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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

1 鶴見区 区政推進課 鶴見区民会議

鶴見を住みよいまち・魅力あるまちにするための区民の話し合いの場・
鶴見区民会議に学生が参加。講演内容は、大学講師をコーディネー
ターとし、学生による鶴見区が抱える地域課題を解決するための政策
発表及び地域で活動する方や区役所職員を交えたトークセッション

3 市業務への提案・指導等 横浜商科大学 平成30年11月 平成29年度

2 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解決策を立案、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30年4月～7月 平成28年度

3 鶴見区 区政推進課
横浜FC協力による小学生向け
「多文化共生」啓発事業

鶴見区が進めている「多文化共生のまちづくり」の一環として、プロス
ポーツチーム横浜ＦＣの協力のもと実施する多文化共生啓発事業に
おいて、学生が多文化共生クイズを実施。さらにサッカーを通じた触れ
合いの中では、学生が補助としてミニゲームに参加

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成30年10月 平成30年度

4 鶴見区 区政推進課 第三回鶴見ウチナー祭
区内で開催される沖縄イベント「鶴見ウチナー祭」にて、学生ボランティ
アがごみステーションの管理、臨時駐輪場での誘導、ステージ上での学
園祭ＰＲ（横浜商科大学のみ）を実施

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学、横浜商科大学 平成30年11月 平成28年度

5 鶴見区 区政推進課 平成30年度つるみ連携カレッジ 鶴見区後援による「本のあれこれ」と題した全７回の連続講座の開催 4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成30年10月～12月 平成30年度

6 鶴見区 区政推進課
ＷｅｂサイトやＳＮＳを利用した鶴見
の魅力発信

鶴見区の魅力ＰＲのために、「横浜つるみのまち散歩」と題して、学生
がフィールドワークで調査した鶴見のみどころをＷｅｂサイト、Twitter、
Facebookと合わせて情報を発信

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成30年度（通年） 平成28年度

7 鶴見区 区政推進課 鶴見コンシェルジュ養成講座
鶴見の観光を担う人材の育成を目的とした横浜商科大学の講座を
実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成30年5月～8月 平成30年度

8 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、鶴見大学先制医療研究
センター教授が参加
また、区内医療機関・関係団体等が連携して行う災害医療訓練に
同大学として参加（会議：9・12・3月　訓練：1月）。34団体、約800人
参加

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学
平成30年9月、12月、平成31年1月、3
月

平成26年度

9 鶴見区 福祉保健課 鶴見区健康づくり推進会議
口腔内科学講座教授が歯・口腔の健康、禁煙・分煙の推進分野の
実務者会議に出席

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成30年7月、平成31年2月 平成24年度

10 鶴見区 福祉保健課 歯と口の健康週間イベント
区役所にて歯科医師会（主催）とともに実施するイベントに、歯科衛
生科学生38名が参加。区民等508人参加

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学・鶴見大学短期大学部 平成30年6月 －

11 鶴見区 こども家庭支援課
保育士確保推進モデル事業補助
金交付事業

・鶴見大学短期大学部保育科又は専攻科保育専攻の学生を雇用
した区内認可保育所に対して、その費用の２分の１（上限あり）を補助
（通年）
・学生アルバイトの募集を５月から始めた結果、３園から合計10人の交
付申請があり、既に交付決定し、補助金交付済

7 その他 鶴見大学短期大学部 通年 平成28年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

12 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

つるみ元気塾における学習支援アルバイトを大学の地域連携推進課
に依頼
Ｈ31.1にボランティア希望の学生が元気塾を見学
H31.4と夏休み前に学生に向けて募集説明会を鶴見大学で開催予
定

7 その他 鶴見大学 通年 平成24年度

13 鶴見区 こども家庭支援課
放課後キッズクラブ及び放課後児
童クラブ事業

放課後キッズクラブ及び放課後児童クラブにおけるスタッフのサポートを
大学の地域連携推進課に依頼
Ｈ31.4と夏休み前に学生に向けて募集説明会を鶴見大学で開催予
定

7 その他 鶴見大学 通年 平成27年度

14 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・つるみプラス）

生活保護世帯や生活困窮世帯の中学生への学習支援（つるみ未来
塾）及び主につるみ未来塾を利用して高校に進学をした高校生に対し
ての定着支援（つるみプラス）を行うアシスタントとして学生が活動

7 その他 鶴見大学、横浜商科大学 平成30年4月～平成31年3月 平成25年度

15 鶴見区 総務課
鶴見大学「紫雲祭」の実施に伴う
選挙啓発

投票器材を利用したポスターコンテストによる啓発活動
来場者に無料配布されるパンフレットへの選挙啓発広告の掲載

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 平成30年10月 平成24年度

16 鶴見区 地域振興課
ごみの分別に関するパンフレットの
配布

ごみの分別パンフレット及びリーフレット（各300部）を1号館・大学会館
パンフレット置場に置き、周知（４月～）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 通年（４月～） 平成28年度

17 鶴見区 地域振興課 鶴見区商店街マップ
鶴見区商店街マップ作製の際にアドバイザーとして羽田耕治教授が参
加
31年2月1日に発行

3 市業務への提案・指導等 横浜商科大学 平成30年2月 平成30年度

18 鶴見区 地域振興課 横浜新生活オリエンテーション
新入生を主たる対象としたオリエンテーションで、ごみ分別啓発（留学
生含む）を実施（参加学生32名）

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成30年4月 平成28年度

19 鶴見区 高齢・障害支援課
横浜商科大学地域産業研究所
「エンディングノート講座」

弁護士による終活、エンディングノートに関する講座
後援：鶴見区役所

7 その他 横浜商科大学 平成30年12月 平成27年度

20 鶴見区 高齢・障害支援課
横浜商科大学地域産業研究所
高齢者のマーケティング（老年学）

高齢化に関する基礎知識を学び高齢者をめぐる社会システムや医療
保険制度などに関する講座
後援：鶴見区役所

7 その他 横浜商科大学 平成30年9月～平成31年１月 平成2７年度

21 鶴見区 高齢・障害支援課
鶴見大学歯学部口腔内科学講
座
「オーラルフレイルについて知ろう」

介護予防事業に携わる支援者のための「オーラルフレイル」に関する講
座

7 その他 鶴見大学 平成31年2月 平成2７年度

22 神奈川区 総務課 インターンシップ受入
神奈川大学の学生のインターンシップ生を受け入れ、総務課や地域
振興課、区政推進課の業務体験を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

神奈川大学 平成30年8月、9月 平成23年度

23 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

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 通年 平成23年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

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、防災啓発ブースを設
置

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成30年11月 11月

25 神奈川区

総務課
区政推進課
地域振興課
神奈川消防署

留学生ガイダンス
新たに来日した留学生を対象に、震災時の行動について講義及び水
消火器訓練、起震車体験等とごみと資源の分別についての説明会を
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 平成30年9月、平成31年3月 平成27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30年5月 平成22年度

27 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
・高校中退防止に資する相談支援

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 毎週火・木曜日 平成26年度

28 西区 総務課
横浜市立大学教員地域貢献活
動支援事業「地域防災・福祉の
視点からの地域防災拠点運営」

横浜市立大学の「教員地域貢献活動支援事業」を活用
協定を締結し、西区地域防災拠点の現状と課題を分析し、機能強
化へつなげるための共同研究を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年8月～平成31年3月 平成30年度

29 西区 地域振興課
西区読書活動推進事業
教育機関との連携講座（にしくら
ぶ）

西区と中央図書館が実施している読書活動推進事業の取組として、
「天才ピカの絵の不思議！」と題して、キュビズム（立体主義）の考え方
や描き方を体験して、理解を深める内容の講義を八洲学園と連携し
て実施（会場：八洲学園大学附属図書館）。講師を務めた教授は小
学校の図画工作教科書（開隆堂）の著者代表の実績もあり、当日は
ワークショップ形式で講義
中央図書館からは関連本の紹介

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

八洲学園大学 平成30年10月 平成29年度

30 中区 区政推進課
教員地域貢献活動支援事業（ス
タートアップ型）

中区における多文化共生の推進について、地域住民への意識醸成
手法の提案を依頼

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年8月～平成31年3月 平成30年度

31 南区 高齢・障害支援課
横浜市立大学市民医療講座「認
知症」

認知症をテーマとした市民医療講座を共催にて実施
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年9月 平成29年度

32 南区 福祉保健課 いきいきふれあい南なんデー
イベント開催時の敷地内駐車場を借用
イベント会場内でのリーフレット・入学案内等資料の配架

7 その他 放送大学 平成30年10月 平成29年度

33 港南区 こども家庭支援課
地域で子育て応援事業（エリア別
子育て支援事業：七夕まつり）

・地域の主任児童委員や関係機関などが中心として、港南台エリアで
育児支援事業の七夕まつりを実施
・横浜女子短期大学の学生が当日の運営スタッフとして協力

4 事業の運営、協力・協働 横浜女子短期大学 平成30年7月 平成29年度

34 保土ケ谷区 総務課
統計調査員事務研修会における
講演依頼

統計調査員を対象にした研修会において統計学に係る講義の開催
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 平成30年8月 平成30年度

35 保土ケ谷区 区政推進課
保土ケ谷区地域運営補助金の検
討委員

平成30年度保土ケ谷区地域運営補助金の交付にあたって、学識経
験者の立場から、事業の趣旨、活動内容に対する適正な評価及び
交付団体への必要な助言

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 平成30年4月 平成23年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

36 保土ケ谷区 区政推進課
横浜国立大学留学生に対する地
域交流の推進

地域での活動やイベントへの参加などを通じ、留学生が日本の文化に
触れる機会を増やすことで、日本や横浜、保土ケ谷の魅力を再発見
してもらうとともに、留学生が地域に対して、自国の文化を発信する機
会を増やすことにより、地域との交流を促進

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年12月 平成30年度

37 保土ケ谷区 区政推進課
保土ケ谷区バリアフリー基本構想
の策定に向けた検討

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づ
き、星川駅、保土ケ谷駅及び天王町駅の周辺地区を重点整備地区
とする、保土ケ谷区バリアフリー基本構想の策定に向け、准教授を部
会長する検討協議会保土ケ谷区部会を組織し、検討

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年9月、11月 平成29年度

38 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 通年 平成25年度

39 保土ケ谷区 区政推進課
保土ケ谷区インスタグラムを活用し
た区の魅力発信

・保土ケ谷区インスタグラムアカウント及び#フォトガヤの周知用のチラシ
（２種類）を効果的な場所に設置し、学生の参加を依頼
・広報よこはまほどがや区版12月号から横浜国立大学生と連携した
記事を掲載
紙面で紹介した写真を保土ケ谷区のインスタグラムのアカウントで紹介

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年8月～平成31年3月 平成30年度

40 保土ケ谷区 区政推進課
広報よこはまほどがや区版
若年層向け広報紙の作成

若者などこれまで広報紙を読んでいない層まで読者層を広げていくた
め、横浜国立大学生の視点で若年層の興味を引く内容の記事（特
集面、コラム）の作成を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年8月～平成31年3月 平成30年度

41 保土ケ谷区 区政推進課
キャッシュレス推進に関する実証事
業

横浜銀行と連携した区内商店街でのキャッシュレス推進実証事業に
おいて、学生を対象に商店街のキャッシュレス化へ向けた企画コンテス
トを実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年12月～平成31年3月 平成30年度

42 保土ケ谷区 地域振興課
市民活動支援事業
（評議会の委員依頼）

評議会等への委員の依頼
ほどがや市民活動センター評議会委員の依頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学
第１回：平成30年12月
第２回：平成31年3月

平成18年度

43 保土ケ谷区 地域振興課
地区センター指定管理者選定委
員の依頼

常盤台コミュニティハウスの第３期指定管理者選定委員の依頼
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学
第１回：平成30年5月
第２回：平成30年8月

平成18年度

44 保土ケ谷区 地域振興課 はぐくみプロジェクト

①はぐくみ塾の開催
　「やる気をはぐくむ　みんなとならできる〝場”をつくるには」をテーマに、
講義・参加型学習の手法・ワークショップの実施
②区民企画型講座 中間報告会
区民企画型講座において、講座企画時の講評・助言
③はぐくみCafé
区民が企画・運営した各講座の講評・助言

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学
①平成30年5月
②平成30年9月
③平成31年3月

平成23年度

45 保土ケ谷区 地域振興課
「ほどがや区民まつり」における国大
留学生との連携

ほどがや区民まつりにおいて、留学生協力のもと、身近な国際交流を
目的としたブースを出店し、来場者との交流

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年10月 平成25年度

46 保土ケ谷区 地域振興課
保土ケ谷区がパートナーシップ都市
協定を結ぶブルガリア留学生との連
携・交流

ほどがや花フェスタ及びほどがや区民まつりにおいて、留学生協力のも
と、ブルガリア文化体験ができる交流イベント（キリル文字スタンプ体験）
を実施し、来場者との交流

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年5月、10月 平成30年度

47 保土ケ谷区 地域振興課
横浜FCホームゲームイベント「保土
ケ谷区民DAY」における吹奏楽団
との連携

横浜FCと保土ケ谷区が協働して開催するホームゲームイベント「保土
ケ谷区民DAY」において、吹奏楽団に演奏を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年7月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

48 保土ケ谷区 地域振興課 国大生向けのごみ分別等の啓発
①峰沢国際交流会館入寮者説明会
②提携不動産会社等への資料配布協力依頼
③大学内３Ｒ夢啓発キャンペーンの実施(３回実施)

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
①平成30年4月
②平成30年12月
③平成30年7月、11月、平成31年2月

平成25年度

49 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

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
①通年
②平成30年8月
③平成30年6月～平成31年2月

平成17年度

50 保土ケ谷区 福祉保健課 国大生向けの健康増進啓発
大学祭（５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）、歯周病・口臭チェックなど健康
に関する情報提供を国大生及び来場者に対して実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年5月、11月 平成25年度

51 保土ケ谷区 福祉保健課
常盤台地域ケアプラザ指定管理
者の選定

常盤台地域ケアプラザの第３期指定管理者選定委員の依頼
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 平成30年4月 平成29年度

52 保土ケ谷区 生活衛生課
学祭や地域活動における食の安
全の推進

①学生向け食品衛生講座の開催
②学祭や地域行事等のイベント時の食品取扱の注意点をまとめるマ
ニュアルづくり勉強会の実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
①平成30年７月
②平成30年6～10月

平成29年度

53 保土ケ谷区
高齢・障害
支援課

若者向け自殺予防の啓発
区が実施した「支援者向けの講習会」や「ＳＮＳにおける自殺対策講
習会」について、保健管理センターと情報を共有

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
①平成30年6月、8月
②平成30年6月～8月

平成29年度

54 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
常盤台地域ケアプラザとキャラバンメイトが中心になり認知症サポーター
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31年1月 平成24年度

55 保土ケ谷区
こども家庭支援課
区内認可保育所

区内保育園合同育児講座
保育園合同育児講座「にこやかほがらか親子の広場」を、H24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30年9月 平成25年度

56 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

57 保土ケ谷区 土木事務所 道路維持管理システムの検討

土木事務所が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の検討
その他、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、連携する教授や道路局等と意見交換を行い、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 通年 平成28年度

58 旭区 区政推進課
左近山団地における大学生による
地域支援活動モデル事業

・横浜国立大学・ＵＲ都市機構・旭区が協定を締結。大学生が団地
に居住しながら地域活動に参加することで生活支援の推進や地域コ
ミュニティの活性化に取り組む事業について、地域のNPOと協働し実施
・断熱改修実証実験など研究室活動の実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 通年 平成28年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

59 旭区 区政推進課
若葉台団地における、モビリティと
連携したまちづくりの推進

・神奈川県住宅供給公社・若葉台まちづくりセンター・横浜国立大学
都市イノベーション研究院・横浜国立大学COIサテライト・旭区が協定
を締結し、モビリティ（移動可能性）の向上や確保の取組と連携したま
ちづくりを推進
・コミュニティバスの位置情報の見える化を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年11月～平成31年3月 平成30年度

60 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し、　区内の保育所に臨床心理士等を目指す
大学院生等を研修生として週１回受入れ
同時に、園長等を対象とした事例検討等研修実施による保育現場
への心理臨床の視点導入

4 事業の運営、協力・協働

学習院大学大学院、国際医療福祉
大学大学院、明治学院大学大学
院、東洋英和女学院大学大学院、
お茶の水女子大学大学院、上智大
学大学院

平成30年4月～平成31年2月 平成28年度

61 金沢区 地域振興課 金沢まつり花火大会 ８月25日に行われた「金沢まつり花火大会」における募金ボランティア 4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学、横浜市立大学 平成30年8月 平成6年度

62 金沢区 地域振興課 キャンパスタウン金沢サポート事業

区内にキャンパスを構える学校法人関東学院及び公立大学法人横
浜市立大学に所属する教員及び学生による活動に対し、補助金を
交付することにより、Campus Town Kanazawa（大学のあるまちづくり）
がめざす、地域の活性化や地域課題の解決に結びつくことを目的とし
た取組

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

関東学院大学、横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成22年度

63 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 関東学院大学、横浜市立大学 平成31年3月 平成28年度

64 金沢区 地域振興課 子どもプログラミング教室
教員や学生が講師役となり、子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 関東学院大学、横浜市立大学 平成30年8月 平成26年度

65 金沢区 地域振興課 金沢国際交流ラウンジ事業
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30年11月

平成19年度

66 金沢区 地域振興課 ラグビー体験（金沢区民まつり内）
金沢区民まつり「いきいきフェスタ」内においてスポーツ推進委員が運営
する体験ブースの種目の一つとして実施したラグビー体験への学生ボラ
ンティアの参加

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成30年10月 平成30年度

67 金沢区 地域振興課
第48回ロードレース大会・第28回
小学生駅伝大会

大会内に設置した「東京オリンピック・パラリンピック2020」ブースの運営
及び大会盛り上げスタッフとして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 平成31年2月 平成30年度

68 金沢区 地域振興課
金沢区体育協会スポーツフェスティ
バル

体験競技の一つとしてラグビー体験を実施、ラグビーワールドカップ2019
の機運醸成も兼ねたブースを設置
体験コーナーでは、学生ボランティによる子どもたちへの指導等を実施

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成31年3月 平成30年度

69 金沢区 区政推進課 かなざわ八携協定による連携

地球温暖化や少子高齢化などの社会的課題の解決を目指すととも
に金沢区の地域活性化を図るため、鉄道事業者、企業、大学、商
工業などの八者により「かなざわ八携協定」を締結
締結団体が事業を実施する際に、後援や広報、ブース出展などにより
連携することで、金沢のまちの活性化やその魅力を広く内外に発信

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学、横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成26年度

70 金沢区 区政推進課
「Aozora Factoryを通じた地域づく
りと臨海部産業団地の魅力発信」
事業

多種多様な企業が集まる「LINKAI横浜金沢」で生まれた製品や技術
を集めた、産学官が連携した体験型ワークショップイベントを開催

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年6月、10月 平成28年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

71 金沢区 区政推進課
「Kanazawa Cross Meeting」
（地元企業と地元大学生の交流
会）

企業にとっては「これから就職の時期を迎える学生の考えに触れる場」
として、学生にとっては「身近な地元企業の魅力を理解し、働くことを考
えるきっかけの場」として、直接交流する機会を設け、相互理解の促進
を図るため、　「LINKAI 横浜金沢」で働く地元企業の方と、区内の大
学生との交流会を開催

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学、横浜市立大学 平成30年11月 平成27年度

72 金沢区 区政推進課
プレミアム探検ツアー in LINKAI横
浜金沢

「働く魅力がある、人が集まる産業団地」となることを目指し「LINKAI
横浜金沢」に集積する企業の多様性を知ってもらうとともに、実際に働
く現場を見学することでキャリア教育、就業支援等に役立てられるツ
アーを開催

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学、横浜市立大学 平成31年2月 平成27年度

73 金沢区 区政推進課
京急×市大×金沢区　空き家利
活用プロジェクト

横浜市立大学の授業と連携し、郊外住宅地の空き家利活用策を産
学官で検討

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成28年度

74 金沢区 区政推進課
あしたタウンプロジェクト（横浜金沢
シーサイドエリアマネジメント協議
会）

金沢シーサイドタウン地区の活性化に向けて、当エリア周辺の団体・事
業者により設立されたエリアマネジメント協議会に参加し、その取組を
支援

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成28年度

75 金沢区 こども家庭支援課 子育て実態調査 実態調査の方法や設問項目についての助言
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成31年1月 平成30年度

76 金沢区 こども家庭支援課
関東学院大学・金沢区内公私保
育園連携による保育講座

公私保育園の連携により、区内唯一の保育士を養成する保育コース
がある関東学院大学教育学部の講義で、学生向け保育講座を実施

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成30年6月 平成30年度

77 金沢区 こども家庭支援課 講義 自治体に働く保健師の活動について講義
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜創英大学 平成30年7月 平成30年度

78 金沢区 福祉保健課
金沢区地域福祉保健推進委員
会

金沢区地域福祉保健計画の推進状況の評価等を行う委員会委員
として任命

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 平成30年10月 平成23年12月

79 港北区 区政推進課

システム思考やデザイン思考、マネ
ジメントに関する教育研究成果を
活用した地域の課題についての調
査・事業の実施、スポーツに関する
取組やデータの活用検討等

スポーツを通じたデータ活用推進
・区内小学校でスポーツデータサイエンス教室を実施
・横浜港北スポーツみらいサミット2019の開催

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

慶應義塾大学 平成30年7月～平成31年3月 平成29年度

80 港北区 区政推進課
東京2020大会向けた英国事前
キャンプ機運醸成・おもてなし

・区民まつりにおける英国文化ブース出展
・区内小学校におけるシッティングバレー体験会

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 通年 平成30年度

81 港北区 区政推進課 横浜慶應チャレンジャー
国際プロテニス大会「横浜慶應チャレンジャー」における市民招待、カメ
ラマン体験、車いすテニス体験会を実施

7 その他 慶應義塾大学 平成31年3月 平成30年度

82 港北区 地域振興課 タグラグビーサポート派遣
小学校の体育の授業でタグラグビーを行う際、クラス担任の先生と一
緒にパスの方法などのラグビーと共通する部分のデモンストレーションを
実施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学、慶應義塾大学 平成30年6月、平成30年9月～12月 平成30年度

83 港北区 地域振興課 小学生ラグビー体験出前講座
区内小学校で、慶應義塾體育會蹴球部の生徒による、ラグビー体験
会を開催

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 平成30年6月～7月 平成29年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

84 港北区 地域振興課 親子ラグビー体験会
慶應義塾大学日吉・下田ラグビーグラウンドで、慶應義塾體育會蹴
球部の生徒による、ラグビー体験会の開催

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 平成30年7月 平成29年度

85 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大学を訪問し講義を受講
テーマ：大学は何をするところ？
参加者：市立中学校３年生７名

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

①横浜商科大学
②昭和大学
③東京工業大学

平成30年9月
①平成28年度
②平成30年度
③平成30年度

86 緑区 こども家庭支援課 職業講話

テーマ①「野生動物保全業務と私の職業遍歴」
参加者：市立中学校１年生40名
テーマ②「ジャーナリストという仕事」
参加者：市立中学校１年生40名
テーマ③「こころの整え方を学ぼう～アンガーマネジメントの基礎～」
参加者：市立中学校１年生～３年生50名・保護者４名・教員５名

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

星槎大学
①平成30年11月
②平成30年11月
③平成30年12月

平成28年度

87 緑区 こども家庭支援課 職員人権研修
テーマ：LGBTから考える人権尊重・共生社会のあり方
参加者：区役所職員46名

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

星槎大学 平成30年11月 平成30年度

88 緑区 こども家庭支援課 次世代育成を語る会

今後の事業展開及び次世代育成の進め方について、様々なお立場
から幅広くご意見を伺うとともに関係機関のネットワークの充実を図るた
め「次世代育成を語る会」を開催
・第１回（１月）
　テーマ：「これからの地域や社会を担う子どもたちを育てるための方策」
　参加者：19名

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

昭和大学、星槎大学、東京工業大
学

平成31年1月 平成28年度

89 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、体力測定及び
認知機能評価とその結果説明、及び分析
・教室実施後の自主活動への支援、地域包括支援センター・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30年30年4月～9月 平成28年度

90 緑区 地域振興課 緑区読書活動推進連絡会 読書活動を推進するための連絡会の委員就任を依頼
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東洋英和女学院大学、横浜創英大
学

平成30年7月、平成31年2月 平成28年度

91 青葉区 区政推進課 青葉６大学連携協定
・区内にある６大学と地域のつながりを深めるために、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、現在も継続中

4 事業の運営、協力・協働
國學院大學、星槎大学、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21年度

※星槎大学とは
平成29年度

92 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８回　延べ418名が参加

4 事業の運営、協力・協働
國學院大學、星槎大学、玉川大
学、桐蔭横浜大学、日本体育大
学、横浜美術大学

平成30年6月～平成30年12月
平成21年度

※星槎大学とは
平成29年度

93 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）

・つつじが丘小学校と地域が共催のふれあいHAPPYフェスに参加
・横浜ハロウィン（たまプラーザ）に参加
・青葉台自治会主催の桜台公園焼き芋大会に参加
・地域の清掃活動「クリーン大作戦」（年２回）
・放課後キッズクラブの活動に参加（年９回）

4 事業の運営、協力・協働

・國學院大學
・星槎大学
・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

94 青葉区 区政推進課 青葉ミツバチプロジェクト

・「ミツバチと一緒に考えよう！ 青葉の環境」講演会講師（1回、107
人）
・「ミツバチワークショップ」ゼミ生が講師を務め、教授・准教授が指導・
補助（1回、193人）
・「生きものと暮らす庭づくり　～ミツバチが好む花木の苗を配布します
～」監修（1回、259人、451本）

4 事業の運営、協力・協働 玉川大学 平成30年7月、10月、平成31年3月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

95 青葉区 区政推進課 みらいづくり大学　青葉キャンパス

「あおば魅力づくり講座」として、
・受講生（区民）と学生による地域課題解決に向けた検討・討議
・学生による地域課題解決に受けたアイデア検討・発表
・受講生（区民）と学生による地域課題解決に受けた企画実施
・講座講師の派遣

4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学
平成30年6月、7月、9月、10月、11月、
12月

平成27年度

96 青葉区 区政推進課 フォトジェニック青葉 フォトコンテスト

・作品募集チラシの作成
・フォトコンテスト作品の審査
・作品の額装
・写真展のレイアウトに対するアドバイス
・写真展パネルの作成

4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学 平成30年8月～平成3１年3月 平成29年度

97 青葉区 地域振興課 青葉区民マラソン大会

①会場における運営業務
②コース沿道における警備業務
③会場およびコース沿道における救護業務
④給水所における給水提供

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成30年11月 平成26年度

98 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
②審査委員会の審査委員長及び審査委員を依頼
③事業への特別協賛
④生涯学習講座受講生及び学生への広報に協力

4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学
平成31年2月～9月
（イベントは７月）

平成28年度

99 青葉区 地域振興課 青葉区民まつり
①会場案内
②運営協力

4 事業の運営、協力・協働 桐蔭横浜大学 平成30年11月 －

100 青葉区 地域振興課 地域支援事業 ①うちわデザイン作成 4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学 平成30年6月 平成30年度

101 青葉区 地域振興課 青葉ブランド認定事業 ①認定委員会選定 4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学 平成30年8月～平成3１年1月 平成28年度

102 青葉区 福祉保健課

健康増進連携事業
・青葉バラウォーク
・花と緑で健康づくり講演会
・寺家ふるさとウォーク

健康増進につながる事業について大学と連携し、共同で企画運営を
実施
・健康づくりにつながる講演会を大学教員・学生と企画、また当日の
運営を実施
・２回のウォーキングイベントでは、区内の名所を巡るコースを大学生が
検討企画し、当日のイベント運営も実施

4 事業の運営、協力・協働 桐蔭横浜大学 平成30年5月、6月、11月 平成27年度

103 青葉区 こども家庭支援課 図書館の一般利用の拡大
　図書館が高校生以上の一般利用者に提供しているサービスについ
て、中学生以上を対象とするとともに、中学生・高校生に、従来認め
られていない学習スペースとしても開放

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学
平成30年8月、平成31年3月（夏休み・
春休み）

平成30年度

104 青葉区 こども家庭支援課
子どもとのかかわり 美しが丘保育園にて、6月から12月の期間月4回程度、園児と一緒に

遊んだり、絵本や紙芝居の読み聞かせを実施
4 事業の運営、協力・協働 國學院大学 平成30年6月～12月 平成24年度

105 青葉区 こども家庭支援課 教育インターンシップ・実習 教育インターンシップ・実習受入れ
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30年11月、平成31年2月 平成28年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

106 青葉区 こども家庭支援課 なしかちゃん広場
未就学児の親子に遊びなどを提供する育児支援イベント。イベント当
日のボランティアとして、受付や遊びのコーナーの運営補助に従事

4 事業の運営、協力・協働 國學院大学 平成30年11月 平成24年度

107 青葉区 こども家庭支援課 ミニなしかちゃん
たまプラーザエリア保育園の育児支援イベント。未就学児の親子を対
象に遊びや育児情報を提供。受付や誘導、遊びのコーナーの運営補
助に従事

4 事業の運営、協力・協働 國學院大学 平成30年5月 平成27年度

108 青葉区 こども家庭支援課 プラネタリウム観賞
4・5歳児が、年1回大学の施設のサイテックセンタースターレックドームに
てプラネタリウムの観賞を実施

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

玉川大学 平成30年11月 平成25年度

109 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30年5月 平成21年度

110 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31年2月 平成15年度

111 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 通年 平成28年度

112 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 4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 通年 平成28年度

113 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 通年 平成28年度

114 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 通年 平成28年度

115 都筑区 区政推進課
オフィスビルにおける快適温度と適
応モデルに関する調査

調査協力
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東京都市大学 通年 平成29年度

116 都筑区 区政推進課 横浜・川崎学
都筑区の地域課題を検討テーマとして、学生がグループワークによる議
論の進め方やフィールドワークでの「動き方の感覚」を学ぶ講義への協
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30年4月～7月 平成30年度

117 都筑区 地域振興課 環境講座

地球環境への理解を広げるために、毎年２月東京都市大学教室にお
いて、環境をテーマとする大学生による中学生に向けた講座を実施
講座の中で「ヨコハマ３R夢プラン」の取組の一部を紹介
参加中学校　中川西中学校３年生　約360名
平成30年２月は「食」がテーマ

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 平成31年2月 平成15年度

118 都筑区 地域振興課 読書活動の推進 都筑区読書活動推進に係る懇談会への出席
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京都市大学 平成31年3月 平成26年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

119 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　　　　　　　他

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30年8月 平成25年度

120 戸塚区 区政推進課 区政モニター

横浜市インターンシップ事業において、戸塚区の職場で受入れた学生
を区政モニターとして登録し、アンケート・座談会への参加や区内イベン
トのボランティア等の協力を通じて、継続してつながりを持ち、区の施策
に学生の視点を採用

【30年度実績】
１１月「とつか区民まつり」の運営スタッフ体験５名
１１月エコ啓発イベント「とつかエコフェスタ」の運営スタッフ体験１名
　２月旧東海道歴史と魅力を伝える案内サイン整備に伴うまちあるき
及び学生との意見交換４名

4 事業の運営、協力・協働

日本大学、青山学院大学、鎌倉女
子大学、明治学院大学、法政大
学、東海大学、東京理科大学、日
本女子大学、千葉大学、神奈川大
学、東京理科大学、清泉女子大
学、上智大学、横浜国立大学、中
央大学、工学院大学

平成30年11月、平成31年2月 平成27年度

121 戸塚区 区政推進課 とつかエコフェスタ
エコイベント「とつかエコフェスタ」において、企業・大学による環境の取組
についてのパネル展示を実施

4 事業の運営、協力・協働
フェリス女学院大学、明治学院大
学、横浜薬科大学

平成30年11月 平成30年度

122 戸塚区 福祉保健課 戸塚区がん対策講演会
戸塚区で受診率が低く、早期発見・早期治療で完治が期待できる子
宮がんについての基礎知識の啓発とがん体験者の経験談をテーマとし
た講演会を実施

4 事業の運営、協力・協働 湘南医療大学 平成30年9月、10月 平成30年度

123 戸塚区 福祉保健課 親子で体験ワクワクけんこうフェスタ
生活習慣病予防を目的に、区内の医療系大学と連携して、小・中学
生の親子を対象とした薬剤師体験や看護師体験、ミニ講演会等の
健康について考える体験型イベントを実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜薬科大学、湘南医療大学 平成30年8月 平成29年度

124 戸塚区 区政推進課 とつかブランド向上事業

区内で販売・提供されている飲食品を対象に、区内在住、在勤、在
学の皆様に多くの推薦をいただき、上位15品を「おいしいもの　とつかブ
ランドとして認定し、平成31年1月5日に開催した戸塚区新年賀詞交
歓会で発表
また、戸塚区内にキャンパスのある大学（湘南医療大学、明治学院
大学、横浜薬科大学、）に協力をいただき、大学生お薦めの商品を
大学毎に1～２品合計5品を「大学生がおすすめする　おいしいもの　と
つかブランド」として認定し、ホームページで紹介

4 事業の運営、協力・協働
湘南医療大学、明治学院大学、横
浜薬科大学

平成30年9月～10月 平成30年度

125 栄区 区政推進課
上郷東地区まちの再生・活性化
委員会

平成28年度に策定された「上郷東地区まちづくり構想」に基づき、上
郷東地区のまちの再生・活性化に関する検討を実施

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学、聖徳大学 平成30年5月、12月、平成31年1月 平成27年度

126 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

①横浜国立大学、横浜市立大学
②聖徳大学
③東海大学

平成30年4月、平成31年3月
①平成24年度
②平成27年度
③平成29年度

127 栄区 区政推進課
平成30年度栄区地域づくりキャン
バス

自治会・町内会役員といった地域の次の担い手となる人材の育成
や、地域で活動している区民、地域ケアプラザ等の施設職員、区役
所職員が地域の課題解決の手法を学び合うことを目的とした講座の
講師

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京都市大学、法政大学 平成31年2～3月 平成30年度

128 栄区 こども家庭支援課
乳幼児の母親における社会的孤
立・孤独感軽減に向けたプログラム
の開発と評価

乳幼児の母親における社会的孤立・孤独感軽減に向けたプログラム
の開発と評価のためのインタビュー調査に協力
（区内の乳幼児を育てる母親、乳幼児の保護者の子育て支援に携わ
る人へのインタビュー調査）

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年10月～31年3月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

129 栄区 こども家庭支援課 年長児さかえっ子交流
・栄区の幼稚園、保育施設の年長児を対象としたイベント
・交流当日は、403名の年長児が参加
・鎌倉女子大学の教授と学生が集団遊びを実施

4 事業の運営、協力・協働 鎌倉女子大学 平成31年2月 平成27年度

130 栄区 福祉保健課 さかえ・つながるフォーラム
・被災地での活動経験や地域防災活動の研究などを踏まえた、要援
護者支援の取組についての講演を実施
・約150名の市民が参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成31年１月 平成30年度

131 栄区 福祉保健課
セーフコミュニティ　自殺予防対策
分科会

自殺予防対策分科会の委員を委嘱（座長）
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学
平成30年6月、9月、10月、
平成31年3月

平成27年度

132 栄区 福祉保健課
栄区地域福祉保健計画策定・推
進会議

栄区地域福祉保健計画の策定、推進、評価等を検討するための委
員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

聖徳大学
星槎大学

平成30年5月
平成31年3月

平成20年度

133 泉区 地域振興課
横浜市泉区地区センター指定管
理者選定委員会

横浜市泉区地区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

神奈川大学 平成30年5月、8月 平成29年度

134 泉区 地域振興課
横浜市泉公会堂指定管理者選
定委員会

横浜市泉公会堂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 通年 平成29年度

135 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 通年 平成27年度

136 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 通年 平成29年度

137 泉区 地域振興課
横浜市泉公会堂指定管理者選
定委員会

横浜市泉公会堂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

フェリス女学院大学 通年 平成29年度

138 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 通年 平成29年度

139 泉区 地域振興課 子どもも大人も本に親しむウィーク
フェリス女学院大学の学生による朗読や読み聞かせ、しおりやブックカ
バーづくり

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

フェリス女学院大学 平成30年8月 平成29年度

140 瀬谷区 地域振興課 せやこども大学
大学・都市パートナーシップ協議会加盟大学の協力を得て、瀬谷区
内の児童・生徒に対して、体験型講座を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学、湘南医療大学、横
浜市立大学、横浜創英大学、横浜
美術大学、横浜薬科大学

平成30年8月～9月 平成23年度

141 瀬谷区 地域振興課
ラグビーワールドカップ2019™に向け
たラグビー啓発事業

ラグビーワールドカップ2019™開催に伴う機運向上を目的としたラグビー
体験教室の実施
日時：6月3日(日)　10時～14時
場所：二ツ橋公園
内容：タックル・ラインアウト体験

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 平成30年6月 平成29年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

142 瀬谷区 地域振興課 生涯学習支援事業
生涯学習の推進及び区の歴史等に触れ、郷土愛の醸成を図ることを
目的とした生涯学習講座を全3回実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜薬科大学 平成30年6月、10月 平成30年度

143
温暖化対策統
括本部

調整課

平成30年度　横浜国立大学　大
学院都市イノベーション学府～環
境未来都市の実現へ～都市マネ
ジメントで、横浜の潜在力を探る

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講座とし
てYES講座「～環境未来都市の実現へ～都市マネジメントで、横浜
の潜在力を探る」（全15回）を開催、うち5回を市民公開講座。大学、
YES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30年4月～7月 平成23年4月

144
温暖化対策統
括本部

調整課 神奈川大学deYES環境社会論
「環境コミュニケーション、２つのスイッチ」をテーマに神奈川大学と連携
し、大学内で講座（授業）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30年10月～11月 平成22年11月

145
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

温暖化・環境に関連する演目、若手社会人を意識した演目を選定
し、幅広い層を対象に、講座として提供（6講座）

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年6月～12月 －

146
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推進事業啓発
イベント協力

海洋資源を活用した温暖化対策プロジェクト「横浜ブルーカーボン」の
啓発ブース出展（横浜産わかめ試食会）に参加協力の依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年9月、10月 平成28年度

147
温暖化対策統
括本部

プロジェクト推進課
都市型のブルーカーボンに関する意
見交換会の実施

都市型のブルーカーボンに関する調査研究等の新規事業の開始にあ
たって、各分野の有識者・事業関係者からの意見聴取や情報共有

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学、東京海洋大学 平成30年７月、11月 平成29年度

148
温暖化対策統
括本部

プロジェクト推進課
チョイモビ ヨコハマの通勤・通学・構
内移動活用実験

大学職員及び学生を対象に、限定された範囲（横浜駅と横浜国大の
往復、大学構内のステーション間）でのワンウェイ型カーシェアリング実
施
また、その結果を踏まえて運用範囲や利用者の拡大を検討

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成30年12月～平成31年3月 平成30年度

149
温暖化対策統
括本部

プロジェクト推進課
横浜カーボンオフセットプロジェクト
事業への参加

国際大規模スポーツイベントのカーボンオフセットを目指し、省エネ行動
等のCO2削減行動の実施の呼びかけ

4 事業の運営、協力・協働
東京都市大学をはじめとする市内各
大学

平成30年7月～平成31年1月 平成30年度

150 政策局 政策課
旧上瀬谷通信施設における国際
園芸博覧会招致検討委員会

旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招致検討委員会の委
員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

日本大学、東京大学、東京都市大
学、東京農業大学、横浜市立大
学、法政大学

― 平成29年度

151 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30年7月、10月 平成27年度

152 政策局 政策課
横浜市中期計画2014～2017最
終振り返り有識者ヒアリング

横浜市中期計画2014～2017最終振り返り有識者ヒアリング 3 市業務への提案・指導等
横浜市立大学、関西学院大学、関
東学院大学、横浜国立大学、政策
研究大学院大学

平成30年7月 平成30年度

153 政策局 政策課
新たな劇場整備検討調査におけ
る
有識者ヒアリング

新たな劇場整備検討調査における有識者ヒアリング
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東京都市大学、東京藝術大学、、
昭和音楽大学、政策研究大学院大
学、横浜市立大学、神戸大学、日
本大学

平成30年9月～平成31年1月 平成30年度

154 政策局 政策課 横浜市専門委員 横浜市専門委員を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学、立命館大学、早稲
田大学、京都大学、新潟県立大学

通年 平成24年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

155 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（全33会員で構成）
【30年度の主な取組】
・スコットランドとの海洋産業に関する交流ミーティング
（7月4日、スコットランド側9名参加、日本企業・大学等29名参加）
・海洋都市横浜うみ博2018（7月21・22日、約23,000人来場）
・海と産業革新コンベンション(うみコン2019)開催（2月20・21日、約
2,000人来場）
・学生向け「海に関わる仕事紹介セミナーin横浜」（2月20日、46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、神
奈川大学、東京海洋大学、東京大
学生産技術研究所

（各取組には協議会員以外の大学の
参加もあり）

通年 平成27年度

156 政策局 政策課
関東学院大学　春学期公開講座
横浜学：港を外して語れない横浜
の歴史

「明治150年」関連の取組として、公開講座を実施 7 その他 関東学院大学 平成30年5月～7月 平成30年度

157 政策局 政策課
関東学院大学　秋学期公開講座
横浜学：ハリスが求めた神奈川開
港

「明治150年」関連の取組として、公開講座を実施
横浜市として後援

7 その他 関東学院大学 平成30年10月～11月 平成30年度

158 政策局 政策課
横浜市立大学  学術情報センター
市民講座

「明治150年」関連の取組として、公開講座を実施 7 その他 横浜市立大学 平成30年12月 平成30年度

159 政策局 政策課
横浜市強靱化地域計画
有識者意見聴取

横浜市強靱化地域計画素案策定にあたり強靱化の取組の方向性
等について意見聴取

3 市業務への提案・指導等

横浜市立大学、東洋英和女学院大
学大学院、慶應義塾大学、横浜国
立大学、首都大学東京、東京大学
大学院

平成30年8月 平成30年度

160 政策局 政策課
YNU防災・減災シンポジウムでの講
演

講演
「未来を創る強靱な都市づくり ～横浜市強靭化地域計画の推進
～」

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31年3月 平成30年度

161 政策局
男女共同参画推
進課

就職支援セミナー 就職支援セミナー｢働く人の本音｣においてパネリストとして参加
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30年5月 平成30年度

162 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委員
会

よこはまグッドバランス賞の認定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

横浜市立大学 平成30年4月、9月、12月 平成19年度

163 政策局
男女共同参画推
進課

横浜市 男女共同参画審議会
市長の附属機関として諮問を受け、行動計画その他男女共同参画
の推進に関する重要な事項について調査審議

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30年7月、12月 平成13年度

164 政策局
男女共同参画推
進課

学生のキャリア教育
現代社会とジェンダーの授業の一環として、男女共同参画に関する行
政の取組の紹介を実施

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30年6月 平成28年度

165 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
と市内大学生との交流会

よこはまグッドバランス賞認定企業との交流会（採用情報含む）を市内
大学で実施

4 事業の運営、協力・協働

神奈川大学、東洋英和女学院大
学、フェリス女学院大学、横浜国立
大学、横浜商科大学、横浜市立大
学

平成30年10月～3月 平成29年度



15 / 59 ページ

■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

166 政策局
男女共同参画推
進課

女性役員育成研修受講者と横浜
市立大学生との交流会

内閣府女性役員育成研修受講者の企業の部長級女性と市大生と
の交流会を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年12月 平成30年度

167 政策局
男女共同参画推
進課

男性の家事育児参画促進に向け
た啓発事業

関東学院⼤学「創造祭・スポーツフェスティバル2018」で啓発ブースを
連携して出店
男性も楽しく作れる朝食メニュー紹介、世界の家事分担事情・朝食ス
タイル紹介など、「朝食作り」を通じた啓発活動を実施

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成30年6月 平成29年度

168 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)

ヒアリング

「リビングラボ」関連。地域の中で多様な世代の住民に居場所を提供
する取り組みについて学生がリサーチ
拠点施設としてシニア層や親子を対象として行っているセンター事業に
ついてレクチャー
学生派遣のコーディネ－トは㈱太陽住建による

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30年8月 平成30年度

169 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
大学にお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
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、最後に各講座の特徴などをまと
め、利用者への広報啓発などを考察
協働を通じ、男女共同参画の視点から女性の健康課題をとらえる機
会を提供

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30年8月、
平成31年2月
平成31年2月～3月

平成26年度

170 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）

「ジェンダーと社会教育」の授業の
一環としての施設見学

「ジェンダーと社会教育」の授業の一環として、男女共同参画の推進を
目的とした事業を実施する当センターを学生が訪問することにより、地
域における男女共同参画センターの役割や具体的な取組について理
解を深める。事業や利用者等について説明、質疑応答、および施設
見学

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30年7月 平成26年度

171 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）

ジェンダーとメディア表現

地域大学との連携を強化し、若年層への男女共同参画への理解の
促進の機会を提供するため、主に学生を対象に、メディア媒体に表出
するジェンダーバイヤスを考える連続講座を企画
横浜市立大学にてエクステンション講座および佐藤響子教授「社会言
語論」の授業の１コマとして、計3回の連続講座を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年10月、11月 平成30年度

172 政策局
男女共同参画推
進課

地域限定主婦層就労支援事業

金沢臨海部において、職住近接の継続的な実現に向けて、横浜市
立大学と協働で取組を実施（教員地域貢献活動支援事業（協働
型）
・企業と地域のワーキング（意見交換）
・交流イベント
・求人情報掲示の試行実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成29年度

173 政策局 共創推進課
Wakamono Innovation Network
2018
（介護デジタルハッカソンin横浜）

急速に高齢化が進む日本において、介護領域でのDigital技術の活用
は今後必須となると言われており、既に先進的な取り組みを始めてい
る企業・団体はいるものの、普及・深化に向けた取組みはまだ始まった
ばかりであり、 そのような介護領域に、日本の将来を担う若者の発想
力・実行力を活かすべく、イノベーション創出型ハッカソンを企画
主に介護領域・STEM領域、デザイン領域に興味・関心のある高校生
～大学院生までを対象とした混合チームで実施し、他分野のチームメ
イトと協働しながら課題解決を目指す

4 事業の運営、協力・協働
東京都市大学、横浜国立大学、中
央大学、早稲田大学

平成30年7月～平成31年3月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

174 政策局 共創推進課
公民連携でインナーハーバー地区
の再生を考える共創ラボ

横浜市の英国ホストタウンアクション第２弾として、ダイバーシティ、インク
ルージョン、オープンイノベーションの視点から、インナーハーバー地区
（横浜駅周辺、新高島地区、ポートサイド地区等）を公民連携でどの
ように再生していくかをテーマとし、関連する企業やNPO、学校教育機
関等と共にワークショップやフォーラム（「共創ラボ」）を開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成31年2月 平成30年度

175 政策局 共創推進課
YOKOHAMA YOUTH Ups!2018-
2019

チャレンジングな若者たちが核となることで、革新的な技術やノウハウを
持つ企業や大学のほか、市民のケアや居場所づくり、地域興しを担う
中間支援組織やNPO、行政などの多様なセクターが連携して、すべて
の市民が排除されることなく、生き生きと活躍することができる横浜の
未来を創るためのソーシャル・アクション

4 事業の運営、協力・協働
東京都市大学、横浜国立大学、中
央大学、早稲田大学

平成31年3月 平成30年度

176 政策局 共創推進課
横浜市民間資金等活用事業審
査委員会

横浜市民間資金等活用事業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

横浜国立大学、青山学院大学、東
京都市大学、桜美林大学、大妻女
子大学

通年
（委員会開催月：12月、2月、3月）

平成26年度

177 政策局 大学調整課
「国立大学法人東京工業大学経
営協議会」への委員就任

国立大学法人法の規定に基づき設置する「経営協議会」への委員と
して市長が就任

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京工業大学
平成30年4月～
（任期2年）

平成30年度

178 政策局 大学調整課
「東京都市大学研究ブランディング
事業諮問委員会」への委員就任

東京都市大学が文部科学省「私立大学研究ブランディング事業」に
採択され、「東京都市大学研究ブランディング事業諮問委員会」への
委員として平原副市長が就任

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京都市大学
平成30年4月～
（任期2年）

平成30年度

179 政策局 大学調整課
横浜国立大学「先端科学高等研
究院『運営諮問会議』」への構成
員就任

横浜国立大学が平成26年10月1日にリスク共生学の「実践的学術の
国際拠点」として「先端科学高等研究院」を設置し、小林副市長が
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30年11月～
（任期2年）

平成30年度

180 政策局 大学調整課 留学生就職促進プログラムの推進

横浜国立大学、横浜市立大学等との共同で申請した、文部科学省
「留学生就職促進プログラム」に採択。「日本語教育」「キャリア教育」
「インターンシップ」プログラムを開発・実施する2大学を支援するととも
に、市内中小企業の状況把握、プログラムへの参加促進を実施

4 事業の運営、協力・協働

【採択大学】
横浜国立大学
横浜市立大学
【協力大学】
神奈川大学
関東学院大学

平成30年4月～ 平成29年度

181 政策局 大学調整課
大学・区局連携による「横浜学」
等の開講

大学の授業（横浜学等）に本市の様々な区局から講師を派遣
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

①関東学院大学
②横浜国立大学

①平成30年4月～6月
②平成30年4月～7月

①平成29年度
②平成26年度

182 政策局 大学調整課 ヨコハマ大学まつり2018の開催
市民の皆様等に大学をもっと知ってもらい、身近に感じてもらうため、大
学・都市パートナーシップ協議会参加大学が一堂に会し、講座、学生
パフォーマンス・ステージ等を、みなとみらい地区周辺で開催

4 事業の運営、協力・協働
大学・都市パートナーシップ協議会参
加全大学

平成30年9月 平成24年度

183 政策局 大学調整課
大学・都市パートナーシップ協議会
巡回パネル展示

大学・都市パートナーシップ協議会参加題がの地域貢献の取組の周
知と、大学と地域の連携した取組をさらに促進するため、図書館・市
役所において大学の地域貢献活動を紹介する「パネル展」の開催

4 事業の運営、協力・協働
大学・都市パートナーシップ協議会参
加全大学

平成30年11月～平成31年3月 平成25年度

184 政策局 大学調整課
市長と｢まち×学生プロジェクト｣の
「ぬくもりトーク」

神奈川大学学生ボランティア活動支援室と六角橋の地域の方々が
連携し｢まち×学生プロジェクト｣として行っているボランティア活動場所
を、市長が直接訪問し意見交換を実施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成30年12月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

185 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

慶應義塾大学 平成30年6月 －

186 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
大學、玉川大学、鶴見大学、桐蔭
横浜大学、東京都市大学、日本体
育大学、明治学院大学、横浜国立
大学、横浜商科大学、横浜市立大
学

平成30年8月～9月 平成15年度

187 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
実施
また、市立大学職員に対し、人材開発課主催の一部研修を提供

7 その他 横浜市立大学 通年 平成22年度

188 財政局 財政課
出前財政講座
（講師の派遣・学生の受け入れ）

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」等を使って平成30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）

関東学院大学、横浜国立大学、横
浜市立大学、首都大学東京

平成30年6月、12月、平成31年1月 平成24年度

189 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を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

①関東学院大学
②横浜市立大学

平成30年6月、平成31年2月
①平成28年度
②平成16年度

190 国際局 政策総務課 多文化共生推進事業 「外国人留学生と横浜市内企業の交流会」開催のＰＲ等で連携 7 その他 横浜国立大学、横浜市立大学 平成30年12月 平成29年度

191 国際局 政策総務課 講師派遣 「横浜市国際戦略」について講義
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

①横浜国立大学
②関東学院大学
③フェリス女学院大学
④神奈川大学

①平成30年4月
②平成30年5月
③平成30年10月
④平成30年11月

①②平成29年度
③　-

④平成30年度

192 国際局 国際連携課
第７回大倉山国際学生フォーラム
横浜2018

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
慶応義塾大学、東京工業大学、横
浜市立大学

平成30年6月 平成25年度

193 国際局 国際連携課
第18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催される海外で最も大きな映画祭の一つで、
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30年5月 平成27年度

194 国際局 国際連携課
スコットランド自治政府ヒスロップ大
臣講演会

平成30年７月４日（水）、スコットランド自治政府のフィオナ・ヒスロップ
文化・観光・対外関係大臣が横浜を訪問し、林市長とヒスロップ大臣
は、日本の自治体とスコットランド自治政府の間では初となる交流協
力共同声明を発表
声明内の大学間交流の一環として、市大にて学生向けに講演

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年7月 平成30年度

195 国際局 国際連携課
第８回大倉山国際学生フォーラム
横浜2019

日本の大学生とアメリカ・カナダ大学連合の学生が、古事記をテーマに
英語の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
神奈川大学、慶應義塾大学、東京
工業大学、横浜市立大学、桜美林
大学、早稲田大学

平成30年2月 平成25年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

196 国際局 国際連携課

第７回アフリカ開発会議（TICAD7）
横浜開催
アフリカ開発セミナー
～学生と元青年海外協力隊員等
が語る草の根の取組と今後の課題
～

TICAD７開催に向け、横浜市立大学の学生等による報告を通じて、
アフリカが抱える課題等草の根レベルでアフリカと日本の関係について
考えるセミナーを開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年9月 平成30年度

197 国際局 国際連携課

第７回アフリカ開発会議（TICAD7）
横浜開催
アフリカ開発学生会議in横浜
～TICAD７へ学生から政策提言を
～

TICAD７開催に向け、大学生や大学院生が、約半年間かけて現在の
アフリカが抱える課題を議論する次世代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、横浜国立大学、日
本大学

平成30年12月～ 平成30年度

198 国際局 国際連携課
セベランプライ市の歴史・自然を活
かしたまちづくりプロジェクト

マレーシア・セベランプライ市旧市街地における、横浜の都市デザインの
ノウハウを用いた、地域の歴史や自然を活かしたモデル的なまちづくりを
JICA草の根技術協力事業として実施
実施に際し、本市・横浜市立大学・JICA・横浜セベランプライまちづく
り友好委員会・セベランプライ市・マレーシア国立科学大学・双方の民
間専門家が連携

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学、マレーシア国立科学
大学

平成30年4月～12月 平成27年度

199 国際局 国際連携課
第７回アフリカ開発会議横浜開催
推進協議会

第7回アフリカ開発会議を成功に導くため、経済界をはじめとする関係
団体・機関が情報共有を図り、地元の協力体制を築くため、第７回ア
フリカ開発会議開催推進協議会を設立
同協議会のメンバーとして、大学も参加

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

神奈川大学、関東学院大学、横浜
国立大学、横浜市立大学

平成30年8月 平成30年度

200 国際局 国際協力課
第７回アジアスマートシティ会議併
催イベントの共同開催

左記会議での併催イベント「ユースイベント2018」の企画を共同で行
い、運営については横浜市立大学が主導して実施
イベントにおいては、担当教授の綿密な指導のもと、学生が積極的
に、国際機関等のコメンテーターとディスカッションを行い、普段とは違っ
た形で学生にとっての学びの場を提供

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年11月 平成30年度

201 国際局
政策総務課（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100時間受け入れる事業

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

神奈川大学、國學院大學、フェリス
女学院大学、明治学院大学、横浜
国立大学、横浜市立大学

平成30年8月～9月、平成31年2月～3
月

平成16年度（国
学院大学・平成
28年度開始、神
奈川大学のみ平
成30年度開始）

202 国際局 国際協力課
横浜市立大学・JICA横浜　特別
連携講座

横浜市立大学とJICA横浜の特別連携講座（全15回）のうち1回にお
いて、横浜市における国際協力の取組について横浜市国際協力課
長が講師として講義を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年12月 平成14年度

203 国際局
政策総務課（公益
財団法人横浜市
国際交流協会）

グローバル人材育成支援課事業
実務体験プログラム

関東学院大学経済学在学で「国際協力」の講義に登録している学
生２名を対象に、YOKEがグローバル人材育成支援をねらいとして実
施している「地球市民講座」、「たずねよう！横浜国際協力センター」、
「よこはま国際フェスタ」等の事業運営補助、企画協力等を通じた協
力・協働

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

関東学院大学 平成30年8月～11月 平成30年度

204 国際局

政策総務課（公益
財団法人横浜市
国際交流協会（鶴
見国際交流ラウン
ジ））

つるみ学習支援教室への学生ボラ
ンティア受け入れ

つるみ学習支援教室での学生ボランティアの受入れ 4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学
平成30年5月～平成31年3月（毎月第
1・3土曜日）

平成26年度

205 国際局

政策総務課（公益
財団法人横浜市
国際交流協会（鶴
見国際交流ラウン
ジ））

横浜商科大学地域連携事業の
一環としての新規授業「言語景観
から鶴見区の多文化共生を考え
る」共同開講

商学部商学科の吉田孝子講師と連携した多文化共生のための授業
（ラウンジスタッフの出講、鶴見の街歩き、学習支援教室でのボランティ
ア活動などを組み合わせたもの）の実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 平成30年4月～8月 平成29年度



19 / 59 ページ

■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

206 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 4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成31年3月 平成24年度

207 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

明治学院大学、首都大学東京 平成30年11月、平成31年2月、3月 平成26年度

208 市民局 人権課
横浜市犯罪被害者等施策に関す
る懇談会

横浜市犯罪被害者等施策に関する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

慶應義塾大学、横浜市立大学 平成30年4月、8月、平成31年3月 平成29年度

209 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

ベイサイドカーニバル2018 ウォーキングチェックポイントでフォトコーナーパネルの作成
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜美術大学 平成30年11月 平成30年度

210 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

パンフェスマラソン大会 大会準備・当日マラソン運営ボランティア 4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成31年2月 平成30年度

211 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

短期（春・夏・冬）かけっこ教室
「走る」基本動作を３日間で身につけ、速く走る為の要点を習得
道具を使って姿勢や足、手の動きを学ぶ

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年7月、12月、平成31年3月 平成25年度

212 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

創造祭　スポーツフェスティバル
関東学院大学主催のイベントに出展。簡易体力測定と輪投げ体験
を実施

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成30年6月 平成26年度

213 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

横浜マラソン2018 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

神奈川大学、慶応義塾大学、桐蔭
横浜大学、日本体育大学、フェリス
女学院大学、明治学院大学、横浜
国立大学、横浜市立大学

平成30年10月 平成27年度

214 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

バスケキャンプ　IN　赤城
バスケキャンプにおける文体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
のサポート

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成30年7月 平成24年度

215 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

横浜文化体育館優先利用調整
会議の委員

横浜文化体育館優先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31年3月 平成30年度

216 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

指定管理者外部評価 第３期指定管理期間の業務評価を委託
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

日本体育大学 平成30年11月 平成30年度

217 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

パラトライアスロン練習会
（タンデムバイク練習会）

パラトライアスロン選手の競技用自転車（タンデム、ハンドサイクル等）に
よる大学敷地内道路での練習会

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成30年度

218 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
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

219 市民局
オリンピック・パラリン
ピック推進課

英国事前キャンプ受け入れに向け
た取組

英国代表チーム受入れに向けた協議・調整における連携
英国パラリンピック委員会との覚書締結および覚書締結式の実施
英国代表チーム応援の機運醸成に向けた、川崎市も含めた３者合同
デザインの作成
英国代表チーム応援WEBサイト「GOGB2020」の立ち上げ、運営
英国オリンピック委員会による講演会における相互協力

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 通年 平成28年度

220 文化観光局
横浜魅力づくり室
企画課

横浜学
関東学院大学とKADOKAWA横浜ウォーカーが連携する特別公開講
座「横浜学」へ、講義テーマの提案および講師紹介

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学
平成30年4月、6月、8月、10月、12月、
平成31年2月

平成26年度

221 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

防火帯建築所有者を対象としたアンケート結果のとりまとめ
結果をふまえた、利活用手法の開発に向けた研究

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 通年 平成28年度

222 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2018・連携プログラムへの参加 4 事業の運営、協力・協働

関東学院大学、慶應義塾大学、東
京藝術大学大学院映像研究科、横
浜市立大学、東京大学、城西国際
大学、事業構想大学院大学

平成30年10月～11月 平成24年度

223 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顧問への就任
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

224 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

横浜国立大学 通年 平成24年度

225 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実施 4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学 平成30年5月～平成31年3月 平成17年度

226 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜美術館

横浜国立大学連携
老人ホーム訪問ワークショップ

横浜国立大学教育学部「中等美術教育法」授業と連携し老人ホー
ムに訪問し、盆栽アーティストの山﨑ちえ氏と共に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30年12月 平成27年度

227 文化観光局

公益財団法人横
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 平成11年度

228 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜みなとみらい
ホール

[横浜芸術アクション事業]
発達障がい支援ワークショップIN横
浜
音と光の動物園

発達障がいのあるこどもたちの隠れた才能を引き出すために、こどもとそ
の保護者に向けて音楽と美術（映像）のインタラクティブ・ワークショップ
を実施

4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学 平成30年7月～平成31年1月 平成29年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

229 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜みなとみらい
ホール

[横浜芸術アクション事業]
からだできくオペラ

聴覚障がいのある小学生を対象に第一線で活躍しているプロのアー
ティスト（オペラ歌手・オーケストラ奏者・ダンサー・美術家・映像作家・
演出家）たちとワークショップ形式で一緒に舞台を作り上げる試み

4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学 平成30年12月 平成30年度

230 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜みなとみらい
ホール

[横浜芸術アクション事業]
だれでもピアニスト　だれでもアーティ
スト

指１本で本格的な演奏を体験できるピアノを用いて障がいの有無や楽
器の演奏経験にかかわらず演奏の楽しさに触れられる企画

4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学 平成31年3月 平成30年度

231 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30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31年3月 平成23年度

232 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16回建築展示

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31年3月 平成18年度

233 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

THE MEDIA　GARDEN
玉川大学芸術学部2018年度
卒業プロジェクト展

卒業制作展の開催支援 4 事業の運営、協力・協働 玉川大学 平成31年2月 平成18年度

234 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

横浜ダンスコレクション2019
青空ダンス

作品発表機会提供 4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成31年2月 平成30年度

235 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団　大佛次郎
記念館

横浜市立大学教員地域貢献活
動支援事業における商品開発協
力

地域振興商品として「トランプ」の制作にあたり、大佛次郎の画像提供
とキャプションの監修

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年11月 平成30年度

236 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団　大佛次郎
記念館

大佛次郎記念館への展示協力
テーマ展示Ⅱ「I　Love　スポーツ。大佛次郎」における黎明期のラグ
ビージャージ、キャップ、資料の貸与受

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 平成30年7月 平成30年度

237 文化観光局
公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団

2018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30年10月 平成29年度

238 文化観光局

公益財団法人横
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
生受け入れ

学芸員課程における「博物館実習」の受け入れを行う事で、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30年7月 平成28年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

239 文化観光局

公益財団法人横
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30年4月 平成28年度

240 文化観光局

公益財団法人横
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

通年：
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30年12月 平成27年度

241 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜市磯子区民
文化センター杉田
劇場

フェリス女学院大学
「キャリア実習(長期)」

夏季と冬季にコンサートホールの事業企画・実施や地域に根差した劇
場運営を実体験するプログラムを用意し、インターン実習
また、印刷物やSNSを利用した広報、各種公演のPOP製作等も構成
段階から中心となって関わりを持たせ、地域の文化振興に貢献する人
材の育成を支援

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成30年2月 平成29年度

242 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団　広報・ＡＣ
Ｙグループ

関内外OPEN！１０
「関内外OPEN！10」の運営サポート
創造界隈拠点や関内外のスタジオを回ったり、「文化芸術創造都市・
横浜」の取り組みを座学で学ぶ

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜国立大学大学院 平成30年10月～11月 平成21年度

243 文化観光局 文化振興課 クラシック・ヨコハマ2018

国内屈指の若手演奏家に演奏機会を提供するとともに、市民の皆様
に身近な場所でクラシック音楽を楽しんでいただくことを目的として、国
内最高峰の学生音楽コンクール「全日本学生音楽コンクール全国大
会in横浜」を核に、クラシック音楽のコンサートを開催
市内各地のミュージアムやサロン、福祉施設等を会場とし、大学連携
コンサートとして２大学を会場に開催

4 事業の運営、協力・協働
①慶應義塾大学
②フェリス女学院大学

平成30年10月～平成31年１月
①平成19年度
②平成22年度

244 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の講義
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学、横浜国立大学、横
浜市立大学

平成30年5月、6月 ―

245 文化観光局 観光振興課
横浜マリンタワー運営等事業者選
定委員会

横浜マリンタワーの次期運営等事業者選定にあたり必要な事項を議
論

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京都市大学 平成30年7月、9月 平成29年度

246 文化観光局 観光振興課
横浜人形の家指定管理者選定
評価委員会

横浜人形の家について、公の施設としての管理水準の維持向上を図
るため、指定管理者が行う施設運営について、第三者による客観的
な点検評価を実施

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 平成30年12月 平成30年度

247 文化観光局 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、名勝三溪園
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 平成30年6月、10月、平成31年3月 平成24年度

248 文化観光局 MICE振興課
サステナブル・ブランド国際会議
2019
ユース・アクティビティ・プログラム

サステナブル・ブランド国際会議2019において、横浜在住・在学・在勤
の18歳から35歳までの次世代（ユース）が参加者又はスタッフとして会
議に参画することができる「ユース・アクティビティ・プログラム」を実施
プログラムの実施結果に基づき、今後の国際会議におけるユースの活
躍支援を検討

4 事業の運営、協力・協働
関東学院大学、東京都市大学、横
浜国立大学、横浜市立大学

平成31年1月～3月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

249 文化観光局

MICE振興課
（公益財団法人横
浜観光コンベンショ
ン・ビューロー）

シンポジウム・学会等会議開催支
援サービス説明会

市内大学のうち、コンベンション主催実績又は可能性のある研究者に
対し、会議等開催支援サービス、制度の説明を実施

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30年6月、12月 平成27年度

250 文化観光局 MICE振興課
MICE次世代育成事業
「子ども理科体験教室～作って学
ぼう、電気のおもしろさ大切さ～」

「平成30年電気学会産業応用部門大会」の開催に合わせ、２種類
の電気工作及び研究者による講演を実施し、科学の原理の理解や
省エネの大切さなどを学習するワークショップを開催

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 平成30年8月 平成30年度

251 文化観光局 MICE振興課

MICE次世代育成事業
「みんな知ってる？ 会計学ってオモ
シロイ！
～これからの人生に役立つ、かもし
れない『会計学』のお話し～」

「⽇本会計研究学会第77回⼤会」の開催に合わせ、会計学の基礎
についての講演、会計学と関連の深い専門職業の紹介を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

神奈川大学 平成30年8月 平成30年度

252 文化観光局 MICE振興課
MICE次世代育成事業
「ものづくり教室「見る聞く触る！わ
くわくサイエンス！」」

「The 15th IEEE TOWERS」の開催に合わせ、小学４～６年生を対象
に、科学技術への理解や興味を深めるための理科工作実験を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

慶應義塾大学 平成31年3月 平成30年度

253 文化観光局 MICE振興課 MICEビジネス中核人材育成講座

横浜商科大学が受託した、国土交通省観光庁の事業（産学連携に
よる観光産業の中核人材育成・強化事業）において、第１回の講師
を引き受け、講座（横浜市におけるＭＩＣＥの現状と振興に関わる政
策）を実施（ただし、受講対象は、主として、現在、MICE関連産業・ビ
ジネスに従事している方だったため、大学生は対象外）

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30年10月 平成30年度

254 文化観光局

文化プログラム推進
課（横浜アーツフェ
スティバル実行委員
会）

Dance Dance Dance @
YOKOHAMA 2018

①「横浜大学まつり」のステージを「横浜ダンスパラダイス」の連携ステー
ジとし、広報等で連携
②フェリス女学院大学のスペシャルパフォーマンスチーム（ダンスサーク
ル、ダンスやバレエのレッスン受講生、音楽学部学生）が、「横浜ダンス
パラダイス」のステージに出演（2ステージ）
③「プリキュア15周年企画ダンススペシャルステージ」に、関東学院大
学、横浜国立大学のダンスサークルが出演
④「東方神起ダンサーズと夢のコラボ」にて、関東学院大学ストリートダ
ンス部が東方神起ダンサーズから指導を受け、その後、東方神起の日
産スタジアムコンサートのコミュニティエリアに設置されたステージで成果
を披露

4 事業の運営、協力・協働

①ヨコハマ大学まつり実行委員会
②フェリス女学院大学
③関東学院大学、横浜国立大学
④関東学院大学

①～③平成30年9月
④平成30年5・6月

平成30年度

255 経済局 国際ビジネス課

YOKOHAMA外資系企業ネット
ワーキング　外資系企業×留学生
ＪＯＢ ＭＡＴＣＨＩＮＧ ＦＡＩＲ～横浜
市内外資系企業との選考会～

・市内外資系企業を対象に、外国人材の採用・活用をテーマとしたセ
ミナー、及び市内外資系企業及び市内大学等の在学留学生を対象
に、企業と学生とのマッチング会を実施
・マッチング会には、市内外資系企業５社、及び市内大学等から留学
生17人が参加

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学、横浜市立大学 平成30年9月 平成29年度

256 経済局
ライフイノベーション
推進課

LIP.横浜（横浜ライフイノベーション
プラットフォーム）協力機関参画

ライフイノベーションを推進するLIP．横浜へ協力する機関として参画、
大学の持つニーズやシーズ収集のためアンケートやヒアリングを実施

4 事業の運営、協力・協働
神奈川大学、慶應義塾大学、東京
工業大学、横浜国立大学、横浜市
立大学、横浜薬科大学

通年 平成28年度

257 経済局
ライフイノベーション
推進課

ライフイノベーション分野産学連携
等推進事業

ライフイノベーションを推進するLIP.横浜において、横浜市立大学が他
大学や研究機関、企業等と連携し、大規模プロジェクト等を創出・推
進

4 事業の運営、協力・協働
横浜市立大学

通年 平成29年度

258 経済局
ライフイノベーション
推進課

リーディング事業助成金(トライアル
助成）

ＬＩＰ．横浜に基づき市内の大学、研究機関及び企業等により実施さ
れる産学連携事業の創出及び推進に向けた研究開発を対象とする
助成金（トライアル助成）を交付

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

神奈川大学、慶應義塾大学、日本
体育大学、横浜国立大学、横浜市
立大学

平成30年9月～平成31年3月 平成29年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

259 経済局
ライフイノベーション
推進課

LIP．横浜ネットワーク　セミナー
健康・医療分野のビッグデータに関心のある企業、大学、研究機関を
対象とした勉強会を開催

4 事業の運営、協力・協働 東京工業大学、横浜市立大学 平成30年11月 平成30年度

260 経済局
ライフイノベーション
推進課

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（30年度は実績無
し）

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 随時 平成元年度

261 経済局
ライフイノベーション
推進課

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」

慶應義塾大学理工学部　36棟産学官連携棟の利活用の検討を実
施

7 その他 慶應義塾大学 通年 平成26年度

262 経済局
ライフイノベーション
推進課

ダイバーシティ連絡協議会
横浜国立大学主導によるダイバーシティ連絡協議会へのネットワーク
機関としての参画

7 その他 横浜国立大学 通年 平成30年度

263 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人横
浜企業経営支援
財団）

医工連携支援プロジェクト
医療現場におけるニーズについて、教授用メーリングリストを活用し、教
授から現場の声を収集

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成28年度

264 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人横
浜企業経営支援
財団）

医工連携支援プロジェクト
医療・健康分野等における医療機器開発等に取り組む「横浜医療
機器ビジネス研究会」に対し、医療機器開発支援について講演及び
シーズの紹介

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 平成30年12月 平成30年度

265 経済局

ライフイノベーション
推進課（公益財団
法人横浜企業経
営支援財団）

医工連携支援プロジェクト
医療・健康分野等における医療機器開発等に取り組む「横浜医療
機器ビジネス研究会」に対し、新技術等の研究開発に向けた支援

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年5、7、10月 平成30年度

266 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
原記念横浜生命
科学振興財団）

LIP.横浜　中小企業支援事業
中小企業と大学とのマッチングイベント「LIP.横浜オープンイノベーション
カンファレンスⅢ」においてシーズの発表を依頼

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

慶應義塾大学、東京工業大学、横
浜市立大学

平成30年9月 平成29年度

267 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
原記念横浜生命
科学振興財団）

LIP.横浜　中小企業支援事業 大手企業のマッチングバスツアーイベントにおける受け入れ依頼 4 事業の運営、協力・協働 慶応義塾大学、横浜市立大学 平成30年10月 平成29年度

268 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
原記念横浜生命
科学振興財団）

LIP.横浜　中小企業支援事業 異分野大手企業とのマッチングイベントにおけるポスター展示依頼 4 事業の運営、協力・協働
慶応義塾大学、東京工業大学、横
浜国立大学、横浜市立大学、横浜
薬科大学

平成31年2月 平成29年度

269 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
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・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、横浜市立大学、横
浜薬科大学

通年 平成28年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

270 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
原記念横浜生命
科学振興財団）

包括協定契約
横浜市立大学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年度

271 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
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
集等を委託しながら、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、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、島
根大学、奈良県立医科大学、金沢
大学、群馬大学、北海道大学、新
潟大学

通年 平成27年度

272 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
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年度

273 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
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、東京大学 通年 平成4年度

274 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
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年度

275 経済局
ライフイノベーション
推進課

横浜ヘルスケア・コンソーシアム
横浜の産官学が連携してプロジェクトを立ち上げ、健康経営普及促
進プログラムを実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年4月～ 平成30年度

276 経済局
ライフイノベーション
推進課

LINKAI横浜金沢ウエルネスセン
ターの運営に関する連携・協力

LINKAI横浜金沢を中心とした地域における中小企業等の健康経営
の普及啓発にむけた連携・協力

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年7月～ 平成30年度

277 経済局 ものづくり支援課
東工大横浜ベンチャープラザ入居
企業支援事業

東工大すずかけ台キャンパス内で操業する東工大発ベンチャーや起業
を目指す教授等を対象とした、専門家による相談対応業務

4 事業の運営、協力・協働 東京工業大学 通年 平成18年度

278 経済局 ものづくり支援課 経営者セミナー
慶應義塾大学理工学部、横浜北工業会との三者協定に基づき、横
浜北工業会会員企業等を対象とした、慶應義塾大学教授による講
座を開催

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

慶應義塾大学 平成31年3月 平成28年度

279 経済局 消費経済課 横浜市消費生活審議会 横浜市消費生活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

①横浜国立大学
②法政大学
③東京経済大学
④日本女子大学

平成30年5月～9月、12月、平成31年2
月

①平成8年度
②平成22年度
③平成26年度
④平成30年度

280 経済局 消費経済課
横浜市消費生活総合センター指
定管理者選定評価委員会

横浜市消費生活総合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

明治学院大学 平成30年5月、8月、12月 平成27年度
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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）
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実施年月

連携取組
開始年度

281 経済局 消費経済課
消費者啓発に関する大学との連
携事業

横浜国立大学教育学部の学生のアイデアを活用し、大学生をはじめ
とした若者が巻き込まれやすい消費者トラブルを紹介するリーフレットを
作成し、市内大学の行事等で学生に配布
リーフレットには若者が巻き込まれやすい消費者トラブル事例を紹介す
るマンガを掲載

4 事業の運営、協力・協働

横浜国立大学

配布先：
神奈川大学、関東学院大学、慶應
義塾大学、國學院大学、星槎大
学、鶴見大学・鶴見大学短期大学
部、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
商科大学、横浜女子短期大学、横
浜市立大学、横浜創英大学、横浜
薬科大学

平成30年10月～平成31年3月 平成29年度

282 経済局
公益財団法人横
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30年6月、平成31年3月 平成24年度

283 経済局
公益財団法人横
浜市消費者協会

大学連携事業
市大と学生が企画・作成する地域情報誌に消費生活総合センターの
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・配布(5校)

7 その他

①横浜市立大学
②関東学院大学
③東洋英和女学院大学
④横浜創英大学
⑤横浜薬科大学
⑥東京都市大学

平成30年10月、平成31年2月

①平成24年度
②平成26年度
③平成28年度
④平成28年度
⑤平成29年度

284 経済局
公益財団法人横
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話を新入
生オリエンテーションの中で開催（2校4回）

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

桐蔭横浜大学、横浜美術大学 平成30年4月 平成20年度

285 経済局
公益財団法人横
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等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・鶴見大
学短期大学部、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、横浜女子短期大学、横浜市立
大学、横浜創英大学、横浜美術大
学、横浜薬科大学

平成30年12月 平成8年度

286 経済局 食肉市場運営課
横浜食肉市場プロモーション事業
における旬鮮レシピ開発

国内産の牛肉・豚肉を使った新たなレシピの開発 4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成30年6月～平成31年3月 平成25年度

287 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

鎌倉女子大学、玉川大学、和泉短
期大学

平成30年4月～平成31年3月
（委員会は4、5、8、10、11月開催）

平成15年度

288 こども青少年局 北部児童相談所
被虐待児発達調査実施にかかわ
る調査研究

横浜市における被虐待児の生活の場による違い、年令による知能検
査結果の違い、障害有無、行動特徴、その他調査項目として作成し
た情報との関係等を調べることで、横浜市における被虐待児童の特
徴の理解を進め、今後の効果的な援助へとつなげることが目的

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年4月 平成30年度

289 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

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

白峰学園・横浜女子短期大学 通年 昭和58年度
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290 こども青少年局 保育・教育人材課 初級　幼児教育研修
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80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30年5、6月 平成29年度

291 こども青少年局 保育・教育人材課
園内研修リーダーフォローアップ研
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3回、延べ111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

関東学院大学、玉川大学 平成30年6月、10月、平成31年2月 平成28年度

292 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の発表
会を実施予定

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学、玉川大学 平成31年3月 平成28年度

293 こども青少年局 保育・教育人材課
（保育士等キャリアアップ研修）
乳児保育分野

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651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30年6月～11月 平成28年度

294 こども青少年局 保育・教育人材課
（保育士等キャリアアップ研修）
幼児教育分野

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692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

関東学院大学、玉川大学 平成30年7月～12月 平成28年度

295 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
（保育士等キャリアアップ研修　マネ
ジメント分野）

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558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

関東学院大学、玉川大学 平成30年6月～平成31年1月 平成28年度

296 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

明治学院大学、白梅学園大学 平成30年4月、11月 昭和58年度

297 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

國學院大學、横浜国立大学、白梅
学園大学、

平成30年5月、7月、12月 平成18年度

298 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

玉川大学、鶴見大学短期大学部、
鎌倉女子大学短期大学部、桜美林
大学、日本女子大学、小田原短期
大学

平成30年4月～平成31年3月 平成24年度

299 こども青少年局
こども家庭課
子育て支援課

横浜市版子育て世代包括支援セ
ンターのあり方検討会

横浜市版子育て世代包括支援センターの本格実施に向けた基本的
な考え方の整理等

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

鶴見大学、田園調布学園大学、日
本福祉大学

平成30年6月、7月、11月、平成31年2
月

平成30年度

300 こども青少年局 こども家庭課
横浜市版子育て世代包括支援セ
ンターのあり方検討会　分科会（母
子保健）

横浜市版子育て世代包括支援センターの本格実施に向けた基本的
な考え方の整理等（母子保健コーディネーターモデル配置の検証）

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

鶴見大学 平成30年6月、9月、10月 平成30年度

301 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
心理学及び社会福祉学等を専攻する大学生等をユースサポーターと
して登録し、ひきこもり状態にある若者へ家庭訪問等を行うことにより、
社会参加に向けた支援を行う本事業への参加募集、協力要請

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

平成30年6月 平成19年度

302 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、助言など

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年4月 平成19年度
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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）
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連携取組
開始年度

303 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「発達障害」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30年3月 平成26年度

304 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 平成31年1月 平成24年度

305 健康福祉局
（横浜市社会福祉
協議会）

市民後見推進委員会
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24年度

306 健康福祉局
（横浜市社会福祉
協議会）

横浜生活あんしんセンター　業務
監督審査会

横浜生活あんしんセンター事業の実施にあたって、利用者等の権利を
擁護し、事業運営の公正性及び専門性を確保する業務監督審査
会委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

明治学院大学 毎月 平成28年度

307 健康福祉局
（横浜市社会福祉
協議会）

よこはま地域福祉フォーラム（分科
会３）

よこはま地域福祉フォーラムの分科会３”紡いだ縁を明日へつなぐ～地
域に根差した権利擁護を考える～”にて、コーディネーターを依頼

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東洋英和女学院大学 平成30年12月 平成29年度

308 健康福祉局
（横浜市社会福祉
協議会）

第4期横浜市市民後見人養成課
程

養成課程（基礎編）の「市民後見人総論」の講師を依頼
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東洋英和女学院大学 平成30年7月 平成24年度

309 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、静岡福祉大学、法
政大学

平成30年8月、11月 平成16年度

310 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30年10月 平成18年度

311 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30年5月 平成27年度

312 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30年6月 平成26年度

313 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、市長の附
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30年8月 平成9年度

314 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
専門委員会

福祉のまちづくりの推進に必要な調査研究等を行うため、「横浜市福
祉のまちづくり推進会議専門委員会」の委員として委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学、東洋大学、首都大
学東京

平成30年4月、6月、12月、平成31年2
月

平成9年度

315 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 通年 平成22年度
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316 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 通年 平成28年度

317 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、下記事業所の商品を販売
◆神奈川区内の障害者施設「ネバーランド」のパン（委託販売）
◆パーソルサンクスよこはま夢工のクッキー等（委託販売）
◆ＮＰＯ法人ワークステーションのプリン等（買い上げ）

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 通年 平成20年

318 健康福祉局 障害企画課 施設職員研修事業
障害者就労施設等の職員を対象とした、障害者雇企業におる研修
の受け入れ先の一つとして協力

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年6～7月 平成23年度

319 健康福祉局 障害企画課 施設職員研修事業
研修に参加した施設職員を対象としたふり返りにおいて、企業の立場
からの講演者として依頼

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年6～7月 平成29年度

320 健康福祉局 障害企画課 企業啓発事業
横浜市と神奈川県との共催で開催する害者雇用のための企業交流
会において現場見学会・障害者雇用ミニセミナーを実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年9月 平成25年度

321 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30年6月、11月平成31年3月 平成22年度

322 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30年4月～ 平成28年度

323 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30年4月～ 平成28年度

324 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

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成22年度

325 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（懇談会）委員として会議へ参加
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 平成30年7月、平成31年3月 平成26年度

326 健康福祉局 障害企画課
横浜市自殺対策計画策定検討
会

横浜市自殺対策計画策定検討会（懇談会）委員として会議へ参加
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 平成30年4月、6月、8月、12月 平成30年度

327 健康福祉局 障害企画課
横浜市精神保健福祉審議会
依存症対策検討部会

横浜市精神保健福祉審議会
依存症対策検討部会臨時委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 平成31年1月、3月 平成30年度

328 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30年4月～平成31年3月 平成26年度
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329 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講演をする、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31年１月 平成26年度

330 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

①横浜国立大学
②東洋英和女学院大学

平成30年11月、12月、平成31年2月
①平成26年度
②平成28年度

331 健康福祉局 障害支援課
障害者施設等職員研修会
（食支援に関する症例検討会）

多職種で連携して利用者の食支援を行うことを目指した、各施設から
の症例発表
症例発表に対する講師からの助言及びグループワークによる症例検討

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

鶴見大学 平成31年2月 平成29年度

332 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

介護予防事業検討会
介護予防事業の実施状況等の検証及び事業評価を行うため、有識
者による検討会を実施

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 平成30年7月 平成18年度

333 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

介護予防業務研修（理論編） 保健師が行う地域診断に関する研修会の講師
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年11月 平成30年度

334 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

介護予防業務研修（実践編） 保健師が行う地域活動支援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

横浜市立大学 平成31年3月 平成30年度

335 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、鶴見大学短期大学部 平成30年12月 平成26年10月

336 健康福祉局 保健事業課
よこはまウォーキングポイント事業に
おける効果検証

「官民データ活用による超スマート社会の実現に関する包括連携協
定」に基づき、横浜市、横浜市立大学、日本電信電話株式会社が
よこはまウォーキングポイント事業に関する各種データを用いて、事業参
加による生活習慣病の改善効果や医療費抑制効果等の分析に向
けて検討

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年7月～ 平成30年度

337 健康福祉局 保健事業課
がん検診啓発ポスターのデザイン作
成依頼

若い世代のがん検診受診率の向上に向けて、市内28大学の学生に
対して乳がん・子宮がんポスターのデザイン作成を依頼
出てきたデザインについては、平成31年度以降に使用予定

7 その他 横浜美術大学 平成30年12月～平成31年2月 平成30年度

338 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

339 医療局 職員課 がん対策推進専門官の配置

大学病院における臨床経験及び研究実績を有する医師の知見を、
本市よこはま保健医療プラン2018に基づく医療政策の企画・立案・実
施に活かすことで、横浜市域における医療提供体制の充実を図るた
め配置

7 その他 横浜市立大学 通年 平成30年度

340 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き、環境の構築、分析、研究までを
連携協力

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 通年 平成28年度

341 医療局 医療政策課
横浜市地域中核病院・市立病院
等連携推進協議会

地域中核病院・市立病院・市大病院の各病院長との意見交換及び
課題検討

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30年4月、7月、12月 平成17年度
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番号
区・局

（統括本部及び
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課
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平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

342 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

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

鶴見大学、横浜市立大学、国際医
療福祉大学、東京医科歯科大学、
北里大学

平成30年8月、平成31年2月 平成8年度

343 医療局 医療政策課
YCU病院経営マネジメントプログラ
ム派遣

横浜市立大学における高度医療人材養成プログラムへの職員派遣 7 その他 横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成30年度

344 医療局 医療政策課 市大エクステンション講座
「横浜市の医療政策」をテーマにした講座における講師依頼の引き受
け

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30年11月 平成29年度

345 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、東京大学、日本大
学

平成30年8月 平成27年度

346 医療局 医療政策課
横浜市救急相談業務運営協議
会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 平成27年度

347 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 通年 平成25年度

348 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31年2月 平成25年度

349 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 通年 平成27年度

350 医療局 医療政策課 横浜市救急医療検討委員会 救急医療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

横浜市立大学 平成30年8月、12月 平成27年度

351 医療局 医療政策課
横浜市救急医療検討委員会専
門部会

高齢者救急をテーマとした救急医療検討委員会専門部会の委員を
委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 平成30年7月 平成27年度

352 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等を横浜市立大
学と共に実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成26年度

353 医療局 医療政策課
脳血管疾患救急医療体制幹事
会・分科会・連絡会

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

昭和大学、横浜市立大学、聖マリア
ンナ医科大学

平成30年10月、12月、平成31年１月、
2月

平成21年度

354 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のできる急性心疾
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

昭和大学、横浜市立大学
平成30年6月、8月、9月、平成31年1
月

平成22年度

355 医療局 医療政策課 横浜市重症外傷診療検討会
市内における重症外傷患者の診療状況が向上しているのか効果検
証等を目的とした重症外傷診療検討会への参加を依頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

昭和大学、横浜市立大学、東京大
学、帝京大学

平成31年2月 平成29年度
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356 医療局 医療政策課
横浜救急医療チーム運営連絡
会・作業部会

市内で発生した自然災害や都市災害等で医療活動を行う横浜救急
医療チームの出場事案の検証や円滑な運営を図ることを目的とした
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

昭和大学、横浜市立大学、聖マリア
ンナ医科大学

平成30年6月、12月、平成31年2月 平成20年度

357 医療局 がん・疾病対策課
横浜市緩和ケア推進に向けた体
制構築のための検討会

横浜市緩和ケア推進に向けた体制構築のための検討会の委員を依
頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学
平成30年6月、9月、12月、平成31年3
月

平成30年度

358 医療局 がん・疾病対策課
人生の最終段階の医療等に関す
る検討会

人生の最終段階の医療等に関する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

横浜市立大学 平成30年5月、7月 平成29年度

359 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年度

360 医療局 がん・疾病対策課
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

横浜市・横浜市立大学・横浜市歯科医師会が相互に連携・協力
し、医科歯科連携、医師・歯科医師への研修、市民啓発等、周術
期口腔機能管理に関する取組を通じて、市民の健康の増進、疾病
の予防・早期回復の実現を企図

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成29年度

361 医療局 がん・疾病対策課
横浜市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入院時・退院時情報
共有ツールの作成及び改訂並びに今後見込まれる在宅での看取りへ
も対応できるよう退院支援を進めるための看取りに関する情報共有
ツールを作成するための検討を行うため、有識者を集めた検討会を開
催
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

横浜市立大学 平成30年7月、9月、10月、11月 平成28年度

362 医療局 がん・疾病対策課
横浜市新卒等訪問看護師人材
育成プログラム策定検討会

横浜市新卒等訪問看護師人材育成プログラムの策定および訪問看
護師として活動できるよう地域での人材育成体制の整備を進めていく
ため有識者を集めた検討会を開催
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

横浜市立大学 平成30年4月、6月、11月、12月 平成29年度

363 医療局 がん・疾病対策課
横浜市新卒等訪問看護師育成プ
ログラム策定支援業務委託

横浜市新卒等訪問看護師人材育成プログラムの策定にあたり「横浜
市新卒等訪問看護師人材育成プログラム策定検討会」において検
討を実施
横浜市新卒等訪問看護師人材育成プログラムの策定および運用に
おける関連基礎データの収集・分析、並びに、検討会の資料作成及
び助言、プログラムおよび運用マニュアルの作成、プログラムのモデル的
運用の検証、報告書の作成など検討会運営支援業務を委託

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成29年度

364 医療局 がん・疾病対策課

看護学生の訪問看護就労意向に
関する調査及び訪問看護事業所
における新卒等訪問看護師受け
入れに関する実態調査委託

横浜市新卒等訪問看護師人材育成プログラム策定及び運用へ向け
て「看護学生の訪問看護への就労意向」及び「訪問看護事業所にお
ける新卒等訪問看護師受け入れ」、「訪問看護師に必要な看護技
術」について把握することを目的に必要な調査・分析を委託

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年8月～11月 平成30年度

365 医療局 がん・疾病対策課
横浜市訪問看護師対応力サポー
ト事業集合研修

地域における病院・訪問看護事業所の看護の質の向上・連携強化
に向けて、専門看護師・認定看護師を派遣する訪問看護師対応力
サポート事業を実施
多くの訪問看護事業所で本事業が利用ができるよう病院と顔の見え
る関係づくりを目的とし、訪問看護師を対象とした集合研修を実施す
るにあたり協力を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成31年3月 平成30年度
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366 医療局 がん・疾病対策課
妊娠糖尿病（横浜市版）パンフレッ
ト作成にかかる監修

横浜市と糖尿病看護認定看護師で協働し、妊娠糖尿病を経験した
方々が今後も継続して糖尿病の発症を予防できるための妊娠糖尿
病（横浜市版）パンフレットを作成
パンフレットの作成にあたり監修を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年4月 平成30年度

367
医療局病院経
営本部

人事課 医療技術職員の人事交流

医療技術職員の人事交流は、お互いに職員を派遣しあい研修させる
ことにより、職員にそれぞれの組織では得がたい経験を積ませて職員の
育成を図ること、更には、人事交流を機会に、横浜市と交流先団体と
の交流・連携をいっそう進め、もって社会全体に貢献することを目的とし
て実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成29年度

368
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30年8月、平成31年1月、2月 平成25年度

369
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

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学
平成30年7月、
平成31年2月

平成25年度

370
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30年4月～平成31年3月 平成26年度

371
医療局病院経
営本部

病院経営課（みな
と赤十字病院）

市民委員会 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 平成31年2月 平成18年度

372 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 平成30年9月、平成31年2月 平成25年度

373 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、募集案内の配付及び学内
団体・サークル等の推薦を依頼

4 事業の運営、協力・協働
大学・都市パートナーシップ協議会参
加全大学

平成30年10月 平成26年度

374 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
慶應義塾大学、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

会議：平成31年3月 平成18年度

375 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ＧＰＮ」の会長に就任

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年度

376 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 平成30年5月ほか 平成21年度

377 環境創造局 環境影響評価課 横浜市環境影響評価審査会 横浜市環境影響評価審査会の委員を委嘱
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、横
浜市立大学、相模女子大学、首都
大学東京、日本大学、明星大学

通年 平成11年度

378 環境創造局 環境科学研究所
横浜国立大学教育学部の講義と
施設見学（生物学特講１）

・横浜市の生物相調査の結果をベースにした生物多様性に関する講
義
・暑さ対策やマイクロプラスチック等、最近の環境問題に関する講義
・環境科学研究所の施設見学

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 平成30年7月 平成27年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

379 環境創造局 環境管理課 講座「環境保全学」での講義
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）を行い、市職員が講義を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年10月～平成31年1月 平成21年度

380 環境創造局 みどりアップ推進課 よこはま森の楽校
大学・都市パートナーシップ協議会参加大学と連携し、市民が森に関
わるきっかけとなる自然体験や環境学習等を実施
また、市内で成果報告会を開催

4 事業の運営、協力・協働
東京都市大学、東洋英和女学院大
学、フェリス女学院大学、横浜市立
大学、横浜創英大学

平成30年5月～12月
平成23年度

381 環境創造局 農業振興課 ＃横浜農場キャンペーン

横浜農場のプロモーションの一環として、エコキャンパス研究会が、横浜
農場応援特別サポーターとして市内の農家や地産地消に取り組む飲
食店、マルシェ等のイベントを取材し、市HPのキャンペーン特設サイトに
紹介記事を掲載

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成30年10月～11月 平成30年度

382 環境創造局 農政推進課 地産地消に関する調査
「地産地消の見える化」をテーマに、市内産農産物の流通経路の把
握や出荷量等を調査

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成30年4月～11月 平成30年度

383 環境創造局 農政推進課
授業「地域交流と都市再生」での
講義

・横浜国大の授業への職員派遣
・「地域交流と都市再生」科目において、横浜の都市農業について講
義

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 平成30年11月 平成30年度

384 環境創造局 農政推進課 農政実務者研修（大学連携） 当課主催の研修会で、横浜国大のゼミ生及び指導講師による発表
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 平成31年2月 平成30年度

385 環境創造局 公園緑地管理課
横浜市公園公民連携推進委員
会

横浜市公園公民連携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

東京都市大学、中央大学
平成30年6月、7月、10月、12月
平成31年2月、3月

平成30年度

386 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
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31年3月 平成20年度

387 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

市内大学からの特別講義の依頼
各種脊椎動物の骨格・歯の構造と機能に関して、動物の進化生態お
よび生物多様性を理解（選択科目：動物実験ー脊椎動物の口腔と
歯ー）

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

鶴見大学 平成30年12月 平成27年度

388 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

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31年2月 平成26年度

389 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
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30年11月 平成26年度

390 環境創造局
動物園課　繁殖セ
ンター

環境生命専門実習 6月に横浜市立大学3年時の実習授業を受入れ（約15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30年6月 平成22年度



35 / 59 ページ

■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

391 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、東京都市大学の学生約40
名への下水道講座を実施

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30年5月 平成26年度

392 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330名への下
水道講座を計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30年10月～11月 平成24年度

393 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

大規模災害発生時を想定した情報伝達訓練を実施 7 その他
横浜国立大学、横浜商科大学、横
浜市立大学

平成31年1月 平成28年度

394 資源循環局 金沢事務所 環境月間StepUp↑
食品ロス削減に向けた取り組みの一環として、横浜市大の環境サーク
ル「StepUp↑」と協働して、アンケートを実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 平成30年6月 平成21年度

395 資源循環局 青葉事務所
日体大学生寮への新入寮生への
分別説明会

日体大学生寮に入寮する学生に対し、入寮初日にごみと資源物の
分け方出し方と３R夢プランについて説明

3 市業務への提案・指導等 日本体育大学 平成30年4月 平成24年度

396 資源循環局 青葉事務所 日体大クリーン大作戦

日体大で活動する全ての部・サークルが、年に数回、健志台キャンパ
ス周辺の地域清掃を行う際に、オブザーバーとして参加
毎回、活動開始前に３R夢プランの説明をし、集めたごみの分別等を
実施

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成30年5月、10月、12月 平成27年度

397 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 慶応義塾大学 通年 平成26年度

398 建築局 住宅政策課 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30年9月、平成30年11月 平成27年度

399 建築局
横浜市住宅供給
公社

横浜金沢シーサイドエリアマネジメ
ント協議会

金沢シーサイドタウンの活性化と子育て世代の新たな流入を図ることを
目的に、大学、地元自治会、地元企業、金沢区、公社等によるエリ
アマネジメント協議会を設立し、並木ラボを中心とした地域の活性化
を図る

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 年6回（２か月に１回）
平成28年度

（市大と公社にて
協定締結）

400 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

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、学生のアイデアを元にコラボパンを企画・製造。沿線地域の
魅力をＰＲする駅前のイベント「いずみ野マルシェ」等にて販売

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成30年9月、12月 平成26年度

401 建築局 住宅再生課 緑園街マルシェ
フェリス女学院大学の学生有志が、駅前の活性化を目指し、地域の
方々と連携し、イベントを企画
若い世代が訪れたくなる仕掛けを学生自ら提案

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成30年11月 平成30年度

402 建築局 住宅再生課
万騎が原中央商店街活性化・こど
も自然公園利活用提案

横浜国立大学の学生が商店街の活性化のため、駅・商店街・公園を
結ぶ取組を企画。商店街屋への関係者へのヒアリングを通じ、商店街
でのクイズラリー、公園でのワークショップ等を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年10月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

403 建築局 住宅再生課 みなまきラボでの取組

公民学連携まちづくり拠点であるみなまきラボの取組として、横浜国立
大学の学生が移動可能な屋台「みなまきわごん」を制作
普段のラボでの活動や、駅前ひろばでのイベント「みなまきピクニック」や
「みなまきひなまつり」等で利用
その他、横国大生がみなまきラボで地域の子どもたちに勉強を教えた
り、話をする場として「みなまき寺子屋」を企画・開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 随時 平成29年度

404 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

十日市場駅勢圏(十日市場町、霧が丘、若葉台）におけるコミュニティ
活動の活性化に寄与する取組として、次の取組を実施
十日市場地域において、地域住民がの情報発信をするためのホーム
ページ「ten e's net」を立上げ
霧が丘地域を対象に、住民意識調査を実施
十日市場センター地区の入居予定者と地域住民の交流を目的とした
イベント「わくわく10ガーデン」に、本地域における取組成果の展示及び
冊子の配布
若葉台地域において、地域住民と「たからもの探しワークショップ」を実
施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 随時 平成28年度

405 建築局 法務課 横浜市建築審査会 横浜市建築審査会の委員を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

関東学院大学、横浜市立大学 通年（審査会は原則毎月開催） 平成29年度

406 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

関東学院大学、東京工業大学、横
浜国立大学、芝浦工業大学、東京
大学

平成30年4月～平成31年3月 平成19年度

407 建築局 営繕企画課
都岡小学校建替え工事に伴う設
計業務委託公募型簡易プロポー
ザル

評価検討会委員として、一次評価（書類審査）及び二次評価（ヒアリ
ング）に参加

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京工業大学 平成30年7月～10月 平成30年度

408 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

関東学院大学、東京工業大学、横
浜国立大学大学院、横浜市立大
学、東海大学、名古屋工業大学、
神戸芸術工科大学大学院

通年（部会含め、合計14回開催） 昭和40年度

409 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、関東学院大学、横浜
国立大学、横浜国立大学大学院、
工学院大学

通年（調整会議は合計2回開催） 昭和63年度

410 都市整備局 都市デザイン室
平成30年度関内・関外地区の公
共空間に関する研究

関内・関外地区の公共空間の活用や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30年8月～平成31年3月 平成26年度

411 都市整備局
一般社団法人横
浜みなとみらい２１

みなとみらい２１地区における「超ス
マート都市　エリアマネジメントプラッ
トフォーム」の構築
（横浜国大を中心とする産学官コ
ンソーシアム地球環境未来都市研
究会）

みなとみらい２１地区において、最先端技術を活用して、快適性・利
便性向上や賑わい増進、温暖化対策、防災対策など、エリアマネジメ
ントを推進するためのツール、プラットフォームを構築（クイーンズスクエア
横浜やパシフィコ横浜周辺の詳細な３次元のＧＩＳモデルの構築や、温
熱環境・人流等のデータセンシング及びシミュレーションなど）

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学ほか（筑波大学、東京
工業大学）

通年 平成26年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

412 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

東京都市大学、横浜市立大学、法
政大学

通年（委員会は平成30年6月、10月、
平成31年3月）

平成29年度

413 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

東京都市大学 通年（委員会は平成30年12月） 平成29年度

414 都市整備局 景観調整課 都市景観アドバイザー制度
都市景観協議等を進めるにあたり、創造的協議を適切かつ円滑に行
うために、専門的見地からの意見を聴収

3 市業務への提案・指導等 横浜国立大学、横浜市立大学 随時 平成24年度

415 都市整備局 景観調整課 横浜市屋外広告物審議会 横浜市屋外広告物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

東京都市大学、多摩美術大学 平成30年6月、平成31年2月

審議会は昭和31
年11月に設置
委員改選により今
回の連携先の委
員を任命したのは
平成30年12月１
日から

416 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30年5月 －

417 道路局 総務課職員係 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）

横浜国立大学、早稲田大学 平成30年8月 平成27年度

418 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と副座長を依頼
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30年12月 平成30年度

419 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と副部会長を
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30年4月 平成28年度

420 道路局 企画課 保土ケ谷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保土ケ谷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 平成30年7月、11月 平成29年度

421 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

①放送大学
②日本大学
③早稲田大学

通年（審議会は12月に開催）
①平成29年度
②平成15年度
③平成27年度

422 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、日本大学 通年 平成25年度

423 港湾局
客船事業推進課
（横浜川崎国際港
湾株式会社）

客船入港時の学生ボランティア募
集について

横浜客船入港時の大黒ふ頭、大さん橋及び三渓園での中国系及び
欧米人を対象にした各種誘導業務

4 事業の運営、協力・協働
フェリス女学院大学、横浜市立大
学、

平成30年4月、7月、8月、10月 平成30年度

424 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

消防隊員の疲労度判定方法の研究：消防活動中の消防隊員の身
体状況を、生理的情報、環境情報及び隊員が感じる疲労感を組み
合わせた疲労度として確認する手法について共同で研究

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成21年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

425 消防局 救急課 救急需要の将来予測 昨年度の研究成果をもとに、エリア別などの救急出場件数を予測
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成29年度

426 消防局 戸塚消防署 火災予防広報ツールの作成
フルカラー漫画により住宅火災の原因で多くを占めるたばこの不始末、
電気火災により大切な命、財産を失う怖さを伝える住宅火災予防普
及啓発動画を作成

4 事業の運営、協力・協働 湘南医療大学 平成30年12月～平成31年3月 平成30年度

427 消防局 青葉消防署
学生の消防団入団促進に対する
協力

各大学の学生に青葉消防団に入団していただけるよう、説明会の開
催や大学内のHPへの表示、チラシの配布等の協力を依頼
また、学生団員の訓練場所等を借用
学園祭にブースを出させていただき、広報活動を実施

4 事業の運営、協力・協働
①日本体育大学
②桐蔭横浜大学

①通年
②平成30年4月

①平成27年度
②平成28年度

428 消防局 青葉消防署
学生消防団員による学園祭ブース
出展

各大学の学園祭にブース出展し、来場者に対して消火器の取扱い指
導し、防災啓発を実施

4 事業の運営、協力・協働
①横浜美術大学
②桐蔭横浜大学

①平成30年10月
②平成30年9月

①平成30年度
②平成29年度

429 消防局 青葉消防署
日本体育大学と地域の総合防災
訓練

防災体験コーナーを設置し学生及び地域住民の訓練を支援
大学のグラウンドを使用してヘリコプター離着陸訓練を実施

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成30年10月 平成24年度

430 消防局 青葉消防署
青葉区防火ポスター優秀作品の
審査

区内小学生から募集した112作品の中から優秀10作品を選考
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜美術大学 平成30年9月 平成25年度

431 消防局 青葉消防署
子どもアドベンチャー2018「消防体
験塾あおばｉｎ日体大」

防災かまどを使用した非常食の試食体験のほか、大学内の施設探検
等を実施

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成30年8月 平成28年度

432 消防局 青葉消防署
春の火災予防運動「一日消防署
長」

日本代表選手が多く在籍する女子ラグビー部から一日消防署長を迎
え火災予防とともに今年横浜でも開催されるラグビーワールドカップをＰ
Ｒ

4 事業の運営、協力・協働 日本体育大学 平成31年3月 平成29年度

433 消防局 青葉消防署 学生を対象にした救助体験研修
消防業務に携わることを希望している学生に対して職務への理解を深
めてもらうために救助体験（ロープワーク）を実施

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31年1月 平成29年度

434 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にアプローチ

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学、横浜市立大学 平成30年4月、8月、10月 平成28年度

435 消防局
横浜市民防災セン
ター

オータムフェスタ2018
横浜市民防災センター主催のイベントにおいて、神奈川大学、明治
学院大学、県立保健福祉大学がワークショップを実施

4 事業の運営、協力・協働
神奈川大学、明治学院大学、県立
保健福祉大学

平成30年11月 平成30年度

436 消防局
横浜市民防災セン
ター

3.11被災地応援イベント～あの時
と今～

横浜市民防災センター主催のイベントにおいて、神奈川大学及び明
治学院大学がワークショップや東日本大震災に関するパネル展示を実
施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学、明治学院大学 平成31年3月 平成29年度

437 消防局
横浜市民防災セン
ター

防災啓発用冊子の共同制作
横浜市民防災センターで提供するプログラムで使用する防災啓発を
目的とした冊子を共同制作

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成31年3月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

438 消防局 予防課 イベント用展示物の制作
イベント来場者が、主に記念撮影用として映り込んで使用するトリック
アート制作

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成30年7月 平成30年度

439 水道局 計画課
水道施設（コンクリート構造物）の
長寿命化に向けた維持管理等に
関する研究

水道施設の長寿命化に向けて、劣化状況の非破壊検査方法、劣化
部分の補修方法の検討を大学の研究施設及び本市の水道施設を
使用し共同研究を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜国立大学 平成30年8月～平成31年3月 平成30年度

440 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
※荒天のため開催中止

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30年8月 平成25年度

441 水道局 公民連携推進課

道志村、フェリス女学院大学、水
道局連携による山梨県道志村の
社会的・経済的な問題解決に向
けた授業の実施

道志村の抱える課題について実際に道志村へ訪れ、村の魅力や改善
点を見つけ、新しい企画や農産物の商品開発などを提案
※平成27年12月より企画、平成29年４月に本授業の前段階として
開講
平成30年４月よりプロジェクト演習科目として授業開始

7 その他 フェリス女学院大学 平成30年4月
平成30年度

（平成27年度より
企画）

442 水道局 国際事業課 英語論文作成研修

国際会議などに向けた英語論文作成のため、研修講師を関東学院
大学の教授へ依頼
技術系論文を題材にして、技術英語を用いた論文作成力向上を目
的として9月に2回開催し、10名が受講

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学 平成30年9月 平成28年度

443 水道局 人材開発課
技術者養成実技研修（コンクリート
コース）

水道局の技術職員として必要なコンクリートの基礎知識を座学、実験
を通して習得することを目的として研修を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京都市大学 平成30年10月 平成30年度

444 水道局 人材開発課
技術者養成実技研修（土質コー
ス）

水道局の技術職員として必要な土質工学の基礎知識を座学、実験
を通して習得することを目的として研修を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学 平成30年11月 平成24年度

445 水道局 人材開発課
技術者養成実技研修（水理学
コース）

水道局の技術職員として必要な水理学の基礎知識（ベルヌーイの定
理、管路流れの水理計算等）を座学、実験を通して習得することを目
的として、研修を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学 平成30年11月 平成29年度

446 水道局 水源林管理所 プロジェクト演習
村おこしの策を検討する演習の一環として、学生に対して水源林の管
理・保全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

フェリス女学院大学 平成30年4月 平成28年度

447 水道局 水源林管理所 講座「KGUかながわ学（自然）」
学生向けの講座「KGUかながわ学（自然）」において、水源林の管理・
保全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

関東学院大学 平成30年7月 平成29年度

448 水道局 水源林管理所
研究プログラム「Yokohama Urban
Solutions Study (YUSS)」（フィー
ルドワーク）

大学が主催する研究プログラム「Yokohama Urban Solutions Study
(YUSS)」（全2ヶ月）のフィールドワークとして、今年度は、ブリティッシュコ
ロンビア大学（カナダ）、チェコ工科大学、ベトナム国家大学、フィリピン
大学（マニラ）から計6名の大学院生・研究者を受け入れ、水源林の
管理・保全について講義と水源林視察を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 平成30年11月 平成29年度

449 水道局 水源林管理所
慶應義塾大学SFC
 Open Research Forum 2018

食糧・エネルギー・水のネクサスの視点からSDGsの目標及び目標間の
関連性を議論し、相互連携による相乗効果の創出方法を展望する
フォーラムのパネラーとして参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

慶應義塾大学 平成30年11月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

450 水道局 鶴見水道事務所 神奈川大学防災フェア
学生・教職員の防災に対する意識や関心を高めるため、災害時給水
マップの配布及び備蓄用水缶を展示し3日分の水の備蓄呼びかけを
実施

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 平成30年11月 平成28年度

451 水道局 配水課
「非開削による鋳鉄配水管の耐久
性定量評価手順の妥当性に関す
る評価研究」に係る評価業務

佐世保市水道局が検討するアセットマネジメント手法についての第三
者評価業務

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 平成30年5～6月 平成30年度

452 水道局 配水課 講師の派遣 「横浜水道の歴史と科学技術」についての講義
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30年6月 平成26年度

453 水道局 配水課
「水道施設管理マッピングシステム
データ」の活用

「水道施設管理マッピングシステム」のデータについて、新たな活用方法
やＡＩ技術投入等の可能性についての研究

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年11月～平成31年3月 平成30年度

454
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

博物館実習の実施
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

八洲学園大学、日本女子大学、明
治大学、大正大学、国士舘大学、
青山学院大学、学習院大学、清泉
女子大学、昭和女子大学

平成30年8月～11月 平成７年度

455
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
インターンシップ

キャリア教育の一環として、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）

フェリス女学院大学 平成31年2～3月 平成25年度

456
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）

企画展共同調査 2020年開催予定の企画展「刺し子展（仮称）」に伴う共同調査
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

神奈川大学 平成31年3月 平成30年度

457
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）

大学との連携授業
大学の学外授業の一環として、横浜ユーラシア文化館の学芸員が
ユーラシア地域の文化に関して講義

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

鶴見大学 平成30年5月 平成27年度

458
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2018
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

①横浜薬科大学
②横浜市立大学
③慶応義塾大学
④日本体育大学
⑤横浜創英大学

平成30年8月

①平成23年度
②平成26年度
③平成28年度
④平成28年度
⑤平成30年度

459
教育委員会事
務局

生涯学習文化財
課

横浜市社会教育委員 横浜市社会教育委員の委員を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学、東京大学、東京都
市大学

平成30年11月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

460
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30年6月、12月 平成26年度

461
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

横浜国立大学、鎌倉女子大学、明
治学院大学、國學院大學、関東学
院大学、日本体育大学、国士舘大
学、明星大学、横浜高等教育専門
学校、和光大学、桐蔭横浜大学、
横浜薬科大学、麻布大学、北里大
学、相模女子大学、桜美林大学

平成30年4月～11月 平成25年度

462
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、教育実習の申し込み方法として、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」という方法を設置

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30年4月～通年 平成26年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

463
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
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30年4月～通年 平成26年度

464
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

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30年4月～通年 平成27年度

465
教育委員会事
務局

教職員育成課 人材育成指標ワーキンググループ 人材育成指標【管理職版】の改訂に係る協議を行う 4 事業の運営、協力・協働
鎌倉女子大学、関東学院大学、玉
川大学教職大学院、横浜国立大学
教職大学院

平成30年5月～12月 平成28年度

466
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が目的

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30年4月～11月 平成27年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

467
教育委員会事
務局

教職員育成課 玉川大学教育インターンシップ
教員を目指す玉川大学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ことが目的

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

玉川大学 平成30年4月～11月 平成29年度

468
教育委員会事
務局

教職員育成課 横浜国立大学スクールデー実践
教員を目指す横浜国立大学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ことが目的

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30年4月～3月 平成28年度

469
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30年5月 平成27年度

470
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、教職を目指す星槎大学の学生が学校教育の実際を学ぶことので
きる機会を提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

星槎大学 平成30年6月、12月 平成27年度

471
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、教職を目指す横浜市立大学の学生が学校教育の実際を学ぶこと
のできる機会を提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

横浜市立大学 平成30年4月～3月 平成25年度

472
教育委員会事
務局

教職員育成課
日本特殊教育学会自主シンポジ
ウムのシンポジスト

國學院大學の教員が実施する特別支援学校の教育実習に係るシン
ポジウムの提案者として参加

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30年9月 平成30年度

473
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、教職を目指す関東学院大学の学生が学校教育の実際を学ぶこと
のできる機会を提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

関東学院大学 平成30年12月 平成25年度

474
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、クラブ活動等の実技等指導補助を希望する小・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
平成30年5月～各学校の希望する期
間内

平成17年度

475
教育委員会事
務局

教育課程推進室 分析チャート作成委託
横浜市学力・学習状況調査結果分析チャート及び横浜市体力・運
動能力調査結果分析チャート等の作成委託

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

横浜市立大学 平成30年2月～3月 平成29年度

476
教育委員会事
務局

指導企画課
神奈川CSTプラン事業の共同実
施

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
資するために、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、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

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 平成30年4月～平成31年3月 平成21年度

477
教育委員会事
務局

指導企画課 横浜市立小学校体育大会
小学校体育大会を開催するにあたり、教員の負担軽減と、教員志望
の学生が直接児童と接することで経験となることを目的に、運営役員
の一部を大学生に協力

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学、横浜国立大学 平成30年10月～平成30年11月 平成30年度

478
教育委員会事
務局

高校教育課 横浜市立高等学校との教育連携
連携事業の具体的内容を協議するための協議会、運営委員会を開
催
大学教員と高校教員の協働による大学生向け教材の開発

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成18年度

479
教育委員会事
務局

高校教育課 横浜市立高等学校との教育連携
市立高校4校を対象とした特別講義、大学授業への参加、
卒論発表会の見学等の実施
高校英語科教員を対象とした大学教員による研修の実施

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18年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

480
教育委員会事
務局

高校教育課 横浜市立高等学校との教育連携 市立高校を対象としたインターンシップ、大学訪問、授業見学の実施
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 平成30年8月、平成31年3月 平成18年度

481
教育委員会事
務局

調査資料課

ヨコハマライブラリースクール
（横浜市立大学市民医療講座）
「血液のがんとは～白血病・リンパ
腫・骨髄腫について～」

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30年11月 平成27年度

482
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
内等を展示・配布

7 その他
大学・都市パートナーシップ協議会参
加全大学

通年 平成22年度

483
教育委員会事
務局

調査資料課
シラバス指定図書リストの提供・活
用

シラバス指定図書(講義関連図書）リストの提供を受け、図書館の選
書の参考として活用

7 その他 横浜市立大学 平成30年10月 平成30年度

484
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30年8月、12月、平成31年3月 平成26年度

485
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・利用案内を図書館内で紹介

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学、横浜商科大学 平成30年4月～ 平成27年度

486
教育委員会事
務局

鶴見図書館 鶴見おとなのための図書館ツアー
鶴見区内にある大学図書館（鶴見大学、横浜商科大学）、鶴見図
書館を加えた三館の見学会と説明会を実施

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学、横浜商科大学 平成30年6月
平成28年度

（29年度未実施）

487
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
２０１８　全４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、４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30年9～12月 平成27年度

488
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
する資料の紹介展示）

30年度は「学情でビジネスレベルアップ!!」として横浜市立大学が所蔵
する資料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30年8月 平成25年度

489
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
する資料類、パネルの展示）

30年度は前期と後期に分かれて、展示を実施
前期は大学の歴史のパネル展示を、後期は所蔵資料の展示

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 平成30年10月 平成25年度

490
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

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学、横浜市立大学 平成30年6月 平成27年度

491
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 関東学院大学、横浜市立大学 平成31年2月 平成27年度

492
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 関東学院大学 平成30年10～11月 平成28年度
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■ 平成30年度 市内大学等との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学】 【調査表１】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

493
教育委員会事
務局

戸塚図書館
戸塚区読書活動推進懇談会参
加

戸塚区役所と戸塚図書館が共催している「戸塚区読書活動推進懇
談会」の委員として懇談会に参加

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

明治学院大学 平成30年7月、平成31年2月 平成29年度

494
教育委員会事
務局

戸塚図書館 資料協力
非流通資料の相互交換、大学紀要の寄贈
大学図書館の蔵書情報をもとにした本の購入及び購入資料の通
知、退官教授などの蔵書引き取りについては今年度の取組はなし

7 その他 明治学院大学 通年 平成25年度

495
教育委員会事
務局

泉図書館 子どもも大人も本に親しむウィーク
泉区役所・泉図書館・大学の３者で連携し、読書推進活動の一環と
して絵本の読み聞かせ、朗読、ワークショップ、本の展示を実施

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 平成30年8月 平成29年度

496
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

小学校教諭及び小学校英語の現状を踏まえた講習の開発検討、小
学校の教員に対する免許法認定講習（英語）の実施及び、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30年6月～平成31年3月 平成28年度

497
教育委員会事
務局

国際教育課
外部専門機関と連携した英語指
導力向上事業

市内小中高等学校研修協力校（小学校2校、中学校6校、高等学
校1校）によるテーマに基づいた研究実践、研究発表会及び、公開授
業の実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

神奈川大学、東京家政大学、東京
学芸大学、東京女子大学、文教大
学

平成30年4月～平成31年3月 平成29年度

498
選挙管理委員
会事務局

選挙課
統一地方選挙にかかる大学生向
け啓発について

【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統一地方
選挙のバナーの掲載および横浜市選挙管理委員会特設ホームペー
ジへのリンクを依頼

7 その他
神奈川大学、鶴見大学、横浜商科
大学、横浜市立大学

平成31年3月 平成25年度

499
選挙管理委員
会事務局

選挙課
統一地方選挙にかかる大学生向
け啓発について

【啓発用幕類の掲出】
掲示板や建物内で、投票参加を呼び掛ける幕、看板を掲出

7 その他
神奈川大学、鶴見大学、東京都市
大学、横浜商科大学、横浜市立大
学

平成31年3月 平成23年度

500
選挙管理委員
会事務局

選挙課
統一地方選挙にかかる大学生向
け啓発について

【啓発ポスターの掲出】
掲示板や建物内で、統一地方選挙ポスターの掲出を依頼

7 その他
大学・都市パートナーシップ協議会参
加全大学

平成31年3月 平成23年度
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■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

1 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 平成30年10月、平成31年3月 平成18年度

2 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
平成30年6月から10月
（全７講）

平成27年度

3 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

昭和音楽大学 平成30年4月、8月 平成30年度

4 栄区 高齢・障害支援課
HUG横浜市福祉避難所版(仮称)
制作プロジェクト

(1)栄区福祉避難所連絡会で「福祉避難所運営シミュレーションゲー
ム」体験会を運営
(2)HUG横浜市福祉避難所版(仮称)制作プロジェクトでの助言等
(3)栄区福祉避難所連絡会でHUG横浜市福祉避難所版(仮称)体
験及び検証を運営

4 事業の運営、協力・協働 国際医療福祉大学大学院 平成30年5月～3月 平成30年度

5 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 平成30年11月、平成31年2月 平成27年度

6 瀬谷区 地域振興課
瀬谷区いきいき区民活動支援補
助金検討会

区民の皆さんが取り組んでいる地域課題の解決や地域の活性化を目
的として実施する事業や活動に対して補助金を交付する事業

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

法政大学 平成30年4月 平成22年度

7 瀬谷区 地域振興課 パネルシアター入門講座
区内で活動する方を対象としたパネルシアター入門講座を実施
参加者が、区民活動等を始めるきっかけの創出及び既に活動している
方が新たな活動手法を習得することの支援が目的

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

淑徳大学 平成30年12月 平成30年度

8 瀬谷区 瀬谷土木事務所 講師派遣
法律学特講「企業・団体法務の実務」ゲストスピーカー
テーマ：営造物管理瑕疵等について

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

学校法人　法政大学 平成30年12月 平成29年度

9
温暖化対策統
括本部

プロジェクト推進課
エネルギー密度を向上した大型車
用EVシステムの開発と大都市路
線バスへの適用実証

環境省から熊本大学への委託事業
熊本大学がH28～H30年度に開発を進めてきた「大型車用EVシステ
ム技術」を土台として、横浜市営の路線バスにおいて、さらなるシステム
開発と大都市圏でのEVバスの適用性を実証

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

熊本大学 平成30年5月～平成31年3月 平成30年度

10 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)

ゼミの一環としての講義・ディスカッ
ション、施設見学

ジェンダーや多様性に配慮できる学生を育成するゼミの一環としてセン
ター横浜南での若年無業女性支援事業について講義、学生とのディ
スカッション「めぐカフェ」も実際に利用

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

上智大学 平成30年9月

11 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)

2018年労働講座企画委員会寄
付講座「自分の未来をつかめ～
OB・OGの働き方を通して考える」
職場のリアル（４）働く人たちの貧困

明治大学より非正規雇用単身女性の現状と課題について講義の依
頼を受託したため職員を講師として派遣

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

明治大学 平成30年5月

12 国際局 国際連携課
学ぼう！感じよう”アフリカ”　ビジネ
スセミナー＆体験型ワークショップ

TICAD７開催に向け一般市民を対象にアフリカのビジネスセミナーや体
験型のワークショップを開催しアフリカを身近に感じてもらう取組を実施
連携先大学の教授がビジネスセミナーのモデレーターを務める

4 事業の運営、協力・協働 早稲田大学 平成30年12月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

13 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

①フィットネスヨコハマ２０１８
②ビーチスポーツフェスタ２０１８
③ヨコハマﾍﾞｲｻｲﾄﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ２０１８

当日運営ボランティア 4 事業の運営、協力・協働 神奈川工科大

平成30年
①5月
②7月、8月
③11月

平成23年度

14 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

横浜マラソン2018 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 帝京大学、東海大学、東洋大学 平成30年10月 平成27年度

15 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市体育協会）

2018世界トライアスロンシリーズ横
浜大会

①大会運営に伴うボランティア活動
②グリーントライアスロンイベント
③トライアスロンアンケート調査

4 事業の運営、協力・協働
①②東海大学
③早稲田大学

平成30年
①5月
②4月
③5月

①平成24年度
②平成21年度
③平成21年度

16 文化観光局 企画課
横浜の水辺を活かした新たな魅力
創出事業

横浜市が継続的に世界でプレゼンスを発揮できるオンリーワンの魅力と
ブランド力を持った都市となることを目的に地方創生のノウハウを持つ
事業構想大学院大学と協定を締結
水辺を活かした新たな魅力づくりを連携して取り組み、平成30年度は
地域団体とも協力しながらレーザーによる大岡川のライトアップを実施
（10/26～11/4）

4 事業の運営、協力・協働 事業構想大学院大学 通年（ライトアップは10月、11月） 平成29年度

17 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜美術館

城西国際大学インターンシップ
横浜美術館子どものアトリエの「夏休み造形講座」および「親子のフ
リーゾーン」における講座運営補助

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

城西国際大学 平成30年8月 平成15年度

18 文化観光局

公益財団法人横
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）

①昭和音楽大学・昭和音楽大学短
期学部
②桜美林大学
③武蔵野音楽大学
④東京基督教大学

通年

①平成22年度
②平成26年度
③平成22年度
④平成18年度

19 文化観光局

公益財団法人横
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 平成30年6月～11月 平成23年度

20 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

多摩美術大学情報デザイン学科
メディア芸術コース2018年度卒業
制作展

卒業制作展の開催支援 4 事業の運営、協力・協働 多摩美術大学 平成31年3月 平成18年度

21 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

立教大学インターンシップ ダンス公演の運営を中心に、文化施設運営全般を経験
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

立教大学 平成30年8月 平成27年度

22 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

横浜ダンスコレクション2019
国際ダンス映画祭 「身体が残
る。」

展覧会の共催 4 事業の運営、協力・協働 東京造形大学 平成31年1月～2月 平成30年度



48 / 59 ページ

■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

23 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団　大佛次郎
記念館

「鞍馬天狗のいない明治維新　大
佛次郎『天皇の世紀』再読」講演
会

大佛次郎「天皇の世紀」執筆から50年を記念した講演会講師
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

日本女子大学 平成30年11月 平成30年度

24 文化観光局
公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団

インターンシップ
美術館建設を学ぶ学生対象に課題取り組みとしての現場見学とレク
チャーを実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

武蔵野美術大学 平成30年5月 平成30年度

25 文化観光局
公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団

インターンシップ
学芸員としての就業を目指す学生のインターン生を受入れ実務実習
を通じて将来のキャリア形成に寄与

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

立教大学 平成30年11月～31年1月 平成30年度

26 文化観光局

公益財団法人横
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
として制作しこれをHP公開などで活用
9/29-10/21　あざみ野コンテンポラリ－vol.9「今もゆれている」
1/26-2/24 あざみ野フォトアニュアル「長島友里枝展」「横浜市所蔵カ
メラ・写真コレクション展」
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30年4月 平成23年度

27 文化観光局

公益財団法人横
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30年4月 平成27年度

28 文化観光局

公益財団法人横
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30年4月 平成18年度

29 文化観光局

公益財団法人横
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31年2月 平成18年度

30 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団
横浜市民ギャラリー
あざみ野

あざみ野フォトアニュアル「長島有里
枝展」視覚障がい者鑑賞サポー
ト：音声ガイド開発・導入

視覚に障がいのある方が作品を鑑賞するため作家自身の発案により
一部の作品に視覚障がい者限定の音声ガイドを大学との連携により
開発・導入

4 事業の運営、協力・協働 城西国際大学 平成31年1月 平成30年度

31 文化観光局

公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団　広報・ＡＣ
Ｙグループ

関内外OPEN！１０
「関内外OPEN！10」の運営サポート。創造界隈拠点や関内外のスタ
ジオを回ったり「文化芸術創造都市・横浜」の取り組みを座学で学ぶ

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

立教大学、京都造形芸術大学 平成30年10月～11月 平成21年度

32 文化観光局 観光振興課

横浜観光ＭＩＣＥ推進に係るアドバ
イザリー会議
※(公財)横浜観光コンベンション・
ビューロー事業（横浜市補助）

横浜の観光ＭＩＣＥをめぐる現状と課題について学識経験者や観光事
業者等を交えて議論し事業戦略を構築

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東洋大学 平成30年10月、平成31年2月 平成30年度
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33 文化観光局 観光振興課
横浜マリンタワー運営等事業者選
定委員会

横浜マリンタワーの次期運営等事業者選定にあたり必要な事項を議
論

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

大妻女子大学 平成30年7月、9月 平成29年度

34 文化観光局 MICE振興課
サステナブル・ブランド国際会議
2019
ユース・アクティビティ・プログラム

サステナブル・ブランド国際会議2019において、横浜在住・在学・在勤
の18歳から35歳までの次世代（ユース）が参加者又はスタッフとして会
議に参画することができる「ユース・アクティビティ・プログラム」を実施
プログラムの実施結果に基づき、今後の国際会議におけるユースの活
躍支援を検討

4 事業の運営、協力・協働 駒澤大学
平成31年
1月～3月

平成30年度

35 文化観光局 MICE振興課

MICE次世代育成事業
「パソコンで学ぶ進化生物学と分
子系統解析
～MEGA を使って分子系統樹を
描いてみよう！～」

「分子生物学と進化の国際学会2018 年年次大会(SMBE2018）」の
開催に合わせて分子系統解析の実践方法を学ぶとともに進化生物
学に関する学問的な興味、関心の向上を図るための講演を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

首都大学東京 平成30年7月 平成30年度

36 文化観光局 MICE振興課
MICE次世代育成事業
「救急医療；命を救う、社会を支え
る仕事を知ろう」

「第46回日本救急医学会総会・学術集会」の開催に合わせて救急の
医師や看護師、救急救命士などが活躍する場面についての講演を実
施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

帝京大学 平成30年11月 平成30年度

37 経済局

ライフイノベーション
推進課（公益財団
法人横浜企業経
営支援財団）

医工連携支援プロジェクト
医療・健康分野等における医療機器開発等に取り組む「横浜医療機
器ビジネス研究会」に対し、医工連携でのイノベーション創出取り組み
について講演

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

鳥取大学 平成30年7月 平成30年度

38 経済局

ライフイノベーション
推進課（公益財団
法人横浜企業経
営支援財団）

医工連携支援プロジェクト
医療・健康分野等における医療機器開発等に取り組む「横浜医療機
器ビジネス研究会」に対し新技術等の研究開発に向けた支援

4 事業の運営、協力・協働 東京医科大学 平成30年7月 平成30年度

39 経済局

ライフイノベーション
推進課
（公益財団法人木
原記念横浜生命
科学振興財団）

九州大学・ARDENT運営委員会
LIP横浜等の活動を紹介するとともに、九州大学を中心とした産学連
携活動に関する助言等を実施（先方からの出席依頼）

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

九州大学 平成30年11月 平成29年度

40 経済局
ライフイノベーション
推進課

健康経営の効果測定 横浜健康経営認証事業所における効果測定を実施
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東京大学 平成30年7月～平成31年2月 平成29年度

41 経済局
公益財団法人横
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 平成30年6月、平成31年3月 平成24年度

42 経済局
公益財団法人横
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

青山学院女子短期大学 平成30年6月、平成31年3月 平成28年度

43 こども青少年局 保育・教育人材課 初級　乳児保育研修
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182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30年5月、6月 平成28年度

44 こども青少年局 保育・教育人材課 コミュニケーション研修
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、延べ87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

岡崎女子大学 平成31年2月 平成29年度
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45 こども青少年局 保育・教育人材課 こどもと保護者の心理学入門研修
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、延べ91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

埼玉県立大学 平成30年8月 平成30年度

46 こども青少年局 保育・教育人材課
園内研修リーダーフォローアップ研
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3回、延べ111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

聖心女子大学 平成30年6月、10月、平成31年2月 平成30年度

47 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の発表
会を実施予定

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

聖心女子大学、和泉短期大学、こど
も教育宝仙大学

平成31年3月 平成28年度

48 こども青少年局 保育・教育人材課 保育実習指導者研修
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、延べ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

東京未来大学 平成30年11月 平成30年度

49 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予
定

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京家政大学 平成31年3月 平成28年度

50 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、延べ492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

東京大学大学院 平成31年1月 平成30年度

51 こども青少年局 保育・教育人材課
幼稚園幼児指導要録・認定こども
園園児指導要録研修

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、延べ181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

大阪総合保育大学 平成30年12月 平成29年度

52 こども青少年局 保育・教育人材課
（保育士等キャリアアップ研修）
乳児保育分野

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651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

和泉短期大学、聖心女子大学、こど
も教育宝仙大学

平成30年6月～11月 平成28年度

53 こども青少年局 保育・教育人材課
（保育士等キャリアアップ研修）
幼児教育分野

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692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

和泉短期大学、相模女子大学 平成30年7月～12月 平成28年度

54 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
（保育士等キャリアアップ研修　マネ
ジメント分野）

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558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

聖心女子大学 平成30年6月～平成31年1月 平成28年度

55 こども青少年局 保育・教育人材課
（保育士等キャリアアップ研修）
食育・アレルギー対応分野

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
2日間、延べ281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

相模女子大学 平成30年9月 平成30年度

56 こども青少年局 保育・教育人材課
（保育士等キャリアアップ研修）
保護者支援・子育て支援分野

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
2日間、延べ293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

大妻女子大学、社会事業大学 平成30年8月 平成30年度

57 こども青少年局 保育・教育人材課 定例実践研究
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究を実施
計5回、延べ128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

中村学園大学 平成30年5月～平成31年1月 平成30年度

58 こども青少年局 保育・教育人材課 定例実践研究報告会
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究の報告
会を実施
1回、延べ51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

中村学園大学 平成31年2月 平成30年度
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59 こども青少年局 保育・教育人材課 給食研修会
市内保育所等の職員を対象として、食育の取り組みにおける多職種
の連携についての講演会を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

武蔵野短期大学 平成30年11月 －

60 こども青少年局 保育・教育人材課
保育所勤務栄養士企画　食育研
修会

市内保育所等の職員を対象として、離乳完了後から２歳頃までの食
についての講演会を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東洋大学 平成30年12月 －

61 こども青少年局 保育・教育人材課 乳児食講習会
市内保育所等の職員を対象として、乳児期の食事や保護者支援に
ついての講演会を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

相模女子大学 平成31年2月 －

62 こども青少年局 保育・教育人材課
保育所等勤務栄養士企画　食育
研修会

市内保育所等の職員を対象として、食育計画の作成についての講演
会を実施

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31年2月 平成30年度

63 こども青少年局 保育・教育人材課 食物アレルギー講習会
市内保育所等の職員を対象として、保育所等における食物アレル
ギー対応についての講演会を実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

湘北短期大学 平成31年2月

64 こども青少年局 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業　有識
者を交えた事業評価

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30年8月9月 平成21年8月

65 こども青少年局 子育て支援課
横浜市版子育て世代包括支援セ
ンターのあり方検討会　分科会（子
育て支援）

横浜市版子育て世代包括支援センターの本格実施に向けた基本的
な考え方の整理等（地域子育て支援拠点事業の振り返り）

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

日本福祉大学 平成30年6月、8月、9月 平成30年度

66 こども青少年局 子育て支援課
横浜市私立幼稚園等預かり保育
事業担当者研修会

預かり保育や幼児教育に関する講演
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

和泉短期大学 平成30年7月、10月 平成30年度

67 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
心理学及び社会福祉学等を専攻する大学生等をユースサポーターと
して登録し、ひきこもり状態にある若者へ家庭訪問等を行うことにより、
社会参加に向けた支援を行う本事業への参加募集、協力要請

4 事業の運営、協力・協働 首都大学東京、県立保健福祉大学 平成30年6月 平成19年4月

68 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 平成30年7月 平成22年4月

69 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
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 平成30年4月 平成4年4月

70 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

東京学芸大学、明治大学 平成30年8月～平成31年2月 平成24年9月

71 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や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講師

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

大正大学 平成31年2月 平成25年4月

72 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「家族の中のコミュ
ニケーション」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

東京学芸大学 平成30年8月 平成26年4月
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■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

73 健康福祉局
（横浜市社会福祉
協議会）

権利擁護事業　現任者研修
支援を必要とする方の自己実現や意思決定支援を踏まえた、社会福
祉協議会の職員として持つべき、権利擁護の視点について学ぶ研修
の講師を依頼

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

聖隷クリストファー大学 平成30年9月 平成29年度

74 健康福祉局
（横浜市社会福祉
協議会）

第4期横浜市市民後見人養成課
程

養成課程（基礎編）の「地域福祉概論Ⅰ」の講師を依頼
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

静岡福祉大学 平成30年7月 平成30年度

75 健康福祉局
（横浜市社会福祉
協議会）

年金共済事業運営委員会 運営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

神戸市外国語大学
通年
委員会は年4回開催

平成16年度

76 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推進にあたり、共同事務局である区職員、
区社協職員が、各区の地域福祉保健計画推進の状況や地区別支
援チームの体制等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に実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

静岡福祉大学 平成30年9月 平成27年度

77 健康福祉局 福祉保健課
田園調布学園大学による「地域の
見守りネットワーク構築支援事業
フォローアップ調査」への協力

田園調布学園大学による「地域の見守りネットワーク構築支援事業
フォローアップ調査」の実施に係る連携・協力

4 事業の運営、協力・協働 田園調布学園大学 平成31年1月～3月 平成30年度

78 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30年6月 平成28年度

79 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

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30年7月 平成18年度

80 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②

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30年12月 平成18年度

81 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、ＰＤ
ＣＡ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30年11月 平成26年度

82 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　保健師責任職
研修①

保健師責任職を対象とし、公衆衛生行政及び福祉保健施策の推進
を意識しながら、組織横断的に総合調整し、リーダーシップとマネジメン
ト能力を発揮できる人材を育成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

国立保健医療科学院 平成30年7月 平成30年度

83 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　保健師責任職
研修②

保健師責任職を対象とし、公衆衛生行政及び福祉保健施策の推進
を意識しながら、組織横断的に総合調整し、リーダーシップとマネジメン
ト能力を発揮できる人材を育成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

国立保健医療科学院 平成30年8月 平成30年度

84 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

国際医療福祉大学 平成30年11月 平成18年度

85 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

法政大学 平成30年7月、平成31年3月 平成18年度
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■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

86 健康福祉局 障害企画課
障害者就労支援センター事業にお
ける有識者ヒアリング

「横浜市障害者就労支援センターに対する点検及び評価実施要綱」
に基づき行った有識者によるヒアリングのための有識者としての依頼

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

法政大学 平成31年2月 平成29年度

87 健康福祉局 障害企画課
横浜市精神保健福祉審議会
（依存症対策検討部会兼務）

横浜市精神保健福祉審議会を委嘱
（依存症対策検討部会委員を兼務）

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

田園調布学園大学 平成30年1月、平成31年3月 平成30年度

88 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（懇談会）委員として会議へ参加
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東海大学 平成30年7月、平成31年3月 平成26年度

89 健康福祉局 障害企画課
横浜市自殺対策計画策定検討
会

横浜市自殺対策計画策定検討会（懇談会）委員として会議へ参加
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東海大学 平成30年4月、6月、8月、12月 平成30年度

90 健康福祉局 障害支援課
横浜市障害者グループホーム職員
研修

障害者グループホームでの勤務経験の浅い世話人・生活支援員に対
し、精神障害に関する理解を深める研修を実施

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31年2月 平成29年度

91 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

医療・介護統合データベースの共
同研究

本市が構築した医療・介護統合データベースを用いて医療・介護情報
と連結した分析を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

産業医科大学 平成30年10月～平成31年3月 平成30年度

92 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

健康とくらしの調査
「健康とくらしの調査」の実施と調査分析結果を活かした本市介護予
防施策への助言等を依頼

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

千葉大学
※一般社団法人日本老年学的評
価研究機構（JAGES)として連携

通年 平成25年度

93 医療局 医療政策課
医療・介護統合データベースの共
同研究

本市が構築した医療・介護統合データベースを用いて医療・介護情報
と連結した分析を実施

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

産業医科大学 平成30年10月～平成31年3月 平成30年度

94 医療局 医療政策課
横浜市保健医療協議会　病床整
備検討部会

平成30年度病床整備事前協議に係る協議と審査
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

国際医療福祉大学大学院、北里大
学

平成30年9月、平成31年1月 平成30年度

95 医療局 がん・疾病対策課
横浜市在宅医療連携拠点事業
拠点従事者向け研修

在宅医療連携拠点では、医療介護関係者間による在宅医療連携
上の課題や対応策の検討を行うための多職種連携会議、事例検討
会を実施している、効果的な多職種連携、事例検討会の運営方
法、ファシリテーションにかかるスキルアップを図るための研修を開催する
にあたり講師を依頼

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

山形県立保健医療大学 平成30年9月 平成30年度

96 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 平成30年5月ほか 平成21年度

97 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」の現地授業を実施
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実施（平成31年3
月に結果報告）

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東京家政学院大学 平成30年10月及び11月 平成27年度
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■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

98 環境創造局 公園緑地管理課
横浜市公園及び公園施設指定
管理者選定評価委員会

横浜市公園及び公園施設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

①東京農業大学
②千葉大学

平成30年4月、5月、7月、9月、10月、
11月、平成31年2月、3月
（1月に複数回開催する月もあり、全13
回開催）

①平成15年度
②平成25年度

99 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

鳥類における抗マラリア薬の血中動
態に関する研究

ニワトリの血液を検体提供
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

日本大学 随時 平成30年度

100 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

ホンドタヌキの集団遺伝学的研究
に関する調査

保護されたホンドタヌキの毛、糞をサンプリングし検体提供
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東京農業大学大学院 随時 平成30年度

101 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

傷病鳥獣の二次治療に関する連
携研究

放野不能な傷病鳥獣を移管し二次治療等の研究に提供
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東京農工大学 随時 平成28年度

102 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

各種哺乳類の舌粘膜における舌
乳頭の結合組織芯の立体構造に
関する形態学的研究

死亡動物の舌を検体提供
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

日本歯科大学 随時（死亡個体があった場合） 平成28年度

103 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

キリンの性ステロイドホルモンの測定
キリンの春機発動（初回排卵）時期を糞中ホルモン（プロジェステロン）
の動態から明らかにすることを目的に、解析したホルモン動態をもとに繁
殖に向けたペアリングや出産時期など飼育管理に寄与

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

岐阜大学 平成30年4月～3月 平成29年10月

104 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

飼育下霊長類の感覚遺伝子と感
覚使用について

タッチパネル機能付きモニターに画像を呈示し被験体が解答することで
課題を遂行
基本的な色覚、学習能力、理解等を調査
口腔内スワブを採取し遺伝子解析

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

甲南女子大学、東京大学 平成30年5月 平成28年度

105 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　野
毛山動物園）

業界・就職セミナー講師 業界説明・自社紹介・質疑応答含む45分講義を2回実施
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京農業大学 平成30年12月 平成29年度

106 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

飼育下コアラにおける生理的変化
に伴う尿中コルチゾールと性ホルモ
ンの濃度動態の関係について

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）

京都大学 平成30年4月 平成28年度

107 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

動物体の機能携帯学的特徴の解
明

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）

帯広畜産大学 平成30年4月 平成29年度

108 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

哺乳動物の繁殖生理学的機能の
解明

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）

帯広畜産大学 平成30年4月 平成29年度
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■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

109 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

遺伝子資源の保全を目的とした卵
巣内初期卵胞の発育法および凍
結保存法の確立に関する研究

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）

京都大学 平成30年4月 平成29年度

110 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

鳥類の血液原虫感染に関する研
究

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）

日本大学 平成30年4月 平成29年度

111 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

インドゾウの施設間移動が個体に
与える影響について

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）

日本大学 平成30年4月 平成29年度

112 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

飼育下オカピの施設間移動が個
体に与える影響について

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）

日本大学 平成30年4月 平成29年度

113 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

動物園動物における血清中アミロ
イドAタンパクの測定

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）

京都大学 平成30年4月 平成29年度

114 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

疥癬の原因となる各種ヒゼンダニサ
ンプル収集について

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）

帝京大学 平成30年4月 平成30年度

115 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

飼育下オオツノヒツジの獣舎変更に
伴う影響評価について

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）

日本大学 平成30年5月 平成30年度

116 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

動物園が所有する理科教育プログ
ラムの調査

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）

愛知教育大学 平成30年5月 平成30年度

117 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

気持ち温度計を用いた主観評定
にもとづく体験学習プログラムの評
価分析

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）

札幌市立大学 平成30年5月 平成30年度

118 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

保護タヌキのDNAサンプルの提供に
ついて

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）

東京農業大学 平成30年6月 平成30年度

119 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

バクをはじめとした奇蹄類の歩き方
の特徴について

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）

帝京科学大学 平成30年7月 平成30年度

120 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

ニホンカモシカ等ウシ科動物の遺伝
的多様性解析のための共同研究
について

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）

東京大学 平成30年7月 平成30年度
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■ 平成30年度 市内大学等以外との連携取組事例【大学・都市パートナーシップ協議会参加大学以外】 【調査表２】

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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

121 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

タヌキによる道路横断用資材の利
用性の評価に関する共同研究に
ついて

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）

麻布大学 平成30年8月 平成30年度

122 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

ユーカリ樹葉の提供依頼について 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）

帝京科学大学 平成30年8月 平成30年度

123 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

キーパーズトークの現状と課題 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）

日本獣医生命科学大学 平成30年10月 平成30年度

124 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

コアラの腸内細菌の同定 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）

帝京科学大学 平成31年1月 平成30年度

125 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
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実施 4 事業の運営、協力・協働 多摩美術大学 平成30年11月 平成27年度

126 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

講義対応 動物園概論の一部を担当
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

麻布大学 平成30年10月 平成22年度

127 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園）

講義対応 動物園の役割とその活動について特別講義
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

日本獣医生命科学大学 平成30年7月 平成27年度

128 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
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

体に障がいを持った方やそのご家族を、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 帝京科学大学 通年 平成24年度

129 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
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

動物のガイドを月2回実施 7 その他 帝京科学大学 通年 平成24年度

130 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
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

体に障がいを持った方やそのご家族を、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 平成30年6月 平成24年度

131 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　よ
こはま動物園）

ｐZoo　LAB.
よこはま動物園にいる動物をテーマに実施する一般来園者向けワーク
ショップ
当日の運営とそれに伴う準備のサポート

4 事業の運営、協力・協働 東京工芸大学 平成30年11月、平成31年3月 平成15年度

132 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　よ
こはま動物園）

ツシマヤマネコの栄養管理
飼育下繁殖推進のため、疾病の予防および年齢や季節等に適した
飼料の給与など、本種の基礎的な栄養要求量や代謝率等を明らか
にし、飼料内容を検討

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

日本獣医生命科学大学 通年 平成27年度
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番号
区・局

（統括本部及び
会計室を含む）

課
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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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

133 環境創造局

動物園課
（公益財団法人横
浜市緑の協会　よ
こはま動物園）

ツシマヤマネコの精巣の固さ変化の
ホルモン動態の関連について

精巣の感触からホルモン動態を推定できるか検討
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

岐阜大学 平成30年4月～8月 平成27年度

134 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 平成30年4月～平成31年3月 平成14年度

135 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

サドガエルおよ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 平成30年4月～平成31年3月 平成24年度

136 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）

中部大学 平成30年4月～平成31年3月 平成26年度

137 環境創造局
動物園課 繁殖セ
ンター

鳥類の病態解明に係る共同学術
研究

鳥類の疾病原因究明他
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

北里大学 平成30年4月～平成31年3月 平成29年度

138 環境創造局
動物園課 繁殖セ
ンター

希少動物の種の保存に係る共同
学術研究について

希少動物の人工繁殖等に係る研究他
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

北海道大学 平成30年4月～平成31年3月 平成29年度

139 建築局 住宅政策課 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

日本大学 平成30年9月、平成30年11月 平成30年度

140 建築局 営繕企画課 神奈川建築フォーラム
トークショー「建築から環境へ～サステナブルで豊かな暮らしに向けて
～」に登壇

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

首都大学東京 平成30年10月 平成30年度

141 建築局 営繕企画課
かながわ建築祭２０１９ シンポジウム１「建築から環境へ～環境デザインの課題と可能性～」の

パネリストとして登壇
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

芝浦工業大学、大阪工業大学 平成31年2月 平成30年度

142 建築局 営繕企画課
汐見台小学校建替え工事に伴う
設計業務委託公募型簡易プロ
ポーザル

評価検討会委員として、一次評価（書類審査）及び二次評価（ヒアリ
ング）に参加

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東洋大学 平成30年7月～10月 平成30年度

143 建築局 営繕企画課
上菅田小学校建替え工事に伴う
設計業務委託公募型簡易プロ
ポーザル

評価検討会委員として、一次評価（書類審査）及び二次評価（ヒアリ
ング）に参加

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

首都大学東京 平成30年7月～10月 平成30年度

144 建築局 営繕企画課 第70回建築セミナー
職員向け研修「第70回建築セミナー」にて、「こどもとおとなの空間デザ
イン～授乳室から公園まで～」に講師として登壇

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東洋大学 平成30年7月 平成30年度

145 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、首都大学東京、明治大
学

通年（部会は平成30年6月、7月、11
月、12月、平成31年1月）

平成29年度
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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
平成30年度
実施年月

連携取組
開始年度

146 水道局 国際事業課
東洋大学「グローバルビジネス論」
での講義

東洋大学経済学部において2018年秋学期に開講した13回連続講
義「グローバルビジネス論～SDGｓ時代の水問題と水ビジネス～」にお
いて、12月13日午前9時から講義「横浜水道の国際展開」90分1コマ
を担当

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東洋大学 平成30年12月 平成30年度

147 水道局 小雀浄水場
「水道水質の評価及び管理に関
する総合研究」に係る研究協力

全体会議、及び微生物分科会への出席
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

北海道大学 通年 平成28年度

148 水道局 水源林管理所 上智大学ソフィアシンポジウム2018

SDGsの実現に向けて、森の生態系サービスを生かした持続可能な地
域づくりについてのパネルディスカッションが開催され、ピーター・ベッソー
（国連森林フォーラム第12期議長）、エリン・ケリー（フンボルト州立大学
准教授）らとともに、パネラーとして参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

上智大学大学院 平成30年6月 平成30年度

149 水道局 水源林管理所 森林政策学演習
演習科目「森林政策学」の現地実習（座学と現地調査）を横浜市有
道志水源林で実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京大学大学院 平成30年8月 平成29年度

150 水道局 配水課 講師の派遣
留学生プログラム「水道分野中核人材育成コース」の中での、「水道
管路更新の取り組み」についての講義

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

東京大学 平成30年11～12月 平成30年度

151
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

これまで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
県下の歴史諸施設の専門職員の参加を得て研究会を開催
本年度はその成果を執筆し報告書を刊行

1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東海大学 通年 平成19年度

152
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）

社会体験実習 教員養成課程社会体験を目的とした学生の受入
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

学習院大学 平成30年6月〜8月 平成28年度

153
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）

企画展共同調査 ２０２０年開催予定の企画展「緒形拳展（仮称）」に伴う共同調査
1 調査・研究（委託、補助
金、共同、協働）

東海大学 通年 平成30年度

154
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）

大学との連携授業
大学の学外授業の一環として横浜ユーラシア文化館の学芸員がユー
ラシア地域の文化に関して講義

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

淑徳大学 平成30年4月、5月 平成29年度

155
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）

大学との連携授業
大学の学外授業の一環として横浜ユーラシア文化館の学芸員がユー
ラシア地域の文化に関して講義

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

日本大学 平成30年5月 平成25年度

156
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）

大学との連携授業
大学の学外授業の一環として横浜ユーラシア文化館の学芸員がユー
ラシア地域の文化に関して講義

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

明星大学 平成30年10月 平成30年度

157
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）

大学との共催企画展
早稲田大学會津八一記念博物館と共催で「博士に愛した中国陶
磁ー美と技の5000年」を開催

4 事業の運営、協力・協働 早稲田大学 平成30年4月～平成31年1月 平成29年度
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158
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2018 インターンシップ実習生の受入
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

青山学院大学、埼玉大学 平成30年8月 平成30年度

159
教育委員会事
務局

教職員育成課 明星大学教職インターンシップ
教員を目指す明星大学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が目的

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

明星大学 平成30年5月～12月 平成30年度

160
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が目的

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30年4月～3月 平成26年度

161
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、教員とし
ての実践力を身に付けることが目的

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30年4月～3月 平成28年度

162
教育委員会事
務局

教職員育成課 専修大学短期インターンシップ
教員を目指す専修大学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が目的

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

専修大学 平成30年10月 平成29年度

163
教育委員会事
務局

教職員育成課
東京理科大学短期インターンシッ
プ

教員を目指す東京理科大学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が目的

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

東京理科大学 平成30年1月 平成30年度

164
教育委員会事
務局

教職員育成課 初等教育課程発表会講師
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、教職を目指す和光大学の学生が学校教育の実際を学ぶことので
きる機会を提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

和光大学 平成30年12月 平成29年度

165
教育委員会事
務局

教職員育成課 関私教協研究部会における講演 関私教協研究部会第１部会（教育実習）における講演
5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

田園調布学園大学 平成30年12月 平成30年度

166
教育委員会事
務局

教職員育成課 インターンシップ発表会講師
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、教職を目指す明星大学の学生が学校教育の実際を学ぶことので
きる機会を提供

5 大学への供与（インターン
シップ、講義等）

明星大学 平成30年12月 平成30年度

167
教育委員会事
務局

高校教育課 横浜市立高等学校との教育連携
市立戸塚高校音楽コースにおける非常勤講師の推薦、
講義・授業の見学等

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

昭和音楽大学、昭和音楽大学短期
大学部

通年 平成25年度

168
教育委員会事
務局

調査資料課
ヨコハマライブラリースクール「自然災
害研究の最前線～自分の身を守
るために知っておくこと」

市民対象の講座（ヨコハマライブラリースクール）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

東京学芸大学 平成30年9月 平成30年度

169
教育委員会事
務局

国際教育課 日本語指導者養成講座
国際教室担当教員のうち担当としての経験が１年未満の教員に対す
る国際教室運営や日本語指導に係る悉皆研修の実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京学芸大学、東京外国語大学 平成30年4月、7月 平成28年度

170
教育委員会事
務局

国際教育課 新任管理職研修
新任の校長・副校長が参加する研修における国際教室運営や日本
語指導に係る研修の実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京学芸大学 平成30年5月 平成28年度
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