
No 所管課・室・所 事業名 事業内容及び平成24年度実績（※両方を記入してください） 開始時期 連携先

1
行財政改革推進本
部

公共施設マネジメント・パンフ
レットの作成

　さいたま市が進める公共施設マネジメントの取組について、マンガを使ってわ
かりやすく説明するパンフレットを、埼玉大学の「マンガ団」に所属する学生と
協働で作成した。

平成24年度 埼玉大学

2 企画調整課
第2回学生政策提案フォーラ
ムinさいたま

　「大学コンソーシアムさいたま」の加盟大学の学生が、「さいたま市のブランド
力向上のための政策・事業」をテーマに研究し発表していただく、第2回学生
政策提案フォーラムを開催した。
　開催日：平成24年11月18日（日）
　会場：生涯学習総合センター

平成23年度

埼玉大学、埼玉県立大学、
浦和大学、共栄大学、慶應
義塾大学、芝浦工業大学、
聖学院大学、日本大学、人
間総合科学大学、放送大
学、目白大学、国際学院埼
玉短期大学

3 市民活動支援室
市民活動サポートセンターにお
けるインターンシップの受け入
れ

　市民活動支援施設の総合案内業務(来館者応対）や、情報の整理作
業、イベント運営補助などをスタッフと共に行い、作業を通じて様々な市民活
動団体や分野があることを知ってもらった。総合案内業務を行うことを通じて、
基本的な応対の仕方や公共施設の運営を体験してもらった。

平成20年度 聖学院大学

4 男女共同参画課 デートＤＶ防止啓発事業
　若年層のデートＤＶに関する正しい理解を求め、ＤＶの加害者・被害者にな
らないための意識啓発を目的に、埼玉大学においてデートDV防止出前講座
を平成24年12月4日に開催した。

平成23年度 埼玉大学

5 スポーツ振興課 さいたまスポーツセミナー
　スポーツ指導者及び一般市民を対象として、スポーツに関する理論と実践・
競技力の向上・健康の増進のため,産学官が連携をして平成20年から実施
しているセミナー。（平成25年2月21日、28日、3月7日開催）

平成20年度 埼玉大学

6 スポーツ振興課 スポーツリーダーズ・クリニック
　大学と民間企業の協力を得て産学官連携によるスポーツ振興事業として
指導者講習会を実施した。（平成24年12月26日実施）

平成19年度 埼玉大学

7 スポーツ振興課
プライドリームス埼玉親子ス
ポーツクリニック２０１２

　平成24年度は、大学と連携せず、桜区内の総合スポーツ施設レッズランド
で実施した。（平成24年6月24日実施）

平成23年度

8 疾病予防対策課 エイズ予防対策事業
　若年層を対象としたエイズ予防普及啓発を行うために、大学生と協働し、
学園祭等での広報活動を実施した。

平成20年度 埼玉大学

9 健康増進課 食育事業への支援
　第2次食育推進計画策定の中で、ワークショップへの学生の出席や食育の
推進において連携を図った。

平成24年度 人間総合科学大学

10 子育て企画課
カナダの家族支援に学ぶ2012
　浦和大学国際セミナー

　地域社会の子育て支援をさらに発展させるため、子育て課題を有する家族
の存在に早期に気づき、社会全体で支援の手を差し伸べることによって孤立
を防ぎ、市民が安心して生活できるよう促す取組として、カナダのライアソン大
学の知見に学ぶ国際セミナーを開催した。
　開催日　平成24年7月14日（土）
　会　場　浦和ワシントンホテル　３階プリムローズ

　基調講演　(1)『子ども・家族と地域をつなぐ』　 清水勇人 さいたま市長
　　　　　　    (2)『こども・家族・社会の新しい"つながり"を創るために』
　　　　　　　　　ライアソン大学　エレイン・フランケル氏

平成24年度 浦和大学

市と大学の主な連携事業（平成２４年度）
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11 環境総務課 さいたま市環境フォーラム

　市民、事業者、行政などが日ごろの環境保全活動について発表することを
通じ、お互いの情報交換の場、多くの方の環境教育の場を創出することを目
的に、講演会と展示報告会を実施している。
　１０月２６日（土）・２７日（日）に、さいたま新都心駅東西自由通路において
開催した展示報告会では、芝浦工業大学の学生が、活動内容に関するパ
ネルや様々な計測器の展示を行った。

平成１６年度 芝浦工業大学

12
環境未来都市推進
課

ＥＶバイクの実証実験
　E-KIZUNA Projectの一環として、ＥＶバイクの実証実験を実施した。（本田
技研工業との連携事業）

平成23年度 芝浦工業大学

13 産業展開推進課 産学連携事業
　平成18年6月に埼玉県と共同で設置した「産学連携支援センター埼玉」に
より、企業と大学とのマッチングを促進し、国の競争的研究開発資金の獲得
を目指す共同研究体を構築する。

平成18年度 埼玉大学

14 産業展開推進課
研究開発人材高度化タスク
フォース事業

　さいたま市産業創造財団、大学、企業の３者契約を締結し、大学企業間
の相互交流により、人材の高度化を実施した。

平成21年度
阿南工業高等専門学校、芝
浦工業大学、工学院大学

15 観光政策課
観光ルートマップの共同企画・
作成

　さいたま市への来訪者増加を目的に、市内半日観光ルートの中から題材を
選び、学生たちのアイデアと取材力を活かしたマップづくりの企画検討を、授業
の一環として学官共同でおこなった。今後、内容のブラッシュアップを図り成果
品としての発行を目指す。

平成23年度 共栄大学

16 労働政策課 埼玉大学学内合同企業説明会

　埼玉大学で開催される学内合同企業説明会の内1日間を「さいたま市内
企業の日」としさいたま市と埼玉大学との共催により合同企業説明会を開催
した。
　開催日：平成24年12月14日（金）
　会場：埼玉大学構内　大学会館３階

平成24年度 埼玉大学

17 都市交通課 さいたまカーフリーデー

　平成19年度より毎年9月にＰＲイベント等を開催している。市民、企業、大
学、行政等の協働によるイベントとするため、さいたまカーフリーデー実行委員
会を組織し、企画・運営を行っている。埼玉大学、芝浦工業大学は、一部
道路を通行止めにした空間における歩行者天国（オープンカフェ）の企画運営
をはじめ、交通規制による周辺道路の影響を観測する調査等で参画した。

平成19年度 埼玉大学、芝浦工業大学

18 みどり推進課 インターンシップ
　埼玉大学からのインターンシップ受入要請に基づき、学生の実習希望日を
考慮したうえで、大学との覚書等所定の手続きを経た後、見沼田圃に関する
実習を行った。

平成23年度 埼玉大学

19 大宮区福祉課 児童生徒の学習支援事業
　（大学）社会福祉学科の学生を中心に学習での講師、家庭環境における
悩み相談員を担ってもらった。
　（市）社会福祉士の修得を目指す学生の現場実習を受け入れた。

平成21年度 埼玉県立大学

20 桜区総務課 桜区防災講演会

　防災対策の重要性及び認識を深め、防災意識の高揚を図ることを目的と
し、講演会を実施した。（今年度の講師は埼玉大学の教授）
日時：平成２５年２月１６日（土）
会場：プラザウエスト多目的ホール

平成１８年度 埼玉大学
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21 桜区コミュニティ課
第10回桜区区民ふれあいまつ
り

　多種多様なイベントの実施により様々な分野の区民が関わり参加すること
で、地域コミュニティの醸成・活性化と地域のまちづくりを図ることを目的とし開
催した。その中で、埼玉大学の学生グループによる演奏や、留学生による飲
食テントの出店が行われた。

平成15年度 埼玉大学

22 桜区コミュニティ課 桜区区民ふれあいコンサート
　音楽を通して、明るく豊かなコミュニティの醸成を図ることを目的とし、年５
回、プラザウエスト内の施設においてコンサートを行っている。このうち、９月に
開催したロビーコンサートで、埼玉大学の学生グループの演奏が行われた。

平成18年度 埼玉大学

23 桜区コミュニティ課

桜区活性化推進事業補助
金
（埼玉大学イルミネーション･プ
ロジェクト）

　埼玉大学イルミネーション・プロジェクトは、クリスマスシーズンに埼玉大学内
や埼大公園前において、イルミネーションの点灯を行い、地域の活性化を図る
事業である。
　本事業の実施団体である、埼玉大学イルミネーション・プロジェクト実行委
員会（桜区市民活動ネットワーク登録団体）に対し、桜区活性化推進事業
補助金を交付した。

平成16年度 埼玉大学

24 桜区コミュニティ課 桜区知識満載講座2013

　知的財産である埼玉大学と区民との交流を深めるため、埼玉大学より講
師を招き、講演会を実施している。平成２４年度は、武道・音楽をテーマにし
た講座を２回開催した。（そのうち１回を、埼玉大学を会場として開催） 平成22年度 埼玉大学

25 南区保健センター
南区精神保健福祉連絡会
議

　南区に所在する精神保健福祉関係機関、その他必要な関係機関により、
連携の円滑化・相談支援内容の改善を目的に開催した。教員の会議進行
への助言、出席により開催目的の効果的な達成が図られるようにする。

平成23年度 埼玉県立大学

26 緑区コミュニティ課 緑区区民まつり

　区民が一体となってまちづくりを行い、ふれあいのある地域社会の育成とアイ
デンティティーの形成を図るため、官民協働により区民まつりを開催した。
浦和大学は会場内の広場において子ども遊び指導を行ってもらった。
開催日：平成24年10月20日（土）
会場：緑の広場・農業者トレーニングセンター

平成15年度 浦和大学

27 緑区保健センター 緑区のびのび子どもまつり

　乳幼児とその保護者を対象に、体験学習や遊びを通して育児について学
び、親子のふれあいを深めてもらえる機会を提供し、子育ての支援を図った。
開催日：平成24年11月4日（日）
会場：プラザイースト

平成15年度 浦和大学
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28
教育委員会
事務局
指導1課

大学生による学習支援ボラン
ティア事業

　さいたま市立小学校、中学校及び特別支援学校に大学生を配置し児童
生徒にきめ細かい個別指導、支援等を行った。

※チラシ配布先（６１大学）
　埼玉大学、聖学院大学、東京学芸大学、文教大学、共栄大学、青山学
院大学、跡見学園女子大学、宇都宮大学、国立音楽大学、埼玉学園大
学、埼玉県立大学、芝浦工業大学、十文字学園女子大学、淑徳大学、
城西大学、尚美学園大学、女子栄養大学、駿河台大学、聖心女子大
学、聖徳大学、大東文化大学、玉川大学、筑波大学、帝京平成大学、東
京家政大学、東京国際大学、東京電機大学、東京福祉大学、東京理科
大学、東邦音楽大学、東洋大学、獨協大学、日本工業大学、日本大学、
人間総合科学大学、文京学院大学、平成国際大学、武蔵野音楽大学、
武蔵野学院大学、目白大学、立教大学、立正大学、早稲田大学、共立
女子大学、桐蔭横浜大学、国士舘大学、昭和女子大学、千葉大学、創
価大学、中央学院大学、帝京大学、日本女子大学、明治学院大学、明
治大学、國學院大學、相模女子大学、上智大学、大正大学、東京大学、
東京未来大学、日本体育大学

平成16年度

埼玉大学、聖学院大学、文教
大学、東京学芸大学、立教大
学、帝京大学、獨協大学、玉川
大学、東京家政大学、日本女
子大学、大東文化大学、日本
大学、青山学院大学、淑徳大
学、城西大学、明星大学、國學
院大學、聖徳大学、東京大学、
東京福祉大学、目白大学、立
正大学、神田外語大学、埼玉
学園大学、十文字学園女子大
学、順天堂大学、千葉大学

29
教育委員会
事務局
指導1課

理科支援員配置事業

　小学校の理科の授業における観察、実験の時間を十分に確保し、一人ひ
とりの興味・関心や習熟に応じた支援を図るなどして、理科教育の一層の充
実を図るため、小学校５・６年生の理科の授業において、授業の準備や学習
指導の補助などを行う理科支援員を配置した。

※チラシ配布先　　ＮＯ．２８　大学生による学習支援ボランティア事業に同じ

平成21年度
明星大学、埼玉大学、東洋
大学

30
教育委員会
事務局
指導1課

少年自然の教室推進事業

　小学校５年生等を対象とした「自然の教室」において、児童の自然体験活
動が円滑に行えるよう学年・学級の用務を補助することを目的とする。自然
保護の精神や集団生活の基礎・基本の定着及び自主的、自発的態度の
育成の補助として大きな教育効果を期待する。

※チラシ配布先　　ＮＯ．２８　大学生による学習支援ボランティア事業に同じ

平成13年度

文教大学、都留文科大学、東
京学芸大学、北里大学、東京
家政大学、日本女子大学、国
士舘大学、青山学院大学、共
立女子大学、千葉経済大学

31
教育委員会
事務局
指導1課

キッズ・ユニバーシティ・さいたま

聖学院大学とさいたま市教育委員会が連携して、子どもの知的好奇心を刺
激し、学問への憧れを抱く学びの機会を提供した。
実施日：平成２４年１２月２６日（水）
会場：聖学院大学
対象者：さいたま市在住の小学校６年生

平成２４年度 聖学院大学

32
教育委員会
事務局
指導2課

埼玉大学高大連携講座
　さいたま市立４高等学校と埼玉大学間で協定を結び、埼玉大学の講座受
講希望の生徒に「高大連携講座」として、講座受講を可能にした。

平成21年度 埼玉大学
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33
教育委員会
事務局
指導2課

適応指導教室
　市立教育相談室に設置されている適応指導教室で、学生ボランティアとし
て入室生への学習支援や活動の補助を行った。

平成22年度

埼玉大学、芝浦工業大学
東京家政大学　文教大学
東京国際大学　目白大学
日本女子体育大学

34
教育委員会
事務局
健康教育課

地域住民による犯罪予防

　各学校の学校安全ネットワークボランティアを対象に、子どもの安全を守るた
めの方策についての研修会、「学校安全ネットワークボランティア研修会」を開
催し大学教授が講演した。
開催日等：平成25年1月23日（市民会館うらわ）
　　　　　　　平成25年1月24日（市民会館おおみや）

平成23年度 立正大学

35
教育委員会
事務局
健康教育課

体育活動時等における事故
対応テキスト

　体育活動時等における重大事故を未然に防ぐための取組や、事故発生後
にとるべき対応について具体的に示した、　「体育活動時等における事故対
応テキスト～ＡＳＵＫＡモデル～」の作成に、監修として協力を得た。
完成：平成24年9月30日

平成23年度 自治医科大学、京都大学

36
教育委員会
事務局
健康教育課

さいたま市の防災教育カリキュ
ラム

　災害時に主体的に自助、共助ができる児童生徒を育成するための教員用
指導資料、「（仮称）さいたま市の防災教育」の作成に監修として協力を得
た。
完成：平成25年2月

平成24年度 明治大学

37
教育委員会
事務局
教育研究所

「教師力」パワーアップ講座

　授業にすぐ役立つ実効性のある講座を開設して、確かな教師力の向上を
図るための教員の自主的・自発的な研修をサポートする。若手教員の自主
的･自発的な研修の場や機会を提供し、悩みや課題の解決を図り、自立し
た教育実践ができるようにサポートする。いくつかの講座で大学教授による講
義と教職を目指す大学生の参加があった。

※「さいたま教育コラボレーション協定」を結んでいる３大学（埼玉大学、聖学
院大学、共栄大学）および文教大学には、講座の毎月の予定表を送付して
いる。この4大学以外にも、教育長特別講座の案内を出し、学生の参加が多
数あった。

平成18年度

埼玉大学、聖学院大学、共
栄大学、文教大学、群馬大
学、東京学芸大学、十文字
学園女子大学、昭和女子大
学、大東文化大学、東京福
祉大学、東邦音楽大学、東
北福祉大学、東洋大学、日
本工業大学、佛教大学、目
白大学、立教大学、日本大
学、実践女子大学、東京農
業大学、明星大学、東京国
際大学、日本女子大学、玉
川大学、東京女子体育大
学、青山学院大学、順天堂
大学、工学院大学、東京電
機大学、専修大学、創価大
学、國學院大学

38
教育委員会
事務局
教育研究所

教職員研修会

　未来のさいたま市教育を支える教職員研修の工夫・改善を基本方針とし
て、年次研修をはじめ、教職員のキャリアステージやニーズ、学校の課題等に
応じた様々な研修会を実施している。　１５の講座で、大学教授、准教授が
講義を行った。

平成14年度

埼玉大学、聖学院大学、文
教大学、群馬大学、宇都宮
大学、東京学芸大学、東京
家政大学、早稲田大学、明
治大学、鶴見短期大学、国
士舘大学
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39
教育委員会
事務局
教育研究所

「授業の達人大公開」

　さいたま市優秀教員表彰者及び文部科学大臣優秀教員表彰者による公
開授業を実施し、教職を目指す学生にも公開している。

 ※「さいたま教育コラボレーション協定」を結んでいる３大学（埼玉大学、聖学
院大学、共栄大学）および文教大学に公開授業の予定一覧を送付してい
る。そのうち、埼玉大学、文教大学の2校から5名の参加があった。

平成23年度
埼玉大学、聖学院大学、共
栄大学、文教大学

40
教育委員会
事務局
生涯学習振興課

大学公開講座
　市内の大学、短期大学の持つ機能を市民に開放し、地域と大学の連携を
図るとともに、市民の高度で専門的な学習要求にこたえるために、市内各大
学と委託契約を結び、公開講座を開催した。

平成13年度

埼玉大学・聖学院大学・芝
浦工業大学・国際学院埼玉
短大・目白大学・平成国際
大学

41
教育委員会
事務局
文化財保護課

草焼き実施に伴う「田島ケ原
サクラソウ自生地」の放射線
測定

　国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」の草焼きに先立ち、
放射線の影響を検証した。
 現地調査実施日：平成２４年１１月１４日（水）、平成２５年１月３１日（木）

平成23年度 埼玉大学

42

教育委員会
事務局
中央図書館資料サー
ビス課

インターンシップ
　大学において図書館司書課程を履修中の学生に対し、図書館業務の実
習を行った。

平成20年度 立教大学、専修大学

43

教育委員会
事務局
中央図書館資料サー
ビス課

資料の相互利用

　「埼玉大学図書館及び埼玉県立大学情報センターと埼玉県内市町村立
図書館等との資料相互貸借に関する協定」に基づき、埼玉大学図書館及
び埼玉県立大学情報センターと埼玉県内市町村立図書館等との間で、そ
れぞれが所蔵する資料の貸借につき相互に協力することにより、各施設利用
者の研究、教育及び学習に資することを目的とする。

平成21年度 埼玉大学、埼玉県立大学

44 議会局
さいたま市議会と国立大学法
人埼玉大学との連携事業

　委員会における調査研究のための講師派遣等を行った。 平成20年度 埼玉大学
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