
令和３年度 

大学コンソーシアム八王子 学生活動支援事業 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成30年度より実施してきた指定課題部門MICE事業への

提言等は、令和2年度で終了しました。 

本年度の指定課題部門は休止といたします。 
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☆学生企画事業補助金について☆ 

この補助金は、大学コンソーシアム八王子加盟校の学生の皆さんが、八王子地域を舞台とし

て、企画・運営・実施するイベントやプロジェクトに対し、大学コンソーシアム八王子が、そ

の費用の一部を補助するものです。 

この補助金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ことを目的としています。また、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が生まれることを期待しています。 

 

１．補助金の種類・概要 

  自由企画部門 

内容 環境・福祉・地域・ボランティア等の分野において、地域的な貢献にチャレンンジする事業 

活動範囲と対象 八王子市内で活動もしくは八王子市民を対象とする事業 

応募資格 
大学コンソーシアム八王子加盟の大学・短大・高専に在籍し、５名以上の構成からなる学生

団体（クラブ・サークル・同好会・ゼミナール・実行委員会等）であること。 

補助金額 1件につき１０万円を上限として、企画内容及び所要経費等により決定する。 

採択件数（予定） １０～１５件程度を採択予定 

補助金の 

対象となる活動期間 
令和３年５月１日（土）～令和４年１月３１日（月） 

交付時期・概算払い 

ほか 

・補助金交付時期は、原則として令和４年２月２０日(日)開催「学生企画事業補助金成果報

告会」終了後とする。 

・ただし、補助金交付決定後、当面の活動資金が必要な場合は、スタート資金として交付決

定額の１/２または全額を概算払いとして交付し、「学生企画事業補助金成果報告会」終了

後に精算する。（「10．交付申請書の提出及びスタート資金の申込み」参照） 

成果の公表 

・本事業の成果は、事業成果報告会、大学コンソーシアム八王子情報誌及びＷｅｂサイ

ト等において公開する。なお、本事業の成果を学会等で公表する場合には、大学コンソ

ーシアム八王子事務局に事前に通知すること。 
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２．補助の対象となる経費 

  補助の対象となる経費は、対象事業及び調査研究を実施するために必要な経費とし、次の

項目が対象となる一例です。但し、当事業の予算の範囲以内となります。 

   ※事前に相談なく事業内容や経費の使途が大幅に変更している場合は、補助金の 

    全額または一部を返金していただくことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助の対象となる経費 

*旅費交通費・・事業実施に係る交通費 

*消耗品費・・・材料費、文房具、景品代 

*賃借料・・・・事業のための会場利用料 

*印刷製本費・・事業のパンフレット・広告紙印刷代 

 *通信運搬費・・材料運搬費 チラシ郵送料 

 *諸謝金・・・・外部講師や事業の協力者に対する謝礼金 

*委託費・・・・外注 

*保険料・・・・イベント開催の傷害保険料など 

 

 

補助の対象とならない経費 

 *旅費交通費・・打合せ等の交通費（指定課題部門を除く） 

*賃借料・・・・駐車場料金、事務所家賃、リース料 

 *飲食費・・・・団体構成員の飲食や親睦に要する経費、会議、打合せ 

         等の飲食代、ゲスト弁当代 

 *通信運搬費・・サーバー管理費、ドメイン管理費、電気、水道、ガス、 

         電話等の費用 

 *その他・・・・活動期間外の日付の領収書 

         本事業に関係しない物品等が混在している領収書 

                スタッフＴシャツ、ユニフォーム等、無くても事業が実施 

                 できる物品等の経費 

                 事業の実施に必要があると認められない経費 

                費用の大半を占める物品の購入経費 
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３．全体スケジュール 

① 事前エントリー 締切り  ５月１５日（土） 

② 審査依頼書類締切り     ５月２４日（月）１７：００ 

③ 選考    １次選考 

２次選考 

６月 ４日（金）  

６月１８日（金） 

１８：００～２０：３０頃（予定） 

④ 結果発表  １次選考 

２次選考  

６月 中旬 

６月 下旬（交付決定） 

⑤ 採択式    ７月８日（木）１８:００（予定） 

⑥ 交付申請書・スタート資金締切り  ７月９日（金）１７:００ 

⑦ 中間報告会   ９月１７日（金） 

⑧ 報告書類提出期日     令和４年２月１０日（木） 締切厳守 

⑨ 成果報告会  ア. 自由企画部門   

令和４年２月２０日（日） 

イ. 学生発表会※1 

令和３年１２月４日（土）・５日（日） 

⑩補助金の精算  令和４年２月末 

  ※1必須ではありませんが、できる限り発表してください。 

 

４．補助金の対象となる事業及び調査・研究活動の期間 

   令和３年５月１日（土）～令和４年１月３１日（月） 

※ 交付決定は６月下旬ですが、上記期間に支出した領収書が補助金対象となります。 

 

５．申請方法 

STEP １ 事前エントリー 
 申請書類の提出の前に、大学コンソーシアム八王子Ｗｅｂサイトより「事前エントリー」 

 をしてください。事前エントリーをしないと補助金の申請はできません。また、事前エン 

 トリーの際には、申請書類を提出する必要はありません。 

 

【事前エントリー受付期間】 

  令和３年４月 １日（木）～ ５月１５日（土） 

  事前エントリーフォームはこちら：URL：https://business.form-mailer.jp/fms/45d1e4f068297    

 

  【事前エントリーの方法】 

 （１）大学コンソーシアム八王子Ｗｅｂサイトの「申込フォーム」に必要事項を入力し 

   送信ボタンを押します。 

   （２）事前エントリーを受理した団体には、大学コンソーシアム八王子事務局より 

     返信メールが届きます。これを以って事前エントリー完了となります。 

 

 STEP ２ 審査依頼書類の提出 

事前エントリーを完了した団体は、大学コンソーシアム八王子Ｗｅｂサイトより審査依

頼書類をダウンロードし必要事項を入力の上、申請フォームより添付して申請して下さい。  
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※書類に不備が多い場合は、一次審査で減点の対象となりますので正確に作成して下さい。 

 【提出書類】 

【自由企画部門】 

審査依頼書（様式１-１）・収支予算書（様式２-１）・実施スケジュール（様式３） 

 

※様式類は、大学コンソーシアム八王子のＷｅｂサイトよりダウンロードしてください。         

(URL  http://gakuen-hachioji.jp/main-business/kikakuhojo/) 
 
 【受付期間】 

 令和３年５月１５日（土）９:００ ～ ５月２４日 (月)１７:００必着 

                 

 【提出方法】 

 （１）大学コンソーシアム八王子Ｗｅｂサイトの「申請フォーム」より審査依頼書類を

添付して送信ボタンを押します。（添付ファイル容量上限：３ＭＢ） 

申請フォームはこちら：URL：https://business.form-mailer.jp/fms/52fa2e8668362 

 （２）審査依頼書類を受理した団体には、大学コンソーシアム八王子事務局より返信メ

ールが届きます。これを以って審査依頼完了となります。 
 

６．選考方法 

 ＜自由企画部門＞ 

   ・１次選考：審査依頼書類による書類選考 

   ・２次選考：申請内容についてのヒアリング 

（プレゼンテーションは行いません） 

  【日  程】６月１８日（金） 

  【集合時間】１８：００ ～ ２０：３０頃（予定） 

  【場  所】八王子市学園都市センター 

 

７．選考基準 

 ＜自由企画部門＞ 

 ① 事業実施の目的が、地域にとって必要性・重要性の高いものか。 

 ② 課題を解決し、目的を達成するための計画が立てられているか。 

③ 大学等キャンパスの外で活動し、市民などとの連携が生まれる仕組みになっているか。 

④ 事業計画が具体的で実現可能か。また予算規模が適正なものになっているか。 

 ⑤ 事業内容の深化や拡大、発展などが期待できるか。 

 ⑥ 前年に引き続き行う継続事業の場合は、より充実した事業内容であるか。 

 ⑦ 学生が主体の事業であるか。 

 

８．審査員 

 市内企業経営者、行政関係者、学生代表者など大学コンソーシアム八王子市民・学生連携

部会員が審査します。 
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９．選考結果 

  選考結果はメール及び郵送にて通知します。 

  【１次選考】６月中旬 【２次選考】６月下旬 
 
10．交付申請書の提出（交付決定団体） 

 【期日・提出方法】 ７月９日（金）１７:００までに、持込または郵送 

【自由企画部門】  交付申請書（様式４-１） 

※様式類は、大学コンソーシアム八王子のＷｅｂサイトよりダウンロードしてください。         

(URL  https://gakuen-hachioji.jp/main-business/kikakuhojo/) 

・補助金交付時期は、原則として令和４年２月２０日（日）開催「学生企画事業補助金成

果報告会」終了後とする。 

・ただし、補助金交付決定後、当面の活動資金が必要な場合は、スタート資金として交付

決定額の１/２または全額を概算払いとして交付し、「学生企画事業補助金成果報告会」

終了後に過不足額について精算する。 

・補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。 

 

11．補助金対象者の義務 ※採択団体には、事務局から別途詳細を通知します。 

 （１）報告書類の提出 

【期日・提出方法】令和４年２月１０日（木）までに、書面（持込・郵送）及びデータ

の提出(期日は提出日ではないので、事業が終了した際は速やかに提出してください。) 

※様式類は、大学コンソーシアム八王子のＷｅｂサイトよりダウンロードしてください。         

(URL  https://gakuen-hachioji.jp/main-business/kikakuhojo/) 

【自由企画部門】 

＜書面で提出するもの＞ 

実績報告書（様式８-１）・収支決算書（様式９-１）・事業報告書（様式１０-１） 

支払金口座振替依頼書（様式１２）・領収書（※２） 

＜データで提出するもの＞ 

実績報告書（様式８-１）・収支決算書（様式９-１）・事業報告書（様式１０-１） 

活動内容の分かるポスターデータ〔pdfデータ：Ｂ２(ヨコ515 ×タテ728)〕（※３） 

  ※１ 実績報告書（様式８）及び事業報告書（様式１０）の内容は、申請団体の了承のも

と、適宜抜粋・編集し、大学コンソーシアム八王子のＷｅｂサイトや情報誌に掲載・

使用いたします。 

  ※２ 交付対象となる領収書日付の有効期間  

令和３年５月１日（土）～ 令和４年１月３１日（月） 

  ※３ ポスターデータは、事務局で出力し、成果報告会や学園都市センターにおいて展示 

いたします。 
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（２）成果の発表等  

① 令和３年９月１７日（金）中間報告会への出席及び活動充実のための相談 

② 成果報告会 

ア.  自由企画部門 令和４年２月２０日（日） 

成果報告会への出席、プレゼンソフトを使用した成果報告及び意見交換等 

イ. 学生発表会への参加（できる限り事業内容の発表をお願いします。） 

 （３）広告宣伝物等印刷物へのロゴデータの記載 

採択団体に事務局から別途送付する大学コンソーシアム八王子ロゴデータを記載して

ください。また、事前に大学コンソーシアム八王子事務局に印刷物の原稿を提示し、

確認を取ってください。 

 

 （４）ＷｅｂサイトやＳＮＳでの情報発信 

    各団体及びゼミ・研究室等のＷｅｂサイトやＳＮＳにおいて、事業や調査・研究活動

の状況が分かる画像や簡単なコメントを作成し複数回発信してください。難しい場合

は、テキスト及び画像を以下事務局までメール送付いただければ、大学コンソーシア

ム八王子のＳＮＳに掲載いたします。また、発信した情報について、大学コンソーシ

アム八王子のＷｅｂサイトに適宜掲載します。 

 

12．お問合せ 

  大学コンソーシアム八王子事務局（受付時間 平日９：００～１７：００） 

  〒１９２-００８３  八王子市旭町９-１ 八王子スクエアビル１１階  

  八王子市学園都市センター内  

  メールアドレス：conso99@gakuen-hachioji.jp URL:https://www.gakuen-hachioji.jp 

  TEL:０４２-６４６-５７４０   FAX：０４２-６４６-２６６３  担当:鎌田・小関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～大学コンソーシアム八王子加盟の２５大学・短大・高専～ 

工学院大学 明星大学 東京工業高等専門学校 帝京大学 帝京大学短期大学 

東京造形大学 東京純心大学 杏林大学 多摩美術大学 創価大学  

創価女子短期大学 東京薬科大学 拓殖大学 中央大学 日本文化大學 法政大学 

東京工科大学 東京都立大学 山野美容芸術短期大学 ヤマザキ動物看護大学  

東京家政学院大学 サレジオ工業高等専門学校 デジタルハリウッド大学  

桜美林大学 多摩大学 
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大学コンソーシアム八王子 学生発表会  

・学生の日ごろの研究成果の発表会 

・日程：令和3 年12 月4 日（土）・5 日（日） 

・会場：八王子市学園都市センター 

・参加資格：大学コンソーシアム八王子加盟大学等の研究室・ 

ゼミナールに在籍する学生 又は指導教員の指導に 

 よる活動 （※令和2 年度実績） 

・発表件数：約167 件（※令和2 年度実績） 

・他大学等の学生による異分野研究に触れられる 

・農業や観光分野については、業界の専門家・実務者によるコメント等

あり     

・12 月5 日（日）には、「学生が八王子市長へ直接提案」を開催予定 

・令和3 年度 募集要項は 後日、大学コンソーシアム八王子 

Ｗｅｂサイトにて公開予定 
 

 

八王子学生ＣＭコンテスト 

・八王子をＰＲするＣＭ動画を学生が制作しコンテスト方式で 

優秀作品を選定します 

・日程 令和4 年2 月頃（予定） 

・会場：八王子市学園都市センター 

・応募資格：学生（大学院・大学・短大・高専・専門学校） 

・審査員：未定 

※令和元年度 実績 

・審査員：岡野敏之氏 

（株式会社 電通 第１CR プランニング局クリエーティブ・ディター）  

  那須田淳氏（株式会社ＴＢＳスパークル 取締役エンタテインメント本部長） 

     石森孝志氏（八王子市長）    

・受賞作品の放映：大型ビジョンなど、様々なメディアで放映予定 

市・大学コンソーシアム八王子主催事業 ほか 

・賞：最優秀賞（商品券10 万円相当） ほか  

※令和2 年度は、コロナ禍の影響で中止 

※令和３年度 募集要項 後日大学コンソーシアム八王子 Web サイト  

にて公開予定 

広告欄：あなたの企画事業、こちらにも応募できるかも！？ 


