈川大学

平成29年２月 平成22年度

330 環境創造局 政策課 横浜グリーン購入ネットワーク

市民、企業・団体、行政が
連携してグリーン購入を推進
するグリーン購入ネットワーク
の地域ネットワーク「横浜ＧＰ
Ｎ」の会長に就任依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 幹事会月1回 平成21年６月

331 環境創造局 政策課 ヨコハマ環境行動フェスタ

学生サークルに、横浜環境
活動賞受賞者として、環境
に関する本市主催のイベント
でブース出展（ワークショップ）

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年６月 平成27年６月

332 環境創造局 政策課 環境創造審議会
環境創造審議会の委員を
委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東京都市大学、横浜国立
大学、東京海洋大学、大妻
女子大学、桜美林大学、福
井県立大学

平成29年３月 平成19年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

333 環境創造局 政策課
横浜みどりアップ計画市民推
進会議

横浜みどりアップ計画市民推
進会議の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

　関東学院大学、福井県立
大学、千葉大学

平成28年６月ほか 平成21年10月

334 環境創造局
動物園課
繁殖センター

環境生命専門実習
5月中旬に横浜市立大学3
年時の実習授業を受入れ
（約20名、3日間）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年５月 平成22年度

335 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会　よこはま動物
園

横浜市立大学講義への講
師派遣

「動物園の国際協力－横浜
市立動物園の取り組み－」と
いうタイトルで園内講義及び
出張講義

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年８月・10月 平成28年度

336 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
野毛山動物園

献体動物の提供について

学部生の骨格標本作成授
業に献体を提供
（今年度：タヌキ・モルモット・
マガモ・セグロカモメ・ウミネコ・
ニワトリ）

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

鶴見大学 平成29年３月 平成20年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

337 環境創造局
（公財）横浜市緑
の協会
金沢動物園

梅見のお茶会

２月に自然公園内にある梅
林の中で、梅の花を眺めなが
ら野点をお客様に楽しんでい
ただくイベントの協力。事前の
広報や舞台の準備は動物
園側が行い、当日の運営は
連携する大学の茶道部が主
体的に実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成29年２月 平成23年度

338 環境創造局
（公財）横浜市緑
の協会
金沢動物園

金沢動物園内におけるヤマ
アカガエルの産卵数の確認
調査

左記事業について共同で研
究

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

鶴見大学 平成29年２月 平成26年度

339 環境創造局 農業振興課
横浜市における地産地消と
その経済循環に関する調査

　横浜国立大学が実施する
研究「横浜市における地産
地消とその経済循環」に協
力し、横浜市から農業関係
資料の提供・助言やヒアリン
グ対象者の紹介等。
　それを踏まえ、学生による
研究発表会（29年３月）で、
次の報告を行っていただい
た。
①各種資料を基にした現在
の品目別生産量（推計）の
算出
②市内産農産物の流通状
況の把握
③事例研究を通じた市場外
流通の動向把握

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学
平成28年４月～平成29年３
月

平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

340 資源循環局 金沢事務所
横浜市立大学新入生オリエ
ンテーションでのごみの分別
啓発

横浜市立大学新入生オリエ
ンテーションの中で、午前に２
回10分間ずつ、約1200名を
対象にごみの分別の説明を
環境ボランティアの学生によっ
てパワーポイント等活用しな
がら実施

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 平成28年４月 平成22年度

341 資源循環局 金沢事務所
横浜市立大学環境月間イ
ベント

横浜市立大学環境ボラン
ティアステップアップと協働し、
2日間昼休みに食堂棟脇に
３R夢ブースを設置し、３R夢
分別タブレットや展示パネル
を使用し、食品ロスのアン
ケート調査や環境に係るアン
ケート調査などの啓発を実
施

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 平成28年６月 平成21年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

342 資源循環局 金沢事務所 浜大祭

横浜市立大の学園祭である
浜大祭において、３R夢ブー
スを設置し、環境ボランティア
ステップアップと協働して、３R
夢分別ルーレットゲームやご
みの分別パネルを展示し３R
夢プランの啓発活動を実施

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 平成28年10月 平成21年度

343 資源循環局
産業廃棄物対策
課

大規模災害時における災害
廃棄物の仮置場の設置協
力に関する協定

大規模災害発生時に、大学
グラウンドの仮置場としての使
用の可否を協議し、承諾を
得た場合に仮置場として使
用する協定を締結

7 その他
横浜国立大学、横浜商科
大学、横浜市立大学

平成28年６月 平成28年度

344 資源循環局
公益財団法人横
浜市資源循環公
社

３Ｒ・地球温暖化対策推進
事業「環境ツアー」の開催

各大学で環境活動を行う団
体（エコキャン活動）同志の
情報共有・ネットワークづくり
の場として、企画段階から協
働して環境ツアーを開催

4 事業の運営、協力・協働
フェリス女学院大学、横浜国
立大学、明治学院大学、横
浜市立大学

平成28年６月 平成24年２月

345 資源循環局
公益財団法人横
浜市資源循環公
社

公益財団法人横浜市資源
循環公社評議員会

公益財団法人横浜市資源
循環公社評議員委任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

フェリス女学院大学 通年 平成24年４月

346 資源循環局 青葉事務所 日体大クリーン大作戦
学生と協働でキャンパス周辺
の地域清掃を実施

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 通年 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

347 建築局 企画課

持続可能な住宅地モデルプ
ロジェクト～磯子区洋光台
周辺地区～次世代スタイル
ワーキング

環境・健康・防災をテーマ
に、新しいライフスタイルを実
現するための次世代スタイル
ワーキングへの参加及び各種
取組への参画

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
平成28年10月～平成29年
３月

平成28年度

348 建築局 企画課 横浜市空家等対策協議会
横浜市空家等対策協議会
委員に就任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学
平成28年８月、平成29年３
月

平成27年度

349 建築局 企画課 横浜市空家等対策協議会
横浜市空家等対策協議会
委員に就任

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
平成28年８月、平成29年３
月

平成27年度

350 建築局 企画課
スマートウェルネス体感パビリ
オン

横浜市とナイスグループの包
括連携協定に基づき、平成
27年10月に鶴見区にオープ
ンした「スマートウェルネス体
感パビリオン」の展示内容等
の監修

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 通年 平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

351 建築局 住宅再生課
地産地消をテーマにした
コラボパンの開発・販売

市と相鉄グループが連携する
「相鉄いずみ野線沿線　環
境未来都市」の取組の一つ
として、フェリス女学院大学
エコキャンパス研究会と「ヴィ・
ド・フランス　いずみ野店」が
連携し、地元野菜を使用し
たコラボパンを企画・製造。
沿線地域の魅力をＰＲする
「いずみ野マルシェ」「ステキ
はっけん祭」にて販売

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学
平成28年４月～平成29年３
月

平成26年度

352 建築局 住宅再生課
多世代交流・地域活性化を
テーマにした「街カフェ」

市と相鉄グループが連携する
「相鉄いずみ野線沿線　環
境未来都市」の取組の一つ
として、緑園都市「えきばた
会議」街カフェ実行委員会
主催の「街カフェ」にて、フェア
トレードのコーヒー等の販売
や、企業と協働開発したヤシ
砂糖のクッキーの販売、ミニス
テージでのＭＣを実施

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成28年４月・11月 平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

353 建築局 住宅再生課
沿線地域の魅力をＰＲする
相鉄いずみ野線「ステキはっ
けん祭」

市と相鉄グループが連携する
「相鉄いずみ野線沿線　環
境未来都市」の取組の一つ
として、沿線地域の魅力をＰ
Ｒする 相鉄いずみ野線「ステ
キはっけん祭」を開催。
イベントでは、横浜国立大学
生が提案した沿線地域のま
ちづくりの企画を展示。また、
横浜国立大学生が中心と
なって製作した「ほどわごん」
を出店。「ほどわごん」では、
山梨県南部町のまちづくりに
関わるフェリス女学院大学生
が、南部町の名産である生
姜を使用した紅茶・商品の
販売や南部町の魅力のＰＲ
を実施。ミニステージでは、
フェリス女学院大学 ミュージ
カル部が出演

4 事業の運営、協力・協働
横浜国立大学
フェリス女学院大学

平成29年３月 平成28年度

354 建築局 住宅再生課
チャレンジ!!オープンガバナンス
2016

市と相鉄グループが連携する
「相鉄いずみ野線沿線　環
境未来都市」の取組の一つ
として、市が「チャレンジ!!オー
プンガバナンス2016」に地域
課題として提出した「シビック
プライドの醸成」というテーマに
対し、フェリス女学院の教員・
大学生、地域住民、相鉄グ
ループ、市が連携し、相鉄い
ずみ野線沿線地域での課題
解決提案を検討・発表

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

フェリス女学院大学
平成28年10月～
平成29年３月

平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

355 建築局 住宅再生課
十日市場駅勢圏域における
まちづくりの推進

（１）住民と共に、地域のたか
らもの（魅力や好きなところ）
について話し合い、まち歩き、
マップづくりを行うワークショップ
の開催
（２）地域の魅力や情報を発
信する住民グループの立上げ
を目指す市民記者養成講
座の実施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学
平成28年10月～
平成29年３月

平成28年度

356 建築局 営繕企画課
横浜市公共建築物耐震工
法検討委員会

横浜市公共建築物耐震工
法検討委員会の委員を委
嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学、東京工業
大学、関東学院大学、東京
大学、芝浦工業大学

平成28年４月・５月・６月 平成９年度

357 建築局 営繕企画課
平成28年度横浜市建設関
連就職フェア

就職フェア開催のパンフレット
配布依頼

7 その他
パートナーシップ協議会参加
全大学

平成28年12月 平成28年度

358 都市整備局 企画課 横浜市土地利用審査会
横浜市土地利用審査会委
員に任命

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学大学院 平成28年３月
昭和50年３月20日



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

359 都市整備局 都市デザイン室 横浜市都市美対策審議会
横浜市都市美対策審議会
に委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

東京大学大学院、東海大
学、横浜市立大学、関東学
院大学、武蔵野美術大学、
横浜国立大学、早稲田大
学

通年（部会含め、合計12回
開催）

昭和40年7月

360 都市整備局 都市デザイン室 歴史的景観保全委員
歴史的景観保全委員に就
任を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学、横浜国立大
学大学院、関東学院大学、
工学院大学、横浜国立大
学

通年（調整会議は合計2回
開催）

昭和63年４月

361 都市整備局 都市デザイン室
平成２８年度　公共空間活
用実証実験に関する研究

公共空間の活用実例や今
後の公共空間のあり方につい
ての調査の委託

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学
平成28年11月～平成29年
3月

平成26年11月

362 都市整備局 地域まちづくり課
横浜市地域まちづくり推進
委員会

横浜市地域まちづくり推進
委員会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学、東京都市大
学、法政大学、早稲田大学

通年（委員会は平成28年６
月・10月、平成29年３月開
催）

平成27年度

363 都市整備局 地域まちづくり課
横浜市地域まちづくり推進
委員会
表彰部会

横浜市地域まちづくり推進
委員会表彰部会の委員を
委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学、首都大学東
京

通年（部会は平成28年12月
開催）

平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

364 都市整備局
金沢八景駅東口
開発事務所

学生街らしいまちづくり

はちのばのリニューアル、ビル
ディングワークショップ、広場
「はちのば」を活用しての情報
発信やワークショップなどを実
施

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

通年 平成21年７月

365 都市整備局
金沢八景駅東口
開発事務所

市大まちづくりコース
「横浜の都市づくりと課題」

市の金沢八景駅周辺事業
（土地区画整理事業、シー
サイドライン延伸、自由通路
整備、公園整備等）につい
て、大学生の理解を深めるた
め、大学で講演

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学 平成28年５月 不明

366 道路局 総務課
横浜市道路局インターンシッ
プ

協定を締結した大学の学生
を対象に、
インターンシップの受入れを実
施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

①横浜国立大学理工学部
建築都市・環境系学科
②早稲田大学創造理工学
部

平成28年８月 平成27年度

367 道路局 企画課
十日市場駅周辺地区バリア
フリー基本構想

横浜市バリアフリー検討協議
会十日市場駅周辺地区部
会の部会長を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

神奈川大学 平成28年７・11月 平成27年度

368 道路局 企画課
横浜市バリアフリー検討協議
会

横浜市バリアフリー検討協議
会の座長を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学、宇都宮大
学

平成28年７月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

369 道路局 企画課 戸塚区バリアフリー基本構想
横浜市バリアフリー検討協議
会戸塚区部会の部会長を
依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学、宇都宮大
学

平成29年３月 平成28年度

370 道路局
横浜環状北西線
建設課

横浜環状北西線の建設工
事に係る仮囲いデザインの実
施

横浜環状北西線の建設工
事に伴い設置される仮囲い
について、横浜美術大学の
学生にデザインを依頼

7 その他 横浜美術大学 平成29年１月～ 平成28年度

371 道路局 橋梁課

横浜市内の道路橋及びトン
ネルにおける保全更新技術
に関する「産」・「学」・「官」連
携協力

供用中の橋梁を活用した研
究等

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成28年4月～ 平成26年度

372 港湾局 政策調整課 横浜市港湾審議会
横浜市港湾審議会委員を
委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学
日本大学
早稲田大学

通年（審議会は７月、11月
に開催）

平成15年度
（早稲田大学は27年度）

373 港湾局 管財第一課
横浜市埋立事業用地処分
等事業者選定等委員会

横浜市埋立事業用地処分
等事業者選定等委員会委
員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

放送大学神奈川学習セン
ター
日本大学

通年（委員会は、８月、１月
に開催）

平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

374 消防局 予防課
火災予防に関するポスター
等のデザイン制作

秋・春の火災予防運動のポ
スターや家庭防災員研修受
講者募集のチラシのデザイン
制作について、横浜美術大
学と連携

7 その他 横浜美術大学 平成28年６月～11月 平成28年度

375 消防局 管理・研究課
消防資機材の開発・改良及
び消防活動支援に関する共
同研究契約

消防隊員の疲労度判定方
法の研究：消防隊員の献身
的かつ過剰な活動の結果、
自らの健康状態にまで気が
回らず、過度なヒートストレス
に陥る事例が報告されてい
る。未然防止の観点からは、
リアルタイムで自らの状態を
把握する必要がある。そこで
消防活動中の身体状況を、
自らの生理的情報と災害現
場等の環境情報及び隊員
が感じる疲労感を組み合わ
せた疲労度を指標とした確
認手法についての研究を共
同で実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学
平成28年４月～平成29年３
月

平成21年５月

376 消防局
鶴見消防署庶務
課

学生の消防団入団促進に
対する協力

①消防団についての説明会
②ポスターやリーフレットの掲
示

4 事業の運営、協力・協働
鶴見大学
横浜商科大学

平成28年①４月
②通年

平成25年度

377 消防局
神奈川消防署庶
務課

学生の消防団入団促進に
対する協力

①防災フェア（非常食の試
食、救命講習）の実施
②ポスターの掲示を依頼

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年11月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

378 消防局
保土ケ谷消防署
庶務課

学生の消防団入団促進に
対する協力

学生食堂の前に団員募集
ブースを設置して団員募集
活動

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成28年12月（２回） 平成28年度

379 消防局
金沢消防署庶務
課

学生の消防団入団促進に
対する協力

①区内大学にて入団説明
会実施
②地域防災に興味のある学
生ボランティア支援室にアプ
ローチ
③学生消防団員と在学生と
の意見交換会

4 事業の運営、協力・協働
①、②、③横浜市立大学
①関東学院大学

平成28年①４月
②５・６月
③10月

平成28年度

380 消防局 泉消防署庶務課
学生の消防団入団促進に
対する協力

学生課職員に対し「横浜市
学生団員活動認証制度」に
ついて説明

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成28年５月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

381 消防局
神奈川消防署
予防課

神奈川大学防災フェア
(神奈川大学と周辺自治会
等の連携防災イベント)

本市地震火災対策方針に
おける重点対策地域内にあ
る神奈川大学と周辺４自治
会町内会が取り交わした「大
規模地震発生時の減災応
援協力に関する覚書」に基
づき、軽可搬式消防ポンプ
及びスタンドパイプ式初期消
火器具による放水訓練を実
施(一般学生も多数参加)。
本年度は、町内会の炊き出
し、災害備蓄品展示、学生
団員募集ブースを併設、神
奈川消防団及び神奈川区
役所総務課とともに運営を
支援

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成28年11月 平成26年１月

382 消防局
青葉消防署
庶務課

学生消防団員募集

学内での説明会やチラシの
配布、学生向けＨＰ掲載等
の協力を得て学生団員を募
集

4 事業の運営、協力・協働
日本体育大学、桐蔭横浜
大学、玉川大学、國學院大
學

通年 平成27年度

383 消防局
青葉消防署
予防課

青葉区自衛消防隊消防操
法技術訓練会

訓練会の屋内消火栓操法
の部に出場してもらうことで、
消火活動の習熟を推進

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成28年９月 平成７年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

384 消防局
青葉消防署
予防課

日本体育大学と地域の総合
訓練

学生、地域住民、区役所、
警察との合同により、避難訓
練、消防ヘリ緊急離着陸訓
練、初期消火訓練、炊き出
し訓練、応急手当講習会を
実施

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成28年10月 平成24年度

385 消防局
青葉消防署
予防課

青葉区防火ポスター

区内小学校から募集した防
火ポスターから優秀作品を選
定してもらい、青葉区防火ポ
スターを制作

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜美術大学 平成28年９月 平成25年度

386 消防局
青葉消防署
予防課

日本体育大学応急手当普
及員講習

学生に応急手当普及員の
資格取得講習を実施し、地
域及び後輩指導のための資
格を授与

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

日本体育大学 平成28年８月 平成26年度

387 消防局
青葉消防署
予防課

わくわく消防体験塾あおばin
日体大

横浜市教育委員会主催の
「子どもアドベンチャー2016」
のプログラムに大学と共に参
加し、市内小学生を対象
に、放水・救助・救命・防災
かまど調理・防災トイレ組立
体験、大学施設探検を実施

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成28年８月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

388 消防局
青葉消防署
予防課

青葉区家庭防災員スキル
アップ研修

区民の防火・防災知識・技
術の向上を目的とした「家庭
防災員研修」のプログラムとし
て、「家庭内での救急事故
防止について」の講義を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

日本体育大学
平成28年11月、平成29年１
月

平成28年度

389 消防局
青葉消防署
すすき野消防出張
所

転倒予防教室（高齢者向け
の体操）

ケガによる救急搬送の原因
の中で、すべての年代を通じ
て多くの割合を占める「転倒」
を予防するため、右記大学
教授へ「転倒予防体操」の
考案・監修及び職員に対す
る指導方法の講義を依頼。
青葉区内、特に高齢の市民
の方に対して、現在当局が
進める「予防救急（ケガの予
防）」の観点から同体操の普
及・啓発を実施

4 事業の運営、協力・協働 桐蔭横浜大学 平成28年６月～ 平成27年度

390 水道局 配水課
水道工事PRツール作成に向
けたグループワーク

水道工事の市民向けPRツー
ルであるリーフレットを、より伝
わるリーフレットに改善すること
を目的に、２回のグループワー
クを通して大学生と共に改訂
版リーフレットを作成

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成28年11月・12月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

391 水道局 配水課
シンポジウム「持続可能な水
道システムの確立」

シンポジウムの開催にあたり、
主催「持続可能な水道シス
テムの確立」企画委員会と
共催「横浜国立大学大学
院工学研究所」の後援として
名義使用を承諾

7 その他 横浜国立大学 平成28年８月の２日間 平成22年度

392 水道局
公民連携推進課、
浄水課

道志水源林間伐体験ツアー

道志水源林の間伐作業や
水道事業についてのワーク
ショップを通して、水道につい
ての知識を深めてもらうため
実施

7 その他

関東学院大学、東京都市
大学、フェリス女学院大学、
横浜国立大学、横浜市立
大学

平成28年９月 平成25年８月

393 水道局 人材開発課
技術者養成実技研修（土
質コース）

土木技術者として必要な土
質工学に関する基礎知識を
習得することを目的とした研
修への行使を依頼

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

関東学院大学 平成28年11月 平成24年度

394 水道局 人材開発課 電気安全に関する研修

電気及び機械技術者とし
て、必要な技術力向上を目
的とした研修への講師を依
頼

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

関東学院大学 平成28年８月 平成28年度

395 水道局 人材開発課 英語論文作成研修

国際人材として求められる英
語論文作成能力の向上を
目的とした研修への講師依
頼

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

関東学院大学 平成28年９月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

396 交通局
総務課ほか９所属
課

横浜市立大学海外研究生
（YUSS）によるインターンシッ
プ受入

横浜市立大学に海外研究
生に対して、インターンシップ
（職場見学）を実施。横浜市
の都市開発における基幹交
通インフラを担ってきた交通
局から、これまで培ってきたノ
ウハウを学び、運行現場を支
えるための運営・管理方法の
見学を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学 平成28年10月～11月 平成28年度

397 交通局 施設課

第12回　科学映画と講演の
会「皆様の夢を乗せて横浜
市営地下鉄という装置」～ち
んちん電車から地下鉄そし
て・・・～

市民の方を対象とした講演
会を実施
（70名ほどの市民の方が参
加）

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成29年３月 平成28年度

398
教育委員会事
務局

国際教育課
小学校英語教科化に向けた
専門性向上のための講習の
開発・実施事業

小学校の教員に対する免許
法認定講習（英語）の実
施。小学校の教員に対する
専科指導講習（英語）の実
施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜国立大学 平成28年７月～11月 平成28年度

399
教育委員会事
務局

調査資料課
横浜市立大学市民医療講
座「頭頸部癌について」

横浜市立大学が実施してい
る「市民医療講座」につい
て、中央図書館を会場として
実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年９月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

400
教育委員会事
務局

調査資料課

横浜市立大学市民医療講
座「頭痛、首の痛み、腰痛、
しびれ…慢性痛とは？～慢
性痛治療の新しい取り組み
～」

横浜市立大学が実施してい
る「市民医療講座」につい
て、中央図書館を会場として
実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年11月 平成27年度

401
教育委員会事
務局

調査資料課
第47回ヨコハマライブラリーカ
フェ「経営者の戦略観に見る
優良中小企業の要件とは」

市民対象の講座（ヨコハマラ
イブラリーカフェ）において講師
を依頼

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

関東学院大学 平成28年11月 平成27年度

402
教育委員会事
務局

調査資料課 市内大学資料コーナー

中央図書館3階の書架に
「市内大学資料コーナー」を
設け、大学案内等の最新資
料を展示・配布

7 その他
パートナーシップ協議会参加
大学

平成22年度

403
教育委員会事
務局

鶴見図書館
鶴見大人のための図書館ツ
アー

区内の大学図書館の見学
会の実施

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学、横浜商科大学 平成28年６月・11月 平成28年度

404
教育委員会事
務局

鶴見図書館 おはなし会
学生による子供向けお話会
の実施

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学
平成28年８月・12月、平成
29年３月

平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

405
教育委員会事
務局

鶴見図書館
鶴見大学図書館蔵書の区
民向け閲覧サービス

区民の読書環境整備の一
環として、大学図書館の蔵
書を区民（区内在住、在
勤、在学）に対し、閲覧サー
ビスを開始

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成28年５月～ 平成28年度

406
教育委員会事
務局

鶴見図書館
リカレント教育のあり方懇談
会

司書のリカレント教育のあり
方を検討する学内の懇談会
に委員の一人として館長が
参加（中央図書館山口館
長も参加）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成28年９月 平成28年度

407
教育委員会事
務局

鶴見図書館 まちづくり政策コンペ

横浜商科大学の授業「まち
づくり政策コンペ」に政策課
題を図書館からも提供（鶴
見区区制推進課がとりまと
め）

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成28年５月～７月 平成28年度

408
教育委員会事
務局

鶴見図書館
大学の区民向け事業及び
大学図書館の広報協力

公開講座等大学の諸事業
のポスターやチラシ等を館内
に掲示・配架、また大学図
書館の概要・利用案内を「つ
るみ読書活動紹介展」（区と
の連携事業）や館内で紹介

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学、横浜商科大学 平成28年４月～ 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

409
教育委員会事
務局

緑図書館
緑図書館入口モニュメントの
制作とランプシェードの展示

横浜創英大学の学生さんた
ちによる、図書館入口を飾る
モニュメントの制作とランプ
シェードの展示

7 その他 横浜創英大学 平成28年11月 平成27年度

410
教育委員会事
務局

緑図書館
講演会「わらべうたは子育て
の原点」

子育て中の方や地域で読み
聞かせをしているボランティ
ア、子育て支援者向けに、わ
らべうたの意義と実演を実施

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜創英大学 平成28年12月 平成27年度

411
教育委員会事
務局

戸塚図書館 資料協力

お互い持っている非流通本の
交換。紀要の寄贈。蔵書情
報をもとに本を購入し、その
結果を大学側にも通知。　ま
た、退官教授などの蔵書の
引き取りも連携に入っている
が、今年度はなし

7 その他
明治学院大学図書館（白
金キャンパス、横浜キャンパ
ス）

平成28年６月 平成25年11月

412
教育委員会事
務局

戸塚図書館
戸塚区読書月間イベント
「戸塚区高校生読書活動
発表会」

高校生によるビブリオバトルな
どの事業の中で、大学生の
読み聞かせグループが読み聞
かせや手遊びなどを実施

4 事業の運営、協力・協働 明治学院大学 平成28年11月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

413
教育委員会事
務局

金沢図書館
かなざわ大人のライブラリーツ
アー　２０１６　全３回

金沢区内にある市立図書館
と２つの大学図書館を巡り、
その特徴的な蔵書や館内を
見学し、利用方法を知る事
業。１日１図書館を見学し、
３日間実施

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成28年９月～11月 平成27年度

414
教育委員会事
務局

金沢図書館

はまっ子読書の日記念事
業・金沢区読書活動推進
事業「いろいろな国のことばで
おはなし会」

外国籍及び外国につなが方
にスペイン語・韓国朝鮮語・
中国語・で絵本の読み聞か
せを担当してもらい、関東学
院大学と横浜市立大学の学
生たちに日本語版の読み手
となってもらいおはなし会を実
施

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成28年11月 平成27年度

415
教育委員会事
務局

金沢図書館
企画展示（横浜市立大学が
所蔵する地域資料のパネル
の展示）

28年度は「古地図と鮎澤新
太郎～横浜市立大学古地
図データベース公開記念展
示」として横浜市立大学が
用意した大学所蔵古地図コ
レクションのパネルを展示して
図書館利用者に紹介

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成28年９月 平成25年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

416
教育委員会事
務局

金沢図書館
企画展示（関東学院大学が
所蔵する地域資料のパネル
の展示）

28年度は次の展示を実施。
①「幕末～明治の英和・和
英辞書」として“英語の関
東”呼ばれた関東学院大学
が用意した英語教育の歴史
の紹介パネルや英和和英辞
書コレクション（複製）を展示
②「戦争と関東学院大学」と
して、関東学院大学が用意
した、関東学院大学と戦争
に関わる年表や平和主義を
裏付ける資料などを展示し、
図書館利用者に紹介

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成28年10月 平成25年度

417
教育委員会事
務局

金沢図書館
金沢区読書活動推進連絡
会議

区活動目標達成に向けた読
書活動の推進や、読書関連
施設間の連携及び情報の
共有を目的とした会議への
出席を依頼

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
関東学院大学

平成28年６月 平成27年度

418
教育委員会事
務局

金沢図書館
金沢区読書施設マップの発
行

大学図書館の市民利用につ
いての広報及び利用促進

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成29年２月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

419
教育委員会事
務局

金沢図書館
金沢区読書フェスティバルの
開催

講座やイベント（ビブリオバト
ル）の開催

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学
関東学院大学

平成28年10～１１月 平成27年度

420
教育委員会事
務局

中央図書館企画
運営課

横浜市山内図書館指定管
理者運営評価委員会委員

山内図書館指定管理者の
管理業務評価を第三者評
価により行うにあたり設置した
「横浜市山内図書館指定
管理者選定評価委員会」の
委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学
東洋英和女学院大学

平成28年７月・９月・11月 平成28年度

421
教育委員会事
務局

中央図書館企画
運営課

図書館実習生の受入

図書館情報学、生涯学習
等を専攻する学生による図
書館実習を受け入れ、説明
及び案内を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

慶応義塾大学、学習院大
学、青山学院大学、専修大
学、相模女子大学

平成28年８月～９月 平成６年度

422
教育委員会事
務局

中央図書館企画
運営課

図書館視察の受入

図書館情報学、生涯学習、
建築学等を専攻する学生及
び引率教員による図書館視
察を受け入れ、説明及び案
内を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

神奈川大学、鶴見大学、千
葉経済大学、十文字学園
女子大学

平成28年６月・７月・12月、
平成29年３月

平成６年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

423
教育委員会事
務局

教職員育成課
横浜市大学連携・協働協
議会

教員の養成及び資質・能力
の向上に関する方策等を協
議し、連携・協働を円滑かつ
効果的に推進することを目的
とした協議会

4 事業の運営、協力・協働

青山学院大学、麻布大学、
桜美林大学、神奈川大学、
神奈川県立保健福祉大
学、神奈川工科大学、鎌倉
女子大学、関東学院大学、
北里大学、慶應義塾大学、
國學院大學、国際医療福
祉大学、国士舘大学、相模
女子大学、松蔭大学、湘南
工科大学、昭和音楽大学、
昭和女子大学、女子美術
大学、星槎大学、専修大
学、洗足学園音楽大学、創
価大学、多摩大学、玉川大
学、鶴見大学、帝京大学、
田園調布学園大学、桐蔭
横浜大学、東海大学、東京
学芸大学、東京工芸大学、
東京都市大学、東京理科
大学、東洋英和女学院大
学、日本体育大学、日本大
学、日本女子大学、フェリス
女学院大学、文教大学、明
治大学、明治学院大学、明
星大学、横浜高等教育専
門学校、横浜国立大学、横
浜商科大学、横浜市立大
学、横浜創英大学、横浜美
術大学、横浜薬科大学、和
光大学、早稲田大学

平成28年６月・12月 平成26年９月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

424
教育委員会事
務局

教職員育成課 連携大学個別訪問

教員の養成及び資質・能力
の向上に関する方策等を協
議し、連携・協働を円滑かつ
効果的に推進することを目的
とした訪問

4 事業の運営、協力・協働

桜美林大学、神奈川大学、
鎌倉女子大学、関東学院
大学、北里大学、慶應義塾
大学、國學院大學、国際医
療福祉大学、国士舘大学、
湘南工科大学、昭和女子
大学、星槎大学、専修大
学、洗足学園音楽大学、玉
川大学、鶴見大学、東海大
学、東京学芸大学、日本体
育大学、日本女子大学、明
治大学、明治学院大学、明
星大学、横浜高等教育専
門学校、横浜国立大学、横
浜市立大学、横浜薬科大
学、和光大学

平成28年４月～11月 平成25年７月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

425
教育委員会事
務局

教職員育成課 教育実習受入システム

優秀な人材の確保のため、
教育実習の申込方法とし
て、従来の、学生が市立学
校に直接申請する方法に加
え、連携大学（横浜市教育
委員会と大学等との連携・
協働に関する協定を締結し
た大学。協定締結前は連携
予定大学)には、連携・協働
の趣旨に則り指導した学生
を大学がまとめて教育委員
会事務局に申請し、教育委
員会事務局が受入校を決
定する「一括方式」という方
法を設けるシステム

4 事業の運営、協力・協働

青山学院大学、麻布大学、
桜美林大学、神奈川大学、
神奈川県立保健福祉大
学、神奈川工科大学、鎌倉
女子大学、関東学院大学、
北里大学、慶應義塾大学、
國學院大學、国際医療福
祉大学、国士舘大学、相模
女子大学、松蔭大学、湘南
工科大学、昭和音楽大学、
昭和女子大学、女子美術
大学、星槎大学、専修大
学、洗足学園音楽大学、創
価大学、多摩大学、玉川大
学、鶴見大学、帝京大学、
田園調布学園大学、桐蔭
横浜大学、東海大学、東京
学芸大学、東京工芸大学、
東京都市大学、東京理科
大学、東洋英和女学院大
学、日本体育大学、日本大
学、日本女子大学、フェリス
女学院大学、文教大学、明
治大学、明治学院大学、明
星大学、横浜高等教育専
門学校、横浜国立大学、横
浜商科大学、横浜市立大
学、横浜創英大学、横浜美
術大学、横浜薬科大学、和
光大学、早稲田大学

平成28年４月～通年 平成26年４月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

426
教育委員会事
務局

教職員育成課 よこはま教育実践ボランティア

横浜市の教員を目指す連携
大学（横浜市教育委員会と
大学等との連携・協働に関
する協定を締結した大学）の
学生に、教員の養成段階に
おいて学校現場で経験を積
み、教員として必要な実践
力を身に付ける機会を提供

4 事業の運営、協力・協働

青山学院大学、麻布大学、
桜美林大学、神奈川大学、
神奈川県立保健福祉大
学、神奈川工科大学、鎌倉
女子大学、関東学院大学、
北里大学、慶應義塾大学、
國學院大學、国際医療福
祉大学、国士舘大学、相模
女子大学、松蔭大学、湘南
工科大学、昭和音楽大学、
昭和女子大学、女子美術
大学、星槎大学、専修大
学、洗足学園音楽大、創価
大学、多摩大学、玉川大
学、鶴見大学、帝京大学、
田園調布学園大学、桐蔭
横浜大学、東海大学、東京
学芸大学、東京工芸大学、
東京都市大学、東京理科
大学、東洋英和女学院大
学、日本体育大学、日本大
学、日本女子大学、フェリス
女学院大学、文教大学、明
治大学、明治学院大学、明
星大学、横浜高等教育専
門学校、横浜国立大学、横
浜商科大学、横浜市立大
学、横浜創英大学、横浜美
術大学、横浜薬科大学、和
光大学、早稲田大学

平成28年４月～通年 平成26年10月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

427
教育委員会事
務局

教職員育成課 横浜市と大学との相互交流

学校における教員の資質・
能力の向上や連携大学（横
浜市教育委員会と大学等と
の連携・協働に関する協定
を締結した大学）における教
員養成のために、横浜市と
大学が謝金なし(旅費のみ)
で協力・支援し合うことのでき
る体制を構築

1、2、4、5

青山学院大学、麻布大学、
桜美林大学、神奈川大学、
神奈川県立保健福祉大
学、神奈川工科大学、鎌倉
女子大学、関東学院大学、
北里大学、慶應義塾大学、
國學院大學、国際医療福
祉大学、国士舘大学、相模
女子大学、松蔭大学、湘南
工科大学、昭和音楽大学、
昭和女子大学、女子美術
大学、星槎大学、専修大
学、洗足学園音楽大学、創
価大学、多摩大学、玉川大
学、鶴見大学、帝京大学、
田園調布学園大学、桐蔭
横浜大学、東海大学、東京
学芸大学、東京工芸大学、
東京都市大学、東京理科
大学、東洋英和女学院大
学、日本体育大学、日本大
学、日本女子大学、フェリス
女学院大学、文教大学、明
治大学、明治学院大学、明
星大学、横浜高等教育専
門学校、横浜国立大学、横
浜商科大学、横浜市立大
学、横浜創英大学、横浜美
術大学、横浜薬科大学、和
光大学、早稲田大学

平成28年４月～通年 平成27年７月

428
教育委員会事
務局

教職員育成課 教育実習ワーキンググループ

大学連携・協働の取組とし
て、「教育実習と学校イン
ターンシップ・学校ボランティア
等との連動など、養成から着
任時までの一貫した流れの
構築」、「事前・事後指導も
含めた教育実習の内容の充
実」、「指導しやすい環境づく
り」を包括した横浜推奨モデ
ル(仮称)を策定

4 事業の運営、協力・協働

桜美林大学、神奈川大学、
鎌倉女子大学、慶應義塾
大学、國學院大學、昭和女
子大学、星槎大学、玉川大
学、東洋英和女学院大学、
明治学院大学、横浜高等
教育専門学校、横浜国立
大学

平成28年５月～平成29年３
月

平成28年３月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

429
教育委員会事
務局

教職員育成課
特別支援教育ワーキンググ
ループ

大学連携・協働の取組とし
て、特別支援学校の教育実
習の内容の充実や、学校が
組織的に教育実習を進める
ための環境づくり、及び教育
実習生指導を通した教員の
育成をサポート

4 事業の運営、協力・協働

鎌倉女子大学、関東学院
大学、國學院大學、星槎大
学、明治学院大学、横浜国
立大学

平成28年５月～平成29年３
月

平成28年３月

430
教育委員会事
務局

教職員育成課
教育実習サポートガイド【養
護教諭編】作成
ワーキンググループ

大学連携・協働の取組とし
て、養護教諭の教育実習の
内容の充実や、学校が組織
的に教育実習を進めるため
の環境づくり、及び教育実習
生指導を通した教員の育成
をサポート

4 事業の運営、協力・協働

神奈川県立保健福祉大
学、鎌倉女子大学、北里大
学、国際医療福祉大学、日
本体育大学、横浜創英大
学、横浜高等教育専門学
校

平成28年５月～平成29年３
月

平成27年９月

431
教育委員会事
務局

教職員育成課
鎌倉女子大学教職等イン
ターンシップ

教員を目指す鎌倉女子大
学、短期大学、大学院の学
生が学校での体験を通じ、
教員としての実践力を身に
付けることを目的とする

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

鎌倉女子大学 平成28年４月～11月 平成27年４月

432
教育委員会事
務局

教職員育成課
鎌倉女子大学ボランティア説
明会

鎌倉女子大学の学生対象
の「よこはま教育実践ボラン
ティア」説明会を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

鎌倉女子大学 平成28年５月 平成27年５月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

433
教育委員会事
務局

教職員育成課
大学の教職課程科目の講
師として指導主事派遣

大学における教職課程科目
の講師として指導主事を派
遣することにより、教職を目
指す学生が学校教育の実
際を学ぶことのできる機会を
提供

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

星槎大学、桐蔭横浜大学、
横浜市立大学、日本女子
大学、関東学院大学、湘南
工科大学

平成28年６月・10月・11月・
12月
平成28年９月～29年３月

平成27年６月

434
教育委員会事
務局

教職員育成課
初任者研修「小学校理科の
安全」

横浜市における初任者研修
「小学校理科の安全」におい
て、大学連携・協働事業の
一環として大学施設を会場
として借用。また、教員を志
望する学生には、学校教育
や教員研修の実際を学ぶこ
とのできる場として提供

3 市業務への提案・指導等 國學院大学 平成28年８月 平成25年４月

435
教育委員会事
務局

教職員育成課 一般派遣研究生

大学に本市の公立学校教
員を派遣。学校教育の充実
を図るため、教育に関する理
解とその研究方法を習得す
る機会を提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜国立大学
平成28年４月～平成29年３
月

不明

436
教育委員会事
務局

教職員育成課
教職課程科目「教職実践
演習」の講師として指導主事
派遣

大学における教職課程科目
「教職実践演習」の講師とし
て指導主事を派遣。教職を
目指す学生が学校教育の
実際を学ぶことのできる機会
を提供

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

関東学院大学 平成28年11月 平成25年10月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

437
教育委員会事
務局

教職員育成課
教職課程科目「教職実践
演習」の講師として指導主事
派遣

大学における教職課程科目
「教職実践演習」の講師とし
て指導主事を派遣することに
より、教職を目指す学生が
学校教育の実際を学ぶこと
のできる機会とする

2 講座・研修の講師・コー
ディネーター

横浜市立大学 平成28年10月 平成25年10月

438
教育委員会事
務局

教職員育成課
横浜市立大学への教員派
遣

大学における基礎教育科目
を学ぶために必要な実践的
な英語力を身に付けることを
目的として設置された横浜
市立大学プラクティカル・イン
グリッシュ・センターに横浜市
立学校の主幹教諭又は教
諭を派遣。センターにおける
業務を通して英語によるコ
ミュニケーション能力を高め、
グローバル社会において実践
的な英語教育の実現に向け
て貢献できる教員を育成

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学
平成28年４月～平成29年３
月

平成25年４月

439
教育委員会事
務局

教育課程推進室
実技等指導補助者派遣事
業

授業、クラブ活動等の活性
化を図るため、日本体育大
学と連携し、授業、クラブ活
動等の実技指導補助等を
希望する小・中学校に学生
を派遣

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学
通年（学校と学生間で派遣
日を調整）

平成17年５月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

440
教育委員会事
務局

指導企画課
理数系教員(コア･サイエンス･
ティーチャー)養成拠点構築
事業

神奈川県内の小中学校教
員の理科教育における指導
力の向上に資するため、地
域の理科教育の核となる理
数系教員(ｺｱ･ｻｲｴﾝｽ･ﾃｨｰ
ﾁｬｰ：ＣＳＴ)を養成する。具
体的には、横浜国立大学が
各教育委員会から推薦され
た現職教員に対し、ＣＳＴ養
成のための研修･実習を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
平成28年７月～平成29年３
月

平成21年度

441
教育委員会事
務局

指導企画課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

「サービス・ラーニング実習」受
入れ

桐蔭横浜大学スポーツ健康
政策学部が実施する「サービ
ス・ラーニング実習」の学生受
入先として、赤城林間学園・
南伊豆臨海学園での管理
運営に協力を提供

4 事業の運営、協力・協働 桐蔭横浜大学 平成28年８月～10月 平成28年度

442
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

「成人の日」を祝うつどい入
場券デザイン制作

・成人式の入場券デザインを
在学生が作成
・横浜市「成人の日」記念行
事実行委員会が決定した成
人式のテーマを基に、デザイ
ンを担当する在学生と実行
委員が意見交換し、作成

7 その他 横浜美術大学 平成28年６月～10月 平成27年度

443
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

横浜市「成人の日」を祝うつ
どい実行委員会

・成人式に関わる印刷物の
企画及び作成
・成人式当日の運営（司
会、新成人の誓い、ゲスト
トーク等の役割分担）

4 事業の運営、協力・協働

横浜女子短期大学
東邦音楽大学、首都大学
東京、駒沢女子大学、明治
大学

平成28年５月～平成29年２
月

平成2年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

444
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

子どもアドベンチャー

小中学生を対象に、キャリア
教育の視点から「働く」ことの
体験や社会体験を通じた
「人との交流」の場や機会の
提供するプログラムの実施

4 事業の運営、協力・協働
横浜薬科大学、関東学院
大学、横浜市立大学、日本
体育大学

平成28年８月

平成23年度　横浜薬科大
学
平成24年度　関東学院大
学
平成26年度　横浜市立大
学
平成28年度　日本体育大
学

445
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

第31期横浜市社会教育委
員会議

委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

玉川大学、東北芸術工科
大学、筑波大学

平成28年８月 平成26年10月

446
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

第15期横浜市文化財保護
審議会

審議会委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

関東学院大学、横浜国立
大学、横浜市立大学、神奈
川大学、鶴見大学、國學院
大學、青山学院大学、昭和
女子大学、成城大学、清泉
女子大学、大正大学、東京
農業大学、立正大学

通年 昭和63年４月

447
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

第15期横浜市文化財保護
審議会

専門委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学、神奈川大
学

通年 昭和63年４月

448
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

横浜市歴史博物館等指定
管理者選定評価委員会

文化財施設５館（横浜市歴
史博物館、横浜開港資料
館、横浜都市発展記念館、
横浜ユーラシア文化館、横
浜市三殿台考古館）におけ
る指定管理者選定評価委
員会委員への委嘱

6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜国立大学、成城大学、
聖心女子大学、嘉悦大学

通年 平成17年７月



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

449
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公財）横浜市ふる
さと歴史財団

横浜ユーラシア文化館
博物館実習、インターンシッ
プ

横浜ユーラシア文化館での
博物館実習及びインターン
シップの実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

鶴見大学・八州学園大学・
東洋英和女学院大学・駒
沢大学・昭和女子大学・東
海大学・東京女子大学・日
本大学・日本女子大学・龍
谷大学

平成28年８月～10月 平成18年７月

450
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公財）横浜市ふる
さと歴史財団

ヤオ族文化の研究

西北タイのヤオ族の生活・文
化・伝統行事などを調査・研
究。今後、展覧会の開催へ
展開

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

神奈川大学 平成28年12月 平成28年12月

451
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公益財団法人横
浜市ふるさと歴史
財団）

横浜市歴史博物館・神奈
川大学日本常民文化研究
所企画展「和船と海運」

共通テーマによる企画展の開
催、展示図録の作成・刊
行、共同チラシポスターによる
広報、講座の実施

4 事業の運営、協力・協働
神奈川大学日本常民文化
研究所

平成29年１月～３月 平成27年度

452
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公益財団法人横
浜市ふるさと歴史
財団）

横浜市歴史博物館博物館
実習

学芸員課程履修者への実
習機会の提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

神奈川大学・鶴見大学・八
洲学園大学・学習院大学・
立正大学・日本女子大学・
昭和女子大学・桜美林大
学

平成28年６月～１１月 平成７年度

453
教育委員会事
務局

教職員厚生課 審査会委員 委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委
員会等の委員

横浜市立大学 毎月 平成３年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

454
選挙管理委員
会事務局

選挙課
参議院議員通常選挙にかか
る大学生向け啓発

選挙管理委員会バナーの大
学ホームページへの掲載。
在学生への選挙啓発の一環
として、大学ホームページへの
参院選の選挙管理委員会
特設ホームページへのリンク。
バナーの掲載先については、
可能な範囲で在学生の利
用が高い大学ポータルサイト
や在学生ページ等への掲載
を依頼（サイズは60×120ピク
セル、10KB程度）

7 その他
神奈川大学、横浜薬科大
学、横浜市立大学、横浜国
立大学、横浜商科大学

平成28年６月22日～７月10
日(投票日)

平成25年度

455
選挙管理委員
会事務局

選挙課
参議院議員通常選挙にかか
る大学生向け啓発

参議院議員通常選挙ポス
ターの掲出。
掲示板や建物内で、神奈川
県選管作成ポスターの掲出
を依頼

7 その他
パートナーシップ全大学（29
大学）

平成28年６月22日 ～７月
10日(日)(投票日)

平成23年度

456
選挙管理委員
会事務局

選挙課
参議院議員通常選挙にかか
る大学生向け啓発

参議院議員通常選挙の期
日前投票所の設置にかかる
周知。
大学構内協生館に設置す
る、臨時期日前投票所の周
知啓発チラシを大学内で配
布

7 その他 慶應義塾大学
平成28年６月22日 ～７月5
日

平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度

457
選挙管理委員
会事務局

選挙課
生涯にわたる主権者教育
講座

主権者教育　講座の実施
今夏の市長選も見据え、幅
広い世代を対象に、政治と
選挙をテーマとする連続講座
を実施し、主権者としての意
識を高め、投票率アップと投
票の質の向上を目指し実施

7 その他 慶應義塾大学 平成28年12月 平成28年度

458
選挙管理委員
会事務局

選挙課
住民票の異動及び投票方
法に関する周知啓発

チラシの送付。
総務省作成「住民票の異動
及び投票方法に関する周知
啓発チラシ」をパートナーシッ
プ協議会参加大学に送付

7 その他
パートナーシップ協議会参加
大学全校

平成29年３月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学】　

番
号

区・局（統括本
部及び会計室

を含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

1 神奈川区 生活衛生課 野良猫の生態調査
神奈川区子安台１丁目を調査地区として、個体数調査及び不妊
去勢手術の効果並びに地域の生物多様性に対する野良猫の影
響に関する調査

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

麻布大学
（公益財団法人神奈川県動物愛護協会）

6月～3月 平成22年度

2 西区 福祉保健課 にこまちフォーラム
にこまちフォーラムにおいて、基調講演と地域活動発表に関するアド
バイス

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

田園調布学園大学 2月 平成28年度

3 中区 福祉保健課 給食施設栄養管理研修会

・健康増進法に基づく、適正な栄養管理を実施するため、給食施
設に従事する人の資質向上を図るための研修会
・「生活習慣病予防や腸内環境を整えるために給食施設でできる
こと」
～慈恵会医科大学付属病院の取り組み～　をテーマにした講話
・１９施設20名参加

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東京慈恵会医科大学
９月
８日

平成28年度

4 中区 福祉保健課 中区食育従事者研修会

・区内の食育従事者（幼・保・学校等、ボランティア、関係団体等）
の資質向上を図り、顔の見える関係を構築するための研修会
・「楽しくたべる子どもに～食育活動の理論と実践～」をテーマにした
講話とグループワーク
・２７名参加

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

相模女子大学
10月
26日

平成28年度

5 南区 福祉保健課

「横浜市南区地域ケアプラザ指定
管理者選定委員会」及び「横浜市
南区福祉保健活動拠点指定管
理者選定委員会」

「横浜市南区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会」及び「横浜
市南区福祉保健活動拠点指定管理者選定委員会」の委員への
就任

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

神奈川県立保健福祉大学
28年度委員会の開
催なし

平成26年12月

6 南区 福祉保健課
第3期南区地域福祉保健計画推
進連携会議（愛称：みなっち茶屋）

第3期南区地域福祉保健計画を推進する実務者が一堂に会し、
活動の情報を共有し、新たな連携を進めるためのグループワーク等
を行う際のミニ講義とコーディネート、講評。参加者は区民、関係者
合わせて72人

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

法政大学 平成29年１月 平成28年度

7 保土ケ谷区 こども家庭支援課 がやっこキッズICTやる気育み事業
直感的に操作できるアプリケーションを利用して、子どもがプログラミ
ングに触れ、楽しみながら成功体験ができる場づくりを実施。児童
心理学の知見を取り入れ、実施内容について分析

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

・国際大学GLOCOM
・（横浜国立大学（パートナーシップ協議会参加））

平成29年１～３月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

8 旭区 こども家庭支援課
臨床心理系インターンシップ協働支
援事業

保育臨床の専門家である、お茶の水女子大学基幹研究院の准教
授に事業の監修を依頼。市立保育所に臨床心理士を目指す大
学院生等を研修生として受け入れ、保育に心理臨床の視点を導
入する取組を進めることで、保育のエンパワメントを推進

4 事業の運営、
協力・協働

国際医療福祉大学大学院、学習院大学大学
院、お茶の水女子大学大学院、上智大学大学
院

平成28年4月～平
成29年2月

平成28年度

9 戸塚区 地域振興課
戸塚っ子いきいきアートフェスティバ
ル

区内小・中・高校生が合唱、吹奏楽、絵画等の文化活動を発表
するイベントに協賛

4 事業の運営、
協力・協働

横浜未来看護専門学校
平成28年10月
平成29年１月

平成28年度

10 緑区 区政推進課
冬のたからものづくり2016
ミニコンサート

主に小学生とその保護者を対象としたイベント「冬のたからものづくり
2016」において、公認サークルによるミニコンサート（１回）を実施

7 その他 明治大学 12月 平成28年度

11 緑区 福祉保健課 指定管理者選定委員会
地域ケアプラザの指定管理者選定に向け、公募スケジュール等の
決定、指定管理者の候補者の選定等を実施

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

田園調布学園大学 12月、3月 平成21年11月

12 緑区 福祉保健課
緑区福祉保健計画「みどりのわ・さ
さえ愛プラン」推進委員会

緑区福祉保健計画の推進の状況に関する意見交換等
4 事業の運営、
協力・協働

田園調布学園大学 7月、3月 平成18年度

13 緑区 地域振興課
横浜市緑区民文化センター指定
管理者選定評価委員会

横浜市緑区民文化センター指定管理者選定評価委員会の委員
を委嘱

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

法政大学
通年（委員会は11
月と１月に２回開
催）

平成28年度

14 緑区 地域振興課 みどり「ひと・まち」スクール
地域活動の担い手を発掘・育成する講座－みどり「ひと・まち」ス
クールの学長として、市民活動や地域コミュニティに関する講演、受
講生の活動プランへの助言、修了式での修了証書授与等

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

法政大学
５月から
10月
（全８講）

平成27年度

15 栄区 区政推進課 セーフコミュニティ事業
栄区セーフコミュニティ推進協議会傷害サーベイランス分科会の委
員

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

聖徳大学 ９月、２月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

16 栄区 区政推進課
上郷東地区郊外部住宅地持続
可能なまちづくり検討

上郷東地区まちづくり協議会の委員として参加 7 その他 聖徳大学 平成28年11月 平成27年9月

17 泉区 地域振興課
横浜市泉区民文化センター指定
管理者選定評価委員会

横浜市泉区民文化センター指定管理者選定評価委員会の委員
を委嘱

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

昭和音楽大学 なし 平成27年度

18
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

環境未来都市構想ワーキンググ
ループ

・環境未来都市構想で立ち上げた「都市が中心となった持続可能
な開発目標（SDGｓ)検討WG」を開催
・ＷＧのアドバイザーを講師に、運営補助を学生に依頼

4 事業の運営、
協力・協働

法政大学 平成29年1月 平成28年度

19
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

横浜市環境未来都市推進会議 横浜市環境未来都市推進会議の委員就任を依頼
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

京都大学、東京大学、国際連合大学
平成28年８月まで

平成23年9月

20
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

横浜市環境未来都市推進会議 横浜市環境未来都市推進会議の委員就任を依頼
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

東京大学 3 教員 平成23年9月

21
温暖化対策統
括本部

環境未来都市推
進課

横浜市環境未来都市推進会議 横浜市環境未来都市推進会議の委員就任を依頼
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

国際連合大学 3 教員 平成23年9月

22
温暖化対策統
括本部

プロジェクト推進課

国立大学法人東京大学の実施す
る「エネルギー起源ＣＯ２排出削減
技術評価・検証事業等調査」への
協力

国立大学法人東京大学の実施する「エネルギー起源ＣＯ２排出削
減技術評価・検証事業等調査」における協力世帯の募集への協
力。温暖化対策統括本部で実施していたＹＳＣＰ実証実験の参加
者を対象に、参加の募集を実施

4 事業の運営、
協力・協働

東京大学 不明 平成28年6月

23 政策局
大都市制度推進
課

ベトナム地方省幹部研修
・副市長表敬
･政策局長説明「横浜市の都市発展戦略」
・横浜港湾内見学

4 事業の運営、
協力・協働

政策研究大学院大学 平成28年11月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

24 政策局
男女共同参画推
進課

男女共同参画審議会 横浜市男女共同参画審議会の委員に任命
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

日本女子大学、首都大学東京 通年 平成27年度

25 政策局

男女共同参画推
進課（公益財団法
人横浜市男女共
同参画推進協会

学生インターンの受入れ 学生の目で選んだ「開港期からの横浜の女性」写真展示の作成
5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

産業能率大学 平成28年8月 平成17年

26 政策局

男女共同参画推
進課（公益財団法
人横浜市男女共
同参画推進協会

学生インターンの受入れ
介護と育児の「ダブルケア」の課題についての地域出前講座準備と
当日運営

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

お茶の水女子大学
立教大学

平成28年9月

お茶の水女子大
学

平成18年
立教大学
平成28年

27 政策局

男女共同参画推
進課（公益財団法
人横浜市男女共
同参画推進協会

インタビュー対応
（公財）横浜市男女共同参画推進協会が実施している就業支援
事業について研究・論文作成のための取材・見学

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

同志社大学 平成28年9月 平成28年

28 市民局 人権課
横浜市における犯罪被害者等支
援体制の整備促進事業

事業全体におけるスーパーバイザーを依頼
3 市業務への提
案・指導等

帝京平成大学
28年9月～29年1月
（計５回）

27年度

29 文化観光局 創造都市推進課 スマートイルミネーション事業 スマートイルミネーション・アワード2015への作品の出展
4 事業の運営、
協力・協働

城西国際大学、東京工芸大学、神奈川工科大
学

平成28年11月 平成25年度

30 文化観光局
(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜美術館

・コレクション展第1期
・BODY 展
・和田淳展

展覧会紹介映像制作
4 事業の運営、
協力・協働

城西国際大学
平成28年4月～平
成29年2月



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

31 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜みなとみらい
ホール

オルガン科授業の実施

パイプオルガン専攻科を有する音楽大学と連携し、横浜みなとみら
いホール大ホール設置のパイプオルガンを用いたオルガン科授業の機
会を提供。大規模なパイプオルガンによる実演奏による授業を通
じ、オルガニストの研鑽を支援

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

東海大学、桜美林大学、東京基督教大学 通年

32 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜みなとみらい
ホール

昭和音楽大学
アートマネージメントインターンシップ

アートマネージメント専攻学生に対してコンサートホールの事業企
画、実施の実体験の機会を提供し、音楽文化振興に貢献する人
材の育成を支援

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

昭和音楽大学 通年

33 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜みなとみらい
ホール

オルガン科授業の実施

パイプオルガン専攻科を有する音楽大学と連携し、横浜みなとみら
いホール大ホール設置のパイプオルガンを用いたオルガン科授業の機
会を提供。大規模なパイプオルガンによる実演奏による授業を通
じ、オルガニストの研鑽を支援

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

東京基督教大学 通年

34 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

横浜市民ギャラリーあざみ野の企画
展の紹介映像作成プロジェクト

城西国際大学メディア学部の学生が企画展紹介映像を授業の一
環として制作し、HP公開などで活用
10/7-10/30　あざみ野コンテンポラリ－vol.7「悪い予感のかけらもな
いさ展」
1/28-2/26 あざみ野フォトアニュアル「新井卓展」「写真　時間の位
相」
通年：「Gyarally in the lobby」展示案内

4 事業の運営、
協力・協働

城西国際大学 平成28年4月 平成23年度

35 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

女子美術大学非常勤講師委嘱
女子美術大学非常勤講師
「技法史」　3時限

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

女子美術大学 平成28年4月 平成27年度

36 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

東京藝術大学主催事業
学芸員、修復家、アーティストを対
象として近現代美術作品の最新の
保存修復情報の共有

28年12月14日
東京藝術大学　アートイノベーションセンター主催
学芸員、修復家、アーティストを対象として近現代美術作品の最
新の保存修復情報の共有　講師　斎藤敦（修復家）

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

東京藝術大学 平成28年12月 平成27年度

37 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

学芸員課程「博物館実習」実習
生受入れ

学芸員課程における「博物館実習」の受入れを行うことで、次世代
の学芸員養成に寄与

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

沖縄県立美術大大学 平成28年8月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

38 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

多摩美術大学非常勤講師委嘱
美術館資料保存論（前期　金曜日　4時限　1時間/全15回）
鑑賞論（後期　金曜日　4時限　1時間/全15回）

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

多摩美術大学 平成28年4月 平成18年度

39 文化観光局

(公財)横浜市芸術
文化振興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

国士舘大学非常勤講師委嘱
集中講座形式
科目：アドミニストレーション

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

国士舘大学 平成29年2月 平成18年度

40 文化観光局

公益財団法人三
溪園保勝会
（所管課：観光振
興課）

名勝三溪園整備委員会

名勝三溪園を文化財として良好に維持・管理するため、有識者等
から構成される委員により組織された名勝三溪園整備委員会にお
いて、庭園整備計画及び活用、その他必要な事項について審議を
実施

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

京都造形芸術大学、東京農業大学、東京大
学、

3 教員 平成24年

41 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

横浜バイオ医薬品研究開発セン
ター事業

公立大学法人福島県立医科大学福島医薬品関連産業支援拠
点化事業の一つとして、医薬品による遺伝子発現プロファイル解析
を委託。
また、糖鎖修飾の違いによる活性の違いを検証するため、バイオ後
続品（トラスツズマブ）を提供

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

福島県立医科大学 通年 平成27年12月

42 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

横浜バイオ医薬品研究開発セン
ター事業

YBIRDが主催するプライベートセミナーにて、再生医療用培地及び
培養技術についての講演を依頼

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

京都大学 通年 平成28年7月

43 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

横浜プロジェクト等推進事業
国際戦略総合特区に関係して、個別化、予防医療時代に対応し
た革新的な医薬品、医療機器の開発と健康産業の創出を目指し
て、産学連携推進を支援

4 事業の運営、
協力・協働

北里大学、東海大学 通年 平成25年4月

44 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

重篤副作用バイオマーカー開発研
究事業

重篤副作用バイオマーカー開発研究事業において、各大学へ試料
収集などを委託しながら、共同研究を実施

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

北里大学、帝京大学、東海大学、信州大学、日
本医科大学、千葉大学、広島大学、（横浜市立
大学）、島根大学、奈良県立医科大学、金沢大
学、群馬大学、福岡大学

通年 平成27年8月

45 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

包括協定契約
医療・医薬のイノベーションや関連産業の振興に向けて、相互の協
力が可能な分野において各々の資源を持ち合い、進歩的かつ有機
的な協力を推進

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

九州大学 通年 平成26年9月



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

46 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

ライフサイエンス分野振興事業
神奈川県内の有望な研究・技術シーズの事業化促進や連携促進
を目的として、コーディネータの専門知識を活用した支援を実施
（H28：神奈川県受託事業「ライフサイエンス分野振興事業」）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東京慈恵会医科大学 平成29年2月 平成28年4月

47 経済局

成長産業振興課
（（公財）木原記念
横浜生命科学振
興財団）

木原記念財団学術賞
・生命科学の分野で、優れた独創的な研究を行っている若手研究
者を表彰
・選考委員会の委員を委嘱

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

東京大学 通年
平成4年4月

48 経済局
工業技術支援セン
ター

デザイン産学連携プログラム
市内中小企業が提示した課題について、大学デザイン科等の学生
がカリキュラムの中で、デザイン面から新製品・製品開発に取り組み
解決方法のヒントを探り、企業に提案する取組を実施

4 事業の運営、
協力・協働

相模女子大学、神奈川県立産業技術短期大学
校

通年 平成22年4月

49 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

（公財）横浜市消費者協会評議
員会

(公財）横浜市消費者協会評議員の委嘱
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

名古屋経済大学、青山学院女子短期大学
平成28年6月、12
月、
平成29年3月

平成24年度

50 経済局
(公財)横浜市消費
者協会

教室・講演会事業 消費生活教室の講師
2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

国際基督教大学 平成28年8月 平成28年度

51 こども青少年局 企画調整課
横浜市子どもの貧困対策に関する
計画推進会議

横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議運営要綱に基づ
く懇談会。「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」の推進に関
する意見聴取、支援者ネットワークづくり、子どもの貧困対策の取
組に関する意見交換等を実施

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

立教大学
９月
３月

平成28年８月

52 こども青少年局
青少年育成課
（公財よこはまユー
ス）

社会教育実習
社会教育実習先として、青少年交流・活動支援スペース（中区桜
木町）にて、社会教育実習生の受入れを実施

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

駒澤大学 平成28年7月 平成28年度

53 こども青少年局
青少年育成課
（公財よこはまユー
ス）

「事業企画講座」講師
青少年育成や市民活動等を行う施設・事業スタッフを対象とした、
事業企画講座の講師

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

宇都宮大学 平成28年12月 平成27年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

54 こども青少年局
青少年育成課
（公財よこはまユー
ス）

「青少年の居場所づくり講座」講師
地域における「青少年の居場所」について学ぶ連続講座の講師（全
５回）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

駒澤大学、武蔵野美術大学 平成28年8月 平成23年度

55 こども青少年局
青少年相談セン
ター

家族療法事業
青少年相談センターで実施している家族療法事業についての専門
的見地からの知識・技術に関する講習における講師

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東京学芸大学 ７月 平成２２年　４月

56 こども青少年局
青少年相談セン
ター

グループスーパービジョン
本年度より、グループスーパービジョンに事業名を変更。青少年相
談センターで継続支援中の事例について、月一回の事例検討会に
おける助言、指導

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

首都大学東京 ４月 平成４年　４月

57 こども青少年局
青少年相談セン
ター

職員技術研修
青少年相談センター、若者支援機関等で相談支援業務に従事し
ている職員の専門的資質の向上を図るための研修会の講師

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

大正大学、徳島大学 ２月 平成２５年　４月

58 こども青少年局 子育て支援課
平成28年度横浜市私立幼稚園
等預かり保育事業担当者研修会

私立幼稚園等預かり保育事業の担当者を対象に実施する、預か
り保育事業の質の向上に関する研修の講師

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

聖徳大学 平成28年７月 平成28年７月

59 こども青少年局 子育て支援課
横浜市地域子育て支援拠点事業
の５か年度の事業評価

地域子育て支援拠点における機能についての講義、助言
3 市業務への提
案・指導等

日本福祉大学 平成28年８月 平成21年８月

60 こども青少年局 子育て支援課
横浜子育てパートナーにおける取
組の共有と意見交換

横浜子育てパートナーにおける取組の共有と意見交換での助言等
2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

日本福祉大学 平成28年12月 平成28年12月

61 こども青少年局 保育・教育人材課
乳児保育研修（2歳児編）、幼児
保育・教育研修（３歳児編）

保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実
施
（・計５回、５８３名の保育士等が参加）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

こども教育宝仙大学 平成28年７月 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

62 こども青少年局 保育・教育人材課 保育ソーシャルワーク論研修
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実
施
（・計２回、１９６名の保育士等が参加）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

文教大学
平成28年9月、10
月

平成28年度

63 こども青少年局 保育・教育人材課 研修手法講座
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実
施
（・１回、　９７名の保育士等が参加）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

聖徳大学 平成28年9月 平成28年度

64 こども青少年局 保育・教育人材課 小児医療研修
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実
施
（・１回、２２９名の保育士等が参加）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東京家政大学 平成28年12月 平成28年度

65 こども青少年局 保育・教育人材課 実習指導者研修
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実
施
（・１回、２３１名の保育士等が参加）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東京家政大学 平成29年１月 平成28年度

66 こども青少年局 保育・教育人材課 給食研修会
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実
施
（・１回、２１８名の調理担当者、保育士等が参加）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

神奈川県立保健福祉大学
平成28年
10月

平成28年度

67 こども青少年局 保育・教育人材課 乳児食講習会
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実
施
（・１回、３３２名の調理担当者、保育士等が参加）

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

聖徳大学 平成29年２月 平成28年度

68 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　保健師（助産
師）１年目研修

１年目の保健師・助産師を対象とし、個別支援及び家族支援につ
いての理解と、事例検討による個別援助技術等の習得を目的とし
た研修を実施

2 講座・研修の
講師・コーディ

ネーター
杏林大学

平成28年7月、12
月

平成28年7月、
12月

69 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　保健師Ⅱ（中
堅後期）研修

10～14年目の保健師を対象とし、実践活動の多角的な評価手法
を学ぶことで、健康課題に応じた効果的な事業展開（施策化）や、
ＰＤＣＡサイクルに基づいた地域保健施策を展開する力を習得する
ことを目的とした研修を実施

2 講座・研修の
講師・コーディ

ネーター
東邦大学 平成28年11月 平成28年11月



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

70 健康福祉局 福祉保健課
地域福祉保健計画推進企画マネ
ジメント研修

区地域福祉保健計画の共同事務局である区・区社協職員が、各
区の課題分析をふまえ、中長期的な視点での推進の方向性や取
組内容の検討ができるようになることを目的とし実施

2 講座・研修の
講師・コーディ

ネーター
静岡福祉大学 平成28年7月 平成28年7月

71 健康福祉局 地域支援課
横浜市社会福祉センターあり方検
討会

横浜市社会福祉センターあり方検討会の委員を依頼
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

聖徳大学、静岡福祉大学
平成28年11月～平
成29年１月

平成28年度

72 健康福祉局 障害企画課 障害者就労支援推進会議
横浜市の障害者就労施策について検討し、福祉・教育・労働・企
業等の各分野から意見を募る「横浜市障害者就労支援推進会
議」の委員として委嘱

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

文京学院大学
平成28年７月、10
月
平成29年２月

平成18年7月

73 健康福祉局 障害企画課
横浜市市有建物を活用した障害
者雇用創出・就労啓発事業にお
ける運営事業者選定委員会

市有建物を活用して障害者の就労の場を創出し、かつ障害者雇
用の啓発を行う運営事業者の選定を行う委員会の委員として委嘱

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

文京学院大学 平成29年２月 平成28年度

74
医療局病院経
営本部

病院経営課 横浜市立病院経営評価委員会 委員の委嘱
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

北里研究所
国際医療福祉大学
城西大学
杏林大学

平成28年６月、９月 平成27年9月

75
医療局病院経
営本部

市民病院総務課
横浜市立市民病院受託研究審
査委員会

委員の委嘱
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

明治薬科大学 通年 平成６年４月

76
医療局病院経
営本部

市民病院総務課 横浜市立市民病院倫理委員会 委員の委嘱
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

横浜国立大学 通年 平成28年４月

77 環境創造局 政策課
横浜みどりアップ計画市民推進会
議

横浜みどりアップ計画市民推進会議の委員を委嘱
6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

福井県立大学、千葉大学 1 大学 平成21年度

78 環境創造局
動物園課
繁殖センター

野生動物の種の保存に係る共同
学術研究

横浜市立動物園飼育動物の性ホルモン動態の解明
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

岐阜大学 通年 平成14年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

79 環境創造局
動物園課
繁殖センター

霊長類の配偶子保存に関する共
同学術研究

横浜市立動物園飼育下オランウータンの精液保存等
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

名古屋市立大学 通年 平成25年度

80 環境創造局
動物園課
繁殖センター

日本産動物の種の保存に関する
共同学術研究

サドガエル及びツチガエルの種の保存
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

広島大学 通年 平成24年度

81 環境創造局
動物園課
繁殖センター

ライチョウの腸内細菌叢研究 スバールバルライチョウの腸内細菌叢形成に関する研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

京都府立大学 通年 平成26年度

82 環境創造局
動物園課
繁殖センター

霊長類の種の保存に関する共同
学術研究

霊長類の遺伝的多様性解析
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

中部大学
平成29年1月～平
成29年3月

平成28年度

83 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
よこはま動物園

行動学的評価を基にした高齢レッ
サーパンダの飼育管理手法の検討

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

北里大学 平成28年９月 平成28年度

84 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
よこはま動物園

アカアシドゥクラングール新生児の腸
内細菌叢に関する共同研究

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

京都大学 通年 平成26年度

85 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
よこはま動物園

アカアシドゥクラングール腸内細菌に
関する共同研究

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

日本大学 平成28年4月 平成27年度

86 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
よこはま動物園

ニホンザルの白化に関する調査研
究の共同研究

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

岡山理科大学 平成28年9月 平成28年度

87 環境創造局
(公財）横浜市緑の
協会　よこはま動物
園

pzoo冬のワークショップ2016
出張！スタジオpzoo

東京工芸大学との連携プログラム。
動物園動物と合成写真の中で近づき、動物への興味、関心を深
める企画（ホッキョクグマ・ツヨシの誕生日）

4 事業の運営、
協力・協働

東京工芸大学 平成28年12月
平成26年度

（連携自体は平
成20年度から）



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

88 環境創造局
(公財）横浜市緑の
協会　よこはま動物
園

pzoo春のワークショップ2017
出張！スタジオpzoo

東京工芸大学との連携プログラム。
動物園動物と合成写真の中で近づき、動物への興味、関心を深
める企画（動物の親子）

4 事業の運営、
協力・協働

東京工芸大学 平成29年３月
平成26年度

（連携自体は平
成20年度から）

89 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
野毛山動物園

飼育下霊長類における色覚調査
対象個体（アカエリマキキツネザル）の口腔内スワブ及び糞の遺伝子
解析

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

①東京大学
②甲南女子大学

継続実施中で28年
度のサンプリングはな
し

平成25年度

90 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
野毛山動物園

傷病野生動物の二次治療に関す
る連携研究について

①日本産猛禽類の取扱い・飼育管理・健康管理（外科手術等を
含む）の教育研究への活用
②教育普及活動での活用に向けた馴致馴化

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

東京農工大学 通年 平成23年度

91 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
野毛山動物園

ネコ科動物の血液提供について
ネコ科動物の腎不全に関する研究に寄与するため、保存凍結血
清及び新鮮血を提供
（インドライオン・クロジャガー・アフリカライオン）

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

①東京大学
②日本獣医生命科学大学

平成28年6月 平成28年度

92 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
野毛山動物園

動物園飼育動物における抗菌薬
適正使用のための薬物動態研究

対象個体（インドライオン）に薬物（エンロフロキサシン）を投与後静
脈血を採取し、連携大学機関において薬物動態研究のための各
種分析を実施

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

東京農工大学 通年 平成28年度

93 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

飼育下アラビアオリックスの子の成
長に伴う母子間距離および行動変
化について

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

日本大学 通年 平成26年度

94 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

飼育下オカピにおけるサーモグラ
フィーカメラでの対表面温度と体温
との相関関係について

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

日本大学 通年 平成26年度

95 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

飼育下オカピにおけるストレス測定
に関する研究ついて

左記事業の共同研究
2 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

日本大学 通年 平成26年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

96 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

飼育下オオカンガルーの行動観察 左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

麻布大学 通年 平成26年度

97 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

インドゾウの行動調査 左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

日本大学 通年 平成22年度

98 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

シロテテナガザルの凍結精液研究 シロテテナガザルの精液を凍結して永久的に保存する方法を調査
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

岐阜大学 通年 平成25年度

99 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

ガウルの行動調査 ガウルの日常行動調査から、よりよい飼育環境を作るための調査
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

東京農業大学 通年 平成27年度

100 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

コアラは何を手がかりに食物を選択
しているのか？：飼育管理への応用

コアラのユーカリ採食における選択制に影響を与える要因を解明し、
より効率的な給餌を目指す調査

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

北里大学 通年 平成27年度

101 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

飼育下インドサイの成長に伴う幼
獣の身体的および行動学的発達

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

日本大学 通年 平成25年度

102 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

インドサイの発情回帰と乳成分変
化に関する研究

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

岐阜大学 通年 平成26年度

103 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

糞中の性ステロイドホルモン含量を
指標としたインドサイの性周期のモ
ニタリング

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

岐阜大学 通年 平成15年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

104 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

ドリームナイトアットザズー in 金沢
動物園

体に障がいのある人やそのご家族を、閉園後の夜の動物園へ招待
する国際的な社会福祉イベントへ協力

7 その他 日本大学、帝京科学大学 通年 平成28年6月

105 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

ボランティア
帝京科学大学ZOO研ガイド

動物ガイドの実施（月2回） 7 その他 帝京科学大学 通年 平成24年度

106 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

アニマルアートコラボ展 金沢動物園でアート展を開催
4 事業の運営、
協力・協働

多摩美術大学 平成28年11月 平成27年度

107 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

飼育下のオオツノヒツジにおける妊
娠後期から出産後にかけた糞中コ
ルチコステロン濃度の変化

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

麻布大学 通年 平成28年度

108 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

糞中ホルモン測定によるニホンカモ
シカの妊娠判定

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

岐阜大学 通年 平成28年度

109 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

ニホンカモシカのストレスホルモン測
定

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

日本大学 通年 平成28年度

110 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

コアラのクリプトコックスに関する研究 左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

帝京大学 通年 平成28年度

111 環境創造局
(公財)横浜市緑の
協会
金沢動物園

疥癬迅速診断薬開発の基礎デー
タとしての疥癬罹患ホンドタヌキのヒ
ゼンダニサンプル収集について

左記事業の共同研究
1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

帝京大学 通年 平成28年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

112 環境創造局 農業振興課
横浜市における地産地消促進のた
めの演習授業での講義

東京家政学院大学現代家政学科では、横浜市での地産地消に
関する「プロシューマー演習」に取り組んでいる。そこで、同学科から
の依頼を受け、学生に対して、横浜市の農業の状況や地産地消に
関する取組等について講義を実施

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東京家政学院大学 平成28年10月 平成27年度

113 環境創造局 農業振興課
横浜の農畜産物と地産地消に関
する調査

東京家政学院大学現代家政学科では、横浜市での地産地消に
関する「プロシューマー演習」の現地授業に取り組んでいる。その一
環として、みなとみらい農家朝市において消費者及び生産者を対
象に、地産地消の状況を分析するためのアンケートを実施

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

東京家政学院大学 平成28年11月 平成27年度

114 建築局 企画課

持続可能な住宅地モデルプロジェク
ト
～磯子区洋光台周辺地区～
次世代スタイルワーキング

・環境・健康・防災をテーマに、新しいライフスタイルを実現するため
の次世代スタイルワーキングの座長を依頼
・ワーキングにおける各種取組への参画

4 事業の運営、
協力・協働

首都大学東京
平成28年４月～平
成29年３月

平成27年２月

115 建築局 営繕企画課 建築セミナー セミナー講師として依頼
2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東京大学 平成28年10月 平成４年度

116 建築局 営繕企画課 木材利用促進研修会 研修会講師として依頼
2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

東洋大学 平成28年12月 平成26年度

117 都市整備局 地域まちづくり課
横浜市地域まちづくり推進委員会
ヨコハマ市民まち普請事業部会

横浜市地域まちづくり推進委員会ヨコハマ市民まち普請事業部会
の委員を委嘱

6 審議会・審査
会・各種委員会
等の委員

法政大学、明治大学、早稲田大学

通年（部会は平成
28年６月～８月、11
月、平成29年１月
開催）

平成27年度

118 消防局
栄消防署
庶務課

学生の消防団入団促進に対する
協力

・学生課責任者に対し消防団の組織・募集について説明
・ポスターの掲出及び募集チラシの配布

4 事業の運営、
協力・協働

鎌倉女子大学 １月 28年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

119
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

平成28年５月～平成29年３月
社会教育実習生の受入れ
（受入先：横浜市社会教育コーナー）

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

駒沢大学
平成28年５月～平
成29年３月

120
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

研究協力 横浜市の社会教育行政についての研究協力 7 その他 駒沢大学 平成28年９月 平成28年９月

121
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

横浜市読書活動推進ネットワーク
フォーラム

事業協力及び講演会の開催
4 事業の運営、
協力・協働

大阪府立大学 28年４月～11月 平成27年度

122
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公財）横浜市ふる
さと歴史財団

「自鑪庁至烏斯蔵程站輿図」特
別公開

当館の所蔵する「自鑪庁至烏斯蔵程站輿図」を大学教員と学生
に特別公開

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

東海大学 平成28年12月 平成19年

123
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公財）横浜市ふる
さと歴史財団

大学文化財におけるゼミの研究発
表への協力

「モンゴルにおける教育」をテーマとした研究発表のため、館蔵のモン
ゴル衣装・馬頭琴を貸与

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

日本大学
平成28年10月～11
月

平成28年

124
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公財）横浜市ふる
さと歴史財団

企画展「エジプトのイスラーム都市
を掘る」の開催

大学の研究所が長年発掘調査を行ってきた発掘成果を、連携して
企画展として公開

4 事業の運営、
協力・協働

早稲田大学 平成28年９月 平成26年

125
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課
（公益財団法人横
浜市ふるさと歴史財
団）

相武研究会

東海大学と公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団が、地元神奈
川県（旧相模国・武蔵国）の歴史を理解し、広く普及するために県
内、県下の歴史諸施設の専門職員の参加を得て研究会を開催
し、その成果をシンポジウムという形で一般公開

1 調査・研究（委
託、補助金、共
同、協働）

東海大学文学部歴史学科 通年 平成19年度



■ 平成28年度 市内大学等以外との連携取組事例【パートナーシップ協議会参加大学以外】

番号
区・局（統括本
部及び会計室を

含む）

課
（外郭団体）

連携取組名 具体的な連携取組の内容 内容種別 連携先の大学
28年度

実施年月
連携取組開始年

度

126
教育委員会事
務局

教職員育成課 早稲田大学教育インターンシップ
教員を目指す早稲田大学学生が、学校での体験を通じて、教員と
しての実践力を身に付けることを目的とするインターンシップを実施

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

早稲田大学
平成28年４月～平
成29年３月

平成26年10月

127
教育委員会事
務局

教職員育成課 日本女子大学教育インターンシップ
教員を目指す日本女子大学の学生が、学校での体験を通じて、
教員としての実践力を身に付けることを目的とするインターンシップを
実施

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

日本女子大学
平成28年４月～平
成29年３月

平成28年3月

128
教育委員会事
務局

教職員育成課
大学の教職課程科目の講師として
指導主事派遣

大学における教職課程科目の講師として指導主事を派遣すること
により、教職を目指す学生が学校教育の実際を学ぶことのできる機
会を創出

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

日本女子大学、明治大学、湘南工科大学 平成28年７月 平成28年７月

129
教育委員会事
務局

教職員育成課
大学と学校との相互交流をコーディ
ネート

大学に市立学校のフィールドを提供し、学生に教員としての実践力
を身に付けさせる。また、大学教員による助言等により、学校教員
の成長も期待

1、2、4、5 日本女子大学、専修大学、
平成28年11月～平
成29年３月

平成28年２月

130
教育委員会事
務局

教職員育成課 一般派遣研究生
大学に本市公立学校教員を派遣し、教育に関する理解とその研
究の方法を習得させることにより、学校教育の充実を図る

5 大学への供与
（インターンシッ
プ、講義等）

東京学芸大学
平成28年４月～平
成29年３月

10年以上の実績
あり

131 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　区福祉保健セ
ンター社会福祉職２年目研修

区福祉保健センターに配属されて２年目の社会福祉職を対象と
し、ソーシャルワークにおける関係機関連携についての実践的な手
法を学ぶための研修を実施

2 講座・研修の
講師・コーディ
ネーター

田園調布学園大学 平成28年６月 平成29年度
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