◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

1 神奈川大学

地元商店街との連携

商店街主催の「六角橋ドッキリヤミ市場」への課外活動の協力及び学
園祭（神大フェスタ）への出店

六角橋商店街

平成28年10月

平成11年度

2 神奈川大学

地元商店街・学校・町内会との連携

学園祭（神大フェスタ）の地域密着企画への参加

六角橋商店街、近隣町内会、
市内小学校

平成28年10月

平成11年度

3 神奈川大学

地元小学校での演奏会

地元小学校より依頼を受け、管弦楽団が毎年演奏会を開催

市内小学校

平成28年9月

平成15年度

4 神奈川大学

神奈川県との連携

神奈川県動画サイト「かなチャンＴＶ」について、かなチャンサポータと題
し、神奈川県内の学生サポーターが企画運営を担う。本学からは放送 神奈川県
研究会KBASが参加

平成28年7月

平成28年度

5 神奈川大学

2016つなしまサマーフェスティバル

つなしまサマーフェスティバル実行委員会（綱島商店街連合会・綱島商
綱島商店街連合会・綱島商店
店街協同組合・綱島一番会）より依頼を受け、学生団体ロスガトスが
街協同組合・綱島一番会
出演

平成28年7月

平成28年度

6 神奈川大学

神奈川区魅力さかせ隊との連携

神奈川区魅力さかせ隊より依頼を受け、学生チャレンジプロジェクト採
択団体「チームNPC」が、東横フラワー緑道高島山トンネルで行われたト 神奈川区魅力さかせ隊
ンネルプロジェクションにて、プロジェクションマッピングを上映

平成28年11月

平成28年度

高大連携事業

横浜市立高等学校4校、横浜市
横浜市立高等学校、横浜市内の県立高等学校及び私立高等学校 内の県立高等学校27校及び私
平成28年４月～平
等と高大連携協定を締結し、高校の要望に応じて出張講義、学内施 立高等学校5校並びに高等学校
成29年３月
相当として指定した外国人学校2
設（図書館・ジム）を利用したインターンシップ等を実施
校

7 神奈川大学

平成13年度
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①「六神祭(ろくじんさい)」
横浜キャンパスの地元地域住民との交流を図るため、六角橋地域ケア
プラザ、神奈川区役所、社会福祉協議会、六角橋自治連合会、六角
橋商店街連合会等と神奈川大学ボランティア活動支援室が連携して
交流会を開催

8 神奈川大学

まち×学生プロジェクト

②「認知症啓発オレンジプロジェクト」
横浜キャンパスの地元地域住民の認知症理解を図るため、六角橋地
域ケアプラザ、六角橋商店街連合会等とボランティア部「Gloval☆Yen
☆Leap」が連携して啓発キャンペーンを実施

①六角橋地域ケアプラザ 他
①平成28年8月
②六角橋商店街連合会、六角
②平成28年9月
橋地域ケアプラザ 他
平成28年度

③六角橋商店街連合会、六角 ③平成28年10月
③「神奈川大学×六角橋MAP企画」
橋地域ケアプラザ 他
神奈川大学及び横浜キャンパス周辺の飲食店、見どころを学生及び地
④平成29年3月
域住民に広報するため、六角橋地域ケアプラザ、六角橋商店街連合
④六角橋地域ケアプラザ 他
会等とボランティア部「Gloval☆Yen☆Leap」が連携してMAPを制作、大
学祭「神大フェスタ」にて配布
④「管弦楽団スプリングコンサート」
横浜キャンパスの地元地域住民との交流を図るため、六角橋地域ケア
プラザ、六角橋自治連合会等と管弦楽団が連携して演奏会を開催

9 神奈川大学

10 神奈川大学

市内高校への留学生の派遣

留学生を市内高等学校の特別授業に派遣

市内高等学校

地元商店街でのインタビュー活動

「神奈川大学日本語・日本文化プログラム」に参加の外国人留学生
を、六角橋商店街へ派遣。日本語授業の一環として、商店や飲食店 六角橋商店街
などでインタビューを行い、交流を深めるとともに、日本語学習として活用

平成28（2016）年10
月、11月、12月
平成15（2003）年度
平成29（2017）年3月

7月・1月

平成23年度
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連携取組名

具体的な連携取組の内容

中丸小学校への留学生派遣

「神奈川大学日本語・日本文化プログラム」に参加の外国人留学生
を、中丸小学校へ派遣。学生の出身国、地域の紹介などを行い、小
学生との交流を推進

12 神奈川大学

11 神奈川大学

28年度
実施年月

連携先

中丸小学校

連携取組開始年度

7月

平成28年度

神奈川総合高等学校への留学生派遣

「神奈川大学日本語・日本文化プログラム」に参加の外国人留学生
を、神奈川総合高等学校へ派遣。学生の出身国、地域の紹介などを
神奈川総合高校
行ったり、異文化をテーマにグループディスカッションを行ったり、高校生か
らの日本文化に関する発表を聞く等を通じ、高校生との交流を推進

１月

平成28年度

13 神奈川大学

日産自動車株式会社の見学

「神奈川大学日本語・日本文化プログラム」に参加の外国人留学生
を、日産自動車株式会社へ派遣。工場見学などを行い、日本企業の 日産自動車株式会社
取り組み方や生産の現場に関する理解を促進

1月

平成27年

14 神奈川大学

神奈川警察署による防犯ガイダンスの実施

受入交換留学生のガイダンスの一環として、学期初めに神奈川警察署
神奈川警察署
による防犯に関するガイダンスを実施

4月・9月

平成27年度

15 神奈川大学

横浜市内大学図書館コンソーシアムは、「横浜市内大学間学術・教育
交流協議会」の会員校によって、学生の教育機会の多様化を図るこ
横浜市内大学間学術・教育交流協議会 と、相互に各図書館の特性を生かしつつ協力し、交流を深め、教育・研
究活動の推進を図ることを目的として結成
横浜市内大学図書館コンソーシアム
原則として加盟大学の学生、教職員は加盟大学図書館内の閲覧利
用が可能

平成28年４月～平
成29年３月

平成12年度より年間通
して実施

横浜市内大学（13大学）
神奈川大学、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、東洋英和女学
院大学、フェリス女学院大学、明治学院
大学、横浜国立大学、横浜商科大学、
横浜市立大学
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連携先

16 神奈川大学

18歳選挙権の施行に伴い神奈川新聞社との連携事業として、横浜市
神奈川新聞社
「高校生の政治・選挙に関する意識調査」 立高校校長会、川崎市立高校校長会にご協力いただき、両市の私立
横浜市立高校・川崎市立高校
の実施
高校2・3年生を対象に政治・選挙に係る意識調査を実施した（総数
(15校）
3,656件）。調査結果は神奈川新聞紙面にて報道

17 神奈川大学

神奈川新聞社との連携事業として若者の政治意識や今後の可能性を
「ともにつくる地域の未来 18歳選挙権シン
探るシンポジウムを開催した(参加者約250名）。 シンポジウムの模様は 神奈川新聞社
ポジウム」の開催
神奈川新聞にて報道

18 神奈川大学

「参院選投票行動調査」の実施

19 神奈川大学

5月13日～6月9日

連携取組開始年度

平成27年度

10月1日

平成28年度

神奈川大学の法学部学生を対象に2016年度参院選に係る政治・意
神奈川新聞社
識調査を実施（総数488件）

9月

平成28年度

学部授業の開設

メディアの情報が社会に発信されるまでの過程や、メディアの役割を実践
神奈川新聞社
的に学ぶとともに、市民・社会人としてのメディアとの関わりを考えることを
テレビ神奈川
目的として、人間科学部の正課科目「社会と人間Ⅰ」（前/後学期各2
共同通信社横浜支局
単位）に3社からゲストスピーカを招き実施

平成
平成22年度
28年4月～29年1月

20 神奈川大学

生涯学習・エクステンション講座の実施

地域社会の防災まちづくりに貢献している市民防災の活動グループ「防
災塾・だるま」との共同企画により、「実践的防災まちづくりコーディネー 防災塾・だるま
ター養成講座」を実施

10月～11月

平成17年度

21 神奈川大学

生涯学習・エクステンション講座の実施

2020年東京オリンピック開催決定にあたり、報道とマスメディア、ロビー活
動と外交、国際政治、オリンピックのもたらす経済効果とレガシーについ 共同通信社
て、3回連続の講演会「オリンピックを考える」を実施

11月

平成28年度

22 神奈川大学

地元幼稚園、小学校への学生の派遣

陸上競技部によるランニング教室

横浜市立南神大寺小学校 他 複数月開催

平成22年度
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23 神奈川大学

中学校への指導者・学生の派遣

水泳部による水泳教室

横浜市立斎藤分小学校
横浜市立神奈川中学校

7月

平成25年度

24 神奈川大学

中学校への指導者・学生の派遣

硬式野球部による野球教室

横浜市立神奈川中学校

7月

平成25年度

25 神奈川大学

中学校への指導者・学生の派遣

陸上競技部による陸上教室

横浜市立神奈川中学校

7月

平成25年度

26 神奈川大学

中学校への指導者・学生の派遣

サッカー部によるサッカー教室

横浜市立神奈川中学校

7月

平成22年度

27 神奈川大学

中学校への学生の派遣

職場体験学習（トレーナーの仕事について）への講師派遣

横浜市立神奈川中学校

7月・10月

平成24年度

28 神奈川大学

中学校への学生の派遣

職場体験学習（トレーナーの仕事について）への講師派遣

横浜市立中山中学校

11月

平成24年度

29 神奈川大学

大会運営への学生派遣

水泳部による横浜会場での大会運営補助

スペシャルオリンピックス日本・神
奈川

10月

平成22年度

30 神奈川大学

大会運営への学生派遣

陸上競技部による会場での大会運営補助

横浜市体育協会

1月

平成28年度

31 神奈川大学

地元商店街との連携

男子サッカー部によるお祭りの運営手伝い
男子サッカー部による毎週月曜朝の中山駅周辺のゴミ拾い

中山商店街と合同企画

8月

平成14年度
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32 神奈川大学

中学生ポジション別練習会

一般社団法人神奈川県サッカー
男子サッカー部による横浜市内の中学生チームは又は選手を対象とし
協会
複数月開催
たサッカー教室の開催

平成22年度

33 神奈川大学

神奈川区連携事業（サッカークリニック）

神奈川区民対象
親子サッカークリニック（with 横浜FC ＆ 神大サッカー部）

神奈川区連携事業

平成23年度

34 神奈川大学

大会運営への学生派遣

男子サッカー部による大会運営補助，審判等
（ビーチサッカー大会、キッズサッカー大会等）

一般社団法人横浜サッカー協会 89

35 神奈川大学

中学校への指導者・学生の派遣

硬式野球部による野球教室

横浜市立中学校（2～3校）

12月

平成24年度

36 神奈川大学

高大連携事業

職場体験学習（トレーナーの仕事について）の受入れ

県内（市内）高校生

複数月開催

平成22年度

37 神奈川大学

バスケットボール
サマーキャンプ in 赤城

男子バスケットボール部によるバスケットボール教室

横浜市体育協会からの依頼事
業
市内の小中学生

8月

平成24年度

6月

平成19年度
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38 鎌倉女子大学

キャンドルナイト洋光台2016

洋光台駅前公園にて演奏

一般社団法人renet結

平成28年10月1日

平成28年度

39 鎌倉女子大学

第21回ふくしまつり

本郷台駅前にてバルーンアート

福祉クラブ生活協同組合

平成28年6月5日

平成26年度

40 鎌倉女子大学

第3大船パークタウン秋祭り

三角公園にてパフォーマンス

第3大船パークタウン

平成25年10月16日 平成25年度

41 関東学院大学

市民向け公開講座の共同実施

ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会と共同で公開講座を実施。座学 ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド
5、6、10、11月
及び街歩きにより、金沢区とその周辺地域の歴史を学ぶ講座を実施
協会

平成21年度

42 関東学院大学

中学生向け職業体験学習の受入れ

中学生向けに、学習意欲の喚起、職業観の育成及び職業に対する理
市内中学校
解を深める機会を提供

平成26年度

43 関東学院大学

神奈川県内工業高校及び同県
神奈川県内工業高校・大学連携推進協 神奈川県内の工業高校及び理工系分野をもつ６大学が連携し、工業 内５大学（神奈川工科大学、湘
6月
南工科大学、東海大学、東京
議会
を学ぶ高校生のための大学講座、進学セミナー、シンポジウムを実施
工芸大学、関東学院大学）

11月～2月

平成16年度
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具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先
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44 関東学院大学

1日科学体験教室

小学生、中学生、高校生に化学の現象を身近に感じてもらい、化学の
日本化学会関東支部
素晴らしさを体験してもらう目的で開催

45 関東学院大学

青少年のためのロボフェスタ

ロボットを通して、子どもたちにものづくりの楽しさや、科学の素晴らしさを 神奈川県立青少年センター科学
11月
体験してもらう目的で開催
支援課

平成26年度

サイエンスフェア

神奈川県・神奈川県教育委員
会・青山学院大学・神奈川大
学・神奈川工科大学・北里大
学・慶應義塾大学・桐蔭横浜大
県内に立地している理工系の大学等と協働で、中学生・高校生を対
学・東海大学・東京工業大学・
7月
象として、科学の不思議や魅力を見て、聴いて、知ってもらうためのイベ
東京工芸大学・東京農業大学・
ント
日本大学生物資源科学部・明
治大学・横浜国立大学・横浜市
立大学・公益財団法人神奈川
科学技術アカデミー

平成21年度

47 関東学院大学

ものづくりコンテスト

工業教育の振興・発展のための活動の一環として主催し、各工業高等
学校で取り組んでいるものづくりの学習効果の発表の場として、技術・技
全国工業高等学校長協会
能を競い合い、産業を支える技術・技能水準の向上を図り、若年技
術・技能労働者を確保、育成することを目的とした大会

8月

平成20年度

48 関東学院大学

子ども科学探検隊

小学校4年生～6年生を対象とした、「科学のふしぎ･ものづくりの感動」 神奈川県青少年科学体験活動
8月
を体験するためのイベント
推進協議会

平成21年度

46 関東学院大学

6月

平成9年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

49 関東学院大学

50 関東学院大学

連携取組名

中高生サイエンスキャリアプログラム

地域連携活動

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

神奈川県内の中高生を対象とし、大学・企業等の施設見学、実験・
工作などの体験活動、研究者による講話等、普段の学校生活では体
神奈川県青少年科学体験活動
8月
験できない機会を提供。科学に対する興味や関心を高め、知識を深め
推進協議会
るとともに、将来の理系への進学や職業についての意識を高めることを目
的としたイベント

連携取組開始年度

平成27年度

子どもから高齢者まで多世代交流活動による地域の繋がりづくり

関ヶ谷自治会、認知症グループ
ホームちいさな手横浜かなざわ、
4月～29年1月
子育てサークル、ボランティア団
体、神奈川県共同募金会

平成27年度

横浜市社会福祉協議会、金沢
区、金沢区社会福祉協議会、
6月～8月
金沢区内地域ケアプラザ、横浜
市内福祉施設・事業所

平成27年度

51 関東学院大学

ボランティアコーディネート

大学生を対象としたボランティア活動のコーディネート

52 関東学院大学

寄付つきボールペンプロジェクト

中学生を対象に、地域の繋がりをテーマに学習会を行い、デザインやメッ
神奈川県共同募金会、ゼブラ、
6月～9月
セージを考え、それらをもとにボールペンをつくり、その売り上げを地域の繋
関東学院六浦中学校
がりづくりに寄付する、寄付つきボールペンの企画・実施

平成27年度

53 関東学院大学

ボランティア講座

金沢区、金沢区社会福祉協議
大学生を対象としたボランティア活動に対する事前学習講座、事後学
会、金沢区内全地域ケアプラザ、 6月～9月
習講座の企画・実施
横浜市立大学

平成27年度

54 関東学院大学

寄付つきペットボトルプロジェクト

中学生を対象に、地域の繋がりをテーマに学習会を行い、デザインやメッ
神奈川県共同募金会、サント
セージを考え、それらをもとにペットボトルをつくり、その売り上げを地域の
リー、関東学院六浦中学校
繋がりづくりに寄付する、寄付つきペットボトルの企画・実施

平成28年度

55 関東学院大学

関ヶ谷地域連携会議

関ヶ谷地域の課題解決に向けた情報交換

関ヶ谷自治会、西金沢小中学
校

6月～9月

6月、10月、29年2月 平成27年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

56 関東学院大学

オープンカレッジ

養護学校の生徒と大学生との交流、キャンパスツアーの企画・実施

金沢養護学校

7月

平成28年度

57 関東学院大学

認知症高齢者との交流

中学生と大学生による認知症グループホームへの訪問・交流

認知症グループホームちいさな手
横浜かなざわ、関東学院六浦中 9月
学校

平成28年度

58 関東学院大学

寄付つき自動販売機プロジェクト

小学生を対象に、地域の助けあいをテーマに学習会を行い、デザインや
釜利谷西小学校、神奈川県共
11月～29年2月
メッセージを考え、それらをもとに自動販売機をラッピングし、その売り上げ
同募金会、サントリー
を地域の助けあいに寄付する、寄付つき自動販売機の企画・実施

59 関東学院大学

関ヶ谷地域どんど焼きへの参加

地元自治会の伝統行事、どんど焼きへ運営スタッフとして参加

60 関東学院大学

読み聞かせ

司書課程・司書教諭課程を受講する学生が小学校に出向き、小学生
横浜市立大道小学校
に対して読み聞かせを実施

61 関東学院大学

62 関東学院大学

関ヶ谷自治会、関東学院六浦
高校

平成28年度

1月

平成28年度

2月

平成26年度

福祉職・保育士・栄養士の学内説明会

神奈川県内の福祉施設・機関２５団体を招致し(その内横浜市内に拠
点をおく団体が１８団体)、就職説明会を実施。各団体の個別のブース
神奈川県社会福祉協議会、横
を設け、来場した学生を訪問し、各施設の取組や採用に当たっての具
浜市社会福祉協議会、市内福 5月
体的な情報等をご紹介いただいた。
祉施設・事業所
４年生だけでなく２、３年生も参加可能とし、福祉関連のボランティアや
アルバイト先を探すのにも活用

平成28年度

大学内での障害者支援施設のパン販売

就労支援施設で作られたパンを大学内で販売し、障害のある人の就労
社会福祉法人 訪問の家
経験の場を広げるとともに、大学生の障害に対する理解を促進

平成27年度

4月より毎週1回

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

63 関東学院大学

横浜南部市場共栄会と連携した食品関 共栄会加盟の店舗の紹介をしたミニコミ誌の発行、大感謝祭の出店な
横浜南部市場共栄会
連卸売センター活性化に関する支援活動 どを通し、食品関連卸売センターの活性化を支援する活動を実施

4月～3月

平成27年度

64 関東学院大学

連絡会加盟の事業者の紹介をしたパンフやマップの作成を通し、大学や
通所介護事業所を通した金沢区のまちづく
地域のイベントに出店し、地域の方々の交流を図り、地域活性化を支 金沢区通所介護事業者連絡会 6月～3月
り
援活動を実施

平成28年度

65 関東学院大学

一般財団法人シルクセンター国際貿易観 シルク振興を目的として毎年12月初旬から翌年1月上旬までの約5週
一般財団法人シルクセンター国
12月
光会館・シルク博物館主催「シルキー・ウィ 間の会期で開催される「シルキー・ウィンター・フェスティバル」のメインイベ
際貿易観光会館・シルク博物館
ンター・フェスティバル」
ント会場の空間構成とプログラムに参加（ファッションショー実施）

平成25年度

66 関東学院大学

旧伊藤博文金沢別邸プロジェクト

旧伊藤博文金沢別邸の存在を周知するため、コンサートなどを年一回 横浜市金沢区、公益財団法人
10月
行うほか関連グッズの開発や、広報誌「博文邸タイムズ」を発行
横浜市緑の協会

平成22年度

67 関東学院大学

実践ビジネスキャリア［神奈川の中小企業］

神奈川県中小企業家同友会による提供講義で、経済学部の学生の
神奈川県中小企業家同友会
ためにキャリア教育科目として開設

平成23年度

68 関東学院大学

関東学院大学カップの開催

金沢区少年少女ソフトボール連盟に所属する15チームと及び横須賀支 金沢区少年少女ソフトボール連
12月
部39チームによる決勝大会の開催
盟

平成23年度

69 関東学院大学

金沢漁港 海産物 フェスタへの参加

金沢漁港 海産物 フェスタに出店及びボランティアの派遣

平成27年度

70 関東学院大学

金沢区災害ボランティア
ネットワーク

地域住民や地域団体が中心となり、金沢区内の行政・関係機関との
連携を結ぶ住民主体の組織。月1回の定例会による情報共有を図りな
金沢区社会福祉協議会
がら、災害に関する研修会の企画運営、防災訓練、被災地への募金
活動を実施。担当職員とともに、学生ボランティア団体も積極的に参加

4月

横浜市漁業協同組合金沢支部 2月

4月～3月

平成26年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

71 関東学院大学

横濱オリーブクッキーの開発

横浜市の特産品を使用した地産地消の実践を目指して、横浜市特産
の「小松菜」と、関東学院大学の校章「オリーブ」をクッキー生地に使用 「よこはま夢工房」（株）サンクステ
4月～3月
した、オリジナルクッキーを開発。横浜市内の障がい者が中心となって働 ンプ
くクッキー工房「よこはま夢工房」（（株）サンクステンプ）にて手作りで製造

72 関東学院大学

環境未来都市 横浜 ”かなざわ八携協
定”

横浜グリーンバレー構想などの温暖化対策に加え、少子高齢化の進む
横浜市金沢区役所、株式会社
金沢区の地域活性化策を協力して実践するため、鉄道事業者、企
横浜シーサイドライン、株式会社 －
業、大学、商工業など八者による協定を締結。本事業のテーマである
横浜八景島、他
環境未来都市をテーマにしたフォーラムや各種連携事業を実施

平成26年度

73 関東学院大学

スポーツフェスティバル

陸上競技部、サッカー部、バスケットボール部、ストリートダンス部、チアダ
ンス部、ソフトテニス部による、小中学生対象スポーツ教室を開催する
横浜マリノス株式会社
際、近隣の商店・企業の協力により、横須賀海軍カレーや三浦野菜な
どを販売

6月

平成23年度

74 関東学院大学

横浜金沢産業連絡協議会との産学連携 産学連携推進連絡会議を通し、双方の情報共有・連携に向けた取組
横浜金沢産業連絡協議会
推進に関する協定
みを検討し、実施

－

平成21年度

75 関東学院大学

金沢警察署使用不能時における学校法 大規模災害等の発生による警察署使用不能時において、金沢警察
人関東学院と金沢警察署との施設使用に 署が関東学院大学の施設を使用し、双方の適切な連携のもとに警察 金沢警察署
関する協定
機能の持続及び回復に努める協定

－

平成25年度

76 関東学院大学

横浜マリノス株式会社による本学サッカー部 横浜マリノス株式会社から本学サッカー部へヘッドコーチ１名、コーチ１名
横浜マリノス株式会社
へのコーチ派遣
を派遣し、サッカー部の強化を推進

4月～3月

平成19年度

77 慶應義塾大学

港北べんきょう会
（寄り添い型学習支援）

平成28年毎週火曜
平成23年度
日と木曜日

経済的困窮世帯の中学生への学習支援活動。生徒１・２人に対して
学生１人がつき、主に学習面をサポートしながら居場所を提供

横浜市港北区役所
NPO法人楠の木学園

平成22年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

78 慶應義塾大学

日吉丸の会
（自然保護・回復事業）

日吉キャンパスとその周辺のランドスケープや自然の散策・調査・保護活
動。「一の谷」と通称される面積5000㎡規模の小流域において、雑木
かながわトラストみどり財団
林と水循環の総合的な回復作業を推進
横浜市環境創造局政策課
第22回横浜環境活動賞 市民の部 大賞、生物多様性特別賞 受賞
（平成27年4月)

79 慶應義塾大学

たかたの丘音楽会
（市内中学校での演奏会）

高田町連合町内会／高田中学
慶應義塾大学塾生と、市内中学校吹奏楽部、市内小学校特別音楽
校／高田小学校／高田東小学 平成28年6月
クラブによる演奏会
校

80 慶應義塾大学

慶應義塾大学・読売新聞市民講座
「リオから東京へ」
（市民講座）

慶應義塾大学体育研究所・スポーツ医学研究センターと読売新聞横
浜支局共催で行われる、スポーツの見方や楽しみ方についての講座の 読売新聞横浜支局
開催

81 慶應義塾大学

神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア講座
神奈川県が推進するヘルスケア・ニューフロンティア構想の「未病を治す」
神奈川県
「文化としての病と老い」
という取組を踏まえての公開講座、ワークショップの開催
（公開講座4回・ワークショップ2回）

平成28年4月

連携取組開始年度

1990年代

平成24年度

平成28年6月～７月 平成23年度

平成28年10月～12
平成27年度
月

82 慶應義塾大学

居場所『カドベヤで過ごす火曜日』
（地域交流事業）

居場所「カドベヤで過ごす火曜
日」運営委員会／横浜市地域
文化サポート事業「横浜アートサ
文部科学省大学教育推進プログラム「身体知教育を通して行う教養
イト2015」／コトラボ合同会社／ 平成28年10月～平
平成22年度
言語力育成」事業の一環としての、寿地区での社会連携を目的とした
認定NPO「さなぎ達」／一般社 成29年1月
活動
団法人「地唄舞普及協会」／黒
沢美香＆ダンサーズ／「The
Dance Times」

83 國學院大學

共育フェスティバル

青葉区周辺在住の親子向けイベントの実施

株式会社 ビタミンママ

平成28年10月

平成19年

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

横浜市内の県立高等学校及び
各高等学校の実施
私立高等学校並びに市立高等
希望日
学校

連携取組開始年度

84 湘南医療大学

高大連携事業

横浜市内の県立高等学校及び私立高等学校並びに市立高等学校
の要望に応じて、出張講義や大学見学の受入れを実施

85 湘南医療大学

職業体験学習

大学が所在する戸塚区内の中学校からの職業体験学習（看護・医療 横浜市戸塚区内中学校、ふれ
分野）の受入れをふれあい東戸塚ホスピタルと連携し実施
あい東戸塚ホスピタル

86 湘南医療大学

大学体験

大学が所在する戸塚区内の中学生を対象とした大学講義・実習体験 戸塚区青少年指導員協議会、
平成29年3月25日
および大学内見学などを実施
戸塚区地域振興課

平成27年度～

87 湘南医療大学

公開講座

「なぜ怖い？スポーツによる脳しんとう」というテーマにて、クラブや部活でス
横浜市教育委員会
ポーツをしている生徒の保護者や指導者、教員などを対象に実施

平成29年2月4日

平成28年度～

88 星槎大学

はまっこ造形ワークショップ（公開講座）

横浜市立八景小学校にて小学生、保護者を対象とした図画工作の公
横浜市立八景小学校
開講座を実施

平成28年
8月16日

平成28年度

89 星槎大学

造形ワークショップ（公開講座）

横浜市立西寺尾小学校にて小学生、保護者を対象とした図画工作の
横浜市立西寺尾小学校
公開講座を実施

平成28年
8月25日

平成28年度

90 星槎大学

職業講話

横浜商科大学と連携し、横浜市立中山中学校1年生280名に対し福 横浜商科大学、横浜市立中山 平成29年
祉・環境・観光について4名の教授が講義を実施
中学校
2月28日

平成28年度

地元商店街イベントへの参加

打ち水体験「地球を冷ませ2016 in 豊岡」が開催され、学生有志と教
職員、その家族41名が参加。 浴衣姿で打ち水体験女子学生2９名
鶴見区豊岡商店街
はじめ、かき氷作成や打ち水の水の補給等のスタッフとして男子学生が
参加

平成26年度

91 鶴見大学

平成27年度～

平成29年1月19日、
平成28年度～
1月27日

平成28年
7月31日

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

92 鶴見大学

つるみ夢ひろばin總持寺

地元鶴見の文化や歴史に親しみ、東日本大震災の被災地と絆を結ぶ 曹洞宗大本山總持寺、鶴見区 平成28年
をテーマに開催・参加
文化協会
11月3日

不明

93 鶴見大学

鶴見区における多文化共生の現状と今後を考えるため、区内で国際 公益財団法人横浜市国際交流
平成28年
鶴見区の多文化状況をめぐるシンポジウム 交流支援活動を行っている方より、現状の報告、課題の提起、今後の 協会鶴見国際交流ラウンジ
12月3日
展望などの講話
NPO法人ＡＢＣジャパン

不明

94 鶴見大学

トレジャーハンティングinつるみ

地元鶴見を再認識しながら、税の啓発を目標とした、子どもたちへの租 公益社団法人鶴見法人会青年 平成28年
税教育の一環。学生40名以上が協力
部会
11月27日

不明

東京藝術大学大
95 学院映像研究科

東京藝術大学大
96 学院映像研究科

東京藝術大学大
97 学院映像研究科

東京藝術大学大
98 学院映像研究科

東京藝術大学大
99 学院映像研究科

100 東京都市大学

主催：東京藝術大学、馬車道商
馬車道まつり「トワイライトコンサート 東京 本学音楽学部の協力を得て、地元馬車道商店街の馬車道まつりの一 店街協同組合、横浜市文化観
平成28年11月
藝大ウインドオーケストラ」
環として例年実施している市民向けブラスバンドコンサートを開催
光局
共催：関内ホール

横浜シネクラブ（フランス映画上映会）

不明

アンスティチュ・フランセ日本が主催し、横浜市文化観光局が後援するフ
主催：アンスティチュ・フランセ日本
平成28年4月～12月 不明
ランス映画上映会「シネクラブ」全５回について、馬車道校舎大視聴覚
後援：横浜市文化観光局
室での上映会に協力

平成28年4月、平成
横浜みなとみらい21新港地区にオープンしたショッピングモール「MARINE
株式会社電通東日本、株式会
受託事業「Marine and Walkにおける映像
28年5月～平成29年 平成28年
＆WALK YOKOHAMA」の通路壁面でのアニメーション映像のプロジェク
社グリーンルーム
展示事業」
3月
ションマッピング

ANIMATION ON MARINE TOWER

横浜のシンボルである横浜マリンタワー、そのマリンタワー低層部の外壁
に様々な手法で制作された東京藝術大学大学院映像研究科アニメー
ション専攻の修了生・在校生が手掛けた短編アニメーション作品のプロ
ジェクション上映を実施

協賛：ガス灯の魅力PRイベント実
行委員会
平成28年10月
協力：横浜マリンタワー、横浜市
文化観光局

平成28年度

クリスマス・アニメーション・ワークショップ

東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻の学生・卒業生 主催：東京藝術大学大学院映
による、クリスマスをモチーフとしたアニメーション制作のワークショップや子ど 像研究科 横浜市文化観光局 平成28年12月
協力：たまプラーザ テラス
も向けのアニメーション作品の上映

平成28年度

早渕川・老馬谷ガーデンプロジェクト

第33回全国都市緑化よこはまフェアに向けた「都筑区花いっぱい運動」 ・都市緑化研究会（有志団体）
平成28年9月～平成
平成28年度
の取組の一環として、早渕川沿いの公有地を本学や地域の皆様と連 ・特定非営利活動法人ぐるっと緑
29年3月
道
携しながら緑化を推進

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

101 東京都市大学

若年層の投票率向上に向けたアプローチ

研究室ゼミ生による「若者による選挙推進活動」の発表や統計選挙係
による「選挙と行政の関連性」の発表を通じて、若年層の投票率向上 都筑区政推進課企画調整係
を推進

平成28年12月～平
平成28年度
成29年1月

102 東京都市大学

子供達へのヨコハマ3Ｒ夢環境教室等の実施

ごみと資源の総量の削減とごみ処理に伴い、排出された温室効果ガス
の削減を目標に掲げ、リデュース（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイ 都筑区政推進課企画調整係
クル（再資源化）の推進を進めており、この３Ｒ行動をわかりやすく、若者 イッツコミュニケーション株式会社
等に向けてＰＲするため、ケーブルテレビに制作と放映を委託し、作成

平成28年6月～10月 平成15年度

103 東京都市大学

地域緑のまちづくり事業 牛久保西地区

環境創造局「地域緑のまちづくり事業」を通じた地域緑化活動（牛久
保西花と緑の会）

牛久保西地区自治会

平成28年4月〜12月 平成26年度

104 東京都市大学

トンボはドコまで飛ぶかフォーラム

京浜臨海部工業地帯の企業緑地内におけるトンボ一斉調査、学生
部会活動の実施 等

トンボはドコまで飛ぶかフォーラム

平成28年8月

105 東京都市大学

地域緑のまちづくり事業 末広地区/生麦 環境創造局「地域緑のまちづくり事業」の一環として、地区整備ワーク
新子安地区
ショップをコーディネート

106 東京都市大学

茅ヶ崎公園自然生態園ニホンアカガエル個 茅ヶ崎公園自然生態園で保全しているニホンアカガエル個体群の追跡 茅ヶ崎公園自然生態園（指定管
平成28年4月〜12月 平成28年度
体追跡調査
調査
理団体）

107 東京都市大学

地球環境未来都市研究会

108 フェリス女学院大学 NPOインターンシッププログラム

末広地区まちづくり協議会/生麦
平成29年1〜2月
新子安地区まちづくり協議会

横浜国立大学（主催）・神奈川大学・JAMSTEC等と横浜市、日立製
作所・大成建設等による産官学研究会活動（エコロジーデザイン研究 横浜国立大学ほか
部会、生物圏研究部会）

横浜市内のNPOでの実務ボランティアプログラムを学生に提供

平成27年度

平成28年度

平成28年4月〜12月 平成27年度

ＮＰＯアクションポート横浜、フェリ
通年
ス女学院大学

平成21年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

109 フェリス女学院大学 地産地消をテーマにしたパンの開発、販売

株式会社ヴィ・ド・フランスいずみ
ヴィド・フランスいずみの店、相鉄ホールディングスと連携し、地産地消を
の店、相鉄ホールディングス
通年
テーマにしたパンを開発、販売
（株）、フェリス女学院大学

平成25年度

110 フェリス女学院大学 ヤシ砂糖を使用した洋菓子の販売

パティスリー ラ・ベルデュールと連携し、フェアトレードの観点からインドネ パティスリー ラ・ベルデュール、フェ
通年
シア産ヤシ砂糖を使用した洋菓子を開発、販売
リス女学院大学

平成25年度

111 フェリス女学院大学 タクシーで巡る横浜観光

かながわ観光タクシーの普及、認知向上をめざし、横浜の見どころを巡 一般社団法人神奈川県タクシー
通年
る観光コースを提案・運用化
協会、フェリス女学院大学

平成26年度

112 フェリス女学院大学 緑園都市駅前「街カフェ」への出展

ヴィド・フランスいずみの店、パティスリー ラ・ベルデュールと共同開発した 緑園自治会地域活性化委員
パンやヤシ砂糖を使用した菓子の販売
会、フェリス女学院大学

113 フェリス女学院大学 横浜セントラルタウンフェスティバル

横浜セントラルタウンフェスティバル メインステージに音楽学部学生、卒
業生が出演

横浜セントラルタウンフェスティバル
実行委員会、フェリス女学院大 平成28年5月
学

平成27年度

114 フェリス女学院大学 横浜インターンシップ制度事業

横浜商工会議所と連携し、インターンシッププログラムを学生に提供

横浜商工会議所、フェリス女学
院大学

平成17年度

115 フェリス女学院大学 ホッチポッチミュージックフェスティバル

横浜音祭り「ホッチポッチミュージックフェスティバル」大会実行委員長を
土屋教授、企画・運営をインターンシップ生として本学学生が担当

NPO法人アークシップ、フェリス女
平成28年10月
学院大学

116 フェリス女学院大学 横浜音祭り2016 街に広がる音プロジェクト

横浜音祭り2016街に広がる音プロジェクトのイベントに音楽学部学生、 横浜アーツフェスティバル実行委
卒業生が出演
員会、フェリス女学院大学

平成28年4月/11月 平成25年度

平成28年8～9月

平成28年度

平成28年10～11月 平成28年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

117 フェリス女学院大学 新春緑園コンサート

泉区の高齢者支援NPOだんだんの樹と共催、泉区社会福祉協議会の
NPO法人だんだんの樹、フェリス
後援で開催。地域の音楽家とフェリス女学院大学音楽学部の学生・院
女学院大学
生が出演

118 フェリス女学院大学 電車到着サイン音の開発

相鉄いずみ野線緑園都市駅で学生考案の到着サイン音「アンダンテ」
を試験導入

119 明治学院大学

戸塚まつり

「環境」「国際」「福祉」を共通テーマとして、地域・学生・教職員が一体
近隣自治会
となり、開催する学園祭

120 明治学院大学

パソコン講座

地域の方をお招きし、学内コンピュータ実習室におけるパソコン講座の開 社会福祉法人 開く会 横浜市 平成28年11月～12
平成26年度
催（計3回）
倉田コミュニティﾊｳｽ
月毎週水曜日

121 明治学院大学

倉田コミュニティハウスとの共催事業として、「気軽にコンサートVol.32 地 社会福祉法人 開く会 横浜市
チャペルコンサート（気軽にコンサートVol.32） 域でつなぐコンサート」を本学チャペルにて開催。ゲストとしてプロミュージ 倉田コミュニティﾊｳｽ
倉田小 平成29年2月
シャンほか近隣の倉田小学校、豊田中学校が出演
学校・豊田中学校

122 明治学院大学

「スポGOMI in ＭＧ大会｝

競技感覚でゴミ拾いを行う「スポGOMI」大会を地域・学生・大学職員に
近隣自治会
て開催

平成28年7月

平成26年度

123 明治学院大学

クリスマスツリー点灯式

キャンパス内の高木に電飾を施し、その点灯イベントとして近隣小学生
をお招きし、合唱を披露いただく会を開催

横浜市立倉田小学校

平成28年11月

平成24年度

124 明治学院大学

公開セミナー

テーマ「社会科学の過去・現在・未来」（全15回）

近隣の方々を対象とした講座

平成28年9月～平成
平成18年度
29年1月毎週火曜日

平成29年1月

相鉄ホールディングス（株）、相模
平成29年3月～
鉄道（株）、フェリス女学院大学

平成28年5月

平成15年度

平成28年度

平成10年度

平成28年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

平成28年10月～11
平成11年度
月毎週土曜日

125 明治学院大学

横浜公開講座

「原発事故から5年 ——私たちがなすべきこと・なしうること」(全4回)

近隣の方々を対象とした講座

126 明治学院大学

課外講座

横浜市内の企業等とタイアップした本学学生に対する講座

ＮＨＫ横浜放送局・ヒューマンハー 平成28年5月、11
ト
月、平成29年1月

127 八洲学園大学

みなとみらいかもめschool

（社）横浜みなとみらい21が主催する、みなとみらい21地区の就労者に
向けた講座にて、企画の立案、本学の講師を派遣を実施

一般社団法人横浜みなとみらい
平成28年4月・10月 平成25年
21

地域課題実習「ほどがやみちまちPJ」

まちづくり、街路・沿道のデザイン、地域資源の発見と発信、回遊性の
構築、コミュニティ形成などの「みちのデザインマネジメント」について、学
生が行政・地域住民・地域団体とともに考えるプロジェクトを実施し、学 保土ケ谷区、常盤台自治会ほか 通年
生が製作した移動式の「ほどわごん」を用いて地域のイベントなどに参加
したり、地域への貸出を実施

平成25年度

129 横浜国立大学

地域課題実習「和田べんプロジェクト」

地域の活性化を目的に、和田町商店街の商店が作るお弁当を学内で
販売したり、和田町タウンマネジメント協議会への出席、フリーマーケット
和田町商店街/町内会
への出店、ホームページ制作、オリジナル商品企画、ゆるキャラの作成な
ど多岐にわたる活動を実施

通年

平成19年度

130 横浜国立大学

ＮＰＯがどのような活動を行い、社会に影響を与えているか、今後のＮＰ
地域課題実習「市民活動を体験して考え Ｏの在り方について学習するため、ＮＰＯ法人アクションポート横浜が企
常盤台地域コミュニティハウス他
画しているＮＰＯインターンシップ事業のうち、ＮＰＯ法人ＡＲＣＳＨＩＰに学
る協働型まちづくりＰＪ」
生が参画

7～9月

平成20年度

131 横浜国立大学

地域課題実習「ワダヨコプロジェクト」

通年

平成22年度

128 横浜国立大学

和田町の拠点を利用した継続的な取組やイベントを通じて、学生が町
和田町タウンマネジメント協議
の人々と交流を持ち、お互いを良く知ることを目的として、寺子屋、古本
会、和田町商店街他
図書館などの地域活動を実施

平成25年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

132 横浜国立大学

UR連携事業

UR都市機構との包括連携協定を踏まえて、洋光台をパイロットモデル
対象として位置づけ、持続性のある集合住宅のモデルについて検討

独立行政法人都市再生機構

通年

平成28年度

133 横浜商科大学

商店街振興事業

野毛の街おこしイベントの企画・運営への協力

野毛商店街

通年

平成16年度

134 横浜商科大学

商店街振興事業

大口通商店街の街づくり事業への協力。イベントの企画支援、共同運
大口通商店街
営

通年

平成17年度

135 横浜商科大学

生麦中学校ブロック罹災者支援ネットワー
災害時の連携・協力、地域避難者の支援、児童生徒の安全確保等
ク

岸谷、生麦、寺尾の3小学校と
生麦中学校、法政女子高等学 通年
校

平成23年度

136 横浜商科大学

商大キャンパスバザール

大学キャンパスを開放しての朝市の実施

商大キャンパスバザール事務局

通年

平成25年度

137 横浜商科大学

地域連携事業

学習支援ボランティア等への学生派遣

東台小学校、下末吉小学校、
下野谷小学校

通年

平成27年度

138 横浜商科大学

鶴見区との包括連携協定に基づく連携事 鶴見区工業会会員企業向け会報誌の「会員コーナー」記事を本学学
鶴見区、鶴見区工業会
業
生が担当

通年

平成27年度

139 横浜商科大学

課題解決型学習：鶴見ビジネス政策課題 横浜市内の中小企業数社からそれぞれの抱える経営課題を取り上げ、
NPO法人ハマのトウダイ
コンペ
学生チームが解決策を提案し研究レポートとして提示

9月～2月

平成28年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

140 横浜商科大学

横浜でまちを深く知る観光を考える講座～
観光業等をテーマした、一般市民向けの講座の実施
横浜フェアツーリズムスクール～

関内イノベーションイニシアティブ
㈱

1月～3月

平成28年度

141 横浜商科大学

商店街振興事業

反町駅通り商店街

7月

平成28年度

142 横浜商科大学

生活保護や生活困窮者世帯の中学生を対象に、高校進学を目指し
鶴見区、公益財団法人横浜
鶴見区との包括連携協定に基づく連携事
た学習支援事業「つるみ未来塾」において、鶴見区生活支援課より、
YMCA
業
生徒の指導を行う学習支援アシスタントへ学生を派遣

通年

平成28年度

143 横浜商科大学

地域連携事業

協定を締結している近隣の飯山幼稚園への一時避難場所の提供、及
飯山幼稚園
び避難訓練の受入れ

6月

平成28年度

144 横浜商科大学

地域連携事業

中学生向けの職業講話への講師を派遣

十日市場中学、中山中学

9月,2月

平成28年度

145 横浜商科大学

地域連携事業

小学生の職業体験としての見学対応

寺尾小学校

6月

平成28年度

146 横浜商科大学

地域連携事業

生涯学習フェアへのブース出展

かながわ大学生涯学習推進協
議会
7月
県立図書館生涯学習サポート課

平成28年度

港南台ひかりの街づくり実行委員
平成28年11月
会

平成6年11月

147

横浜女子短期
大学

地元商店街イベントの運営協力

港南台駅前ウインターイルミネーション点灯
港南台ひかりの街づくり主催で本学学生が演奏のため参加
式

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

横浜女子短期
大学

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

不明
毎年
開催

地域クリスマス子ども会

本学講堂で学生が地域の子どもたちを招きクリスマス会を開催

近隣住民

平成28年12月

149 横浜市立大学

寄附講座

横浜銀行グループによる「銀行講座」

株式会社横浜銀行

平成28年４月～９月 平成18年度

150 横浜市立大学

寄附講座

産業事情～ファッション・ビジネス戦略Ⅰ

財団法人ファッション産業人材育 平成28年９月～平
成機構
成29年３月

平成18年度

151 横浜市立大学

寄附講座

環境経営の最先端：グリーン購入が開く環境都市

横浜グリーン購入ネットワーク

平成28年９月～平
成29年３月

平成26年度

152 横浜市立大学

寄附講座

中小企業のCSR戦略

神奈川県中小企業家同好会

平成28年９月～平
成29年３月

平成26年度

153 横浜市立大学

寄附講座

経営と税務

公益社団法人横浜中法人会

平成28年９月～平
成29年３月

平成27年度

154 横浜市立大学

総合講義

総合講義（連携特別講座「国際協力事業」）

JICA横浜

平成28年9月～

平成18年度

155 横浜市立大学

実践科目

福祉施設実習

地域の福祉施設

平成28年8月～9月 平成17年度

148

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

156 横浜市立大学

地元団体への出張講座

地元団体に「遺伝子組換え食品は安全か？」出張講座１回

157 横浜市立大学

学生のインターンシップ

158 横浜市立大学

28年度
実施年月

連携先

日限山自治会

連携取組開始年度

平成28年9月

平成28年度

横浜商工会議所主催による市内大学の学生を対象としたインターン
シップ。横浜商工会議所の加盟団体・企業で学生がインターンシップを 横浜商工会議所
実施

平成28年8～9月

平成17年度

国際機関実務体験プログラム

横浜市国際交流協会（YOKE）が主催による市内5大学の学生を対象
横浜市国際交流協会（YOKE）
とした実務体験プログラム

平成28年8～9月

不明

159 横浜市立大学

留学生のインターンシップ

神奈川県経営者協会主催による本学留学生のためのインターンシップ
(神奈川県経営者協会が会員企業・大学へ内容を周知し、本学留学 神奈川県経営者協会
生が県内企業でインターンシップを行う）

平成28年8～9月、
平成29年2～3月

平成28年6月

160 横浜市立大学

はじめてのサッカー教室～市大生・金高生 本学サッカー部が企画・運営し、近隣の小学生を対象としたサッカー教
といっしょにキックオフ！
室を開催

横浜市立金沢高校サッカー部

平成29年3月

平成25年2月

161 横浜市立大学

平成28年度横浜市立大学学術情報セン 横浜におけるビール業界の歴史を紹介する市民講座の特別講演とし
ター市民講座「HAMA ＆ BEER～横浜★ て、キリンビール株式会社横浜工場の広報担当者を講師にお招きし、
麦酒の今昔物語～」
横浜で育まれた「麒麟麦酒」の歴史についての講演を実施

キリンビール株式会社横浜工場

平成28年11月

平成28年度

162 横浜市立大学

・平成28年度緩和ケア認定看護師教育課程「文献検索・文献講読」
神奈川県看護協会実施の教育課程にお
・平成28年度認定看護管理者ファーストレベル教育課程「看護情報 神奈川県看護協会
ける講義の実施
論」

平成28年4月
～6月

平成25年度

163 横浜市立大学

教員地域貢献活動支援事業（協働型）
「横浜ワールドポーターズ・新港地区活性 ワールドポーターズ及び新港地区活性化のための企画を学生が中心と
化に向けた学生視点の導入」
なって実施。SNSの運用、クリスマスイベントの実施、来場者の写真によ 株式会社横浜インポートマート
（代表教員：教授 中條祐介－経営科学 るモザイクアートの展示、キャンドルカフェへの参画等
系）

通年

平成26年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

164 横浜市立大学

協同組合横浜マーチャンダイジングセンターは、流通再編成の中で卸売
教員地域貢献活動支援事業（協働型）
業として生き残ることは厳しい状況にあるため、新業態としての脱皮を図
協同組合横浜マーチャンダイジン
「地域卸売業の活性化」
通年
る努力をしているが、人財教育による企業強化が課題となっている。各
グセンター
（代表教員：教授 鴨志田晃－経営科学
企業のニーズに合致した具体的な実施プログラムやカリキュラム策定のた
系）
め、経営学の知見から調査・ワークショップ等を実施

平成27年度

165 横浜市立大学

教員地域貢献活動支援事業（協働型）
「地上デジタルテレビを活用した見守りサー
ビスについて」
（代表教員：教授 鈴木伸治－国際都市
学系）

高齢社会へのソリューション提供を軸にテレビのdボタンを利用した見守り
サービスの開発について、平成２７年度より実施している若葉台団地で 株式会社テレビ神奈川
の実証実験を踏まえ、実サービス提供の検討を実施。サービス開発のた 旭区若葉台団地
めの具体的なニーズをデータとして収集、開発を実施

通年

平成26年度

166 横浜市立大学

教員地域貢献活動支援事業（協働型）
「横浜市立横浜総合高校(定時制3部制
単位制高校)におけるカフェ相談活動とその
研究」
（代表教員：教授 高橋寛人－国際教養
学系）

貧困や障がいなど様々な課題を抱え、高校進学や就労など社会への
自立の過程で課題に直面する青少年が増えており、こうした潜在的なリ
スクを抱える青少年への支援を、横浜総合高校と連携して実施。こうし
た支援実績やノウハウを有する団体と連携し、「ようこそカフェ」という居場
所を高校のオープンスペースに設置して交流相談事業を実施、その成
果を検証

（財）よこはまユース、NPO法人多
文化共生教育ネットワーク神奈
川（ME-NET）、NPO法人横浜メ
通年
ンタルネットワークサービス、よこは
ま南部ユースプラザ＜K2インター
ナショナル＞

平成27年度

167 横浜市立大学

教員地域貢献活動支援事業（協働型）
「ブルーカーボン横浜プラットフォームー山下
公園前海域等における海域環境改善の調
査研究」
（代表教員：教授 大関泰裕－理学系）

環境未来都市横浜を実現するため、横浜市温暖化対策統括本部
「横浜ブルーカーボン」事業や横浜市環境創造局の「きれいな海づくり事
業」などの取組も踏まえ、山下公園前の精密測量、水質調査、水中
映像撮影によりCO2 固定能力や水質浄化能力の把握を実施。また、
八景島に簡易漁礁を設置し、効果検証を行うなど、海域環境改善の
調査を実施

八千代エンジニヤリング株式会社
株式会社八景島
通年
（温暖化対策統括本部、市民
局、環境創造局）

平成27年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

空き家を利用した学生用シェアハウスを実現。国際総合科学部国際都
市学系まちづくりコースの3年前期必修科目「まちづくり実習Ⅱ」におい
て、地域の協力を得ながら、空き家調査から実地検証、住まい方のコン
セプトづくり、リノベーションや収支計画にかかる立案を実施し、京浜急
行電鉄、京急不動産が実現し、リノベーション物件が完成（Ｈ29.3）

28年度
実施年月

連携先

連携取組開始年度

168 横浜市立大学

教員地域貢献活動支援事業（インキュ
ベーション型）
「地域貢献型空き家利活用プロジェクト」
（代表教員：教授 齊藤広子－国際都市
学系）

（京浜急行電鉄株式会社、京急
不動産株式会社）
（建築局）（金沢区）
通念
防災まちづくり協議会（住民組
織）

平成28年度

169 横浜市立大学

独立行政法人都市再生機構
金沢シーサイドタウンの空店舗を利用して大学の拠点を設置し、並木
横浜市住宅供給公社
大学COC事業 UDCN並木ラボ
地区の「コミュニティの活性化」「健康に暮らせるまちづくり」に資する取組
これからの並木を創る会（住民組 通念
（担当教員：准教授 三輪律江－国際都
を実施。ＵＲ、市住供等と協定を結び、連携取組を進めるとともに、地
織）
市学系 ほか）
域の住民組織等とも連携しながら地域住民とともに運営を推進
（金沢区）

平成25年度

170 横浜市立大学

アクティブ・ラーニング推進プログラム
「横浜市内地域志向CSR企業 プロモー
ションプロジェクト」
（担当教員：教授 影山摩子弥）

地域企業のCSRに関する取組は地域活性化のためにも有効であるが、
その情報が伝わっていないため、現状を踏まえ、学生自身がPR動画の 株式会社野毛印刷
企画、取材配信を通したプロモーション活動を実施

通年

平成27年度

171 横浜市立大学

アクティブ・ラーニング推進プログラム
「企業との協働による横浜市内産業・工業
団地が抱える課題への取組み」
（担当教員：准教授 吉永崇史）

若手人材確保が課題になっている金沢区内企業と大学・学生との交
（金沢区）、関東学院大学
流の場を金沢区と連携しながら学生視点でデザイン（CrossMeeting）。
（都筑区）、株式会社スリーハイ
都筑区東山田工業団地において、企業(工場)と住民の共存のための
（ヨコハマ市民まち普請事業）
企業側の働きかけの在り方について経営学の観点から検討

通年

平成28年度

172 横浜市立大学

アクティブ・ラーニング推進プログラム
「起業体験プロジェクト＠PIAフェスタ」
（担当教員：准教授 芦澤美智子）

株式会社設立から解散までの起業プロセスをPIAフェスタへの出店を通
金沢産業連合協議会
して体験、経営学・社会人基礎力を育成。同時に、PIAフェスタの企画
金沢シーサイドフォーラム
運営に参加し（平成28年度は、青空Factory）、金沢産業団地の活性
（金沢区）
化へ寄与

10月22日

平成27年度

173 横浜市立大学

エクステンション講座「ブロンテ・デイ公開講
座 Part 3」

市民向け講座の共同開催

平成28年6月

平成26年度

日本ブロンテ協会

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

174 横浜市立大学

エクステンション講座
市民医療講座「赤ちゃんを守るために、ワク 市民向け講座の共同開催
チンと母乳」

男女共同参画センター横浜南

平成28年6月

平成22年度

175 横浜市立大学

エクステンション講座
市民医療講座「B型・C型肝炎の最新治
療」

市民向け講座の共同開催

日本肝臓学会

平成28年6月

平成25年度

176 横浜市立大学

エクステンション講座
市民医療講座「高齢者虐待と認知症」

市民向け講座の共同開催

第13回日本高齢者虐待防止学
平成28年7月
会横浜大会

平成28年度

177 横浜市立大学

エクステンション講座
市民医療講座「認知症と漢方」

市民向け講座の共同開催

株式会社ツムラ

平成28年8月

平成19年度

178 横浜市立大学

エクステンション講座
「精神障がい者の雇用をいかに進めるか ～ 市民向け講座の共同開催
事例とトークセッション～」

富士ゼロックス株式会社

平成28年10月

平成28年度

179 横浜市立大学

エクステンション講座
市民医療講座「ロコモティブシンドロームと変 市民向け講座の共同開催
形性膝関節症」

男女共同参画センター横浜南

平成28年12月

平成22年度

180 横浜市立大学

エクステンション講座
市民医療講座「乳がん治療と乳房再建」

市民向け講座の共同開催

男女共同参画センター横浜北

平成29年1月

平成22年度

181 横浜市立大学

エクステンション講座
市民医療講座「更年期障害」

市民向け講座の共同開催

男女共同参画センター横浜北

平成29年2月

平成22年度

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

182 横浜市立大学

東山田準工業地域での「ヨコハマ市民まち 当該事業の運営支援を通じて、住宅と工場が混在する環境の中で、
普請事業」への参画
企業が地域に根ざして長期的に事業活動を行うための方策を提言

任意団体つづきっず、はい！（株
平成28年4月
式会社スリーハイ）

平成28年度

183 横浜市立大学

テクニカルショウヨコハマの運営支援

テクニカルショウヨコハマの参加者の交流に資する仕組みの提案・実行

神奈川産業振興センター

平成26年度

184 横浜市立大学

女性活躍プロジェクト

社内での女性活躍推進のための調査及び藤森工業社内管理職向け 藤森工業株式会社、横浜市金
平成28年4月～12月 平成28年度
ワークショップの企画・実施
沢区

185 横浜市立大学

サマープログラムでの見学

サマープログラムの一環として、海外大学学生と本学学生が、日本丸及 公益財団法人 帆船日本丸記
平成29年7月
び展示施設を見学
念財団

平成28年9月

平成28年度

子育て支援事業「ママFUN DAY」

霧が丘地域の子育て中の方々への親子で触れ合いの機会、他者との
横浜市霧が丘地域ケアプラザ
交流や勉強の機会として実施

平成28年
6月、7月、9月、10
平成25年度
月、11月、12月
平成29年1月、2月、
3月

187 横浜創英大学

UR連携協定に基づく講座

霧が丘グリーンタウン団地及びその周辺地域の活性化等の推進のた
め、出張講座を開講
【主な取組み項目】
① 子育て支援の推進
② 介護・高齢者支援など地域福祉の推進
③ 防災対策の推進 等

独立行政法人都市再生機構
（ＵＲ都市機構）
霧が丘連合自治体

平成28年
10月、11月

平成23年度

188 横浜創英大学

・大学図書館の開放
横浜創英大学と横浜市緑区との連携・協
（緑区内の保育園及び幼稚園に勤務する保育士及び幼稚園教諭）
力に関する基本協定（地域連携協定）
・緑図書館での公開講座「わらべうたは子育ての原点」

横浜市緑区

平成28年
12月

平成26年度

189 横浜美術大学

学生作品展示

社会福祉法人龍岡会青葉ヒル
ズ

平成28年

平成28年度

186 横浜創英大学

学生作品を施設の1階ロビーに展示

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

190 横浜美術大学

ワークショップ実施

191 横浜美術大学

具体的な連携取組の内容

ひいらぎのつどいに参加ワークショップを実施

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

横浜市立鴨志田小学校

平成28年10月

平成28年4月

アシスタントティーチャー、ティ―ムティーチン 横浜市立上白根中学校において美術の時間のアシスタントティー
グ
チャー、ティ―ムティーチングを実施

横浜市立上白根中学校

平成28年4月

平成28年度

192 横浜美術大学

ワークショップ実施

横浜市立鴨志田緑小学校はまっこふれあいスクールにおいて活動

横浜市立鴨志田緑小学校は
まっこふれあいスクール

平成28年5月

平成28年.

193 横浜美術大学

似顔絵ボランティア

社会福祉法人高津百春会特別養護老人ホームおだかの里 尾高祭 社会福祉法人高津百春会特別
平成28年5月
りにおいて似顔絵描きのボランティアを実施
養護老人ホームおだかの里

平成28年6月

194 横浜美術大学

似顔絵ボランティア

若草代自治会 若草台交流会において似顔絵描きのボランティアを実
若草台自治会
施

平成28年6月

平成28年10月

195 横浜美術大学

エコバックdeアート

青葉区奈良地区センター祭りの装飾として、地域小学生らにエコバック
青葉区奈良地区センター
アートの指導を実施

平成28年7月

平成28年度

196 横浜美術大学

青葉ブラント認定事業

青葉ブランド認定事業の委員として教員が参加

横浜市青葉区地域振興課

平成28年8月

平成28年度

197 横浜美術大学

交通安全喚起ポスターの審査

近隣４つの小学生が描いた交通安全喚起ポスターの審査

鴨志田連合町内会

平成28年10月

平成29年1月

198 横浜美術大学

フラワーネックレス青葉2017

フラワーネックレス青葉2017のシンボルマークデザイン制作、一鉢運動ロ
横浜市青葉区区政推進課
ゴマークデザイン制作

平成28年5月

平成28年度

複数回

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

テュフラインランドジャパン株式会
平成28年7月
社

連携取組開始年度

199 横浜美術大学

公共ポスター展

企業と連携し、学生作品の展示

平成28年度

200 横浜美術大学

交通安全看板の制作

青葉警察署、青葉交通安全協会、青葉安全運転管理者会、青葉
青少年交通安全連絡協議会との地域連携の一環として、中学生の標 青葉交通安全協会
語を基にデザインを制作、青葉署前に設置

平成29年9月

平成29年3月

201 横浜薬科大学

戸塚区旭町通商店会
健康ウォキングラリー

ウォーキングラリー参加者を対象に「漢方生薬で\入浴剤を作ろう」ブース
戸塚区旭町商店会
出展

平成28年10月

平成28年度

202 横浜薬科大学

かながわ人つくりコラボ２０１６

市民参加型の教育イベントとして歩こう会や市民公開講座を紹介

神奈川県教育委員会教育局総
平成28年11月
務室教育ビジョン・防災グループ

平成28年度

203 横浜薬科大学

横浜チャレンジスポーツ２０１６

スポーツを通じてコミュニケーション力や共感力を体験し学ぶきっかけづくり ＮＰＯ法人ｂｌａｃｋｓｏｘ

平成28年11月

平成28年度

204 横浜薬科大学

大正中学校職場体験学習

薬草園での作業や仕事について実体験と講話

横浜市立大正中学校

平成29年1月

平成24年度

205 横浜薬科大学

深谷中学校職場体験学習

学内ローソンでの作業や仕事について実体験と講話

横浜市立深谷中学校

平成29年1月

平成24年度

206 國學院大學

たまプラーザ桜フェスティバルへの参加

同フェスティバルへの協力

we love tamaplaza project

平成29年3月18日～
不明
4月2日

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

連携取組名

具体的な連携取組の内容

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

207 桐蔭横浜大学

高齢者の転倒防止

転倒予防体操の指導上で必要な知識及び指導方法を消防署員に研
横浜市青葉消防署
修

平成28年6月

平成２７年度

208 桐蔭横浜大学

青葉消防団

青葉消防団桐蔭横浜大学学生班

平成29年1月

平成２８年度

209 桐蔭横浜大学

青葉台祭り「マルシェぶらり～とin青葉」

ボランティア同好会Ａｒｃｈの学生が出展ブースにて「盲導犬育成支援活
お祭り「マルシェぶらり～とin青葉」
平成28年12月
動」を展開。
実行委員会
募金活動やグッズ販売を実施

210 桐蔭横浜大学

桐蔭生涯学習講座

前期３４講座、後期３４講座 （人文教養、語学、ビジネス経済、趣
味・芸術、健康）生涯学べる講座を展開

211 桐蔭横浜大学

「超音波診断装置でみる身体のしくみ」
心臓が動いている様子や、血液が流れている様子を観察、また臨床検 神奈川県政策局政策部総合政
平成28年7月
かながわ発・中高生のためのサイエンスフェア
査技師が行う仕事についても説明
策課
（大学説明ブース）

212 桐蔭横浜大学

子ども科学探検隊

陪審法廷見学
桐蔭英語村でアクティビティー
おもしろ理科教室参加

横浜市青葉消防団

青葉区区政推進課

平成２３年度

平成28年4月～8月
平成28年10月～平 平成11年
成29年3月

神奈川県青少年科学体験活動
平成28年8月
推進協議会

平成21年

平成26年

◎平成28年度 市内地域団体・企業等との連携事業

番号

大学名

213 桐蔭横浜大学

214 桐蔭横浜大学

連携取組名

中高生サイエンスキャリアプログラム

第１９回大学で学ぼう～生涯学習フェア～

具体的な連携取組の内容

医療系技術者について
生体組織の染色と観察
医療機器の操作体験

「基礎から学ぶ特許翻訳」講演
「スポーツと法を考える」講演
大学説明ブース

連携先

28年度
実施年月

連携取組開始年度

神奈川県青少年科学体験活動
平成28年7月
推進協議会

平成26年

かながわ大学生涯学習推進協
議会

平成11年

平成28年7月

