令和２
令和２年度
大学コンソーシアム八王子 事業計画書
事業計画書
団体の設立目的
団体の設立目的
八王子地域に多くの大学等がある地域特性を活かし、大学・市民・経済団体・企業・行政等が主体性
を持って連携・協働し、地域の活性化、外国人留学生の支援、情報の発信、調査研究、交流促進等に取
り組むことにより、大学、学生、市民それぞれが地域に大学があるメリットを感じることができ、高
等教育の充実、地域社会の発展並びに地域の国際化を目指すなど魅力ある学園都市の形成に向けた中
心的な役割を担うこととする。
令和２
令和２年度の基本方針
（１）基本方針
・八王子市が策定した「はちおうじ学園都市ビジョン」に掲げる「まるごとキャンパス八王子」の
実現及び学園都市ブランドの強化に貢献するため、各事業を実施する。
・各事業の目的やあり方を改めて見直し、強化する事業の選定を行い、重点投資することで、大
学コンソーシアム八王子の取組みの充実を図る。
（２）中核事業と今年度の取組みテーマ
・「夏休み子どもいちょう塾」
参加大学等の拡充及び生涯学習センターとの連携による講座ラインナップの充実。
・「ＦＤ･ＳＤフォーラム」
教職員の能力向上に資する、教育界の動向を踏まえたテーマ設定や分科会の実施。
・「学生発表会」
参加大学等増加に向けた取り組み。
（３）重点強化事業
以下の事業に重点投資を行うことで、大学コンソーシアム八王子の取組みを強化する。
・学生活動支援事業
地域活動に参加する学生の増加を図るため、学生企画事業補助金の充実。
・産学公連携事業
学生発表会における従来の分野別セッションに加え、観光や農業等のセッションにおいて、関
連団体から外部審査員を招くことで産業界との連携を強化（継続）
。
・上記事業間連携の強化による学生の地域活動の充実
学生発表会参加ゼミ・研究室への学生企画事業補助金制度の周知（継続）
。
学生企画事業補助金採択団体への学生発表会参加の周知（継続）。
・情報発信事業
市内高等学校への大学等における取組み情報の発信を図る（継続）。
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１ 大学等連携事業：大学等の連携により、単独の大学では困難な取組みを効果的に実施する。
大学等連携事業 ：大学等の連携により、単独の大学では困難な取組みを効果的に実施する。
（1）小中高と大学との連携
目的
加盟大学等が持つ特色ある知的資源を活用することによって、小中高生の学ぶことへの関心・意
欲を高めるとともに、今後の進路選択の一助とする。
具体的取組
・
「第 10 回夏休み子どもいちょう塾」の開催
【開催予定】7 月１８日（土）
・１９日（日）
（2）ＦＤ・ＳＤの推進
目的
教職員の教育力及び専門性向上を図るとともに、地域社会や全国の教育機関関係者などとの交流
や相互理解を深める。
具体的取組
・
「第 10 回大学コンソーシアム八王子ＦＤ・ＳＤフォーラム」の開催
【開催予定】８月 18 日（火）
・19 日（水）
・「大学コンソーシアム八王子ＳＤ勉強会」の開催
【開催予定】11 月
（3）単位互換の推進
目的
加盟大学等が持つ特色ある知的資源を学外にも活用することによって、相互の協力・交流・連携
を推進し、教育の活性化と充実に資するとともに、学生に対して多様な学習機会を提供する。
具体的取組
・単位互換協定加盟校による単位互換の実施とそれに伴う「単位互換履修生募集ガイド」の作成
及び周知の強化
・Ｅラーニングや短期集中講座などの新しい単位互換手法の調査研究
・単位互換協定締結の促進
（4）大学等の地域防災対策の推進
目的
八王子地域において大規模な災害が発生した場合、加盟大学等相互による物資等の応援を円滑に
遂行するとともに、日頃の防災対策に関する知識や意識を高める。
具体的取組
・「大学等防災対策連絡会」の開催を通じた「災害時用備蓄等の物資の供給等に関する相互応援
協定」の運用協議や、防災全般にかかる意見交換及び実地見学等の実施
・災害時の学生ボランティアのあり方及び大学間や行政との連携についての検討
（5）学生の就職活動を支援
目的
就職支援機関などと協力し、学生が市内の中小企業への就職へ繋がる取組みを支援する。
具体的取組
・新卒応援！多摩プロジェクト「合同企業説明会 in 八王子」の共催
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（６）大学等施設（図書館・運動施設等）の市民開放推進
目的
加盟大学等の大学図書館・運動施設・教室等の開放状況について調査し、市民が大学を身近に感
じる一助とする。
具体的取組
・
「大学施設の市民の方への開放状況一覧」の作成と公開
（7）大学間の連携強化、大学の活性化･高度化の推進
目的
コンソーシアムの今後の課題等について意見交換を行うことで、大学間の連携強化、大学の活性
化･高度化を推進し、地域の活性化に活かす。
具体的取組
・
「大学理事長・学長と市長との懇談会」の開催
【開催予定】1 月１５日（金）
（２年に１回）
２ 情報発信事業：加盟校の活動や、コンソーシアムの取組を市民及び全国へ発信することで、
情報発信事業 ：加盟校の活動や、コンソーシアムの取組を市民及び全国へ発信することで、学園
：加盟校の活動や、コンソーシアムの取組を市民及び全国へ発信することで、学園
都市ブランドの強化に貢献する。
（1）地域社会への情報発信
地域社会への情報発信
目的
コンソーシアムや加盟大学等の学生が実施する地域貢献活動等について、大学等や地域社会に対
し理解を深めていただくとともに、地域貢献活動に参加する学生の輪を広げる。
具体的取組
・大学コンソーシアム八王子情報「八王子まるごと子どもキャンパス」の発行
・大学コンソーシアム八王子情報「まるごとキャンパス八王子」の発行
・高校生向け情報紙の発行
・2020 新入生のための八王子生活便利帳「シティインデックス八王子」を学園都市推進会議と
共同で発行
（2）全国への
全国への情報発信
への情報発信
目的
コンソーシアムが実施する様々な事業を広く全国にＰＲし、活動への理解を深める。
具体的取組
・ウェブサイトによる全国への情報発信
・Facebook によるコンソーシアムと大学教職員や学生との相互理解の推進
・Twitter による大学教職員や学生に対する迅速でダイレクトな情報発信
３ 学生活動支援事業：学生が地域や街なかで活動するための支援を行う。
学生活動支援事業 ：学生が地域や街なかで活動するための支援を行う。
（１）学生の地域活動支援
（１）学生の地域活動支援
目的
地域貢献活動を行う学生に補助金を交付し、それを活用した学生による地域貢献活動をきっかけ
に、学園都市八王子の特色を活かした地域の活性化が促進されるとともに、大学等キャンパス
外での学生と市民、企業、他校の学生との連携につなげる。
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具体的取組
・
「学生企画事業補助金」の実施
・
「学生企画事業補助金成果報告会」の開催
（２）学生の地域交流支援
（２）学生の地域交流支援
目的
加盟大学等や関係機関との情報の共有を強化し、八王子地域で開催されるイベントやボランティ
ア活動などに学生が積極的に参加できるよう支援する。
具体的取組
・2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関わるボランティア活動をはじめとし
た学生の様々なボランティア活動について、情報交換・報告する機会を提供
・
「八王子まつり山車曳き体験」の実施
・
「学生天国」等の地域連携活動を行った学生へ参加認定等など、ボランティア活動等への積極
的な参加の支援
（３） 学生活動の支援
目的
学生による多彩なパフォーマンスや展示など、街なかでの活動を支援する。
具体的取組
・八王子学生委員会主催「八王子地域合同学園祭

第 15 回★学生天国★」の共催

・八王子学生委員会の事業費の一部を助成
・学園都市推進会議主催「八王子地域合同学園祭 ビッグウェスト学生フェスティバル 2020」
の共催
・学園都市推進会議の事業費の一部を助成
４ 産学公連携事業：大学の研究機能を生かして、大学間、大学と産業・地域との連携をすすめる。
産学公連携事業 ：大学の研究機能を生かして、大学間、大学と産業・地域との連携をすすめる。
（１）加盟
（１）加盟大学等における学びの成果の共有と発信
加盟大学等における学びの成果の共有と発信
目的
加盟大学等で学ぶ学生が一堂に会し、自らの学びの成果（研究成果）を論理的に説明し、相手に
理解させるコミュニケーション能力を育むことで、日頃の学びを深めるとともに、学びの成果を
内外に広く公開することで、八王子市や周辺エリア及び加盟大学等や団体の発展に寄与する。
具体的取組
・
「第 12 回大学コンソーシアム八王子学生発表会」の開催
【開催予定】12 月５日（土）
・６日（日）
（2）映像等を活用した学生の地域理解の推進
目的
八王子を題材とした映像等の制作に学生が携わることで、八王子が持つ多様な魅力を学生が知る
とともに、地域に愛着を持つきっかけとする。
具体的取組
・
「八王子学生ＣＭコンテスト」の開催
【開催予定】1 月２４日（日）
・学生ＣＭコンテストの作品制作を支援するワークショップの開催
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・学生ＣＭコンテスト作品を市内外での放映
（3）産学公民による地域連携の
産学公民による地域連携の推進
民による地域連携の推進
目的
加盟大学等と産業界・地域社会の交流につなげる。
具体的取組
・産業界・民間団体・行政等と協力した、学生発表会における学生の提案等の実現化に向けた
取組み
・産業界と教員または学生との交流につながる事業の企画・検討
５ 生涯学習推進事業：
生涯学習推進事業 ：市民の生涯学習を推進する。
市民の生涯学習を推進する。
目的
加盟大学等の知的資源を市民へ還元するとともに、学園都市を身近に感じてもらう。
具体的取組
八王子学園都市大学（いちょう塾）との連携
６ 外国人留学生支援事業：
外国人留学生支援事業 ：外国人留学生の生活や学び・就職等に関する課題等の共有と取組の支援
外国人留学生の生活や学び・就職等に関する課題等の共有と取組の支援
等を通して、加盟大学等における留学生受け入れ環境の充実を図る。
（1）外国人留学生同士や日本人学生・地域との交流促進
）外国人留学生同士や日本人学生・地域との交流促進
目的
外国人留学生の考えや意見の聴取、文化体験、地域交流等をとおし、外国人留学生の学びの促進
や、日本・地域に対する親しみの醸成を促す。
具体的取組
・
「留学生座談会」の開催
（2）外国人留学生に関する課題
）外国人留学生に関する課題解決に向けた調査
留学生に関する課題解決に向けた調査研究
解決に向けた調査研究
目的
外国人留学生を取り巻く環境や課題に関する調査研究等を行い、加盟大学等における情報共有・
課題解決の一助とする。
具体的取組
・
「教職員向け勉強会」の開催
・先進施設の視察
（3）他団体による
）他団体による外国人
による外国人留学生支援事業と
外国人留学生支援事業と・地域貢献活動と
留学生支援事業と・地域貢献活動との連携強化
・地域貢献活動との連携強化
目的
他団体による外国人留学生支援事業等の加盟大学等への周知を通して、外国人留学生支援事業の
補完を図る。
具体的取組
・八王子市や国際協会が携わる事業にかかる加盟校への情報提供
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７ 運営及び組織等の体制の整備
（１）組織体制強化へ向けた検討
目的
学園都市づくりの推進状況に応じて、コンソーシアムの組織体制を強化する。
具体的取組
・法人化を含めた組織の在り方について調査・検討
・事業間連携の強化
（２）加盟団体との連携強化
（２）加盟団体との連携強化
目的
さらなる学園都市づくりを推進するため、コンソーシアム内の連携を強化する。
具体的取組
・加盟団体における様々な取組み等の情報を積極的に収集
（３）先進団体視察調査
目的
コンソーシアムの効果的な運営や新たな事業展開等の参考となる情報を収集する。
具体的取組
・
「第 17 回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」への参加等を通じた、他地域の団体
の先進的な取り組み等の情報収集
【開催予定】９月１２日（土）
・１３日（日）
（大阪で開催）
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