
龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　龍ケ崎市子ども・子育て会議 年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部こども課

流通経済大学 　社会学部（米原立将専任講師）

実施日及び回数

4/17・5/26・7/10・

9/26・10/16・

10/30・2/5・2/20

実施場所 市役所全員協議会室等

人　　　数

事業対象者：委員 15 名（学識経験者５名・議会１名・関係団体からの推 

　　　　　　薦３名・子ども子育て支援事業従事者３名・子どもの保護者

　　　　　　１名・公募市民２名）

大学協力者：教職員　１人

実績及び成果

（事業内容）

　子ども・子育て支援法７７条に基づく龍ケ崎市子ども・子育て会議に，

学識経験者として流通経済大学社会学部専任講師の米原先生に参画いただ

きました。

　先生には，会議の会長として会議をまとめていただくとともに，会議資

料等の作成にもご協力いただき，円滑な会議の進行に尽力いただきました。

　また，「龍ケ崎市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたりご審議

をいただき，策定についての諮問に対する答申書を米原会長より市長へ提

出いただきました。

○審議内容

　・子ども・子育て支援事業計画の内容

　・子ども・子育て支援新制度における利用者負担

　・子ども・子育て支援全般に関すること

                         （米原会長より市長へ答申書の提出）



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　流通経済大学と八原保育所による交流

　事業（運動プログラム）
年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部こども課

流通経済大学 　社会学部（田中光教授）

実施日及び回数

５/20・６/10・７/１

７/22・10/14・11/11

12/９・12/16 一日 2 回

実施場所
龍ケ崎市立八原保育所

流通経済大学アリーナ

人　　　数

事業対象者：八原保育所の年中・年長組児童(4・5 歳児)

　　　　　　参加児童数　年長児 32 人　　年中児 30 人　

大学協力者：教職員　２人　・　学生　１年生４人　３年生３０人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学社会学部 田中 光 教授による，龍ケ崎市立八原保育所の

４・５歳児を対象とした運動プログラムを年７回（一日２回）実施しまし

た。

　運動プログラムは，田中教授の

指導の下，４歳児を対象に大学生

から器械体操（マット，跳び箱，

鉄棒など）を学び，子どもたちが

興味関心を持つ指導により運動能

力の向上を図ることができました。

　　　

幅跳びの距離を測るなど，子ど

もたちの運動能力の向上を目指す

運動遊びを取り入れたり，ゲーム

等を通して運動の楽しさを知るこ

とができました。

また，保育所以外の大人と交流

を持つことで社会性を身に付ける

ことにも役立っています。　

この取組みは，児童はもちろん，保護者にも好評を博しています。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　流通経済大学と八原保育所による交流

　事業（保育実習の場としての開放）
年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部こども課

流通経済大学 　社会学部（米原立将専任講師）

実施日及び回数 平成 27 年 1月13 日 実施場所 龍ケ崎市立八原保育所

人　　　数

事業対象者：八原保育所　年長組児童（５歳児）

　　　　　　参加児童数　３２人

大学協力者：教職員　　１人　・　学生　１７　人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学社会学部 米原立将専任講師の指導する保育過程の学生に対

する現場体験の受入れを行いました。

　４年生の学生１７人が来所し，３グループに分かれてグループ発表を行

いました。

　その内容は，子どもたちが喜びそうなものを大学生が考え，子どもたち

を参加させて実施するもので，｢ジャンケン列車｣，｢風船リレー｣，｢手つ

なぎ鬼｣に子どもたちも喜んで参加していました。すでに知っているもの

も，大学生と一緒に行うことで，喜びも大きい様子でした。

　

　地元に戻って，保育所に就職する学生も大勢いるとのことで，４年生の

学生は実習の経験に加えてのこの体験により，子どもたちに対する援助や

配慮をより深めることにつながったと思います。

　子どもたちにとっても，大学生との交流が有意義な時間となりました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　流通経済大学と八原保育所による交流

　事業（保育演習の場の提供　）
年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部こども課　

流通経済大学 　社会学部　（佐藤克繁教授）

実施日及び回数 平成２７年２月２日（月） 実施場所 龍ケ崎市立八原保育所

人　　　数

事業対象者：八原保育所 主任保育士

大学協力者：教職員　　　１　人　　　学生　　３５人

実績及び成果

（事業内容）

　社会学部佐藤教授指導の「子どもの保健演習」の一環として，学生３５人が八

原保育所へ来所し，「乳幼児の保健指導の実際」について，主任保育士から講話

受けるとともに，現場体験や見学を行いました。

　　

　講話は，保育所の子ども達が毎日長時間集団生活をする場としての、健康管理

の大切さについてのもので，次のような内容でした。

　①登園時や保育時の健康観察

　　○顔色・咳や鼻水・発疹・機嫌の良し悪し・食欲の有無など。

　　○聞き取りや連絡帳を使っての保護者との連携。

　②給食時の配慮

　　○入所時の食物アレルギーや離乳食の進み方についての聞き取り。

　　○食物アレルギーがある場合の対象食物の除去等。

　③感染症の予防　

　　○子ども達への手洗い・うがいの指導。

　　○保育室や玩具の消毒。

　⑤むし歯予防

　　○子ども達へ歯磨き・うがいの指導

　⑥その他

　　○午睡時の突然死症候群の予防

　　○AEDやエピペン注射等

　また，子ども達と一緒に，冬の体力づくりの一環で行っている体操や自由遊び

を体験するとともに，子ども達が戸外遊び後に行っている手洗いやお茶うがいの

様子も見学しました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　スポーツレクリエーションまつり　 年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　スポーツ推進課

流通経済大学 　陸上競技部　総合型地域スポーツクラブ NPO 法人クラブ・ドラゴンズ

実施日及び回数 平成２６年１０月１２日 実施場所

  たつのこアリーナ

   たつのこフィールド

   たつのこアタジアム

人　　　数

事業対象者：一般市民

大学協力者：教職員１人・学生約６０人

実績及び成果

（事業内容）

　

趣旨：楽しいスポーツ・レクリエーションを通じて、健康増進・体力つく

　　　りへの関心を高めるとともに、地域交流を深め、併せてスポーツの

　　　振興・充実と明るく住みよい豊かなまちづくりに資することを目的

　　　とする。

主催：龍ヶ崎市体育協会　　　　龍ヶ崎市スポーツ推進委員協議会

　　　龍ヶ崎市スポーツ少年団　龍ヶ崎市レクリエーション協会

　模擬店・フリーマーケット・健康体力コーナー・ニュースポーツ体験

コーナー・健康コーナーなどのコーナーがあり、約 3,000 人の来場者で賑

わいました。

※ 学生の担当内容

　  　前日の準備

　　  　テント組み立て　物品の運び出し　

　  　開会セレモニー

　      　新体操部、チアリーディング部の披露・どらコロ体操

　 　 体験コーナー

　　　　新体操・チアリーディング・タグラグビー・ＲＫＵボディ

　　　　チェックコーナー・コーディネーショントレーニング他を担当



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　中学校駅伝競走大会　 年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　スポーツ推進課

流通経済大学 　陸上競技部　総合型地域スポーツクラブ NPO 法人クラブ・ドラゴンズ

実施日及び回数 平成２７年１月１０日 実施場所

  たつのこアリーナ

   たつのこフィールド

   たつのこアタジアム

人　　　数

事業対象者：市内６中学校の男子生徒・女子生徒

大学協力者：教職員１人・学生６８人

実績及び成果

（事業内容）

　

趣旨：未来の龍ヶ崎を担う子供たちの、健康な身体と健全な心を育み、心

　　　を鍛え、仲間との絆を育む。

主催：龍ケ崎ライオンズクラブ

　　　龍ケ崎市　龍ケ崎市教育委員会　龍ケ崎市体育協会

参加規程：各校男女２チームの参加　

　　　　　１チームあたり６名とし、リサーブ員は各校６名まで

中継所：たつのこフィールドトラック内

　　　　破竹川調整池展望駐車場前

　たつのこフィールドを主会場に城ノ内，中里地区内の歩道を使用して、

男女共に 6区間，13.1Km の距離で競いました。

※学生は主にコースの立哨を担当

【結　果】

　　　　（男子）　　　　　（女子）　　　　　※　学校賞

第１位　愛宕中 A チーム　　城ノ内中 A チーム　　　男子優勝校　城ノ内中

第２位　城ノ内中 A チーム　長山中 A チーム　　　　女子優勝校　城ノ内中

第３位　城ノ内中 B チーム　愛宕中 A チーム

　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
流通経済大学「教育実践演習」教育施設

見学　
年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 教育委員会　教育センター　

流通経済大学 教育実践演習　講座担当　

実施日及び回数
平成２６年１１月１１日

（火）
実施場所 教育センター研修室他

人　　　数

事業対象者：教育センター所長，指導主事，教育相談員

大学協力者：教職員　１　人　・　学生　３０　人

実績及び成果

（事業内容）

流通経済大学「教育実践演習」履修者３０名による教育センター視察

○教育センター事業概要の説明・・・教育センター所長

　教育相談に関する事業  

　研修・指導に関する事業   

　調査研究事業

   生徒指導ネットワーク事業  

　相談員派遣事業 

○教育センター相談状況の説明・・・教育センター教育相談員

○質疑応答

○教育センター施設見学・・・教育センター教育相談員

　

　（センター所長から教育センター事業概要の説明を聞く大学生）



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　平成２６年度救急救命講習会 年度 平成2６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　教育委員会教育総務課　学務グループ

流通経済大学
　スポーツ健康科学部　小粥智浩准教授，稲垣裕美准教授

　ライフセービングクラブ

実施日及び回数 ８月26日 実施場所
流通経済大学　

スポーツ健康センター

人　　　数

事業対象者：龍ケ崎市立小中学校教職員，幼保教職員，教育総務課職員

　　　　　　84名

大学協力者：准教授２名（講師1名：実技指導１名），学生35名

実績及び成果

（事業内容）

　講習会は，前半にスポーツ健康科学部　小粥准教授による「救命につい

て」プロジェクターを用い実際の映像等を交えて講義を行った。心肺停止

から３，４分が生死を分けるため，医学的な説明を交え，救急現場での早

期救命措置の重要性を学んだ。

　続いて，スポーツ健康科学部　稲垣准教授による，ガイドライン 2010に
基づく“新”・心肺蘇生法とAEDの実技指導が行われた。ライフセービ
ングクラブの学生３５名のサポートのもと，練習用人形を用いて胸骨圧迫

と人工呼吸の実技とデータを測定，AEDを使用した心配蘇生法の実技，実
際を想定したシュミレーションを行った。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　血管ハツラツ・ウォーキングⅡ/
　ストレッチ講座

年度 平成 2 ６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部　健康増進課　市民生活部　市民協働課

流通経済大学 　大学院スポーツ健康科学研究科　大槻　毅教授

実施日及び回数

①合計６回　１回９０分

９/１１～１/１５

②合計３回　１回６０分

９/２５～１/１５

③合計２回　１回９０分

１１/６，１３

実施場所

①長山コミュニティセンター

②久保台コミュニティセンター

③城ノ内コミュニティセンター

人　　　数
事業対象者：①２３名　②２０名　③１９名

大学協力者：教職員　２人　・　学生　７～２５人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学スポーツ健康科学部大槻毅教授，膳法亜沙子講師の指導の

もと，心拍数計と万歩計を着用して健康につながるウォーキング及び用具

を用いたストレッチを実践し学びました。

　講座前後の測定結果を比較することで，運動の必要性を改めて再確認す

ることができ，有意義な講座でした。学生が参加者と関わる機会が多く，

参加者の刺激となっていました。

１　事業説明会

２　事前測定（血管年齢検査・血液検査・

　　体力測定など）

３　講座

　①ウォーキング講座（長山・城ノ内地区）

　②ストレッチ講座（久保台地区）

４　事後測定（事前測定と同様）

５　結果説明会

【健康増進課担当】

　・事業説明会「龍ケ崎市における成人期

　の健康課題」についての講話

　・講座：救護

　・結果説明会「生活習慣改善に向けて」

　の講話

【参加者の声】

　・学生とペアで長山てくてくロード

  を歩けたので，楽しくウォーキングを学ぶことができた。（長山）

　・ウォーキングの前後に血液検査や血管年齢測定を行って，事前及び結

  果の説明も聞けたので実践効果を確認できた。（長山）

　・バランスボールで背中などの筋肉をごろごろしてほぐし，血行を良く

　する運動をしていたら，肩こりが楽になったし疲れも取れやすくなっ　

た。　（久保台）

　・参加者は，自分の健康状態を科学的に分析していただき，今後の生活

への指針となった。（城ノ内）



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　健康ウォーキング講座 年度 平成2６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部　高齢福祉課地域包括支援センター

流通経済大学 　スポーツ健康科学部

実施日及び回数
春の部（５回）

秋の部（４回）
実施場所

りゅうがさきてくてくロード

流通経済大学龍ケ崎キャンパス

人　　　数

事業対象者：春の部　１５名　秋の部　２３名　　

大学協力者：教職員　　１人　・　学生　２～４人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学スポーツ健康科学部の指導による６５歳以上の方向けの

ウォーキング講座です。

　ストレッチの方法，歩く姿勢と歩き方，インターバル速歩法を学び，

りゅうがさきてくてくロードを中心に，豊かな自然の中で季節を感じなが

ら歩き，由緒ある寺社を巡るなど，初心者の方も楽しみながら無理なく歩

ける講座として開催しました。

　また，同大学の学生がアシスタント役で参加したことで，世代間交流の

機会にもなりました。

　参加した方からは「自己流で行っていたが，ウォーキングの方法を確認

することができた」「仲間ができ，歩くきっかけになった」「スタッフと

一緒に歩くことができ，元気をもらえた」，体力測定を実施したことで

｢自分の体力を知り，歩くことができた｣などの声が寄せられています。　

　◆念入りに準備体操をします。　　　◆正しい歩き方を学びます。

　

　◆自然豊かなコースを歩きます。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　つくばね祭での若年層への選挙啓発 年度 平成2６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総務部人事行政課（選挙管理委員会）

流通経済大学 　

実施日及び回数
平成２６年１１月１日

（１回）
実施場所 流通経済大学キャンパス内

人　　　数

事業対象者：７１人

実績及び成果

（事業内容）

　　つくばね祭での若年層への選挙啓発活動として，選挙管理委員会の

ブースを設営し，次の活動を行った。

　①　投票率データ解説コーナーを設置

　②　また，学生等・来場者に対して，選挙意識に関するアンケート（１

　　００人程度）を実施（アンケート回答者へは，お礼としてまいりゅう

　　カンバッチを配布）

　③　「めいすい君」の着ぐるみによるブースへの呼び込みを実施

　アンケートについては，７１人について協力を得られ，選挙意識に関す

るデータを得ることができた。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　放課後児童健全育成事業 年度 平成２6年度

担当

部署

龍ケ崎市 　教育委員会　生涯学習課　青少年育成グループ

流通経済大学 　総務部　総務課

実施日及び回数 ８月１日～８月３１日 実施場所
龍ケ崎・龍ケ崎西・八原小学校

保育ルーム

人　　　数 　事業対象者：保育ルーム入所児童

　大学協力者：学生４人

実績及び成果

（事業内容）

　夏休み期間中は市内各保育ルームの利用者が増加するため，流通経済大

学の４名の学生の方に臨時の放課後児童指導嘱託員となっていただきまし

た。

　　

　保育ルームでは子どもたちの安全面に気をつけ，注意をはらいながら，

一緒にゲームをしたり，外遊びをしたり，宿題などをみていただきました。

　また，夏休みは１日の保育ルーム開設時間が長いため，年齢の近い学生

の方と一緒に過ごすことができ，児童にとってはとても嬉しい時間となり

ました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　放課後児童健全育成事業 年度 平成２6年度

担当

部署

龍ケ崎市 　教育委員会　生涯学習課　青少年育成グループ

流通経済大学 　総務部　総務課

実施日及び回数
６月５日～３月２６日

延べ実施回数　４５回
実施場所

龍ケ崎西小学校保育ルーム

龍ケ崎小学校保育ルーム

八原小学校保育ルーム

松葉小学校保育ルーム

参加人数

（事業対象者）

　事業対象者：保育ルーム入所児童

　大学協力者：学生４３人

実績及び成果

（事業内容）

　ライフセービング部トレーナーチーム及び地域スポーツ研究会の学生が、

市内の学童保育ルームを訪問し，学生が考案した運動遊びやゲーム等を通

じ，保育ルーム通所児童と交流を図りました。

内　容

☆コーディネーション

　・バースデーチェーン　・グレートチェーン　・知恵の輪

　・人数合わせゲーム　　・手つなぎしっぽとり　等

☆レクリエーション

　・けいどろ　・長縄跳び　・ボール遊び　等

☆フリー

　・読み聞かせ　等

延べ参加人数

　学生２２５人　　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　龍ケ崎市市民防災フェア２０１４ 年度 平成2６年度

担当

部署

龍ケ崎市 　危機管理室

流通経済大学 　流通情報学部　・　総務課

実施日及び回数
平成２６年８月２４日

（日）
実施場所

流通経済大学

５号館７階５７１教室

人　　　数

事業対象者：市民・自主防災組織役員・市職員・消防団員　外

大学協力者：教職員　　　１人

実績及び成果

（事業内容）

　近年の龍ケ崎市において最大の災害である昭和５６年８月２４日の小貝

川の堤防決壊の翌年から，毎年実施している防災フェアを，平成２６年度

は研修会・講演会として流通経済大学の教室を借用し，午前の部・午後の

部の二部制で開催いたしました。

　災害対策研修会（午前の部）の講

師には，流通経済大学　流通情報学

部　苦瀬博仁教授に，「災害とロジ

スティックー補給と生存のための物

流計画論－」と題し，龍ケ崎市職員

や稲敷広域消防本部職員など防災関

係者を対象に講演をいただきました。

　防災講演会（午後の部）の講師に

は，兵庫県立大学　木村玲欧准教授

に，市民・自主防災組織役員向けの

防災講演会を実施していただきまし

た。

当日は、自主防災組織の役員や地域

住民，消防団員など会場があふれる

ほどの多くの方に参加を賜り、講演

を熱心に聴講していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シェイクアウト訓練の様子



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　業界・企業説明会 年度 平成26年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総務部　人事行政課

流通経済大学 　就職支援センター

実施日及び回数
３月１２日

４回
実施場所

流通経済大学

龍ケ崎キャンパス

スポーツ健康センター

参加人数

（事業対象者）
流通経済大学３年生　　23名

実績及び成果

（事業内容）

１　採用試験の概要説明

　　　受験資格，手続など

２　職員の労働条件

　　　給与，勤務時間など

３　公務員の権利・義務

４　質疑応答

　　　市役所について，公務員について　など

　上記について説明を行い，公務員への就職を考えている学生の進路選択

に寄与した。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　龍ケ崎市職員採用試験（第１次試験） 年度 平成26年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総務部　人事行政課

流通経済大学 　総務部　総務課

実施日及び回数 ９月２１日（日） 実施場所

流通経済大学

龍ケ崎キャンパス

４号館

参加人数

（事業対象者）
職員採用試験受験者　　１０５名

実績及び成果

（事業内容）

　市庁舎において試験会場の確保が困難なことから，流通経済大学龍ケ崎

キャンパス４号館において，平成２７年度採用予定にかかる職員採用試験

（教養試験２時間，作文・専門試験１時間３０分）実施した。

　受験者数に対する試験運営において，適正規模の会場を使用することが

できたことから混乱なく実施することができた。

　　《受験者内訳》

　　　一般事務　　　　　　　　　　１０１名

　　　一般事務（身体障がい者）　　　　１名

　　　土木　　　　　　　　　　　　　　１名

　　　建築　　　　　　　　　　　　　　２名

　　　合計　　　　　　　　　　　　１０５名


