■22年度
NO

市内地域団体・企業等との連携事業
大学名

連携事業名

具体的な連携取組の内容

連携先の地域団体・企業等

1 神奈川大学

株式会社りそな銀行との包括的連
携協定

取引先企業の紹介から共同研究・受託研究の推進、イン
ターンシップの実施、講演会等への講師派遣と連携

2 神奈川大学

包括協定に基づく連携事業（地域
経済の活性化と学術研究の進展で
協力）

寄附講座の実施、神奈川大学生向けインターンシップの実
（株）横浜銀行
施

3 神奈川大学

「本の架け橋プロジェクト～1冊の ブックオフから提供された中古書籍をもとに、日本語を学
本にはたくさんの人たちを感動さ ぶ国内外の子供たちの学習支援及び日本の子供たちとの間 ブックオフコーポレーション（株）
の国際交流の実施
せる力がある～」

4 神奈川大学

財団法人日本サッカー協会との包
括連携協定

5 関東学院大学

神奈川県内工業高校・大学連携

6 慶應義塾大学

ヒヨシエイジ

7 慶應義塾大学

桜スポーツフェスタ

8 慶應義塾大学

慶應「カドベヤ」

9 慶應義塾大学

日吉キャンパス協生館に横浜市認
可保育園

日吉キャンパス協生館に、2009年4月1日、横浜市内の待機
児童解消に一役買うために、横浜市認可保育所「ベネッセ
(株)ベネッセスタイルケア
チャイルドケアセンター日吉」を開園。運営は、(株)ベ
ネッセスタイルケアが行っている

10 國學院大學

災害発生時の施設借用に係る基本
協定

大規模地震災発生時に各地から参集する復旧応援者の宿泊
と駐車のために、たまプラーザキャンパス施設の提供を目 東京電力（株）鶴見支社
的とする

11 東京都市大学

「中川おしょくじ」プロジェクト

商店街と学生や住民とをつなぐために、情報メディア学科
の岡部研究室の学生が、市内都筑区にある中川エリアの飲
フィットネスセンターパレット中川
食店と共同で、飲食店を紹介するシステムアート「おしょ
くじ」を制作、実施した

12 フェリス女学院大学

フェリス・音楽の花束
室内楽を楽しもう

神奈川県民ホールの共催で、本学音楽学部のオーディショ
神奈川県民ホール
ンを通過した学生によるコンサートを開催

13 フェリス女学院大学

フェリス・音楽の花束
トークでつづるコンサート

神奈川県民ホールの共催で、本学音楽学部教員によるコン
神奈川県民ホール
サートを開催

14 フェリス女学院大学

元町フードフェア

市内中区にある元町仲通りを中心に、元町地区の飲食・食
商店街振興組合
品関連店舗が協働して行うイベントにおいて、本学音楽学
元町クラフトマンシップ・ストリート
部の学生・卒業生が演奏

15 フェリス女学院大学

フェリス・音楽のブーケ
クラシックからPOPSまで

横浜銀行元町支店のロビーにて本学学生の無料コンサート 横浜銀行元町支店
を開催
元町SS会

（株）りそな銀行

横浜市内の小学校を対象に「JFAこころのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ夢の教
室」の地域運営事務局の役割を果たしている。地域教育へ
（財）日本サッカー協会
の貢献、教育における人材交流に関する支援・協力、キャ
リア形成支援
麻布大学／神奈川工科大学／関東学院大
学／湘南工科大学／桐蔭横浜大学／東海
大学／東京工芸大学／県立川崎工科高等
学校／県立向の岡工業高等学校／県立神
奈川工業高等学校／県立磯子工業高等学
工業を学ぶ高校生のための大学講座、進学セミナー、高大 校／県立商工高等学校／県立横須賀工業
連携シンポジウムの開催
高等学校／県立藤沢工科高等学校／県立
神奈川総合産業高等学校／県立平塚工科
高等学校／県立小田原城北工業高等学校
／横浜市立鶴見工業高等学校／川崎市立
川崎総合科学高等学校／横浜創学館高等
学校
日吉住民と慶應の学生の有志が一体となって日吉の街を盛
り上げていくプロジェクト。地域住民・慶應義塾大学の学
生・教員有志がヒヨシエイジ協議会を組織して全体の方針 日吉地域
を決定し、学生を中心とするヒヨシエイジ実行委員会が地
域活性化イベントの企画・運営を行なっている
下田地区に部専用グラウンドを持つ体育会5部（野球部・
蹴球（ラグビー）部・ホッケー部・ソッカー（サッカー）
部・ソフトテニス部）の部員が中心となり、スポーツを通
じ地域住民と交流を深めることを目的に、学生たちが自主 日吉地域
的にイベントを企画し運営。市民団体による出し物や会場
装飾を地域の小学校や老人会が協力するなど地域と一体と
なったイベントとなっている
「フィールドアクティヴィティ」の拠点として、横浜市中
区石川町5‐209‐3に慶應「カドベヤ」を、近隣の横浜寿
地区で活躍する社会起業家として著名な岡部友彦氏率いる
横浜 寿地区、コトラボ合同会社
コトラボ合同会社と連携して設立。「関外」地域の歴史を
大切にしながら街の人々と交流することで街の活性化を図
る

協賛：元町SS会文化事業委員会／パン パ
シフィック 横浜ベイホテル東急／ヤマハ
ミュージック東京横浜店 ヤマハピアノ
フォルテ上大岡／横浜トヨペット株式会
社／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワー
ズ／横浜ライオンズクラブ／横浜ロイヤ
ルパークホテル／株式会社ネクステージ
九州／フェリス音楽教室
16 フェリス女学院大学

山手の丘音楽コンクール

就学前児童から社会人までを対象とした全国規模の音楽コ
後援：公益財団法人神奈川芸術文化財団
ンクール「山手の丘音楽コンクール」」を市内団体、企業
／神奈川新聞社／（株）芸術現代社／ス
等と連携して開催
ターホテル横浜／ホテルJALシティ関内
横浜／（株）ショパン／ブルガリア共和
国大使館／ヤマハミュージック東京横浜
店／横浜銀行／ヨコハマ グランド イン
ターコンチネンタルホテル／財団法人横
浜市緑の協会／ホテルニューグランド／
レクサス山下公園／株式会社レッスンの
友社／フェリス女学院大学音楽学部同窓
会（Fグループ）
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17 フェリス女学院大学

山手の丘音楽コンクール
表彰式・入賞者記念演奏会

神奈川県民ホールの共催で、本学主催「山手の丘音楽コン
クール」表彰式・入賞者記念演奏会を２日間にわたって開 神奈川県民ホール
催

18 フェリス女学院大学

山手芸術祭企画（予定）

主催：横浜山手芸術祭実行委員会
山手西洋館など山手にある諸施設と住民が連携した芸術週 共催：(財）横浜市緑の協会／（財)横浜
市芸術文化振興財団／横浜市市民活力推
間に連動してフェリスホールでコンサートを４回開催
進局／横浜市中区役所

19 フェリス女学院大学

クリスマスによせる歌声のプレゼ
ント
クリスマス音楽会

横浜市泉区民文化センターテアトルフォ
横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテが主催する演
ンテ
奏会に、本学学生・卒業生が企画から携わり、出演
イズミ・アーツ・オフィス

20 フェリス女学院大学

日本語の個人指導

正課外で、留学生が日本語の個人指導を受けている

21 フェリス女学院大学

地域国際交流事業

ＲＣＡ国際交流トークサロンのスピーカーとして留学生を
推薦。ＲＣＡ主催の行事（イヤーエンドパーティや横浜港
緑園都市コミュニティ協会（RCA）
の花火見物など）に留学生が参加し、日本文化を体験する
など、地域住民との国際交流を図っている

22 フェリス女学院大学

5校種

文化面で「地域連携」「学校間連携」を目的としたコン
サート。地域の幼稚園から大学（1園・3校・1大学の5機
関）まで揃い大学の施設で各々、合唱や演奏を発表し共同
で開催している

23 フェリス女学院大学

ジョイントコンサート

「緑園新春コンサート」（地域連
携コンサート）

ＮＰＯ法人

留学生と語り合う会

学校法人 杉の子学園 岡津幼稚園／横
浜市立 岡津小学校／横浜市立 岡津中
学校／神奈川県立 横浜緑園総合高等学
校／フェリス女学院大学 生涯学習課

毎年1月最初の土曜日に実施しており、2010年度で8回目と
以下の所在地はすべて：横浜市泉区
なる。フェリス生、ＯＧ、地域の音楽家、近隣保育園児の
ＮＰＯ法人「だんだんの樹」
演奏を、地域住民（高齢者、障がい者、親子）が緑園チャ
緑園なえば保育園
ペルに集い、演奏を楽しむ参加型の音楽会として定着して
ＮＰＯ法人くるみ会「ひかりの園」
いる。フェリス生はボランティア演奏、ボランティアス
タッフとして活動。2003年度以降毎年開催。2010年度は1
月9日（土）開催。次回は2011年1月8日（土）予定
以下、所在地はいずれも横浜市中区。
公益法人横浜市国際交流協会との連携により、横浜市内の 公益法人 横浜市国際交流協会／
国際機関での100時間の実務体験ボランティアの場を学生 CITYNET（アジア太平洋都市間協力ネット
に提供、事前説明会、オリエンテーション、三者面談、中 ワーク）／JICA横浜（所在地：横浜市中
区）／FAO国連食糧農業機関（予定）（所
間報告会、最終報告会あり
在地：横浜市中区）
NPO「アクションポート横浜」（所在地：
横浜市中区）
横浜市内のＮＰＯとの連携により、学生に、ＮＰＯや関連
「横浜市障害者自立支援センター」（中
企業での実務ボランティア体験の場を紹介し提供。共同説
区）
明会や報告会も実施している
NPO「横浜金澤シティガイド協会」（金沢
区）

24 フェリス女学院大学

国際機関実務体験プログラム

25 フェリス女学院大学

ＮＰＯインターンシッププログラ
ム

26 フェリス女学院大学

放課後ふれあい学習サポートボラ
ンティア

27 フェリス女学院大学

寿地区への生活支援物資収集送付
と
現場ボランティア

28 フェリス女学院大学

エコキャップ収集によるＮＰＯ支
援

29 フェリス女学院大学

英語環境での幼稚園ボランティア

インターナショナルスクール幼稚園でのアシスタントボラ Yokohama International Christian
ンティア募集とマッチング。フォローアップ
Academy（横浜市中区）

30 フェリス女学院大学

ふれあい軽スポーツ大会ボラン
ティア

泉区で毎年6月に実施される障がい者ふれあい軽スポーツ
大会への、学生アナウンサーと参加ボランティア募集と 泉区社会福祉協議会（泉区）
フォローアップ

31 フェリス女学院大学

外国籍住民日本語学習支援活動

近隣ＮＰＯの実施する外国籍住民コミュニティへの日本語
NPO法人多文化まちづくり工房（所在地：
学習支援活動へのボランティア体験をフィールドワークと
横浜市泉区）
して実施。学生に活動情報提供

32 フェリス女学院大学

女性自立支援協力

NPO法人かながわ女のスペース“みずら”
女性・子ども用衣料品、雑貨の送付により、ＤＶ被害者女
（横浜市内）
性自立支援バザーや、国際協力支援
NPO法人ＷＥ21ジャパン（横浜市内）

33 フェリス女学院大学

After You （お先にどうぞ）～挨
拶と歩行マナーキャンペーン～

最寄り駅周辺は学生で混雑するため、地域のみなさんと気
持ち良く行き交うことができるよう、緑園都市コミュニ
緑園都市コミュニティ協会(RCA)
ティ協会(RCA)の方と共に歩道に立ち、毎学期始めの毎朝
一週間、通学路の交通整理を連携して取組んでいる

34 フェリス女学院大学

RCA年末一斉清掃

まちの一員として、日頃利用している通学・通勤・生活路 緑園連合自治会・緑園都市コミュニティ
の一斉清掃に本学学生と職員が参加している
協会(RCA)

35 フェリス女学院大学

友好の花壇

緑園地域と大学の交流の一環として、本学の構内に花壇を
緑園都市コミュニティ協会(RCA)
作り水遣り等の世話をし、四季折々の花を咲かせている

36 横浜国立大学

電動アシスト自転車の社会実験

37 横浜国立大学

公共空間の活用と賑わいまちづく
り

近隣小学校での放課後学習に、基本的に週２回学生がチー
ムとして出向き、小学生の個別学習のサポートに当たって 緑園東小学校（所在地：横浜市泉区）
いる。2004年から、小学校の暦にあわせて継続している
中区寿町で毎月実施されているバザーに、清潔なタオル、
石鹸、男物衣類などを集めて送付し、バザーボランティア
寿地区センター（横浜市中区）
体験も実施。炊き出しや夜パトロールボランティア参加。
年2回の寿青年ゼミに参加する学生に情報提供
NPO法人エコキャップ推進協会（ECOCAP)
全学でペットボトルキャップを収集し、エコキャップ推進
（所在地：横浜市中区）
協会を通して、JCV（NPO法人世界の子どもにワクチンを
JCV(NPO法人世界の子どもにワクチンを
日本委員会の働きに協力
日本委員会）

保土ケ谷区にある和田町商店街、YAMAHA、および保土ケ谷
区と連携して電動アシスト付き自転車の社会実験を一カ月
間行った。これを通じて和田町周辺の自転車の利便性や安
全性を向上させるためのアンケート調査を行い、町におけ
る改善点を保土ケ谷区へと提案した
保土ケ谷区にある和田町商店街と、地域課題実習「公共空
間の活用と賑わいまちづくり」の履修・参画学生が和田
べっぴんマーケットにおけるオープンカフェとストリート
ライブの運営、および商店街の景観演出企画
2

YAMAHA
和田町商店街
和田町タウンマネジメント協議会
和田町商店街／和田町タウンマネジメン
ト協議会／横浜FC／和音（和田町駅界隈
ストリートライブ支援グループ）他
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38 横浜国立大学

エコの芽を育てるプロジェクト＠
横浜III

39 横浜国立大学

市民活動を体験して考える協働型
まちづくりプロジェクト

40 横浜国立大学

松原商店街バザール創造プロジェ
クト

41 横浜国立大学

和田べんプロジェクト

42 横浜国立大学

43 横浜国立大学

横浜地産地消プロジェクト

ワダヨコ・プロジェクト

具体的な連携取組の内容
横浜市保土ケ谷区の常盤台コミュニティハウスを拠点とし
て、温暖化防止活動を地域住民へ普及するためのエコイベ
ントを企画・実施する。KCCCAのメンバーと情報交換する
とともに、同センター主催の主体間の連携強化交流会へも
参画を予定している
地域課題実習「市民活動を体験して考える協働型まちづく
りプロジェクト」を履修している学生が、横浜市における
各NPO法人団体に本学の学生がインターンへ行くことに
よって、市民活動に参加し学ぶことを通して大学と地域と
の連携およびNPO法人団体への支援を行っている
地域課題実習「松原商店街バザール創造プロジェクト」の
履修・参画学生が主体となり、保土ケ谷区の洪福寺松原商
店街内の街路灯の設置、商店街マップのデザインおよび設
置、商店街の組織改革ワークショップなどを行っている。
神奈川県および横浜市による支援を受けている
地域課題実習「和田べんプロジェクト」に履修・参画して
いる学生による企画によって、和田町商店街の店舗と連携
して弁当を作って頂き、それを大学内にて販売することを
通じて、和田町の味を大学の学生・教員に知ってもらうプ
ロジェクト。これを通じて商店街に足を運んでもらうきっ
かけをつくり出している
地域課題実習「横浜地産地消プロジェクト」に履修・参画
している学生が、横浜の地産地消を推進することを目的と
して活動しているプロジェクト。
具体的な活動内容：
1.和田町商店街の地産地消の推進
2.横浜産の食材を用いた「濱の料理人」コンテストの開催
3.その他、地産地消関連イベントの開催

連携先の地域団体・企業等
常盤台コミュニティハウス
KCCCA（神奈川県地球温暖化防止活動推進
センター）

NPO法人アクションポート横浜および横浜
市内のNPO法人団体

洪福寺松原商店街
神奈川県商工労働局
横浜市経済観光局

和田町商店街
和田町タウンマネジメント協議会

和田町商店街／（株）横浜ロイヤルパー
クホテル／炭火焼肉 樹々苑／焼肉 天
山／井上富蔵商店／アグリート（株）／
エバラ食品工業（株）／キリンビール
（株）／JA横浜／藤岡食品（株）／
（株）藤代商店等

地域課題実習「ワダヨコ・プロジェクト」に履修・参画し
ている学生が、和田町商店街で行われているべっぴんマー
ケットにおいて、公共空間の活用プロジェクトが実施して
和田町商店街、公共空間の活用プロジェ
いる野外コンサートの場所を借りて、リフォームコンペを
クト
実施し回収を行った。また、ワダヨコが寺子屋を運営して
国大陶芸部
いる場を使い、国大陶芸部の作品を展示。大学内でのサー
クル活動を知って頂くと共に、新しい地域とのつながりを
作っている

44 横浜国立大学

タンク開放検査の合理化に関する
共同研究

タンク開放検査の合理化に関する調査

45 横浜女子短期大学

横浜Ｆ・マリノス「赤ちゃん休憩
室」装飾ボランティア

日産スタジアムでの横浜Ｆ・マリノスホームゲーム開催時
横浜Ｆ・マリノス（横浜マリノス株式会
に設置される、赤ちゃん休憩室内の装飾を担当
社）
※預かり保育は実施しておりません

46 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）横浜銀行

47 横浜市立大学

寄附講座

横浜信用金庫寄附講座「融資判断のための企業分析」

横浜信用金庫

48 横浜市立大学

寄附講座

地域ＣＳＲ実践講座～持続可能な企業とまちづくり～

ＮＰＯ法人横浜スタンダード推進協議会

49 横浜市立大学

寄附講座

財団法人起業家支援財団・ＫＮＢＣ寄附講座「起業家経営 （財）起業家支援財団
論」
（社）神奈川ニュービジネス協議会

50 横浜市立大学

寄附講座

野村證券提供講座「資本市場の役割と証券投資」

51 横浜市立大学

支援講座

近畿日本ツーリスト（株）
ＫＮＴ・ぐるなび・京急支援講座「地域ブランドの構築」 （株）ぐるなび
京浜急行電鉄（株）

52 横浜市立大学

横浜商工会議所
プ

53 横浜市立大学

エクステンション講座「漢方と疾
患シリーズ”漢方医学と高血圧
症」ほか12講座

市民向け講座の共同開催

（株）ツムラ

54 横浜市立大学

エクステンション講座「海に生き
る植物たち」

市民向け講座の共同開催

八景島シーパラダイス

55 横浜市立大学

エクステンション講座「子ども・
若者の居場所づくりの今までとこ
れから」

市民向け講座の共同開催

（財）横浜市青少年育成協会

56 横浜市立大学

エクステンション講座「気づく・
救う・防ぐ～子どもの虐待～」

市民向け講座の共同開催

ＳＢＩ子ども希望財団
ＳＢＩ大学院大学

57 横浜市立大学

エクステンション講座「ドイツ・
オーストリア人の音楽の楽しみ
方」

市民向け講座の共同開催

みなとみらいホール

インターンシッ

(株)IHI検査計測

野村證券（株）横浜支店

夏季休業期間中に市内企業におけるインターンシップ実習
横浜商工会議所
の実施
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横浜支店
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58 横浜市立大学

エクステンション講座「認知症の
予防と看護」

市民向け講座の共同開催

ウィリング横浜

59 横浜市立大学

エクステンション講座「子宮頚が
ん患者の撲滅をめざして」

市民向け講座の共同開催

男女共同参画センター横浜北

60 横浜市立大学

エクステンション講座「みんなで
支える認知症ケア」

市民向け講座の共同開催

ウィリング横浜

61 横浜市立大学

理研・市大合同一般公開

隣接する理化学研究所と市大が合同で行う1年に1度の施設
の一般公開。普段は見られない研究施設や実験機器等の公 理化学研究所 横浜研究所
開や体験型の実験、講演会などを実施。周辺地域の小中学 鶴見区及び周辺区の公的施設や小中学校
校や公的施設への周知及び参加呼びかけ等の取組を行って など
いる

62 横浜市立大学

つるみ臨海フェスティバル

年1回行われる鶴見区市民フェスティバルの一つ。理研・ 理化学研究所
市大合同ブースにて参加。開催場所は鶴見区の入船公園。 鶴見区
実行委員会
毎年多くの地域自治体が参加している

63 横浜市立大学

理研・市大合同クリーンキャン
ペーン

鶴見まちづくり推進会議が提唱し、鶴見区民・企業・行政
が一体となり、「明るくきれいな鶴見区」をつくるための
理化学研究所 横浜研究所
クリーンアップキャンペーンで理研・市大合同で大学前か
鶴見区
ら鶴見小野駅間の市道の掃除及びドングリ拾いのボラン
（社）大川村ふるさとむら公社
ティア。ドングリは高知県土佐郡大川村のどんぐり銀行へ
寄与されている

64 横浜市立大学

初黄・日ノ出町安全・安心まちづ
くり拠点（コガネックスラボ）

地元協議会と大学生が協働して店舗を運営し、ビジネスや 初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会
まちづくりの活動を通して、地域からの情報発信や、集客 （「Kogane-Xコガネックス」）
によるまちのにぎわいの創出、地区活性化を目指した取組 中区

65 横浜市立大学

大学まちづくりコンソーシアム横
浜

66 横浜市立大学

かながわ地元産小麦協議会
＜ユメシホウプロジェクト＞

67 横浜市立大学

横浜市立大学整形外科病診連携懇
話会

附属病院と地域の診療所との間で患者の紹介を円滑に行
い、医療連携を促進させるための取組

近隣の整形外科診療所

68 横浜市立大学

ルート１６病診連携セミナー

附属病院と地域の診療所との間で患者の紹介を円滑に行
い、医療連携を促進させるための取組

近隣の循環器内科系診療所

69 横浜市立大学

横浜ＨＩＶカンファレンス

神奈川県内のＨＩＶ、エイズ治療の普及を目的に各拠点病
神奈川県内のエイズ治療拠点病院等
院等に対して技術支援を行う取組

70 横浜市立大学

神奈川ＨＩＶ／ＡＩＤＳ医療従事
者研究会

神奈川県内のＨＩＶ、エイズ治療の普及を目的に各拠点病
神奈川県内のエイズ治療拠点病院等
院等に対して技術支援を行う取組

71 横浜市立大学

神奈川ＨＩＶフォーラム

神奈川県内のＨＩＶ、エイズ治療の普及を目的に各拠点病
神奈川県内のエイズ治療拠点病院等
院等に対して技術支援を行う取組

72 横浜市立大学

地域医療連携研修会

地域の医療従事者（開業又は勤務している、医師・歯科医
師・薬剤師・看護師等）を対象として、当院における臨床
研究の成果を踏まえ、医療知識の普及を図り、また研修・
研鑽の場を提供することにより、地域医療に貢献すること
を目的とした取組

73 横浜市立大学

中学生職業体験・職業インタ
ビュー

中学生が病院で働く人たちの姿に触れ、職業に対する興
横浜市内の中学校
味・関心や職業に対する理解を深める機会を提供する取組

74 横浜創英短期大学

公開講座「もう一つの里山の楽し
み方」

75 横浜創英短期大学

霧が丘地域活性化等の推進に係る
連携協定

76 横浜美術大学

社会福祉法人 賛育会
特別養護老人ホーム清風園

学生作品の展示、クリスマスイルミネーションの装飾、
似顔絵がき

社会福祉法人 賛育会
特別養護老人ホーム清風園

77 横浜美術大学

田園都市ケア・プラザ青葉台

学生作品の展示

田園都市ケア・プラザ青葉台

78 横浜美術大学

社会福祉法人
青葉ヒルズ

学生作品の展示

社会福祉法人
青葉ヒルズ

79 横浜美術大学

社会福祉法人 ふじ寿か会
鴨志田地域ケアプラザ

親子イベントボランティア参加

社会福祉法人 ふじ寿か会
鴨志田地域ケアプラザ

龍岡会

横浜研究所

５大学による連携組織として設立された「大学まちづくり
大学まちづくりコンソーシアム
コンソーシアム横浜」で横浜の都心臨海部・インナーハー
神奈川大学／関東学院大学／横浜国立
バーに関する研究を実施。また、郊外部も含めたまちづく
大学／東京大学
りの検討なども行う
地元小麦（ユメシホウ）の食資源をキーワードとした地域
ネットワーク活性化の方策を検討し、問題点の抽出と行動
計画を策定するために昨年10月に発足。パンなどの試作・
神奈川県内の協力者
商品化→試作販売・意識調査などを行った。今年度も引き
続きユメシホウを収穫、品質比較試験を行うとともに次年
度のための作付と商品化を協議している

市内緑区在住の住民を対象として、本学に隣接する「新治
市民の森」内を散策しながらストレス度チェックを行い森
林浴の効果を体験するとともに日常の健康管理等への助言
を行うもの
少子高齢化等地域における諸課題（子育て支援、地域の健
康福祉支援など）に対応して、ＵＲ都市機構・霧が丘連合
自治会・本学の三者が協働して取り組むもの。本学では看
護学科教員による「出前講座」の開催等により地域社会へ
の貢献を行う予定。
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７区医師会（磯子区、金沢区、港南区、
栄区、中区、西区、南区）
南区薬剤師会
製薬会社等

ＮＰＯ法人「四季の森里山研究会」（横
浜市神奈川区）

ＵＲ都市機構神奈川地域支社
霧が丘連合自治会

龍岡会

■22年度
NO
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市内地域団体・企業等との連携事業
大学名

LEC東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ大学 公園

連携事業名

美化清掃活動

具体的な連携取組の内容

連携先の地域団体・企業等

2008年12月より市内西区岡野に所在の＜岡野公園＞におい
て毎月1回、公園清掃/緑化活動を行う。参加人数は毎回15
岡野公園
名程度。実施詳細は除草、落葉集め、バラ花壇整備、野球
緑とコミュニティグループ
場ベンチペンキ塗り、プール清掃など。参加者は学生・教
職員
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