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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
令和2年度
実施年月

連携取組
開始年度

1 鶴見区 こども家庭支援課 保育士確保推進事業

鶴見大学短期大学部保育科の学生が、就職先として鶴見区内の保
育園を選択肢に入れてくれるように、学生支援課やキャリア支援課等と
連携し、区内保育施設の魅力を学生にＰＲ（広報物の配布等）
本取組みは、鶴見区内保育施設における保育士不足の解消を狙う
もの

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

鶴見大学 令和2年4月～令和3年3月 平成28年度

2 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高校進学を目指した中学生に対し
ての学習支援（つるみ未来塾）、高校生に対しての中退防止・定着支
援、高校生世代の者に対する居場所の提供及び将来の進路の幅を
広げるための支援（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

通年
週5回、年間240回
※ただ、令和2年度は令和2年3月2日から6
月1日まで事業を停止した影響で180回

平成25年度

3 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（令和２年度は書面開催）の委員とし
て、鶴見大学公共医科学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（通信訓練）に同大
学として参加（会議：９・12・３月　訓練：１月）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学

区災害医療連絡会議
令和2年9月、12月、令和3年3月
鶴見区災害医療訓練（通信訓練）
令和3年1月

平成26年度

4 鶴見区 福祉保健課 歯科保健啓発ワッくん絵本の作成

虫歯予防や歯周病予防をテーマに、区のマスコット“ワッくん”が登場す
る物語を作成。絵コンテは鶴見大学短期大学部歯科衛生科の学生
の有志が作成
令和3年1月に区HPに掲載済
令和3年度以降、製本版を保育園や歯科医院に配架予定

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学短期大学部 令和2年2月～令和3年1月 令和元年度

5 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
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発表会も含め
て全てオンラインで実施

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜商科大学 令和2年4月～令和2年7月 平成28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（イベント含む）をＷｅｂサイ
ト、Twitter、Facebookと合わせて情報を発信
※　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、学生による現
地調査ができなかったため、新規の情報発信はなし

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 通年 平成28年度

7 鶴見区 区政推進課
入学式歓迎イベントにおけるビデオ
メッセージ

入学式当日に行う歓迎イベントの一環として、区長から歓迎のビデオ
メッセージを収録

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 令和3年2月 平成28年度

8 鶴見区 区政推進課 鶴見地域ポータルサイト「つるナビ」
鶴見区で暮らし、働き、学び、集い、活動する、誰もが利用することの
できる情報発信・情報交換の場である地域ポータルサイト「つるナビ」を
開設・運営

4 事業の運営、協力・協働 横浜商科大学 令和2年12月 平成28年度

9 鶴見区 区政推進課 第５回鶴見ウチナー祭オンライン開催

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、YouTube等による生配信
で開催。学生が区内沖縄料理店を訪ね、店主から教わりながら沖縄
料理を作り、沖縄の食文化を体験・紹介（事前収録編集・当日学生
出演）

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 令和2年11月 平成28年度

10 鶴見区
鶴見図書館
地域振興課

つるみ読書講演会
東京バレエ団芸術監督の斎藤友佳理氏を講師にお招きして、読書講
演会を鶴見大学会館メインホールで実施

4 事業の運営、協力・協働 鶴見大学 令和3年3月 平成28年度

11 神奈川区

総務課統計選挙
係
（神奈川区明るい
選挙推進協議会）

選挙啓発活動プロジェクト
神奈川大学職員が神奈川区明るい選挙推進協議会の委員として参
加(年間)

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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番
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12 神奈川区 こども家庭支援課
保育・教育施設防災アドバイザー
派遣事業

保育所や幼稚園の防災対策について、施設関係者を対象にした連
続講座や施設に対する伴走支援を、横浜市立大学と協働で実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年5月～令和3年3月 令和元年度

13 西区 総務課
都市部におけるゲリラ豪雨の早期
影響予測システムの開発

横浜市西区の帷子川を対象として、降雨等による河川の水位上昇と
洪水の予測モデルについて調査研究

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学 令和2年4月～ 平成30年度

14 中区 こども家庭支援課
横浜市中区地域子育て支援拠点
運営法人選定委員会

中区地域子育て支援拠点の次期運営法人の選定にかかる委員
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

玉川大学 令和2年11月～12月 令和2年度

15 中区 総務課
女性及び建築環境の視点を取り
入れた避難所運営ワーキンググ
ループ

ワーキンググループにオブザーバーとして参加 3 市業務への提案・指導等 関東学院大学 令和2年7月～令和3年3月 令和2年度

16 中区 総務課 中区防災フェアへのブース出展
災害時に役立つパッククッキングのワークショップ
非常食に関する講演（紹介・配布）
キッチンカーの展示

7 その他 関東学院大学 令和2年12月 令和2年度

17 保土ケ谷区 地域振興課
市民活動支援事業における評議
会委員の依頼

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 令和3年3月 平成18年度

18 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

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学
①令和2年9月
②令和3年3月

平成23年度

19 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

保土ケ谷区地域運営補助金の交付に係る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 令和2年5月～6月 平成23年度

20 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

①留学生による自国の文化紹介を区ホームページ実施
　20ヶ国を紹介
　本市姉妹都市提携55周年のPRも併せて実施
②多文化共生サポーターズ「はなもも」と連携し、「多文化共生展示
会」を開催
　区役所１階区民ギャラリーにおいて、留学生による自国の文化紹介
記事、民芸品を展示
③ほどがや国際フェスタ回顧展にパネル出展
　留学生による自国の文化紹介企画の紹介、横浜市姉妹都市提携
55周年のＰＲパネルを出展
④留学生に対する生活情報の発信
　新型コロナウイルスに関する支援窓口、市政情報、感染症拡大防
止に係る留意点などを英文でメーリングリストに配信
⑤留学生向け多文化共生アンケートの実施
　日本で生活していて困っていることや、所属しているコミュニティなど15
項目の質問を実施

7 その他 横浜国立大学

①令和2年6月～令和3年3月
②令和2年10月～11月
③令和2年11月
④随時配信
⑤令和2年11月

平成30年度
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21 保土ケ谷区 区政推進課
星川駅周辺の総合的なまちづくり
ガイドライン懇談会

星川駅周辺地区の魅力を高め区心部の拠点性をさらに強化するため
に策定する星川駅周辺の総合的なまちづくりガイドラインについて、地
域の代表者等から構成する懇談会において学識経験者の立場から座
長として必要な指導、助言を依頼

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 令和2年7月 令和元年度

22 保土ケ谷区 区政推進課
区心部にふさわしい福祉のまちづく
り提案

建築理論スタジオ第２課題への情報提供、ヒアリング調査のための関
係者紹介を行い、研究成果を地域に向けてフィードバックする取組
第２課題では公民連携で取組の進む「星川駅周辺の総合的なまちづ
くりガイドライン」と連動しながら、地域の福祉的課題解決にも資する魅
力的な駅前空間やまちづくりのあり方を提案

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 令和2年7月 令和2年度

23 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（リモート
実施）
②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（リモート実施）

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学
①令和2年12月～令和3年1月
②令和2年11月～令和3年2月

平成17年度

24 保土ケ谷区 福祉保健課
保土ケ谷区福祉保健活動拠点指
定管理者選定委員の依頼

保土ケ谷区福祉保健活動拠点指定管理者選定委員会委員の依
頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 令和2年5月～6月 平成21年度

25 保土ケ谷区 福祉保健課
保土ケ谷区地域ケアプラザ指定管
理者選定委員の依頼

保土ケ谷区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会委員の依頼
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 令和2年5月～6月 平成29年度

26 保土ケ谷区 福祉保健課
国大生(特に新入生)向けの健康
増進啓発

新入生向けの健康診断の実施時に、区ホームページ内の健康情報
ページにアクセスできるQRコードを掲載した、健康増進啓発ポスターの
掲出、ポケットティッシュを配布

7 その他 横浜国立大学 令和2年10月～11月 令和元年度

27 保土ケ谷区 福祉保健課
第４期保土ケ谷ほっとなまちづくり
策定に向けての計画書掲載内容
の確認、計画素案の確認依頼

第４期保土ケ谷ほっとなまちづくり計画書作成にあたり、掲載文、写真
等の提供依頼。掲載された計画素案を送付し、確認を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 令和2年10月～11月 令和元年度

28 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

インスタグラム３周年キャンペーンについて、「横国naviGATE」（広報よこ
はまコラム協力サークル）のツイッターでのリツイート等による周知・拡散
を依頼

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 令和3年3月 平成30年度

29 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

広報よこはま ほどがや区版へ、コラム「Assisted by 横国naviGATE」を
掲載

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 令和2年4月～5月 平成30年度

30 保土ケ谷区 福祉保健課
新桜ケ丘地区ほっとなまちづくり地
区会議

新桜ケ丘地区社会福祉協議会が実施する住民アンケートに関する助
言等

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 令和2年12月、令和3年3月 令和2年度

31 保土ケ谷区 地域振興課
地区センター・コミュニティハウスにお
ける地域コーディネート機能強化
事業

地区センター・コミュニティハウス職員を対象とした地域コーディネート研
修の第３回「施設が置かれている周辺環境の理解とコミュニティへのアプ
ローチ」における講演及びワークショップの実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 令和2年10月～11月 令和2年度
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32 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
郊外団地におけるコミュニティ拠点の在り方に関する研究（大原教授・
藤岡准教授研究室）
大学生が行う情報発信（Twitter運用等）の改善案について（鶴見研
究室）

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 通年 平成28年度

33 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
路線バスの見える化の検討

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 通年 平成30年度

34 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

通年（連絡会は年3回開催） 平成26年度

35 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 通年（協議会は年4回開催） 平成28年度

36 金沢区 区政推進課
金沢区循環型大学教員マッチング
システム

「キャンパスタウン金沢」及び「かなざわ八携協定」の理念に基づき、市
のシンクタンク機能を有する横浜市立大学との連携を深め、大学と共
に地域の活性化等に取り組んでいくことを目的として、事業等実施時
に、金沢区役所各課と大学教員の双方をマッチングするシステム

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 通年 令和2年度

37 金沢区 区政推進課
AozoraFactory2020@泥亀公園・
金沢公会堂

令和２年11月14日（土）に泥亀公園、金沢公会堂及び区庁舎１階
ホールにおいて、LINKAI横浜金沢（金沢臨海部産業団地）の魅力発
信を目的とした親子向けのものづくり体験型イベント「Aozora
Factory」を産学官連携により開催
当日はボランティアスタッフとして関東学院大学の教員及び学生がイベ
ント運営をサポートし、また体験ワークショップへ関東学院大学及び横
浜市立大学が出展

4 事業の運営、協力・協働
関東学院大学
横浜市立大学

令和2年11月 平成28年度

38 金沢区 区政推進課 金沢区心部まちづくり懇談会
金沢区心部まちづくり構想を策定す.るにあたり、令和元年度から２年
度まで、金沢区心部まちづくり懇談会を設置
金沢区心部のまちづくりに関する助言等

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 通年（懇談会は2回開催） 令和元年度

39 金沢区 地域振興課
「キャンパスタウン金沢」サポート事
業補助金

平成20年11月に関東学院大学及び横浜市立大学と協定を締結し、
大学の専門的な知識、学生の行動力や斬新で柔軟な発想を生かし
「Campus Town Kanazawa（大学の活力を生かしたまちづくり）」を目指
す
この趣旨を生かすため、平成21年度に金沢区をフィールドとした、両大
学の学生や教員の地域活動を支援する「キャンパスタウン金沢サポー
ト事業補助金」を創設

4 事業の運営、協力・協働
関東学院大学
横浜市立大学

令和2年4月～令和3年3月 平成21年度

40 金沢区 地域振興課 地域づくり金沢フォーラム2021

「キャンパスタウン金沢」サポート事業補助金を活用し地域に入って活
動する区内大学の学生と、地域団体が活動内容を発表し交流
積極的な意見交換を行うことにより、地域と大学との連携の拡大を促
し地域活動の活性化を図る

4 事業の運営、協力・協働
関東学院大学
横浜市立大学

令和3年3月 平成28年度

mailto:AozoraFactory2020@%E6%B3%A5%E4%BA%80%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%BB%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%85%AC%E4%BC%9A%E5%A0%82
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実施年月

連携取組
開始年度

41 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
オンライン運動プログラム
オンラインラジオ体操

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

慶應義塾大学 令和2年5月～令和3年3月 平成29年度

42 緑区 生活支援課 学習支援ボランティア養成講座

寄り添い型学習支援事業の担い手となるボランティア養成のために、
大学の社会的養護の授業内で外部講師として講座を実施
支援を受ける子どもたちにとっては大学生という年齢の近い身近な支
援者を得られ、大学生にとっては大学での学びを実践する機会となる

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜創英大学 令和2年度11月 平成28年度

43 緑区 地域振興課 読書活動推進担当連絡会
大学や図書館、地区センターなど、区内の読書活動関係団体がメン
バーとなり連絡会を開催し、緑区読書まっぷへの参加、情報共有など
を実施

7 その他
東洋英和大学
横浜創英大学

令和3年2月（書面開催） 平成28年度

44 緑区 区政推進課 「コーヒープロジェクト」のPR
東洋英和女学院大学の「“一杯のコーヒーから始めるＳＤＧｓ（持続可
能な開発目標）”」をテーマとした「コーヒープロジェクト」を緑区WEB、
Twitterで紹介

7 その他 東洋英和女学院大学 令和3年2月 令和2年度

45 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

46 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６大学連携特
別講座」をオンラインで実施
６講座延べ338人参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

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

令和2年11月、12月
平成21年度

※星槎大学とは
平成29年度

47 青葉区 区政推進課
みらいづくり大学　青葉キャンパス
あおば魅力で健康講座

みらいづくり大学のアドバイザー（玉川大学　笹井教授）
講座の基調講演や卒業式での講評を実施（玉川大学 笹井教授）
講義「学んで実践する運動の魅力」（桐蔭横浜大学　尾山助教）
グループワークにおいてアドバイス（桐蔭横浜大学　尾山助教）

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

玉川大学
桐蔭横浜大学

令和2年9月、10月、11月、11月、
令和3年2月

平成27年度
※桐蔭横浜大学
とは令和元年度

48 青葉区 区政推進課 広報・広聴事業 青葉区魅力広報冊子「Photo Book 青葉の時間」の制作 4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学 令和2年7月～令和3年1月 令和2年度

49 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 令和2年6月 平成30年度

50 青葉区 地域振興課 文化振興事業
実行委員会の実行委員長を依頼
審査委員会の審査委員長及び審査委員を依頼
事業への特別協賛

4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学

新型コロナウイルス感染症のため、事業（7
月）は開催中止になったが、開催準備、会
議の出席、実行委員や審査委員への御就
任に御協力いただいた。（4月）

平成28年度

51 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の実施

7 その他 東京都市大学 令和2年10月 平成21年度

52 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
令和3年2月の開催に向けた準備を進めてい
たが、緊急事態宣言の発出に伴い中止

平成15年度
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53 都筑区 区政推進課 横浜・川崎学
都筑区をフィールドとして、地域課題を発掘し、解決策をグループワーク
を通じて考えていく講義への協力

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

東京都市大学 令和2年11月～令和3年1月 平成30年度

54 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

55 都筑区 区政推進課 SDGs環境フェア
環境問題をテーマにした区主催のイベント会場にて、環境啓発に取り
組むISO学生委員会を紹介するパネルを設置

4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 令和2年10月 平成25年度

56 都筑区 地域振興課
横浜ビーコルセアーズ「都筑区応援
day」周知チラシ製作

東京都市大学学生にチラシデザインの制作を依頼 4 事業の運営、協力・協働 東京都市大学 令和3年3月 令和2年度

57 戸塚区 区政推進課 おいしいものとつかブランド向上事業
「おいしいもの　とつかブランド」の追加認定の際に併せて認定した、「大
学生おすすめ　おいしいもの　とつかブランド」の認定に協力いただいた
大学のブランドＰＲ冊子での紹介

4 事業の運営、協力・協働
①湘南医療大学
②明治学院大学
③横浜薬科大学

通年 平成30年度

58 戸塚区 区政推進課 SDGsパネル展 各大学のSDGsに関する取組をパネルで展示 4 事業の運営、協力・協働

①フェリス女学院大学
②明治学院大学
③横浜市立大学
④横浜薬科大学

令和2年11月 令和元年度

59 戸塚区 区政推進課
「出張授業・施設見学等ガイド」の
作成

大学・企業が実施する小中学生向けのSDGsに関わる学習プログラム
を紹介する冊子を作成し、区内市立小中学校の教員を対象に配付

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和3年2月 令和元年度

60 戸塚区 福祉保健課 とつかおやこフェスタOnline
子育て中の親子（赤ちゃんから小中学生）向けに、おうちの中でも親子
で楽しめる遊びや健康づくりの情報をオンラインで発信
各大学に作成していただいた、実験や講座の動画を掲載

4 事業の運営、協力・協働
湘南医療大学
横浜薬科大学

令和2年8月～令和3年3月 平成29年度

61 栄区 地域振興課
セーフコミュニティスポーツ安全対策
分科会「運動中のけが・事故の予
防対策推進事業」

運動中のけが・事故の予防対策を推進させるための次の事業
運動中のケガ・事故の予防に関する講習会への講師派遣
運動指導者や支援者を対象とした「過去３年間の有害事象やヒヤリ
ハットの経験」に係るアンケートの設問設定とアンケート内容の集計・分
析

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

慶應義塾大学 令和2年10月～令和3年3月 令和元年度

62 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 通年 平成29年度

63 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

①神奈川大学
②フェリス女学院大学

通年
①平成31年度
②平成29年度

64 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
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65 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

明治学院大学 通年 令和元年度

66 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

67
温暖化対策統
括本部

調整課
（横浜市地球温暖
化対策推進協議
会）

企業等×学生の環境課題解決
マッチング会

企業や団体が抱える環境課題に対し、市内の学生が解決策を提案 4 事業の運営、協力・協働
東京都市大学
フェリス女学院大学
横浜国立大学

令和2年12月 平成29年度

68
温暖化対策統
括本部

調整課

横浜国立大学
大学院都市イノベーション学府
都市マネジメント講座
（修士1年　前期授業）

統括本部のYES（ヨコハマ・エコ・スクール）と共催
一部授業を横浜市の市民公開講座としても開催
YES（ヨコハマ・エコ・スクール）は、講師との調整や、授業の運営を担当

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 令和2年5月～8月（例年は4月～7月） 平成23年度

69
温暖化対策統
括本部

調整課
横浜市立大学
エクステンション講座
（公開講座）

統括本部のYES（ヨコハマ・エコ・スクール）と共催
YES（ヨコハマ・エコ・スクール）は、講座企画及び講師との調整を担当

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 令和2年12月 平成21年度

70
温暖化対策統
括本部

調整課
Environmental Insights
Explorer(EIE)を活用した自治体へ
の政策提言

googleが提供する温室効果ガス排出量可視化ツール「Environmental
Insights Explorer(EIE)」を活用し、自治体への政策提言を実施
外務省主催の「YOUTH気候変動政策コンペティション」に応募

3 市業務への提案・指導等 横浜国立大学 令和2年10月～令和3年1月 令和2年度

71
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 令和2年4月～令和3年3月 平成30年度

72
温暖化対策統
括本部

SDGs未来都市推
進課
（ヨコハマSDGsデザ
インセンター）

ヨコハマSDGsデザインセンターフォー
ラム

「SDGs未来都市・横浜」の実現に向けデザインセンターが取り組んだ
成果の集大成として、さらに成し遂げなければならない横浜の課題解
決に向けて、SDGsの本質を改めて捉えなおし、さらなる取組を進める
第一歩とするフォーラム

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

神奈川大学、東京都市大学 令和3年1月、3月 令和2年度

73
温暖化対策統
括本部

SDGs未来都市推
進課

横浜国立大学スプリングプログラム
2021

スプリングプログラム(オンライン開催)の枠の中でSDGsと横浜国大の研
究に特化したセミナーを開催。SDGsについては、横浜市からはローカル
な視点での取組について講演

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜国立大学 令和3年1月 令和2年度

74
温暖化対策統
括本部

SDGs未来都市推
進課

横浜市SDGs bizサポート補助金
市内事業者によるSDGs と「新しい生活様式」を両立する先駆的な事
業に対して必要経費を助成

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

神奈川大学 令和2年10月～令和3年2月 令和2年度

75
温暖化対策統
括本部

SDGs未来都市推
進課

大学でのSDGsに関する講演 大学からのSDGsに関する講師依頼による講演
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

①横浜国立大学
②横浜市立大学

①令和2年6月、令和3年1月
②令和2年9月、10月、令和3年1月

令和2年度

76
温暖化対策統
括本部

SDGs未来都市推
進課

温暖化対策統括本部後援名義
横浜市立大学同窓会が主催する横浜市立大学現役学生、教員、
同窓生を対象とした”YCU REUNION SDGsシンポ２０２１”への後援

7 その他 横浜市立大学 令和3年1月 令和2年度
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77 政策局 大都市制度推進課
大都市制度シンポジウムin関東学
院大学

横浜市が目指す大都市制度「特別自治市」について、大学と連携し
てシンポジウムを開催

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学、東京都立大学 令和2年9月 令和2年度

78 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、京都大学、新潟
県立大学、立命館大学、早稲田
大学

通年 平成24年度

79 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32会員で構成）
産官学の連携により、次の取組を進める
【令和２年度の主な取組】
海洋都市横浜バーチャルうみ博2020（8月1日～9月30日 約9万PV）
海と産業革新コンベンション(うみコン2021)開催（2月25日（3月17日ま
でアーカイブ公開）、385名登録
学生向け「海に関する仕事紹介セミナー in 横浜」（2月19日　80名登
録）
市内小中学校向け「海をいかした学習プログラム」の提供（通年）

4 事業の運営、協力・協働
神奈川大学、横浜国立大学、横
浜市立大学、東京海洋大学、東
京大学生産技術研究所

通年 平成27年度

80 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 令和2年7月 平成26年度

81 政策局 政策課 パネリスト派遣

横浜国立大学先端科学高等研究院が主催するシンポジウムへのパ
ネリスト派遣
令和2年12月1日開催
「シンポジウムシリーズ第49回インフラストラクチャーのレジリエンスとリスク
共生－水の災害にどう備えるべきか－」

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜国立大学 令和2年12月 令和2年度

82 政策局 劇場計画課
横浜市新たな劇場整備検討委員
会

横浜市新たな劇場整備検討委員会、基本計画検討部会・管理運
営検討部会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京藝術大学
東京都市大学
神戸大学
政策研究大学院大学
日本大学
立教大学

委員会
令和2年6月、8月、12月
基本計画検討部会
令和2年6月、7月、8月、9月、10月、11月
管理運営検討部会
6月、7月、8月、10月、11月

令和元年度

83 政策局
男女共同参画推
進課

神大ワーク＆ライフデザイン教育プ
ログラム～地域連携による男女共
同参画推進を見据えたキャリア教
育～

文部科学省委託事業（ライフプランニング教育推進事業）
神奈川大学を事務局とした実行委員会により取組を実施（実行委
員：神奈川県、横浜市、横浜市男女共同参画推進協会ほか）
若者が男女共同参画の視点に立って、自らの将来の職業や様々なラ
イフイベント、ライフキャリアについて考える機会を充実させる教育プログ
ラムを開発
「男女共同参画の視点による講座」および正課授業への展開、加えて
男女共修による「共働き家庭へのインターン」を実施
インターンには、横浜市の協力のもと「よこはまグッドバランス賞」受賞企
業協力の企画も含まれている

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

神奈川大学
令和2年7月　第１回実行委員会
令和3年2月　第２回実行委員会

令和元年度

84 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

令和2年6月
令和2年8月
令和2年11月
令和3年2月

平成13年度

85 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 令和2年6月 平成28年度
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86 政策局
男女共同参画推
進課

横浜市女性活躍推進協議会 協議会メンバーへの加入
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 令和2年10月　書面開催 平成28年度

87 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
令和2年9月　第１回認定委員会
令和2年11月　第２回認定委員会

平成19年度

88 政策局
公益財団法人横
浜市男女共同参
画推進協会

講座実施（共催）

NPO法人かながわ女性会議及び神奈川大学男女共同参画推進室
より、「小さな子どもを持つ女性がいきいきと生活するために」をテーマと
した講座の共催依頼を受け、男女共同参画センター横浜、別会場
「かなテラス」「かなーちぇ」と3か所をオンラインでつなぎ、講座を実施

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

神奈川大学 令和2年12月 令和2年度

89 政策局
公益財団法人横
浜市男女共同参
画推進協会

講師派遣

明治学院大学横浜キャンパスでの授業「グローバル社会と市民活動
入門」のゲスト講師として、「男女共同参画センターの現場から　－
デートDVとその周辺を中心に-」をテーマに、二回オンラインで講義を実
施

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

明治学院大学 令和2年7月、12月 令和元年度

90 政策局
公益財団法人横
浜市男女共同参
画推進協会

講師派遣 「男女共同参画の現状と課題」をテーマに講義
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

関東学院大学 令和2年11月 令和2年度

91 政策局
公益財団法人横
浜市男女共同参
画推進協会

講座実施（共催・協力）

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アスを考える連続講座を実施
明治学院大学(学生団体）海外プログラム事業部（共催）、明治学院
大学ボランティアセンタ（協力）

4 事業の運営、協力・協働 明治学院大学 令和2年10月 平成30年度

92 政策局 共創推進課 介護デジタルハッカソンin横浜

民間団体や青少年育成団体、学校教育機関等と連携し、専門学
校生や大学生等を対象に「介護」をテーマとしたハッカソンを実施
ハッカソンの成果については、発表会を開催し、広く発信すると共に、公
民連携で実装に向けた取組を推進
令和２年度～3年度にかけて開催する第３回では、情報科学専門学
校、横浜リハビリテーション専門学校、横浜薬科大学の学生が、「竹
山リビングラボ」「とつかリビングラボ」のいずれかのリビングラボで地域課
題を把握し、新しい地域活動やケアのためのアプリやプログラム(=仕組
み)を創発する計画

4 事業の運営、協力・協働 横浜薬科大学 通年 平成30年度

93 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

東京都市大学
横浜国立大学
青山学院大学
桜美林大学
東京大学
立教大学
日本大学

通年
（委員会開催月：8月、10月、11月、12月、
令和3年3月）

平成26年度

94 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
令和2年4月～
（任期2年）

平成30年度

95 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
令和2年4月～
（任期2年）

平成30年度
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96 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
令和2年4月～
（任期2年）

平成30年度

97 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

令和2年4月～ 平成29年度

98 政策局 大学調整課 東京工業大学との包括連携協定
相互が持つ資源やネットワークを活用した産業振興や国際連携の推
進を目指し、両者でSDGｓの理念に基づく豊かな未来社会の実現に
向けた取組を加速させていくため、包括連携協定を締結

4 事業の運営、協力・協働 東京工業大学 令和3年3月 令和2年度

99 政策局 大学調整課
「大学と地域がつながるまち」プレゼ
ントクイズキャンペーンの実施

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、特
設サイトを開設し、期間中にクイズとアンケートに答えて応募すると、大
学・都市パートナーシップ協議会参加大学のグッズと図書カードが抽選
で300名に当たるキャンペーンを実施

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

令和3年1月～2月 令和2年度

100 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大学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

令和2年11月～令和3年3月 平成25年度

101 総務局 人事課
障害者の雇用促進、定着支援に
関する連携協定

横浜市における障害者雇用の取組と星槎大学における障害者教育
を通じての実績・知見を相互に活用し、障害者の雇用、定着支援をよ
り強力に進めていくため、連携協定を締結

4 事業の運営、協力・協働 星槎大学 令和3年3月 令和2年度

102 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）

― ― 平成15年度

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

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

7 その他 横浜市立大学 通年 平成22年度

104 総務局 地域防災課
防災コンテンツの開発等に関する
連携

官学の連携による、互いに所有する知的資源や情報を活用した、市
民の防災・減災意識の高揚に資するような防災コンテンツの開発等

4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 令和2年9月（協定締結） 令和2年度

105 財政局 財政課
出張出前講座
（講師の派遣）

若い世代にも横浜市の財政状況についての理解を深めてもらうため、
財政広報誌「ひと目でわかる横浜の財政」等を使って令和２年度予算
や財政状況、地方公会計について講義

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜市立大学 令和2年11月 平成24年度

106 財政局 財政課
Webページ「財政解説（予算、財
政に関する30秒解説）」の更新

学生の皆さんが日常生活あるいは地方自治体の財政を勉強する中で
疑問に思うことなどを掲載する「双方向型コンテンツ」
「財政に興味がない」市民の皆さんも楽しく、簡単に読めるもの

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 令和2年4月～随時更新 平成31年度

107 財政局 財政課

横浜市立大学教員地域貢献活
動支援事業（政策課題アドバイ
ザー型）の活用による「横浜市の長
期財政推計」へのアドバイス

令和２年９月に公表した「横浜市の長期財政推計」の推計内容につ
いて、大学教員の専門的知見からのアドバイス

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 令和2年10月 令和2年度
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番
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区・局
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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
令和2年度
実施年月

連携取組
開始年度

108 財政局 資産経営課
保有資産公募売却等事業予定
者選定委員会

保有資産公募売却等事業予定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 令和2年10月 平成30年度

109 財政局
公共施設・事業調
整課

総合評価落札方式 総合評価落札方式における学識経験者への意見聴取 4 事業の運営、協力・協働
①東京都市大学
②横浜国立大学
③法政大学

①令和3年2月
②令和2年5月、6月、8月
③令和3年2月

令和2年度

110 財政局
公共施設・事業調
整課

横浜市公共事業評価委員会 横浜市公共事業評価委員会委員に任命
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

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

令和2年8月、11月
令和3年2月、3月

平成17年度

111 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

令和3年2月
①平成28年度

②平成16年度、
令和2年度

112 国際局 政策総務課 横浜市国際人材育成プロジェクト

横浜市内の学生が、国際連合をはじめとする国際機関への就職を目
指すようになるきっかけを提供するため、国際連合本部（及び国連関
係機関）で活躍されている日本人職員の皆さまから、学生に向けて、そ
の業務内容や採用状況等についての講演会を開催

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜市立大学 令和2年10月、11月、12月、令和3年1月 令和2年度

113 国際局
横浜市国際交流
協会

講義
テーマ「外国につながる子どもについ
て学ぶ」

教育学部および教職課程の合同講義における講師
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学 令和2年12月 令和2年度

114 国際局
横浜市国際交流
協会

横浜市地域日本語教育総合調
整会議

有識者会議「横浜市地域日本語教育総合調整会議」における委員
就任

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

①関東学院大学
②聖心女子大学

令和2年8月～令和3年3月 令和元年度

115 国際局
横浜市国際交流
協会

横浜市地域日本語教育総合調
整会議

有識者会議「横浜市地域日本語教育総合調整会議」における委員
地域日本語教育の体制作り推進事業プログラムアドバイザー

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 令和2年8月～令和3年3月 令和元年度

116 国際局
横浜市国際交流
協会

学習支援教室（つるみ学習支援
教室あおぞら）

つるみ学習支援教室（あおぞら）への学生ボランティアの受け入れ 4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学
令和2年5月～令和3年2月
（毎月第1・3土曜日 あおぞら）

平成26年度

117 国際局
横浜市国際交流
協会（国際学生会
館）

外国人留学生のための就職セミ
ナー

市内の外国人留学生、国際学生会館職員、国際学生会館ボラン
ティア、国際学生会館OBOG、横浜国大就職支援コーディネーター、
横浜市大就職支援コーディネーターをオンラインでつなぎ、就活中の留
学生に助言（ヨコハマカナガワ留学生促進プログラム）

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学、横浜市立大学 令和2年7月 平成29年度

118 国際局
横浜市国際交流
協会（国際学生会
館）

入居審査会 審査委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 令和3年2月 不明

119 国際局 国際連携課
横浜市立大学
駐日カナダ大使講演会

グローバルな視野をもって活躍する人材の育成を目的に開催 7 その他 横浜市立大学 令和2年12月 平成22年度
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連携取組
開始年度

120 国際局 国際協力課 国際協力に関する講義
横浜市の国際協力について、国際協力課長が講義（大学1年生向け
「国際協力の実践と課題」）にて紹介（オンライン）

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 令和2年10月 令和元年度

121 国際局 国際協力課
横浜国際協力センター６Ｆ公民連
携による都市ソリューションに関する
情報発信拠点整備

国際局所有の横浜国際協力センター６Ｆに公民連携による都市ソ
リューションに関する情報発信拠点を整備するにあたり、機能やコンセプ
ト、活用方法に関するヒアリングを実施

3 市業務への提案・指導等
慶応義塾大学
横浜国立大学
横浜市立大学

令和2年10月 令和2年度

122 国際局 国際協力課
令和２年度新興国におけるスマー
トな都市づくり事業への市内企業
等の参画支援策検討業務

学識経験者としての、ヒアリング対応 3 市業務への提案・指導等
①東京都市大学
②東京大学

①令和2年11月、令和3年2月
②令和2年11月

令和2年度

123 国際局 国際協力課 第９回アジア・スマートシティ会議 会議における分科会（セッション）を主催 4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和3年1月 平成29年度

124 国際局 国際協力課
JICA草の根技術協力事業「ベトナ
ム国ダナン市の市民を対象とした効
果的な省エネ向上プロジェクト」

ダナン市ソンチャ地区において住宅用建築及び民生用建築に省エネ
技術を導入
市民への環境教育、省エネに関する啓発活動の実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 令和3年3月 令和元年度

125 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

①明治学院大学
②東京都立大学

令和2年8月～11月 平成26年度

126 市民局 広報課 横浜市広報企画審議会 横浜市広報企画審議会委員へ委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京藝術大学大学院
横浜市立大学

令和2年11月 昭和39年度

127 市民局 広報課 広報報道連携担当会議 広報報道連携担当会議への出席、アドバイザーへの就任 3 市業務への提案・指導等 神奈川大学 令和2年8月、10月、12月 令和2年度

128 市民局 市民協働推進課 横浜市市民協働推進委員会 横浜市市民協働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東京都市大学
②横浜市立大学
③産業能率大学

令和2年7月、9月、12月、令和3年3月
①令和元年度
②令和元年度
③平成24年度

129 市民局 市民協働推進課
横浜市市民協働推進センター事
業部会

横浜市市民協働推進センター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

横浜市立大学 令和2年8月、10月、令和3年3月 令和2年度

130 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市スポーツ協会）

スポーツ・レクリエーション
　　　　　フェスティバル2020
「短距離コーチが教える
　　　　　かけっこ教室①・②・③」

あらゆるスポーツで必要となるダッシュ力の向上
速く走るための身体の動かし方を身に付ける

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 令和2年10月 平成29年度

131 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市スポーツ協会）

冬休みこども向け特別教室
　　　　　「かけっこ教室①・②」

速く走るための基礎体力づくりやフォームを練習
短距離コーチと大学生選手が楽しく指導

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 令和2年12月 平成29年度

132 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市スポーツ協会）

スケーティング上達のためのオンライ
ンレッスン

陸上トレーニングを通じて美しいスケーティングフォームを獲得することを
目指し、リンク滑走時の成長にもつながることを視野に入れた全4回の
オンラインレッスン

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 令和2年8月 平成29年度
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133 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市スポーツ協会）

日本体育大学　スポーツマネジメン
ト学部現場実習

スポーツマネジメント学部のスポーツビジネス現場実習の履修者に対す
るオンライン実習

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

日本体育大学 令和2年12月 令和元年度

134 市民局
スポーツ振興課
（公益財団法人横
浜市スポーツ協会）

正課授業会場提供 大学の正課授業であるスケート集中授業の会場提供 4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 令和3年2月 令和2年度

135 市民局
公益財団法人横
浜市スポーツ協会

派遣講師 大学1年生の「地域スポーツ」の授業を２限講師として受け持ち
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

日本体育大学 令和2年10月 令和元年度

136 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

137 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
・英国代表チーム応援WEBサイト「GOGB2020」の運営

4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 通年 平成28年度

138 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

若者支援プログラムの効果検証
教育プロジェクトの生きづらさをかかえた若者のたの鑑賞プログラムの効
果検証のための追跡調査（アンケート約40人およびインタビュー8人）

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

鎌倉女子大学 随時　ミーティング 令和2年度

139 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につい
て　リモート授業（美術講座）

過去5年間の横浜国立大学教育学部「中等美術教育法」授業と連
携した、横浜美術館市民のアトリエの取り組みについて、老人ホーム訪
問ワークショップの内容をもとに、大学でリモート授業を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学 令和2年11月 平成27年

140 文化観光局
公益財団法人横
浜市芸術文化振
興財団

「浦辺鎮太郎の仕事」展における
協力

・模型作成のための建物調査協力
・完成模型の寄贈受け

7 その他 神奈川大学 令和2年12月
令和元年5月　建

物調査協力

141 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

玉川大学芸術学部 2020年度 卒
業プロジェクト展
THE MEDIA GARDEN

卒業制作展の開催支援 4 事業の運営、協力・協働 玉川大学 令和3年2月 平成18年度

142 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19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 令和3年3月 平成18年度

143 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)」

インターン実習として、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
今年度はコロナ禍ということで、結果的には夏季のみ受け入れ。学生が
杉田劇場の施設案内動画を企画・構成・編集までを担当させ、新し
い視点でのPR動画製作。コロナ禍であったため、公演などの補助業務
に代わり、取引先との打ち合わせにも参加させ、若い世代の声を率直
に伝える場を設け、
文化振興を取り巻く環境整備などにも触れる機会を作り、人材育成を
支援

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 令和2年8月～9月 平成29年度
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144 文化観光局 文化振興課 クラシック・ヨコハマ2020

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

令和2年11月～令和3年3月
①平成19年度
②平成22年度

145 文化観光局 MICE振興課
サステナブル・ブランド国際会議
ユース・プログラム

令和３年２月に開催された「サステナブル・ブランド国際会議2021横
浜」において、横浜在住・在学・在勤の18から35歳までの次世代（ユー
ス）が登壇者、参加者、ボランティア、スタッフとして会議に参画すること
ができる「ユース・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

神奈川大学
慶應義塾大学
東京工業大学
東京都市大学
横浜国立大学
横浜商科大学
横浜市立大学

令和2年10月～令和3年3月 平成30年度

146 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

神奈川大学
横浜市立大学

令和2年12月
令和3年1月

令和2年度

147 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

指定管理者制度導入施設である横浜人形の家の、指定管理者の
候補者選定及び事業評価を行うための審議会の委員を依頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 令和3年3月 平成30年度

148 文化観光局
観光振興課
（公益財団法人三
溪園保勝会）

名勝三溪園整備委員会

（公財）三溪園保勝会は、三溪園を名勝庭園として良好な状態で継
承していくため、有識者等で構成される名勝三溪園整備委員会を開
催し、文化財建造物や庭園の保存修理、その他必要な事項について
審議
（本市は、当該取組を支援）

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
京都造形芸術大学
東京農業大学
立正大学

令和2年7月、9月、10月

平成21年度
平成27年度
平成21年度
平成21年度
平成30年度

149 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 東京藝術大学大学院映像研究科 令和2年7月～令和3年3月 平成17年度

150 文化観光局 創造都市推進課 創造的イルミネーション事業 クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会委員への就任
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京藝術大学大学院映像研究科 通年 令和元年度

151 文化観光局 創造都市推進課 創造的イルミネーション事業 創造的イルミネーションイベントの映像コンテンツ制作 4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学大学院映像研究科 令和2年11月～12月 令和元年度

152 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

だれでもピアノ

指一本だけで、誰でも伴奏つきの演奏が可能になる楽器が「ディスクラ
ビア」を使用し、障がいの有無や、楽器の演奏経験の有無にかかわら
ず演奏する楽しさが体感できる事業
東京藝術大学との「芸術文化を通じた社会包摂事業活動の連携お
よび推進」に関する取り組みの１つとして実施

4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学 令和2年8月 平成29年度

153 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

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
の保護者に向けた、音と美術（映像）を組み合わせたインタラクティブ・
ワークショップ
東京藝術大学との「芸術文化を通じた社会包摂事業活動の連携お
よび推進」に関する取り組みの１つとして実施

4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学 令和2年10月 平成29年度
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154 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

次世代育成インクルージョン・コン
サート
「きこえる色、みえる音」

「五感」と「第六感」に加えて、人間の多様性が生み出す新たな超感
覚を「第七感」と定義し、それらすべての感覚に働きかける、障がいの有
無に関わらず誰もが楽しめる音楽・映像とパフォーマンスのアートプログラ
ム
東京藝術大学との「芸術文化を通じた社会包摂事業活動の連携お
よび推進」に関する取り組みの２つとして実施

4 事業の運営、協力・協働 東京藝術大学 令和3年1月 平成29年度

155 経済局

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

LIP.横浜　中小・ベンチャー企業等
支援事業

大手企業及び中小・ベンチャー企業とのマッチングイベントへの出展 4 事業の運営、協力・協働

慶應義塾大学
湘南医療大学
東京工業大学
横浜国立大学
横浜市立大学
横浜薬科大学

令和3年2月 平成26年度

156 経済局

産業連携推進課
（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

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

令和2年4月～12月 平成27年度

157 経済局

産業連携推進課
（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 令和2年12月、令和3年2月 平成4年度

158 経済局

産業連携推進課
（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 令和2年12月、令和3年2月 平成4年度

159 経済局

産業連携推進課
（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 令和2年10月 平成5年度

160 経済局 産業連携推進課
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

LIP.横浜の取組趣旨に賛同した大学等がその実現のために協力する
機関（協力機関）として参画

4 事業の運営、協力・協働

神奈川大学
関東学院大学
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

随時 平成28年度

161 経済局 産業連携推進課 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

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 通年 平成30年度

162 経済局 産業連携推進課
LIP.横浜　中小・ベンチャー企業等
支援事業

健康・医療分野の市内中小・ベンチャー企業に対し、自社の技術や
製品等について視覚的に分かりやすく伝える絵・図表（テクニカルイラス
トレーション）を作成し提供

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成30年度

163 経済局 産業連携推進課
LIP.横浜　中小・ベンチャー企業等
支援事業

LIP.横浜のネットワークを活用し、大学・大手企業のライフサイエンス分
野の研究者に向けて、市内中小企業が開発した研究用の製品や技
術を直接PRし、技術連携・販路開拓を支援

4 事業の運営、協力・協働 東京工業大学 令和2年12月 令和2年度
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164 経済局 産業連携推進課 LIP.横浜トライアル助成事業補助金

健康・医療分野の基礎研究成果や臨床ニーズ等の実用化に向けた
産学連携事業の創出及び推進に繋がる取組のうち、横浜市内の拠
点で行われる試作品開発などに対する研究開発費を対象として助成
金を交付

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

慶應義塾大学
東京工業大学
横浜市立大学

令和2年4月～令和3年3月 平成29年度

165 経済局 産業連携推進課 LIP.横浜トライアル助成事業発表会
LIP.横浜トライアル助成事業における助成金を活用した研究開発事
業の発表会をオンラインで開催

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
鶴見大学
東京工業大学
日本体育大学
横浜国立大学
横浜市立大学

令和3年3月 令和元年度

166 経済局 産業連携推進課 BioJapan２０２０
バイオビジネスにおけるアジア最大のパートナリングイベント
「BioJapan2020」への共同出展

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年10月 平成30年度

167 経済局 産業連携推進課 医工連携推進事業 企業の研究開発におけるヒアリング
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜市立大学 令和2年4月　等 令和2年度

168 経済局 産業連携推進課 ヘルスケアビジネス推進事業 企業との共同研究
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

関東学院大学 令和2年12月 令和2年度

169 経済局 産業連携推進課 医工連携推進事業 大学間共同研究
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学 令和2年4月 令和2年度

170 経済局 産業連携推進課
Ｉ▫ＴＯＰ横浜「未来の家プロジェク
ト」

将来の社会課題への対応を目指すスマートホームによる実証実験 4 事業の運営、協力・協働 慶應義塾大学 令和2年11月、12月 令和2年度

171 経済局 新産業創造課
起業家・イノベーション人材の創
出・育成に関する連携協定

令和２年９月に連携協定を締結
市内の起業家、中小企業経営者、研究職や技術職、クリエイティブ
職、事業承継者等のイノベーション人材の育成支援のため、グロービス
経営大学院のカリキュラムを活用した講座を開催

4 事業の運営、協力・協働 グロービス経営大学院 令和2年10月、11月、12月、令和3年2月 令和2年度

172 経済局 経営・創業支援課
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・協力を行う

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成30年度

173 経済局 経営・創業支援課
若者向け起業家マインド育成プロ
グラムの広報に関する協力

学生等若者を対象として開催した「起業家マインド育成プログラム」の
参加者募集についての広報協力

4 事業の運営、協力・協働

神奈川大学、関東学院大学、東
京工業大学、東京都市大学、横
浜国立大学、横浜市立大学、国
士舘大学

令和2年8月～9月 令和2年度

174 経済局

経営・創業支援課
（公益財団法人横
浜企業経営支援
財団）

横浜型地域貢献企業支援事業 横浜型地域貢献企業支援事業でのオブザーバー等 4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成19年度

175 経済局 経営創業支援課
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
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176 経済局 ものづくり支援課
横浜市中小企業新技術・新製品
開発促進助成

助成金交付対象の選定に係る審査業務
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

放送大学、横浜国立大学、横浜
市立大学、静岡大学、上智大
学、日本工業大学、東京工科大
学、東京理科大学

令和2年9月 平成24年度

177 経済局 ものづくり支援課 横浜市販路開拓支援事業 事業者の認定に係る審査業務
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学、横浜創英大学、
東京理科大学、放送大学、静岡
大学

令和2年9月 平成24年度

178 経済局 ものづくり支援課
市内中小企業へのインターンシップ
受入支援

関東学院大学と連携し、横浜市の認定・認証を受けている企業を
「横浜市推薦企業」として紹介し、市内中小企業のインターンシップ受
入支援を実施

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

関東学院大学 令和2年5月～9月 令和元年度

179 経済局
工業技術支援セン
ター

デザイン産学連携プログラム
自社の技術・製品・商品などの新たな展開を考えている企業が商品
企画テーマを提示し、それに対して、教育機関の学生が自らの感性や
発想などの強みを活かした商品企画の提案への取り組み

4 事業の運営、協力・協働

①横浜市立大学
②横浜美術大学
③神奈川県立産業技術短期大
学校
④相模女子大学

通年

①平成30年度
②令和2年度
③平成23年度
④平成22年度

180 経済局
工業技術支援セン
ター

共同研究の実施 関東学院大学材料・表面工学研究所との共同研究
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

関東学院大学 令和2年4月～令和3年3月 平成23年度

181 経済局
工業技術支援セン
ター

横浜スカーフの活用
中央図書館と共催で、工業技術支援センターが保有している横浜ス
カーフのアーカイブ資料を活用し、横浜スカーフに関する講座及び展示
を中央図書館において実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学 令和2年11月～１2月 平成25年度

182 経済局 商業振興課
横浜市大規模小売店舗立地審
議会

横浜市大規模小売店舗立地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

関東学院大学
横浜国立大学大学院
横浜市立大学
明治大学
立教大学

通年

①平成20年度
②平成28年度
③平成22年度
④平成30年度
⑤平成28年度

183 経済局
公益財団法人横
浜市消費者協会

公益財団法人横浜市消費者協
会理事会

公益財団法人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 令和2年6月、令和3年3月 平成24年度

184 経済局
公益財団法人横
浜市消費者協会

大学連携事業 大学の支援窓口等で若者向け啓発物の配布（６校） 7 その他

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

令和2年6月、令和3年1月 平成26年度

185 経済局
公益財団法人横
浜市消費者協会

大学連携事業 協会による啓発Twitterのリツイート 7 その他 横浜市立大学 令和2年4月～継続中 令和2年度

186 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
通年（指定管理者の選定、第三者評価(中
間評価)を実施する場合のみ、実施）

平成27年度

187 経済局 消費経済課 消費者教育事業 「大学生向け消費者被害防止」ポスターの配付 7 その他
大学・都市パートナーシップ協議会
参加全大学

令和3年2月 令和2年度
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番
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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
令和2年度
実施年月

連携取組
開始年度

188 経済局 運営調整課 入退場車両の調査
中央卸売市場本場の施設整備事業に伴う、物流の効率化検討のた
めの映像解析

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学 令和3年3月 令和2年度

189 経済局 運営課
横浜市場プロモーション事業におけ
る旬鮮レシピの開発

国内産の牛肉・豚肉等を使ったレシピの開発 4 事業の運営、協力・協働 関東学院大学 令和2年9月～令和3年3月 平成25年度

190 こども青少年局 青少年育成課 横浜市青少年に関する調査
「横浜市青少年に関する調査」（アンケート調査及びヒアリング調査）へ
の回答協力

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学
横浜市立大学
関東学院大学
神奈川大学

令和2年9月～10月 令和2年度

191 こども青少年局

くろがね野外活動セ
ンター
（公益財団法人横
浜市スポーツ協会）

実習受け入れ 青少年野外活動センター事業への実習生受入れ
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

桐蔭横浜大学 通年 平成28年度

192 こども青少年局

こども自然青少年
野外活動センター
（公益財団法人横
浜市スポーツ協会）

実習受け入れ 青少年野外活動センター事業への実習生受入れ
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

桐蔭横浜大学 通年 平成28年度

193 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

星槎大学、玉川大学、鶴見大学
短期大学部、東京家政大学短期
大学部、小田原短期大学、日本
女子大学

令和2年4月～令和3年3月 平成24年度

194 こども青少年局 子育て支援課 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92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 令和2年9、10月 平成29年度

195 こども青少年局 子育て支援課
（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240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
和泉短期大学

令和2年7月～令和3年1月 平成30年度

196 こども青少年局 子育て支援課
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229名の保育士等が参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

関東学院大学
玉川大学
聖心女子大学

令和2年7月～令和3年1月 平成28年度

197 こども青少年局 子育て支援課
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
１回、28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
聖心女子大学

令和3年2月 平成28年度

198 こども青少年局 子育て支援課
発達障害児保育支援コーディネー
ター養成講座

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
計７回、延べ190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 令和2年7月～令和3年2月 令和元年度

199 こども青少年局 子育て支援課
保育士等キャリアアップ研修（保健
衛生・安全対策分野）

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235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 令和2年12月、令和3年1月 令和2年度

200 こども青少年局 子育て支援課 子育て支援研修
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実施
計２回、延べ77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 令和2年10月、11月 令和2年度
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201 こども青少年局 子育て支援課 幼児教育推進協議会
幼児教育の質向上と小学校以降の教育の充実と向上を図るために
協議するとともに、幼保小連携・接続事業全体の評価をしてもらう。

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

①明治学院大学
②白梅学園大学

令和2年11月 昭和58年度

202 こども青少年局 子育て支援課 接続期研修会
幼稚園、保育所、認定こども園、小学校等の教職員を対象に、横浜
版接続期カリキュラムの内容理解や保育・教育の実践の質向上を図
るための研修会を実施し、講話や指導講評を講師から伺う。

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

國學院大學、玉川大学 令和2年5月、10月 平成18年度

203 こども青少年局 子育て支援課
接続期カリキュラム研究推進地区
連絡会

幼稚園教育要領等や小学校学習指導要領及び「よこはま☆保育・
教育宣言」に基づき、幼保小のカリキュラム接続への理解を深めるとと
もに、カリキュラムマネジメントの推進を図るための実践研究と事例発信
を行う。

7 その他 國學院大學 令和2年6月、12月 平成31年度

204 こども青少年局 子育て支援課
横浜市保育センター運営費補助
金交付事業

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

4 事業の運営、協力・協働 横浜女子短期大学 平成31年4月～令和2年3月 昭和58年

205 こども青少年局 子育て支援課
よこはま☆保育・教育宣言　運用
協議会

令和元年度に策定した「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心も
ちを大切に～」を、全ての保育・教育施設の保育者が理解し、日々の
保育の中で実践することや、子どもの保護者等に広く浸透させること等
を目的とした宣言の運用等について、専門的な立場の委員からの意
見を伺う（懇談会形式）

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

玉川大学
白梅学園大学

令和2年5月、12月、令和3年3月 令和元年度

206 こども青少年局
青少年相談セン
ター

精神科医師委嘱

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 令和2年6月～令和3年3月（毎月5回） 平成26年

207 健康福祉局 福祉保健課 大学講義講師派遣 大学において、行政の保健福祉についての講義への講師派遣
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜市市立大学 令和2年4月～6月 平成22年度

208 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

横浜市市立大学 令和2年10月 平成26年度

209 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

令和2年6月、12月 平成9年度

210 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
東京都立大学

令和2年9月、11月、令和3年3月 平成9年度

211 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
小委員会

福利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小委員会」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
神奈川県立保健福祉大学

令和2年6月（書面開催）
令和2年8月、10月、11月

平成9年度

212 健康福祉局
横浜市社会福祉
協議会（ウィリング
横浜）

施設内における新型コロナウイルス
（COVID-19）対策研修～「事前」
と 「万が一」の場合に備えて～

新型コロナウィルスの蔓延により、福祉施設では利用者と職員の安全
確保や日常生活の維持が困難な状況になってる中、各施設が感染
予防や、感染者が確認された場合の具体的な対応方法について学ぶ
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 令和2年10月 平成17年度
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213 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策定・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

横浜市立大学
愛知東邦大学
法政大学

令和2年10月 平成16年度

214 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

ことぶき協働スペースアドバイザリー
ボード

ことぶき協働スペースの事業について、運営上の助言や知見の提供を
行うアドバイザリーボードへの就任を依頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

①横浜市立大学
②東京都立大学

通年 令和元年度

215 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

インターンシップ受け入れ インターンシップ受け入れ
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

①慶應義塾大学
②東京福祉大学

①令和2年4月
②令和2年4月〜6月

令和2年度

216 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

新型コロナで取り残されそうな人〜
SDGsの精神「誰一人取り残さな
い」を目指して〜

任意団体野毛坂グローカルとの共催イベント『新型コロナで取り残され
そうな人〜SDGsの精神「誰一人取り残さない」を目指して〜』におい
て、ナビゲーターを担当

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年5月 令和2年度

217 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

新型コロナで取り残されそうな人〜
SDGsの精神「誰一人取り残さな
い」を目指して〜

任意団体野毛坂グローカルとの共催イベント『新型コロナで取り残され
そうな人〜SDGsの精神「誰一人取り残さない」を目指して〜」におい
て、講師として登壇

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

慶應義塾大学 令和2年5月 令和2年度

218 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

寿地区フィールドワーク支援
フィールドワークで施設見学
寿地区とことぶき協働スペースの業務について説明

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

①明治学院大学
②横浜市立大学
③横浜国立大学
④不明（アメリカの大学）
⑤東洋大学
⑥早稲田大学大学院

①令和2年8月・11月（2回）
②令和2年8月・9月
③令和2年10月・11月
④令和2年7月
⑤令和2年12月
⑥令和3年1月

令和2年度

219 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

オンラインセミナー開催
新著発刊の挨拶で出版社のスタッフとともに来所されたことを機に、本
書をテーマにしたオンライントークイベントを企画、ライブ配信

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

明治学院大学 令和2年10月〜11月 令和2年度

220 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

ボランティアコーディネーション事業 ボランティアセンター職員と意見交換 7 その他 フェリス女学院大学 令和2年12月 令和2年度

221 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

オンラインイベント開催
なか区ブックフェスタ関連イベント「ビブリオバトル」「ことぶきライブラリー
vol.1」に参加

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
横浜国立大学

令和2年11月 令和2年度

222 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

意見交換 ことぶき協働スペースにて意見交換 7 その他 横浜市立大学 令和2年11月 令和2年度

223 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

意見交換への参加 相鉄アーバンクリエイツ、フロンテッジ、保土ヶ谷区との意見交換に参加 7 その他 横浜国立大学 令和2年12月 令和2年度

224 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

オンラインイベント開催
廃旅館を利用したアートイベントの企画立案から開催までボランティア
参加

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年11月〜令和3年2月 令和2年度
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及び会計室を
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課
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令和2年度
実施年月

連携取組
開始年度

225 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

研究拠点の提供 研究の拠点にことぶき協働スペースを利用
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜国立大学
横浜市立大学

令和2年12月 令和2年度

226 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

リーフレット制作の協賛 活動団体リーフレット制作の協賛
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜国立大学 令和3年1月 令和2年度

227 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

小学生向け講座の開催
都筑リビングラボと連携し、北山田小学校で小学生対象の講座を開
催

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京都市大学 令和3年2月 令和2年度

228 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

オンラインイベント開催
任意団体野毛坂グローカルと共催「JICA横浜センター研修プログラム」
に講師として登壇

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜国立大学 令和3年3月 令和2年度

229 健康福祉局 精神保健福祉課 横浜市精神保健福祉審議会 横浜市精神保健福祉審議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

東洋英和女学院大学
横浜市立大学
田園調布学園大学

令和2年9月、令和3年1月
平成17年度
令和2年度
平成20年度

230 健康福祉局 精神保健福祉課
横浜市精神保健福祉審議会
依存症対策検討部会

依存症検討部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
田園調布学園大学

令和2年6月、8月、11月、令和3年1月 平成30年度

231 健康福祉局 精神保健福祉課
減酒外来における地域連携等によ
るアルコール依存症の早期発見及
び早期・継続支援事業

減酒外来にアルコールを中心とした依存症への介入を行う専門職員を
置き、通院患者・入院患者の依存症治療・支援へのつなぎ、民間団
体との連携及び支援情報の収集と整理を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和3年1月～3月 令和2年度

232 健康福祉局 精神保健福祉課
依存症回復施設利用者の実態
調査

横浜市内の依存症支援を行う回復施設利用者を対象に、対象者の
属性や利用経路などの情報を取集することを通して、横浜市内の回
復施設の利用者層の傾向や抱えている課題などの調査・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 令和2年4月～令和3年3月 令和2年度

233 健康福祉局
こころの健康相談セ
ンター

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

234 健康福祉局
こころの健康相談セ
ンター

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

①横浜市立大学
②武蔵野大学

令和2年9月、11月 平成26年度

235 健康福祉局 障害自立支援課 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

236 健康福祉局 障害自立支援課 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

237 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

横浜市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
令和2年8月
令和3年3月（書面開催）

平成18年度
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238 健康福祉局 医療安全課 薬物乱用防止キャンペーン
本市、横浜薬科大学及び横浜市薬剤師会でキャンペーンの事務局を
運営し、ウェブサイト等を通して薬物乱用防止について啓発を実施

4 事業の運営、協力・協働 横浜薬科大学 令和3年1月～2月 平成24年度

239 健康福祉局 障害施策推進課
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
令和2年6月、令和2年9月、令和2年10
月、令和3年3月

平成28年度

240 健康福祉局 障害施策推進課
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 令和2年12月、令和3年2月 平成28年度

241 健康福祉局 障害施策推進課
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 令和3年1月 平成26年度

242 健康福祉局 障害施策推進課 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関東学院大学
②東洋英和女学院大学
③横浜国立大学

令和2年8月、令和3年2月
①令和2年度
②平成28年度
③平成26年度

243 健康福祉局 障害施策推進課
横浜市障害者後見的支援制度
検証委員会

横浜市障害者後見的支援制度検証委員に任命
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

関東学院大学 令和2年9月、令和3年2月 令和2年度

244 健康福祉局 障害施策推進課 横浜市障害者施策推進協議会 横浜市障害者施策検討部会委員に任命
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 令和2年6月、12月、令和3年3月 平成22年度

245 健康福祉局 障害施策推進課 横浜市障害者施策検討部会 横浜市障害者施策推進協議会委員に任命
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学
和泉短期大学

令和2年8月、11月
平成22年度
平成26年度

246 医療局 医療政策課
新型コロナウイルス感染症対応力
向上研修

「新型コロナウイルス感染症対応力向上研修」開催に向けた研修方
法、研修内容についての助言や研修資料の骨子作成などの支援

3 市業務への提案・指導等 横浜市立大学
令和2年7月
令和2年8月
令和2年9月

令和2年度

247 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
連携協力して行う

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

248 医療局 医療政策課 YoMDBデータの分析・研究
本市が構築したYoMDBのデータを用いて、医療・介護・保健情報を連
結した分析、研究までを連携協力して行う

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜市立大学 令和2年9月～令和3年3月末まで 令和2年度

249 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
北里大学
国際医療福祉大学
東京医科歯科大学

令和2年8月、令和3年2月 平成8年度
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250 医療局 医療政策課 YCU病院経営マネジメントプログラム プログラム内での講義 4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年7月 平成30年度

251 医療局 医療政策課 横浜臨床研究ネットワーク支援事業 横浜臨床研究ネットワーク事業実施に対する支援
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜市立大学 令和2年4月～令和3年3月 平成27年度

252 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

253 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

昭和大学
横浜市立大学

通年 平成25年度

254 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

255 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

256 医療局 医療政策課
脳血管疾患救急医療体制幹事
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

令和2年6月、令和3年2月
※ 書面開催

平成21年度

257 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

令和3年3月
※ リモート開催

平成22年度

258 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

令和2年9月、令和3年3月
※ 書面開催

平成20年度

259 医療局 がん・疾病対策課
横浜市人生の最終段階の医療等
に関する検討会・ＡＣＰ人材育成
等に関する作業部会

「横浜市人生の最終段階の医療等に関する検討会」・「ＡＣＰ人材育
成等に関する作業部会」の委員・座長を依頼。もしも手帳を活用した
ACPの普及啓発方法や、令和元年度に作成した「ＡＣＰ人材育成研
修パッケージ」の改善、令和３年度に配付を予定している「もしも手帳
わかりやすい版」の検討等を実施

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学
検討会：令和2年9月
作業部会：令和2年11月、令和3年2月、令
和3年3月

平成29年度

260 医療局 がん・疾病対策課 横浜市在宅療養移行支援検討会

「横浜市在宅療養移行支援検討会」の委員・座長を依頼。在宅療
養移行を支援するための「入院・退院サポートマップ」、「看取り期の在
宅療養サポートマップ」の改訂を検討
また、令和３年度は、医療職（医師・看護師）や介護職が、高齢者の
ご家族やご本人に対して、看取り期における一般的な経過やケアのポ
イントを説明する際に使用できる「看取り期（人生の最終段階）の在宅
療養ケアマップ」の配付を予定しているが、検討会内でマップに記載す
る内容等の検討を実施

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 令和2年9月、12月 平成28年度
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261 医療局 がん・疾病対策課
糖尿病の重症化予防ネットワーク
検討会

糖尿病の重症化予防ネットワーク検討会委員・座長
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 令和2年5月～令和3年3月 令和2年度

262 医療局 がん・疾病対策課
横浜市訪問看護師人材育成プロ
グラム策定検討会

横浜市訪問看護師人材育成プログラムの策定および地域での人材
育成体制の整備を進めていくため関係者・有識者等を集めた検討会
を開催し、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 令和2年7月・11月、令和3年1月 平成29年度

263 医療局 がん・疾病対策課
横浜市訪問看護師人材育成プロ
グラム策定支援業務委託

横浜市訪問看護師人材育成プログラムの策定にあたり「横浜市訪問
看護師人材育成プログラム策定検討会」にて検討
横浜市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、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 令和2年6月～令和3年3月 平成29年度

264 医療局 がん・疾病対策課
訪問看護師人材育成プログラム策
定にかかわる調査

横浜市訪問看護師人材育成プログラム策定及び運用へ向けた、訪
問看護事業所に対するインタビュー調査の実施と分析を依頼

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜市立大学 令和2年6月～令和3年3月 平成30年度

265 医療局 がん・疾病対策課
周術期口腔ケアに関する市民啓
発事業

手術後の合併症予防等につながる「周術期における口腔ケア」の取組
を市内で包括的に推進させるため、平成29年２月に横浜市立大学、
横浜市歯科医師会、横浜市の３者で連携協定を締結
本年度は、この取組の一環として、市民啓発のためのポスターを作成

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年6月～令和3年3月 平成29年度

266 医療局 がん・疾病対策課
市大医学生による医療教育活動
支援

市大医学生が取り組んでいる小中学生等を対象とした医療教育活
動に対する支援

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年4月～令和3年3月 平成22年度

267 医療局 がん・疾病対策課
横浜市立大学におけるがん研究へ
の支援

横浜市立大学が行う先進的ながん研究に対する支援
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜市立大学 令和2年4月～令和3年3月 平成27年度

268 医療局 がん・疾病対策課
在宅医療推進のための人材育成
研修

在宅医療推進のための人材育成研修　アドバンス研修１の企画等へ
のアドバイス

4 事業の運営、協力・協働 放送大学大学院 令和2年11月 令和元年度

269 環境創造局 政策課 横浜市環境創造審議会 横浜市環境創造審議会の委員を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

①東京都市大学
②横浜国立大学大学院
③桜美林大学
④東京都立大学
⑤東京海洋大学
⑥福井県立大学
⑦立教大学

令和2年11月

①平成19年度
②平成19年度
③平成28年度
④令和元年度
⑤平成23年度
⑥平成19年度
⑦平成29年度

270 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
令和2年9月
令和3年2月

平成25年度

271 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

令和2年10月 平成26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
令和2年度
実施年月

連携取組
開始年度

272 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

令和3年3月 平成18年度

273 環境創造局 政策課
「はじめよう！横浜でエシカル消費」
キャンペーン

キャンペーン期間中、SNSによるエシカル消費に関する情報発信を学
生団体に依頼

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 令和2年12月～令和3年1月 令和2年度

274 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

①関東学院大学
②横浜国立大学
③千葉大学
④福井県立大学

①令和2年7月ほか
②令和2年7月、10月、11月
③令和2年7月、10月
④令和2年7月、11月

①平成21年度
②平成31年度
③平成21年度
④平成21年度

275 環境創造局 環境エネルギー課
グリーン購入とSDGｓがひらく環境
都市の未来～環境経営の最先端
を学ぶ～

横浜グリーン購入ネットワークの寄付講座として実施
学生向け講義の実施
30名程度の学生の参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

横浜市立大学 令和2年12月 令和2年度

276 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、桜美林大学、相
模女子大学、東京都立大学、日
本大学、明星大学

通年 平成11年度

277 環境創造局 みどりアップ推進課 よこはま森の楽校
連携先の各大学において、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
連携先の大学生が企画・運営したイベントを11月に開催

4 事業の運営、協力・協働
東京都市大学
フェリス女学院大学
横浜創英大学

令和2年5月～令和3年2月 平成23年度

278 環境創造局
公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園

金沢動物園内におけるヤマアカガエ
ルの産卵数の確認調査

左記事業について共同で研究を実施
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

鶴見大学 令和3年2月 平成26年度

279 環境創造局
公益財団法人横
浜市緑の協会　金
沢動物園

講義（動物園学習）
総合講義（国際協力の実践と課題）「横浜市の自然保護国際協力」
を担当（オンライン講義）

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜市立大学 令和2年11月 令和2年度

280 環境創造局
下水道事業マネジ
メント課

横浜市下水道事業経営研究会
（第８期）

下水道事業経営研究会の委員へ委嘱
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、東京大学

令和2年6月、7月、8月、9月、11月
令和3年1月、3月

令和元年

281 環境創造局 農政推進課
農ある横浜・あぐりツアー「横浜農
場探検隊」

市内の農地で、収穫体験等の市民が農とふれあえるイベントを実施
47名が参加

4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学 令和2年8月 令和元年度

282 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 通年 平成30年度

283 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

東京都市大学、東京農業大学
令和2年9月、10月、11月、
令和3年2月、3月

平成15年度
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284 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

①横浜市立大学
②日本大学

令和2年8月、令和2年11月、令和3年2月
①平成27年度
②平成30年度

285 建築局
住宅政策課
（横浜市住宅供給
公社）

地域交流の促進を図る学生向け
ルームシェア事業

学生の住まいの支援とその住まいに居住する住民や周辺住民等の地
域交流の活性化を目的に、学生向けルームシェアの提供とその居住学
生による地域交流の促進を図る

4 事業の運営、協力・協働 横浜美術大学 令和2年4月～令和3年3月

平成29年度
（横浜市、市ヶ尾
連合自治会、横
浜美術大学と公
社にて協定締結）

286 建築局
住宅政策課
（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 令和2年4月～令和3年3月
平成28年度

（市大と公社にて
協定締結）

287 建築局
住宅再生課
（横浜市住宅供給
公社）

よこはま団地再生コンソーシアム

神奈川県、横浜市、神奈川県住宅供給公社、横浜市住宅供給公
社、独立行政法人住宅金融支援機構及び独立行政法人都市再
生機構は、建物の老朽化、居住者の高齢化など、様々な課題を抱え
ている横浜市内の集合住宅団地の再生の実現に向けてコンソーシア
ムを設立し、それぞれの組織が保有する知見等を相互に活用しなが
ら、団地の新たな価値を創造し、団地の再生に向けた具体的な施策
や政策提言等について連携協力して実現することを通じて、団地が抱
える様々な課題の解決を目指すことを目的とする
横浜国大 藤岡先生においては進行におけるアドバイザーにて参加して
頂き、R3.1/23のシンポジウムでは全体統括にて出演。基調講演とし
神奈川大学 山家先生に「地域の魅力を発見・発信する」というタイト
ルで講演

4 事業の運営、協力・協働
神奈川大学
横浜国立大学

令和2年4月～令和3年3月
平成28年度
(各団体と
協定締結)

288 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） 令和元年度

289 建築局 市営住宅課
野庭住宅と野庭団地の未来を考
える会アドバイザー会議

野庭住宅と野庭団地の未来を考える会アドバイザー会議の委員を依
頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

慶應義塾大学、東京都立大学、
放送大学、横浜市立大学、東京
大学

令和2年9月、12月、令和3年3月 令和2年度

290 建築局 市営住宅課
横浜市市営住宅等入居者選考
審議会

横浜市営住宅入居者募集の実施及び入居者の選考基準等を諮る
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

横浜市立大学 令和2年8月、令和3年2月 平成26年度

291 建築局 住宅再生課
十日市場駅勢圏（十日市場町、
霧が丘、若葉台）におけるまちづくり
の推進

十日市場駅勢圏（十日市場、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次の取組を推進
元新聞記者による添削指導で、共感を呼ぶ文章を学び、十日市場の
魅力発信に活かしていく文章講座の開催（平成28～令和元年度に
開催）
また、講座受講したライターの方々とホームページ（ten  e’s  net（テン
イーズネット））の編集会議及び情報発信を実施
若葉台地域において、これまでの取組を取りまとめた冊子の作成

4 事業の運営、協力・協働 神奈川大学 随時 平成28年度

292 建築局 住宅再生課 万騎が原中央商店街活性化PJ

横浜国立大学の学生が商店街の活性化のため、商店街と近隣の万
騎が原小学校を結ぶ取組を企画
商店街の関係者や小学校へのヒアリングを通じ、地域の魅力を伝える
マップを作成

4 事業の運営、協力・協働 横浜国立大学 令和2年10月～　随時 平成30年度
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293 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

神奈川大学、関東学院大学、國
學院大學、東京工業大学、横浜
国立大学大学院、横浜市立大
学、東京農業大学、名古屋工業
大学

通年（部会含め、合計9回開催） 昭和40年度

294 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

295 都市整備局 都市デザイン室
令和２年度　関内における利活用
の視点に立った道路空間に関する
研究

関内周辺の道路空間の活用やあり方についての調査研究
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学 令和2年9月～令和3年3月 平成26年度

296 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
性向上やにぎわい増進、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）
2020年度は、夏から秋にクイーンモールにおいて人流測定を行い、感
染症対応としてデータの収集・共有を実施した

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学ほか
（東京工業大学、筑波大学）

通年 平成26年度

297 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地区における産･
官･学連携による公共空間活用実
験

みなとみらい２１地区において、新たな公共空間の活用方法の実証実
験として、グランモール公園及び周辺の有効空地等を一体的に活用し
た野外オフィスを設置し、人流計測等を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学 令和3年3月 令和2年度

298 都市整備局 ＩＲ推進課
横浜IR（統合型リゾート）オンライン
講座

大学の授業の一環として、「横浜IR（統合型リゾート）」をテーマとした説
明を実施

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

神奈川大学
関東学院大学
慶應義塾大学
横浜国立大学
横浜市立大学

令和2年5月、6月、11月、12月 令和2年度

299 都市整備局 ＩＲ推進課
横浜市特定複合観光施設設置
運営事業者選定等委員会

横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会の委員
を委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

慶應義塾大学
横浜市立大学
日本大学
東京工業大学
東洋大学
武蔵野大学

令和2年11月、12月 令和2年度

300 都市整備局 ＩＲ推進課 横浜イノベーションＩＲ協議会
特定複合観光施設区域整備法第12条に基づき設置された横浜イノ
ベーションＩＲ協議会の構成員として横浜イノベーションIRに関する協議
を実施

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜市立大学 令和2年11月、12月 令和2年度

301 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（委員会は令和2年11月、令和3年3
月開催予定）

令和元年度

302 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（新型コロナウィルス感染拡大により、
横浜 人・まち・デザイン賞の募集を１年間延
期したため、令和２年度の表彰部会は未開
催。）

令和元年度
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番
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（外郭団体）
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連携取組
開始年度

303 都市整備局 地域まちづくり課
京急沿線（横浜市南部地域）にお
ける公民連携のまちづくり

京急沿線（横浜市南部地域）の今後のまちづくりについて検討
懇談会やワーキンググループ、ワークショップを開催（メンバーとして参画）

4 事業の運営、協力・協働
①横浜市立大学
②横浜国立大学

令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

304 都市整備局 地域まちづくり課 はまっこ郊外暮らし検討会

横浜市立大学と連携し、横浜の郊外住宅地の魅力を生かした新たな
ライフスタイルについて、空き家等を活用して実現する方策を産官学で
検討
郊外住宅地を対象としたまちづくりに関するアイディアコンペやシンポジウ
ムを共同で開催

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年6月～令和3年3月 令和元年度

305 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、専門的見地から意見を聴取

3 市業務への提案・指導等
横浜国立大学
横浜市立大学

令和2年4月、8月、9月
令和3年3月

平成24年度

306 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

令和2年12月 平成30年度

307 道路局 企画課
羽沢横浜国大駅周辺地区バリア
フリー基本構想

横浜市バリアフリー検討協議会羽沢横浜国大駅周辺地区部会の部
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 令和2年10月 令和元年度

308 道路局 企画課 中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中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 令和2年10月、11月、12月 令和2年度

309 道路局 企画課
踊場駅周辺地区バリアフリー基本
構想

横浜市バリアフリー検討協議会踊場駅周辺地区部会の部会長を依
頼

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 令和2年10月、12月 令和2年度

310 道路局 企画課

「令和２年度みなと大通り及び横
浜文化体育館周辺道路の再整
備に向けたデザイン及び詳細設計
委託」の公募型プロポーザルによる
受託候補者特定のための意見聴
取

プロポーザル方式による受託候補者の特定にあたり、学識経験者への
意見聴取を実施

4 事業の運営、協力・協働
横浜国立大学
法政大学

令和2年4月～5月 令和2年度

311 道路局 企画課 横浜市地域公共交通会議
地域や運行事業者等から提案された運行計画案（運行手段、ルー
ト、頻度、運賃等）の意見聴取

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 令和2年8月（書面開催）、10月 平成18年度

312 道路局 企画課 横浜市バスネットワーク会議 横浜市バスネットワーク会議の座長を依頼 7 その他 横浜国立大学 令和3年1月（書面開催） 令和2年度

313 道路局
企画課（株式会社
横浜シーサイドライ
ン）

横浜金沢シーサイドエリアマネジメ
ント協議会

並木エリアにある「並木ラボ」にて、エリア活性化のために集まった企業・
地域住民等による活動。
年数回の活動報告やコラボイベントを実施済

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年9月、12月にオンライン会議 平成25年度

314 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
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315 消防局 保安課
災害・事故に起因する化学物質
流出シナリオ構築と防災減災戦略
（環境省プロジェクト）

石油コンビナート等において非定常かつ非意図的に発生が想定される
災害や事故に関する体系的なシナリオ抽出とそれに伴う化学物質の
総合的な管理手法につなげる提案を行い、防災減災ガイドラインを作
成
上記取組に対する情報提供や意見交換など

7 その他 横浜国立大学 令和2年12月 令和元年度

316 消防局 救急課 救急需要の将来予測 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 令和2年4月～令和3年3月 平成29年度

317 消防局 管理・研究課
VRによる消防教育訓練シミュレー
ションシステムの研究開発

ＶＲ技術を用い、消防隊員の教育訓練に特化したＶＲ消防教育訓練
シミュレーションシステム「以下、（ＶＲ消防教育訓練システム）という。」
を開発し、実務経験が不足する消防隊員の技術向上を目指す

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

①東京大学
②東京理科大学

通年 令和元年度

318 消防局 青葉消防署 青葉区火災予防ポスターの審査 区内小学生から募集した225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 令和2年9月 平成25年度

319 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への表示およびチラシの配布等の協力を依頼
学生団員の訓練場所等を借用
学園祭にブースを出展させていただき、広報活動を実施

4 事業の運営、協力・協働
①桐蔭横浜大学
②日本体育大学

①、②　令和2年11月～12月
※　緊急事態宣言の解除後も、新型コロナ
ウィルス感染症拡大防止の観点から上記期
間以外は訓練を中止しました

①平成28年度
②平成27年度

320 水道局 人材開発課 土質工学研修
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 令和2年11月 平成24年度

321 水道局 人材開発課 水理学研修
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 令和2年11月 平成29年度

322 水道局 人材開発課 水道技術職向け設備研修
水道技術職として必要な設備に関する基礎知識を座学、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 令和2年11月 令和元年度

323 水道局 人材開発課 コンクリート研修
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 令和2年10～11月 平成30年度

324 水道局 人材開発課 舗装研修
技術職員として必要な舗装の基礎知識を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 令和2年11月 令和2年度

325 水道局
経営企画課
国際事業課

ゼミのテーマに関する情報提供
ゼミのテーマ「公共サービスのデジタル化の問題点と可能性」に関する
学生からの「インタビュー調査」という形で、水道局のスマートメーター導
入検討の経緯と現状などに関する情報提供を実施

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜市立大学 令和2年12月 令和2年度

326 水道局
経営企画課
国際事業課

ゼミのテーマに関する情報提供
ゼミのテーマ「公共サービスのデジタル化の問題点と可能性」に関する
学生からの「インタビュー調査」という形で、水道局のスマートメーター導
入検討の経緯と現状などに関する情報提供を実施

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜市立大学 令和2年12月 令和2年度
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327 水道局 公民連携推進課
山梨県道志村の行政課題解決に
向けた道志村、フェリス女学院大
学、水道局連携事業

道志村の抱える課題について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 令和2年5月～8月
平成30年度

（平成27年度より
企画）

328 水道局 公民連携推進課
東洋英和女学院大学 ×横浜市
水道局　コラボ企画

東洋英和女学院大学　国際社会学部 国際社会学科でSDGsを看
板に、水について学ぶことを目的とした準同好会（２年生19名１年生８
名）とともに若い世代に、水道事業の理解を深めるため、水源から浄水
場の視察、水道事業の概要説明、水道局の取組を紹介

7 その他 東洋英和女学院大学 令和2年11月～令和3年3月 令和2年度

329 水道局 計画課
配水池の長寿命化に向けたコンク
リート補修方法の研究

水道施設の長寿命化に向けて、コンクリートに関して専門的な知見を
有する有識者と配水池の劣化状況を調査し、劣化評価方法や適切
な補修方法を検討

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

横浜国立大学 令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

330
教育委員会事
務局

横浜市社会教育
コーナー指定管理
者選定評価委員
会

横浜市社会教育コーナー指定管
理者選定評価委員会

委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

神奈川大学 通年 平成30年度

331
教育委員会事
務局

生涯学習文化財課 「成人の日」を祝うつどい 令和３年「成人の日」記念行事実行委員 4 事業の運営、協力・協働 市内大学生 令和2年6月～令和3年3月 不明

332
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

東京都市大学、横浜国立大学、
東京大学

令和2年7月、9月、10月 平成30年度

333
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
２０２１年夏に開催予定の企画展「布　うつくしき日本の手仕事」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 通年 平成30年度

334
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）

学芸員実習 学芸員実習の実施
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

関東学院大学、鶴見大学、青山
学院大学、桜美林大学、お茶の
水女子大学、清泉女子大学、日
本大学通信教育部、明治学院大
学

令和2年8月～令和2年11月 平成20年度

335
教育委員会事
務局

生涯学習文化財課 横浜市文化財保護審議会 横浜市文化財保護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、関東学院大学、國
學院大學、鶴見大学、横浜国立
大学、横浜市立大学、昭和女子
大学、青山学院大学、上智大
学、成城大学、清泉女子大学、
大正大学、東京農業大学、立正
大学

通年 昭和63年度

336
教育委員会事
務局

生涯学習文化財課
横浜市歴史博物館等指定管理
者選定評価委員会

横浜市歴史博物館等指定管理者選定評価委員会の委員を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

横浜国立大学 通年 平成26年度
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337
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

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、星槎大学、玉川大
学、鶴見大学、桐蔭横浜大学、
東京都市大学、東洋英和女学院
大学、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、青山
学院大学、麻布大学、桜美林大
学、神奈川県立保健福祉大学、
神奈川工科大学、北里大学、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、女子栄養大学、女子
美術大学、専修大学、洗足学園
音楽大学、創価大学、多摩大
学、帝京大学、田園調布学園大
学、東海大学、東京学芸大学、
東京経済大学、東京工芸大学、
東京理科大学、日本大学、日本
女子大学、文教大学、明治大
学、明星大学、横浜高等教育専
門学校、和光大学、早稲田大学

令和2年6月 平成26年度

338
教育委員会事
務局

教職員育成課 連携大学個別訪問、来庁
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
神奈川大学、関東学院大学、日
本体育大学、横浜国立大学、帝
京大学

令和2年7月～令和3年2月 平成25年度

339
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」という方法を設ける

4 事業の運営、協力・協働

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、星槎大学、玉川大
学、鶴見大学、桐蔭横浜大学、
東京都市大学、東洋英和女学院
大学、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、青山
学院大学、麻布大学、桜美林大
学、神奈川県立保健福祉大学、
神奈川工科大学、北里大学、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、女子栄養大学、女子
美術大学、専修大学、洗足学園
音楽大学、創価大学、多摩大
学、帝京大学、田園調布学園大
学、東海大学、東京学芸大学、
東京経済大学、東京工芸大学、
東京理科大学、日本大学、日本
女子大学、文教大学、明治大
学、明星大学、横浜高等教育専
門学校、和光大学、早稲田大学

令和2年4月～通年 平成26年度
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番
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区・局
（統括本部

及び会計室を
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課
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令和2年度
実施年月

連携取組
開始年度

340
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

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、星槎大学、玉川大
学、鶴見大学、桐蔭横浜大学、
東京都市大学、東洋英和女学院
大学、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、青山
学院大学、麻布大学、桜美林大
学、神奈川県立保健福祉大学、
神奈川工科大学、北里大学、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、女子栄養大学、女子
美術大学、専修大学、洗足学園
音楽大学、創価大学、多摩大
学、帝京大学、田園調布学園大
学、東海大学、東京学芸大学、
東京経済大学、東京工芸大学、
東京理科大学、日本大学、日本
女子大学、文教大学、明治大
学、明星大学、横浜高等教育専
門学校、和光大学、早稲田大学

令和2年4月～通年 平成26年度

341
教育委員会事
務局

教職員育成課 インターンシップ・スクールデー実践
教員を目指す学生が学校での体験を通じ、教員としての実践力を身
に付けることを目的

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

①鎌倉女子大学
②玉川大学
③横浜国立大学
④明星大学

令和2年9月～令和3年3月

①平成27年度
②平成29年度
③平成28年度
④平成30年度

342
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
のできる機会の提供

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

横浜国立大学 令和2年7月 平成27年度

343
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

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 通年 平成18年度

344
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
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

345
教育委員会事
務局

特別支援教育課 市立小学校における「体験活動」

心理学部教育発達学科２年次の学生が、「教育発達学方法論」の
授業の一環として、市立小学校（127校）において実施
学生は、特別支援教室の活用を含め、一般学級に在籍する発達障
害等支援を必要とする児童への学習支援を中心とした学校の教育活
動にアシスタントとして参加（期間中８回）

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

明治学院大学 令和2年10月～12月 平成23年度

346
教育委員会事
務局

健康教育・食育課 横浜市学校保健審議会 横浜市学校保健審議会の委員及び臨時委員を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

玉川大学、桐蔭横浜大学、横浜
国立大学、横浜市立大学、国士
舘大学、埼玉大学

令和2年12月、令和3年3月 令和2年度
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347
教育委員会事
務局

健康教育・食育課
小学校給食実施事業及び中学
校昼食実施事業

給食及びハマ弁と百人一首を通じた食育に関する取組み 4 事業の運営、協力・協働 フェリス女学院大学
小学校　令和2年10月
中学校　令和3年1月

令和2年度

348
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

349
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 令和2年9月～12月 平成30年度

350
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 令和2年7月 平成29年度

351
教育委員会事
務局

戸塚図書館 資料協力 大学紀要の寄贈 7 その他 明治学院大学 通年 平成25年度

352
教育委員会事
務局

緑図書館
緑図書館開館25年周年記念事
業「緑図書館入口モニュメントの制
作設置」

横浜創英大学の学生さんたちと教授による、緑図書館の入口を飾る
モニュメントの制作と設置。合わせて成人図書室にもパネルを制作設
置

4 事業の運営、協力・協働 横浜創英大学 令和2年11月 平成27年度

353
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
する資料の展示）

「横浜・みなとみらいの発展」と題し、横浜市立大学の所蔵する資料と
パネルを展示し、横浜市立大学で実施する講演会の案内も一緒に掲
出
合わせて横浜市立図書館所蔵のみなとみらい関係の貸出できる資料
も展示

4 事業の運営、協力・協働 横浜市立大学 令和2年11月 平成25年度

354
教育委員会事
務局

金沢図書館 金沢区読書施設マップの増刷 大学図書館の市民利用についての広報および利用の促進 4 事業の運営、協力・協働
関東学院大学
横浜市立大学

令和3年2月 平成28年度
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開始年度

1 西区 総務課
都市部におけるゲリラ豪雨の早期
影響予測システムの開発

横浜市西区の帷子川を対象として、降雨等による河川の水位上昇と
洪水の予測モデルについての調査研究

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

中央大学 令和2年4月～ 平成30年度

2 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」推進策定委員会

緑区福祉保健計画の推進の状況に関する意見交換等を実施 4 事業の運営、協力・協働 田園調布学園大学 令和3年3月 平成18年度

3 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 通年 平成27年度

4 泉区 福祉保健課
第４期泉区地域福祉保健計画策
定・推進検討会

第４期泉区地域福祉保健計画策定・推進検討会の委員として参画 4 事業の運営、協力・協働 田園調布学園大学 令和2年9月、令和3年3月 令和元年度

5 泉区 福祉保健課
横浜市泉区地域ケアプラザ・福祉
保健活動拠点指定管理者選定
委員会

横浜市泉区地域ケアプラザ・福祉保健活動拠点指定管理者選定委
員会の委員を委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

田園調布学園大学 令和2年4月 令和元年度

6 泉区 福祉保健課 泉区地域福祉保健推進協議会
泉区の福祉・保健・医療・地域・行政等の連携強化等を目的とした、
泉区地域福祉保健推進協議会の委員として参画

4 事業の運営、協力・協働 田園調布学園大学 令和2年11月 平成22年度

7 瀬谷区 区政推進課 瀬谷区の魅力づくりに向けた検討
区の魅力発信を推進するため、「瀬谷区の魅力づくり」をゼミの研究
テーマの一つとして設定し、その成果を区役所で発表

4 事業の運営、協力・協働 東洋大学 令和2年11月 令和元年度

8 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 令和2年4月 平成22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 令和2年4月～令和3年3月 平成30年度

10 政策局
公益財団法人横
浜市男女共同参
画推進協会

講師派遣

2019年度、非正規雇用単身女性の現状と課題をテーマに、2019年
度労働講座企画委員会寄付講座「未来をつかめ～OB・OGの働き
方を通して考える」への依頼を受託し、当時の事業企画課長が講義
今年度も同テーマで講義依頼を受託したが、新型コロナウイルス感染
症の拡大状況により、新規には資料のみ提供（※学生さんが資料と共
に昨年度の動画をオンラインで視聴）

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

明治大学 令和2年10月 令和元年度

11 政策局 共創推進課
ウィズコロナ時代の社会課題をデー
タ活用と公民連携によって解決す
るための連携協定

(1)社会課題を解決し、新しい生活様式やビジネスモデルを創発するた
めの手法の活用・普及
(2)社会課題を解決し、新しい生活様式やビジネスモデルを創発するた
めの共創のプラットフォームやコミュニティの形成
(3)プラットフォームやコミュニティの運営を支える安全・安心な通信交流
環境の構築

4 事業の運営、協力・協働 東京大学
令和2年9月、10月、11月、
令和3年3月

令和2年度
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12 総務局 地域防災課 避難支援アプリ構築に向けた連携
産学官の連携により、災害時における市民の迅速かつ適切な避難行
動をサポートする避難支援アプリを構築

4 事業の運営、協力・協働 神奈川歯科大学 令和3年3月（協定締結） 令和2年度

13 国際局
横浜市国際交流
協会

講義
テーマ「外国人市民との共生」

横浜での事例をもとに、増える外国人市民との共生への課題について
の講義

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

甲南大学 令和2年11月 平成23年度

14 国際局
（横浜市国際交流
協会：鶴見国際交
流ラウンジ））

学習支援教室（つるみ学習支援
教室あおぞら、なないろ）

つるみ学習支援教室（あおぞら・なないろ）への学生ボランティアの受け
入れ

4 事業の運営、協力・協働 文京学院大学

令和2年5月～令和3年3月（毎月第1・
3土曜日 あおぞら）
令和2年8月～12月（毎週月曜日 なな
いろ）

平成29年度

15 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 法政大学 令和2年6月、11月 令和元年度

16 市民局 人権課 企業向け人権啓発セミナー 企業向け人権啓発セミナーの講師を依頼
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

宝塚大学 令和3年3月 令和2年度

17 市民局 市民協働推進課 横浜市運営支援事業部会 横浜市運営支援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

法政大学大学院 令和2年8月、11月、令和3年3月 令和元年度

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）

昭和音楽大学、昭和音楽大学短期
学部

令和2年10月 平成22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。
10/10-11/1 あざみ野コンテンポラリ－vol.11「関川航平展　今日」
1/23-2/14 あざみ野フォト・アニュアル「とどまってみえるもの」「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 令和2年4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 令和2年4月 平成27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 令和2年4月 平成18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 令和2年4月 平成18年度
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23 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

横浜市と事業構想大学院大学が協力協定を締結し、水辺を活かし
た新たな魅力づくりへの取り組み

4 事業の運営、協力・協働 事業構想大学院大学 通年 平成29年度

24 経済局 産業連携推進課
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

LIP.横浜の取組趣旨に賛同した大学等がその実現のために協力する
機関（協力機関）として参画

4 事業の運営、協力・協働
神奈川県立保健福祉大学
東京大学大学院
浜松医科大学

随時 平成28年度

25 経済局 産業連携推進課
Ｉ▫ＴＯＰ横浜「路線バス自動運転プ
ロジェクト」

持続可能なモビリティサービスの実現を目指した大型バスによる自動運
転の実証実験

4 事業の運営、協力・協働 群馬大学 令和2年7月、10月 令和元年度

26 経済局 産業連携推進課 医工連携推進事業 企業との共同研究
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

東京医科歯科大学 令和2年10月　等 令和2年度

27 経済局 産業連携推進課 医工連携推進事業 企業との共同開発
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

聖マリアンナ医科大学 令和2年10月　等 令和2年度

28 経済局
公益財団法人横
浜市消費者協会

公益財団法人横浜市消費者協
会評議員会

公益財団法人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

①名古屋経済大学
②東京経済大学

①令和2年6月、令和3年3月
②令和3年3月

①平成24年度
②令和2年度

29 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東京経済大学
②日本女子大学
③法政大学

通年
①平成26年度
②平成30年度
③平成22年度

30 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 令和2年8月～10月 平成21年度

31 こども青少年局 子育て支援課
親子の居場所の連携に係るあり方
検討会

親子の居場所の連携等に係るあり方検討会における、事業の振返り
と連携による支援のめざす姿の整理

3 市業務への提案・指導等 日本福祉大学 令和2年7月～令和3年1月 令和2年度

32 こども青少年局 子育て支援課 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109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 令和2年7月、9月 平成28年度

33 こども青少年局 子育て支援課 保育士２年目研修
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、45名の保育士等が参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京家政大学 令和2年11月 令和2年度

34 こども青少年局 子育て支援課 中堅保育士研修
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
２回、延べ78名の保育士等が参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京家政大学 令和2年11月、12月 令和2年度

35 こども青少年局 子育て支援課 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、94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 令和2年7月 平成30年度
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36 こども青少年局 子育て支援課 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
計2回、延べ84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

清和大学短期大学部 令和2年10月、12月 令和元年度

37 こども青少年局 子育て支援課 小児医療研修
保育所等に勤務する職員を対象とした専門性を高める研修を実施
1回、55名の保育士等が参加

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東京家政大学 令和3年1月 平成28年度

38 こども青少年局 子育て支援課
（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
計５回、延べ235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 令和2年8月 平成30年度

39 こども青少年局 子育て支援課
（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
計５回、延べ245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

日本社会事業大学 令和2年8月 平成30年度

40 こども青少年局 子育て支援課 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、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

中村学園大学 令和3年3月 平成30年度

41 こども青少年局 子育て支援課 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、60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

和洋女子大学 令和2年9月 令和2年度

42 こども青少年局 子育て支援課
（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225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

洗足こども短期大学
聖心女子大学
こども教育宝仙大学
相模女子大学

令和2年7月～令和3年1月 平成30年度

43 こども青少年局 子育て支援課 幼稚園新規採用教育研修会
新規採用の幼稚園教諭、認定こども園保育教諭を対象とした研修を
行い、保育実践の基礎となる知識や実践力を養う。

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

お茶の水女子大学 令和2年12月 平成18年度

44 こども青少年局 子育て支援課
保育・幼児教育の質の向上 及び
大学の研究教育の充実・発展に
関する協定

「福祉共創マネジメントコース」への職員の派遣
研修等への講師の派遣
合同調査研究の実施
政策提言の実施

4 事業の運営、協力・協働 昭和女子大学 令和2年11月（協定締結日） 令和2年度

45 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 令和2年10月 平成22年度

46 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 令和3年3月 平成25年度

47 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

東京都立大学 令和3年3月 令和2年度
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48 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 令和3年2月 平成29年度

49 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

東京都立大学 令和3年1月 令和2年度

50 こども青少年局
放課後児童育成
課

横浜市子ども・子育て会議　放課
後部会

委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

千葉敬愛短期大学、文教大学
令和2年7月、9月、10月、12月、
令和3年3月

平成25年度

51 こども青少年局
放課後児童育成
課

横浜市児童福祉審議会　放課後
部会

委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

千葉敬愛短期大学、文教大学 令和3年3月 平成27年度

52 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　社会福祉職２
年目研修

入庁２年目の社会福祉職を対象とし、権利擁護などの専門職として
の態度や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

和泉短期大学 令和2年7月  2回 令和元年度

53 健康福祉局 福祉保健課
行政社会福祉職専門職における
専門職責任職のコンピテンシーモデ
ルの作成に係る調査等業務委託

・専門職能力評価における調査分析
・調査結果を活用した研修の実施
・報告書の作成

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

産業能率大学 令和2年12月、令和3年1月 令和元年度

54 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　社会福祉職３
年目研修

入庁３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価値、
倫理、態度など、専門職の根幹となる事項について学ぶための研修を
実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

白梅学園短期大学 令和2年9月 令和2年度

55 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　社会福祉職６
年目研修

入庁６年目の社会福祉職を対象とし、セルフチームマネジメント、行政
専門職としての役割発揮について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

日本大学 令和2年10月 令和2年度

56 健康福祉局 福祉保健課
専門職（社会福祉職・保健師）技
術研修

支援記録の書き方に関する研修
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

田園調布学園大学 令和2年9、11月 令和元年度

57 健康福祉局 福祉保健課
健康福祉局主催　保健師３年目
研修

地域特性に応じたアプローチ及び施策への展開方法等、地域保健活
動の基本的な視点を習得する研修

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

国立看護大学校 令和2年11月 令和元年度

58 健康福祉局 福祉保健課
日本社会事業大学教育課程連
携協議会

大学の教育課程についての検討協議会への委員委嘱
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

日本社会事業大学 令和2年8月、令和3年3月 令和元年度

59 健康福祉局 福祉保健課 大学生向け職種説明会 社会福祉職及び保健師について、大学生に向けた職種の説明会
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

神奈川県立保健福祉大学 令和3年2月 令和2年度

60 健康福祉局 福祉保健課 横浜市更生支援ネットワーク会議 横浜市更生支援ネットワーク会議（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

武蔵野大学 令和2年9月、令和3年3月（書面開催） 令和2年度
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61 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

意見交換
川崎市多摩区まち協の職員とともに来所。市民活動について意見交
換

7 その他 専修大学 令和2年4月 令和2年度

62 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

オンラインイベント開催
任意団体野毛坂グローカルとの共催イベント『新型コロナで取り残され
そうな人〜SDGsの精神「誰一人取り残さない」を目指して〜」におい
て、要約筆記ボランティア

4 事業の運営、協力・協働 岐阜大学、早稲田大学 令和2年5月 令和2年度

63 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

オンラインイベント開催
任意団体野毛坂グローカルと共催した『「ごちゃまぜ社会」で誰もが幸
せを目指すための障害者平等研修』に参加

4 事業の運営、協力・協働 早稲田大学 令和2年10月 令和2年度

64 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

アーカイブ事業
資料閲覧
ことぶき協働スペースから「アーカイブ」に関するリモート講義を配信

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

東海大学 令和2年10月 令和元年度

65 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

オンラインイベント開催
「ワールドリビングラボ〜レジリエントで持続可能な都市・横浜を目指し
て」においてオンライン講演

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

大阪市立大学 令和2年11月 令和元年度

66 健康福祉局
（ことぶき協働スペー
ス）

意見交換 オンラインで意見交換 7 その他 大阪芸術大学 令和2年12月 令和2年度

67 健康福祉局 精神保健福祉課
横浜市障害者自立支援協議会
地域移行・地域定着部会

横浜市障害者自立支援協議会地域移行・地域定着部会員の委員
として委嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

田園調布学園大学 令和2年10月、令和3年2月 令和元年度

68 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

介護予防業務研修②「JAGES調
査活用研修~JAGES調査2019年
結果」

健康とくらしの調査（JAGES調査）2019年結果を活用し、地域診断に
基づく効果的な介護予防事業の展開ができることを目的に、研修会を
実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

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

令和2年10月 平成25年度

69 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

JAGES調査活用事業
2019年に実施した「健康とくらしの調査（JAGES調査）」の詳細分析
や、新型コロナ感染拡大を受けての追加調査を実施

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

70 健康福祉局
地域包括ケア推進
課

医療・介護統合データに関する共
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
報を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 通年 平成30年度

71 健康福祉局 障害施策推進課 横浜市障害者自立支援協議会 横浜市障害者自立支援協議会委員に任命
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東洋大学
令和2年7月、10月、12月、
令和3年3月

平成27年度

72 健康福祉局 障害施策推進課
横浜市障害者自立支援協議会
人材育成部会

横浜市障害者自立支援協議会委員に任命
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

①和泉短期大学
②東洋大学

令和2年8月、10月、11月、
令和3年1月

①平成28年度
②平成27年度

73 健康福祉局 障害施策推進課
横浜市障害者自立支援協議会
地域生活支援拠点検討部会

横浜市障害者自立支援協議会委員に任命
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東洋大学 令和3年2月 平成29年度
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74 健康福祉局 障害施策推進課 相談支援研修Ⅰ
障害者相談支援従事者初任者研修受講者を対象に、障害のある
方、本人を中心とした支援、相談支援をはじめる上での基礎研修の
実施

2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

和泉短期大学 令和2年11月 令和2年度

75 医療局 がん・疾病対策課
ACP人材育成研修パッケージへの
協力

令和元年度に「ACP人材育成研修パッケージ作成作業部会」（令和
２年度は「ＡＣＰ人材育成等に関する作業部会」に名称変更）内で、
ＡＣＰ人材育成研修パッケージ（研修資料）を作成
本研修資料の作成には、神戸大学が厚生労働省から委託を受けて
実施している、「患者の意向を尊重した意思決定のための相談員研
修会」（通称E-Field研修）の資料を提供するよう依頼した経緯がある
令和２年度も引き続き、E-Field研修資料の転載等使用許可、「これ
からの治療・ケアに関する話し合い」テキストやパワーポイント資料の活
用等許可を受け、各区が主催して行う、「ＡＣＰ人材育成研修」の受
講者から依頼があった際に、資料の提供等の実施

4 事業の運営、協力・協働 神戸大学 令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

76 医療局 がん・疾病対策課
在宅医療推進のための人材育成
研修

在宅医療推進のための人材育成研修　アドバンス研修１の講師 4 事業の運営、協力・協働 埼玉県立大学 令和2年11月 令和元年度

77 医療局 医療政策課 YoMDBデータの分析・研究
本市が構築したYoMDBを用いて、医療・介護情報を連結した分析を
行い、分析結果を基にデータ活用に関する研修を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

産業医科大学 令和2年4月～令和3年3月 平成30年度

78 医療局 医療政策課 YoMDBデータの分析・研究
本市が構築したYoMDBを用いて、医療・介護情報を連結した分析、
研究までを連携協力して行う

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

順天堂大学 令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

79 医療局 医療政策課 YoMDBデータの分析・研究
本市が構築したYoMDBを用いて、医療情報を活用した分析、研究ま
でを連携協力して行う

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

早稲田大学 令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

80 医療局 医療政策課 横浜市－北見工業大学共同研究
ICTを活用した地域医療連携ネットワークの継続性を評価するための
指標を検討

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

北見工業大学 令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

81 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

動物園の飼育動物を対象とした寄
生虫感染状況及び駆虫プログラム
の実施状況の調査

シマウマ、ライオン、トラの糞便の提供とその駆虫実績を報告し、的確
な対策実施に貢献

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

宮崎大学 令和2年10月 令和2年度

82 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

動物園の飼育動物に由来する糞
線虫属線虫のサンプリング及び分
子系統解析

霊長目及び食肉目の動物の糞を提供し、糞線虫卵が発見された場
合、それを培養し、分子系統解析を行い、その進化についての研究の
一助とする

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

宮崎大学 令和3年1月 令和2年度

83 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

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（追加調
査）

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
行動学的手法だけではなく生理学的手法（呼吸数及び心拍数測定）
を追加調査として取り入れ、施設間移動に伴う影響を調査研究し、
動物福祉に配慮した適切な対応策を講じるための基礎データを蓄積

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

関西大学、日本大学 令和2年10月～令和3年3月 令和2年度

84 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ボルネオオランウータンを対象とした
無麻酔下での歯周疾患の検査法
の開発及び治療・予防の試みの共
同研究について

当園飼育ボルネオオランウータン4個体において、対象個体の口腔内か
ら採取した唾液を検体として細菌数の測定を行い、口腔衛生状況の
検査結果をもとに歯周病検査法の開発及び治療・予防方法について
検討

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本歯科大学
令和2年4月～12月
令和3年1月～3月

令和2年度
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85 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

チーターの栄養管理
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30年度

86 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

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26年度

87 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ツシマヤマネコのストレス評価
基礎的な生理的ストレスを明らかにし、野生順化過程におけるストレス
評価の精度向上を図る

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

京都大学 令和3年2月～ 令和2年度

88 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ツシマヤマネコの年齢推定と遺伝
的多様性評価

年齢推定モデルの開発と遺伝的多様性の評価法を確立し、野生個
体群の年齢構成および正確な個体群存続性分析への貢献

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

京都大学 令和3年2月～ 令和2年度

89 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ツシマヤマネコのホルモン動態 メスへの人工授精後の妊娠診断のため
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

岐阜大学 令和3年1月～ 令和元年度

90 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

共同繁殖種リカオンの協力行動と
仲直り行動

リカオンにおいて社会的認知能力が必要な協力行動と仲直り行動、ま
た社会的動機を解明

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

総合研究大学院大学 令和2年8月～ 令和2年度

91 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ヨーロッパオオライチョウの栄養管理
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29年度

92 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

学習者の能動的な生命概念構築
を支援する持続可能性に向けた動
物園（植物園を含む）教育の デザ
インと評価

学習者の能動的な生命概念構築を支援する持続可能性に向けた動
物園（植物園を含む）教育の デザインと評価

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

近畿大学 通年 令和元年度

93 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ホッキョクグマの栄養管理
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 令和元年度

94 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ユーラシアカワウソの栄養管理
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 令和元年度

95 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

来園者のホッキョクグマ
見学時における発話・行動内容

展示場前のポスターの利用実態を明らかにする と共に、 ホッキョクグマ
見学時における来園者の発話・行動内容を調査し 、今後の動物展
示の改善に役立つデータを収集

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

ヤマザキ動物看護大学 通年 令和2年度

96 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

ホッキョクグマの行動の日内変動
ホッキョクグマに遊具を与えた場合、動物園で飼育されているホッキョク
グマの日内行動がどう変化するのかを明らかにする

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

ヤマザキ動物看護大学 通年 令和2年度

97 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

キリンの性ステロイドホルモンの測定
キリンの発情に伴う糞中ホルモン（プロジェステロン）の動態から明らかに
することを目的に糞中ステロイドホルモンの測定を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

岐阜大学 令和2年4月～令和3年3月 平成29年度
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98 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

傷病野生動物の二次治療に関す
る連携研究について

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

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

東京農工大学 令和2年4月～令和3年3月 平成23年度

99 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

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

草食・肉食・雑食の各種食性を持つ哺乳動物種の舌粘膜に分布す
る舌乳頭の上皮表面ならびに上皮剥離後の結合組織芯について走
査電顕を用い観察し、食性や動物種による立体構造の違いを他の動
物種と比較・考察

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本歯科大学 令和2年4月～令和3年3月 平成24年度

100 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

飼養動物の寄生虫感染状況及び
駆虫プログラムの実施状況について

シマウマ、ライオン、トラの寄生虫感染状況及び駆虫プログラムの実施
状況調査について共同研究を行うことで、動物衛生および公衆衛生
の向上を目的

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

宮崎大学 令和2年8月～令和3年3月 令和2年度

101 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

キツネザルに寄生する病原体の調査

キツネザル類の血液・糞便検体について顕微鏡検査と次世代シーケン
サーを用いたメタゲノム解析を行い、保有するウイルス・細菌類・原虫
（原生動物）類の多様性を明らかにすることで、人獣共通感染症リスク
について基盤的知見が得られるとともに、キツネザルの共生生物の種類
や群集構造に関する情報が網羅的に取得されることから、寄生生物–
共生生物–宿主間の相互作用を明らかにでき、キツネザルの保全に役
立つ基礎知見が得られると期待される研究

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

東京女子医科大学 令和3年1月～3月 令和2年度

102 環境創造局
よこはま動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

飼育下霊長類における他者認知・
自己認知に関する調査
（アカエリマキキツネザル）

アカエリマキキツネザルにタッチパネル機能付きモニターを呈示し、モニ
ター上も解答ボタンを被験体が触ることにより色覚探査課題等を遂行
基本的色覚情報の他、記憶検査、個体間比較などについて調査
また、今年度から新たに一日を通しての鳴き声の記録を動画記録と共
に開始

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

立命館大学 令和2年4月～令和3年3月 平成25年度

103 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

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

人工繁殖のための遺伝子資源の保全を目的として、卵巣内初期卵
胞の発育法と凍結保存法を確立するために共同で研究を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

京都大学 通年 平成28年度

104 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

鳥類の血液原虫感染に関する研究
傷病鳥獣保護事業で保護された鳥類の中で血液原虫感染が特定さ
れた個体の血液塗抹標本を提供

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 通年 平成28年度

105 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

インドゾウにおける展示場への砂導
入の効果について

令和元年度よりインドゾウの展示場に導入している砂がインドゾウの行
動に与える効果について共同で研究を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 通年 令和元年度

106 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

飼育下オオツノヒツジを対象とした
展示場の違いによる行動比較

オオツノヒツジの展示場2か所（擬岩を用いた展示場と草地の展示場）
について展示環境の違いによってオオツノヒツジの行動変化が発生する
のか共同で研究を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 通年 令和元年度

107 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

オオツノヒツジの展示場内の食性と
採食嗜好性について

オオツノヒツジの草地展示場の野草の植生とオオツノヒツジの野草の採
食嗜好性について共同で研究を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 通年 令和元年度

108 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

飼育ゾウの飼料の栄養価と糞中の
栄養残存量を基にした栄養充足
率の評価手法の検討

インドゾウに給餌している牧草中の栄養価の評価を行い給与適正量
を調査する研究について共同で実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 通年 令和元年度

109 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

鳥類の血液原虫感染に関する試
験的治療について

傷病鳥獣保護事業で保護された鳥類の中でマラリア感染が特定され
た個体に対して抗マラリア薬による治療とその効果の検証について共同
で研究を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 通年 令和元年度
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110 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

動物園動物における血液ガス分析
の検索

動物園動物診療における基礎研究として血液ガス分析を実施し、正
常値の解明や臨床症状との相関を調べる研究について共同で実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

京都大学 通年 令和元年度

111 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

硬度計を使用した動物種および環
境要因の違いにより生じる蹄の硬
度の差異についての検討

アジアゾウを対象に、床材などの飼育環境や季節などの外的要因が、
蹄の硬度に与える影響について共同で研究を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 通年 令和2年度

112 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

わくわく動物園ワークショップの研究
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

動物園の展示やワークショップに対して来園者が持った印象を視覚的
に表現するための調査分析とその活用としての体験プログラムの研究に
ついて共同で実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

札幌市立大学 通年 令和2年度

113 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

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

インドサイの発情周期をモニタリングするために糞中ステロイドホルモン含
量を測定し繁殖の可否について診断する研究を共同で実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

岐阜大学 通年 平成24年度

114 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

検体提供 検体として飼育動物の死体を提供
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

①東京農工大学
②東京大学

通年 平成20年度

115 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

講義（動物園学習） 動物園の役割とその活動についての特別講義をDVDで送付
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 令和2年6月 平成27年度

116 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

カブトムシの森運営ボランティア
新型コロナウイルス感染症によりカブトムシの森が中止のため、イベント
等の企画を検討してもらい、3件の提案を提出

4 事業の運営、協力・協働 日本大学 令和2年10月 平成29年度

117 環境創造局
金沢動物園
（公益財団法人
横浜市緑の協会）

講義（生物分類学・動物園概論）
生物分類学・動物園概論の講義の一部として、よこはま動物園・野
毛山動物園・金沢動物園より1名ずつ講師を派遣（令和2年度につい
てはオンデマンド教材および遠隔授業による質疑）

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

麻布大学 令和2年12月 平成22年度

118 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 令和2年4月～令和3年3月 平成14年度

119 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 令和2年4月～令和3年3月 平成24年度

120 環境創造局
動物園課
繁殖センター

ミゾゴイの繁殖期を対象とした行動
学的研究

ミゾゴイの繁殖期を対象とした行動学的研究
1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

日本大学 令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

121 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 令和2年4月～令和3年3月 平成29年度

122 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 令和2年4月～令和3年3月 平成29年度
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123 環境創造局
動物園課
繁殖センター

博物館見学実習 域内保全等に関する講義（動画提供）
2 講座・研修の講師・コーディ
ネーター

帝京科学大学 令和2年9月 平成29年度

124 環境創造局
下水道事業マネジ
メント課

横浜市下水道事業経営基盤基
礎情報整理業務委託

下水道事業の健全で持続性のある経営基盤の確立に向けて、その基
礎情報の１つである「利益処分」に関する理論整理を行うとともに、平
成13年に改定された下水道使用料の改定の経緯及び当時の理論整
理を実施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

早稲田大学 令和2年12月～令和3年3月 令和2年度

125 環境創造局 農政推進課
農地を活用したグリーンインフラの
取組

グリーンインフラを取り入れた農地整備設計の技術支援
モデル施工区画の保水効果等の検証

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

東京農業大学 令和2年7月～令和3年3月 令和元年度

126 環境創造局 農政推進課
寺家ふるさと村の将来構想に関す
る有識者意見交換会

青葉区寺家町内の「寺家ふるさと村」の将来構想に関して、意見交
換会を実施

3 市業務への提案・指導等 法政大学 令和2年12月 令和2年度

127 建築局 市営住宅課
野庭住宅と野庭団地の未来を考
える会

野庭住宅と野庭団地の未来を考える会の委員を依頼
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京都立大学 令和2年10月、12月、令和3年3月 令和2年度

128 都市整備局 ＩＲ推進課 横浜ＩＲを考えるシンポジウム パネリストとしての出演 7 その他 東京医科歯科大学 令和2年12月 令和2年度

129 都市整備局 ＩＲ推進課 懸念事項対策研究会 有識者として意見聴取 3 市業務への提案・指導等 東京医科歯科大学 令和3年2月 令和2年度

130 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

①東京大学
②東京都立大学
③法政大学

通年（部会は令和2年7、9、10、12、
令和3年3月）

①令和元年度
②平成29年度
③平成27年度

131 都市整備局 地域まちづくり課
栄区上郷ネオポリスにおける郊外
戸建住宅団地の持続可能なまち
づくり

栄区上郷ネオポリス自治会区域におけるまちづくりに関する意見交換 4 事業の運営、協力・協働 東京大学、明治大学 令和2年4月～令和3年3月 令和元年度

132 道路局 企画課 磯子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磯子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

宇都宮大学 令和2年9月 令和元年度

133 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

134 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 令和2年11月 平成29年度

135 水道局 計画課
河川におけるかび臭物質発生の原
因調査・対策案の検討に関する共
同研究

本市の水源である道志川において近年問題となっているかび臭物質
発生の原因調査及び対策案の検討に関する研究を大学と共同で実
施

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

東京大学
山梨大学

令和2年4月～令和3年3月 令和元年度



■ 令和２年度 市内大学等以外との連携取組事例　【パートナーシップ協議会参加大学以外】 【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
令和２年度
実施年月

連携取組
開始年度

136 水道局 再整備推進課
横浜市水道局西谷浄水場再整
備事業等に係る総合評価落札方
式技術評価支援会議

西谷浄水場再整備事業及び相模湖系導水路（川井接合井から西
谷浄水場）改良事業に伴う工事等の設計・施工一括発注方式での
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１
項及び第２項の規定に基づく一般競争入札実施に際し、落札者決
定基準、入札参加者の技術提案等、要求水準書などに関することに
ついて会議の委員に助言を要求

4 事業の運営、協力・協働

東京大学大学院
東京都立大学
東洋大学大学院
早稲田大学

令和2年4月、5月、7月、令和3年2月
注：議題案件により出席者は異なる

令和2年度

137
教育委員会事
務局

生涯学習文化財課
横浜市社会教育コーナー指定管
理者選定評価委員会

委員の委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東京福祉大学 通年 平成30年度

138
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
企画展「緒形拳とその時代　-戦後大衆文化史の軌跡-」開催に向け
た共同調査の実施

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

139
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）

企画展の開催
企画展「緒形拳とその時代　-戦後大衆文化史の軌跡-」を共同で開
催

4 事業の運営、協力・協働 東海大学 令和2年10月～12月 令和2年度

140
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）

博物館実習 博物館実習の受入・実施
5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

桜美林大学、学習院大学、川村学
園女子大学、国士舘大学、駒澤大
学、昭和女子大学、女子美術大
学、東京学芸大学、日本女子大学

第1回　　　8月
第2、3回 　9月
第4回　　 10月
第5回　　 10月
第6回　　 11月

平成8年度

141
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市歴史博物館を見学し、担当学
芸員が解説

5 大学への供与（インターンシッ
プ、講義等）

①日本大学
②法政大学

①令和2年11月
②令和3年1月

①令和元年度
②令和2年度

142
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
2021年開催予定の企画展「北の狩人－古代オホーツク文化（仮）」に
伴う共同調査

1 調査・研究（委託、補助金、
共同、協働）

東京大学大学院 令和2年8月～　調整開始 令和2年度

143
教育委員会事
務局

生涯学習文化財課 横浜市ミヤコタナゴ保護育成検討会 横浜市ミヤコタナゴ保護育成検討会の委員を委嘱
6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

東海大学 通年 平成27年度

144
教育委員会事
務局

生涯学習文化財課
横浜市文化財保存活用地域計
画策定に関する協議会

横浜市文化財保存活用地域計画策定に関する協議会の委員を委
嘱

6 審議会・審査会・各種委員
会等の委員

工学院大学、上智大学、大正大学 通年 令和2年度

145
教育委員会事
務局

生涯学習文化財課
横浜市歴史博物館等指定管理
者選定評価委員会に関する協議
会

横浜市歴史博物館等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

成城大学、聖心女子大学、北陸大
学

通年 平成26年度

146
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

147
教育委員会事
務局

旭図書館 本と出会える場所マップ 市民の読書活動推進のため大学図書室の市民利用の案内掲載 4 事業の運営、協力・協働 県立保健福祉大学 令和2年7月 令和元年度
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