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令和４年９月１２日 

 

令和４年度京都文教大学及び京都文教短期大学と 

宇治市との連携協力懇談会 

 

１．連携協力に係る会議一覧 

会議名 対象・内容 

Ａ 連携協力懇談会 

【対象】学長及び教員・市長及び部長級等 

【内容】・連携事業の方向性及び地域連携のあり方など 

 

Ｂ 連携協力推進会議 

【対象】教員・課長級 

【内容】・各所属における取組状況と課題の確認 

・既存の連携事業の改善及び新規事業の検討など 

Ｃ 連絡調整会議 

【対象】大学及び短期大学と市の事務レベル 

【内容】・定例的な意見交換・協議 

・連携事業の集約・共有・実施に向けた事務整理 

 

２．連携事業 

（１）子育て支援 

・地域子育て支援拠点事業「ぶんきょうにこにこルーム」 

（遊びスペース・宇治市事業案内・子育て相談・講座など） 

年度 開室日数 来室者数 

令和３年度 １６９日 ２，２７４人 

 

 

 

・「ぶんきょうにこにこルーム」での宇治市図書館の出張おはなし会 

・保育士等キャリアアップ研修会への京都文教短期大学からの講師派遣 

・心理臨床センターとの連携 

（発達相談の結果で心理面での課題がある乳幼児等支援の連携） 

（講演会・セミナーへのセンターからの講師派遣） 

 

 

 （２）教育関連 

・宇治学副読本の改訂に向けた「指導の手引き」への寄稿 

・宇治市立幼稚園教育研究会研修会への京都文教短期大学からの講師派遣 

・宇治市図書館貸出券提示による大学図書館への入館及び資料の閲覧利用 

・宇治市図書館の企画事業へ京都文教大学からの講師派遣 

・不登校児童生徒自立支援教室への実習生受け入れ 

・宇治鳳凰大学への大学・短期大学からの講師派遣 
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（３）健康長寿 

・宇治市高齢者アカデミー事業（卒業研究報告会実施） 

・生活体制整備事業（第二層協議体）における連携協力 

・健康長寿フェスの企画・運営において、 

地域連携学生プロジェクト「KASANEO」との連携協力 

 

 

 

  ・認知症当事者ミーティングへの学生参画及び認知症フォーラムでの報告 

  ・認知症の人にやさしいまち、れもねいどへの参画 

・京都文教短期大学生が考案した生活習慣病予防メニューの宇治市役所食堂での提供 

・宇治市健康づくり食育アライアンスへの参画 

・宇治市健康づくり食育アライアンス講座 

イベント事業連携 

 

 

 

 

 

 （４）産業振興・観光振興・魅力発信 

・産業交流拠点「うじらぼ」における企業・団体と学生との交流会 

・宇治市未来キャンパスへの京都文教大学生参加 

・京都府南部行政・経済等課題解決クラスにおける観光フィールドワークの実施 

・「響け！ユーフォニアム」イベントでの連携 

・まちなか写真展「宇治ふぉと」地域連携学生プロジェクト「CanVas」との連携協力 

・まちにわネットワーク形成事業での地域連携学生プロジェクト「CanVas」と 

「宇治☆茶レンジャー」との連携協力 

 

（５）防災・災害対策 

・大学の防災授業における避難所設営体験 

・大学主催の地域防災人材育成講座（オンデマンド講座）に市職員を講師派遣 

・マイ防災マップ・防災レシピの作成 

 

 （６）人材育成（インターンシップ・市職員等の講師派遣） 

  ▼ インターンシップ 

・地域インターンシップの受入れ 

令和４年度 

・政策戦略課・男女共同参画課 

・市民協働推進課（市民協働係及び市民相談係）・環境企画課 

・臨床心理学研究科の大学院実習受け入れ 

・京都文教大学「地域ボランティア演習」受入（槇島中、槇島小、北槇島小） 

・「保育実習」受入（宇治保育所、北木幡保育所） 
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  ▼市職員等の講師派遣 

  ・短期大学「宇治学」講義 

令和４年度担当課 

・政策戦略課・危機管理室・産業振興課・観光振興課 

・農林茶業課・こども福祉課・保健推進課・市民協働推進課・秘書広報課 

  ・総合社会学部「地域デザイン概論」講義 

  ・「ともいき研究」における東宇治高校での「地域課題探求」の学習 

  ・認定絵本士コース 

  ・幼児教育学科専門科目「保育・教職実践演習」 

   テーマ「保育現場に求められる保育者の役割と子どもに対する責務」 

 

３．共同研究 

（１）「ともいき研究助成事業」 

▼令和３年度 

担当課 内容 

危機管理室 住民が主体となる防災活動を促進するための基礎研究 

自治振興課 

（現：市民協働推進課）  

多様な主体によるまちづくりの推進―フューチャーデザイン

手法を活用して― 

生活支援課 まきしま絆の会，宇治市，京都文教大学が紡ぐ地域連携の創造 

―地域と結びつく親と子のきずなづくり、子供への学習支援＆

つながりひろば―（2） 

長寿生きがい課 宇治市認知症アクションアライアンスに関する当事者研究Ⅵ 

―「認知症の人にやさしいまち・うじ」の実現に向けて― 

文化スポーツ課 自発的運動習慣を促す環境づくりに関する研究 

～若者の運動トリガーを探る～ 

 

    ▼令和４年度 

担当課 内容 

危機管理室 地域防災人材の育成と防災意識の向上に関する研究 

源氏物語 

ミュージアム 

現代における「ものがたり観光」の展開を考える 

市民協働推進課 未来志向の協働まちづくり推進のための研究 

生活支援課 
大学と地域が紡ぐ親と子の絆づくり＆学習支援 

―ともいきひろば― 

長寿生きがい課 宇治市認知症アクションアライアンスに関する当事者研究Ⅶ 

 

 （２）宇治市政策研究 

    ▼令和２年度 

 ・「高齢者が主体的に取り組む介護予防を目指した自立支援型ケア会議の試行的実施に

ついて」（健康生きがい課）  

    ▼令和３年度及び令和４年度 

  ・対象なし 
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４．市審議会等への委員委嘱 

（京都文教大学） 

審議会・協議会 役職 氏名 

１ 宇治市都市計画審議会 学長 総合社会学部教授 森 正美 

２ 宇治市歴史的風致維持向上協議会 学長 総合社会学部教授 森 正美 

３ 宇治市観光案内サイン整備推進委員会 学長 総合社会学部教授 森 正美 

４ 宇治市観光振興計画策定委員会 総合社会学部准教授 片山 明久 

５ 宇治市特別職報酬等審議会 総合社会学部教授 馬場 雄司 

６ 宇治市技能功労者選考委員会 こども教育学部教授 中島 千惠 

７ 宇治市子ども・子育て会議 こども教育学部教授 本山 益子 

８ 宇治市水道事業経営審議会 総合社会学部准教授 山本 真一 

９ 宇治市まちづくり審議会 総合社会学部専任講師 小林 大祐 

10 宇治市ラブホテル建築等規制審議会 総合社会学部専任講師 小林 大祐 

11 宇治市文化財保護委員会 名誉教授 橋本 和也 

 

（京都文教短期大学） 

審議会・協議会 役職 氏名 

12 宇治市環境保全審議会 ライフデザイン学科教授 山田 智子 

13 宇治市建築審査会 ライフデザイン学科教授 山田 智子 

14 宇治市生涯学習審議会 ライフデザイン学科准教授 桑原 千幸 

15 宇治市健康づくり・食育推進協議会 食物栄養学科准教授 福田 小百合 

16 
宇治市における小学校給食提供方式の

検討委員会 
食物栄養学科准教授 福田 小百合 
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５．連携協力推進会議（７月２０日）での協議事項 

（１）子育て支援 

 ・保育人材確保に向けた保育士宿舎借り上げ支援事業（補助対象期間を５年に延長） 

 ・保育園・認定こども園合同就職説明会への学生の参加が多くない 

 ・非常勤保育士欠員が増加しており学生に短期でも勤めてもらえればありがたい 

 ・離職→キャリアアップ研修→パートタイムから働き始めるようなモデル構築できれば良い 

 ・心理臨床センターつないだ後の個人情報の共有が課題 

→ 市保健師と心理臨床センター担当者とのケースカンファレンスの検討 

 

 （２）教育関連 

  ・不登校児童生徒への支援は、連携協力により良好に進んでいる 

  ・宇治学から高等学校の探求学習へのつながりができれば良い 

・生活困窮世帯の中学生を対象に学習支援を実施しているが日常の学習環境に課題 

  → 大学・短期大学の学生が関われるか検討 

 

（３）健康長寿 

 ・高齢者アカデミー入学者の減少が見受けられる 

 ・高齢者アカデミー卒業生の「したいこと」をサポートしていく仕組みづくり 

   → 卒業生の活躍のアピールや現役生とアカデミーアワーなどで関わる場 

   → 健康長寿サポーターとの接続 

・認知症にやさしいまちグループミーティングへ継続的な学生の参加 

 

 （４）産業振興・観光振興・魅力発信 

  ・子育てにやさしいまちづくりを進めるにあたって学生プロジェクトとの協働 

  ・観光振興計画策定に向けたワーキンググループへの学生の参加 

  ・コロナの影響や旅行の分散化、選択肢の多様化などタイムリーな観光施策が必要 

  ・車の渋滞などオーバーツーリズム対策も必要 

・シニア観光ボランティアが活躍しており高齢者アカデミー卒業生とリンクを検討 

   

（５）防災・災害対策 

 ・防災マップ作成・レシピ開発で終わりではなく市民に広く啓発することが必要 

 ・備蓄食品のレシピ及びクッキング動画の作成を考えており学生のアイデアを反映したい 

 ・防災を地域とのつながりのきっかけとなるように防災の取組を周知啓発したい 

 

（６）人材育成 

 ・インターンシップを受け入れたことのない課への広がり 

 ・インターン実習生への指導を通じて若手職員の育成にもつながる 

 ・インターンシップ受け入れ事業所間での情報交換会の実施 
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６．令和４年度連携協力懇談会の協議事項 

（１）子育て支援 

 ・保育士確保の推進について 

 ・保育現場のスキルアップについて 

 ・特別な配慮や支援を要する子どもについて 

 

（２）教育関連 

 ・不登校児童生徒への支援について 

 ・幼保小連携・小中一貫教育について 

 ・総合学習・探求学習・宇治学について 

 ・生活困窮世帯の学習支援について 

 

（３）健康長寿 

・高齢者アカデミーの充実について 

・認知症に関する当事者支援について 

・健康づくり・食育の推進について 

 

 （４）産業振興・観光振興・魅力発信 

・若者への起業・創業支援について 

・就労・雇用支援について 

・コロナ後のインバウンドをはじめとする観光について 

 

（５）防災・災害対策 

・地域防災力向上にかかる効果的な支援について 

・オンラインや動画での情報発信・スマホ活用について 

 

 （６）人材育成 

  ・行政職を目指す学生のインターンシップについて 

  ・職員のスキルアップについて 

・若手職員と学生との交流について 
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【参考資料】 京都文教大学･短期大学と他の市町や経済団体との連携･協働事例 

自治体名、団体等 連携･協働内容 備考 

京都府 「人･まち･キャンパス連携支援事業」 

宇治茶文化講座の実施 

「きょうと府内定着等促進推進事業」 

京丹後市内での活動補助金 

2016 年度から開催 

2022 年度新規：子育て重点枠 

城陽市、久御山町、精華町、 

宇治田原町、京都市伏見区等 

「地域インターンシップ」の受入  

城陽市 減塩のまちづくり事業 『広報じょうよう』への掲載 

久御山町 京都府立京都すばる高等学校 高大接続バ
スツアーへの協力 

地域連携学生 PJ「KminK」との連携 

 

 

2021 年度より 

京都府山城広域振興局 京都府立京都すばる高等学校 高大接続バ
スツアーへの協力 

 

京都市 「学まち連携大学」促進事業 

「日本語教室」支援 

龍谷大学と協働 

京都市伏見区 伏見連続講座の実施 2011 年度から開催 

京丹後市 京丹後市夢まち創り大学への事業費拠出  

宇治田原町 京都府立京都すばる高等学校 高大接続バ
スツアーへの協力 

 

長浜市 メンタルヘルス研修の実施 市役所の階層別研修、市内企業
への研修の実施 

城南衛生管理組合 『ボトル to ボトルリサイクル事業』連携 2022 年度から連携開始 

宇治商工会議所 学生による「所報」への会員インタビュ
ー記事の掲載 

メンタルヘルスコラムの掲載 

2021 年 7 月号～ 

 

2020 年 7 月～2021 年 3 月 

城陽商工会議所 青年部 「学生と企業との交流会」 2021 年 11 月 26 日に開催 

今年度も計画準備中 

一般社団法人 

京都中小企業家同友会 

PBL 授業での連携、共同研究、 

「地域インターンシップ」受入 など 

2022 年 3 月に包括連携協定を
締結 

一般社団法人 

京都中小企業家同友会 

宇治支部 

会員の「地域インターンシップ」受入 

メンタルヘルス勉強会 

例会の学内実施、学生との交流会など 

 

2021 年 4 月に実施 

京都中小企業家同友会 

伏見支部 

産学連携例会「働くを産学連携で考え
る」 

会員の「地域インターンシップ」受入 

2016 年度より毎年実施 

今年度は 11 月 18 日に開催 

京都知恵産業創造の森 地域連携支援事業 助成金 「KASANEO」へ 25 万円助成 

京都府立京都すばる高等学校 文科省事業「地域との協働による高等学
校教育改革推進事業」への参画 

高大接続バスツアーの開催 

すばる高校ゼミ生と学生の交流 

 

地元企業へ高校生と学生が訪問 

 


