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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。

活動方針
（１） 八王子未来学（戦略的大学連携支援事業）の実現
（２） 大学等の地域貢献活動の支援
（３） まちの活性化（地域社会の発展）
（４） 加盟大学を全国に周知する活動
（５） 学生イベント活動等への支援
（６） 加盟大学と産業界との連携
（７） 生涯学習の推進
（８） 外国人留学生の生活、活動支援体制の充実

実施事業
（１） 大学等連携事業
（２） 情報発信事業
（３） 学生活動支援事業
（４） 産学公連携事業
（５） 生涯学習推進事業
（６） 外国人留学生支援事業

構成団体
大 学 等 （ ２ ３ ）： 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、東京純心女子大学、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、日本文化大学、
法政大学、東京工科大学、首都大学東京、山野美容芸術短期大学、
※ヤマザキ動物看護短期大学、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
市民・経済団体等（５）：八王子商工会議所、八王子市学園都市推進会議、
八王子学生委員会、八王子市学園都市文化ふれあい財団、大学セミナーハウス
行政（１）：八王子市
※平成２２年４月１日よりヤマザキ学園大学開学
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組織構成図
総会 ···· 全構成団体で構成し、事業計画・予算、事業報告・決算、役員の選任について議決する。
理事会 ·· 理事は９名以上１５名以内（総会で選任）で構成し、総会へ付議すべき事項や総会
の議決を要しない事項について議決する。
会長１名、副会長２名は理事の中から互選で決定する。
運営委員会 ···· 大学事務部長等の各構成団体の代表者（３０名以内）で構成し、理事会提出
議案や理事会の議決を要しない事項などの協議、構成団体間の情報共有等を
図る。
大学等連携部会 ······· 大学実務担当者などで構成する。
【所掌事業】大学等連携事業、外国人留学生支援事業
市民・学生連携部会 ··· 市民組織である学園都市推進会議をはじめ、学生委員会などで構
成する。
【所掌事業】学生活動支援事業
産学公連携部会 ······· 大学の産学連携担当者（ﾘｴｿﾞﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ）などで構成する。
【所掌事業】産学公連携事業
生涯学習推進部会 ····· 学園都市大学運営委員会委員が兼ねる。
【所掌事業】生涯学習推進事業
※1 監事は２名とし会則で定める。
※2 部会では、具体的な事業の実施方法、実施内容について協議し、構成員及び人数につい
ては、運営委員会で決定する。

2

事業報告

１．大学等連携事業
（１）小中高大連携事業
〈小中高大連携ワーキンググループの
小中高大連携ワーキンググループの開催
ワーキンググループの開催〉
開催〉
小中高大連携ワーキンググループを立ち上げ、今年度は３回の会議を開催した。
ワーキンググループ参加各校での事例や問題点などを報告する中、当面は、八王子市内
の公立小中学校をターゲットに取り組むこととした。それには教育現場やその管理者、校
長会や統括指導主事、小学校教育研究会・中学校教育研究会との話し合いができる仕組み
が必要であるとし、八王子市教育委員会の統括指導主事を招き、大学に対する公立小中学
校の連携ニーズ等について意見交換を行った。今後は、八王子地域２３大学等の構成学部
・専門領域が小中学校の教育課程の全領域にまたがっている特色を活かし、八王子の教育
力、特に教師教育力の向上に資することを目的としたプログラムの開発・連携の方向性を
検討することとした。
第１回

開催日

平成２１年１２月１１日（金）

場

所

学園都市センター

内

容

・委員自己紹介

第１セミナー室
・事務局自己紹介

・座長副座長の選出

・小中高大連携ＷＧの説明

・各校での事例や問題点等報告

・今後の進め方について意見交換
第２回

開催日

平成２２年１月２２日（金）

場

所

学園都市センター

内

容

・連携に提供できる各校のコンテンツについて報告

第４セミナー室

・市内公立小中学校の大学への連携ニーズについて聞き取り
・今後の進め方について意見交換
第３回

開催日

平成２２年３月１７日（水）

場

所

学園都市センター

内

容

・小中高大連携ＷＧ今後の事業展開プロセス（案）について

第２セミナー室

・今後の進め方について意見交換
（２）大学による
大学による実践的地域貢献活動事業
による実践的地域貢献活動事業
〈地域貢献ワーキンググループの
地域貢献ワーキンググループの開催
ワーキンググループの開催〉
開催〉
地域貢献ワーキンググループを立ち上げ、今年度は３回の会議を開催した。
大学が地域に対して、ボランティアや大学が保有する施設の開放等のシーズを提供し、
地域との交流を深めるための施策を検討した。
大学のボランティア活動状況を把握するため、法政大学及び明星大学のボランティアセ
ンターの視察を行ったほか、八王子市の協働推進課長をオブザーバーに迎え地域のニーズ
について意見交換を行った。
第１回

開催日

平成２１年１１月２０日（金）

場

所

学園都市センター

第２セミナー室

内

容

・各委員自己紹介

・事務局職員挨拶

・座長副座長の選出

・地域貢献ＷＧの説明

・各大学内で行われている地域貢献活動
3

の事例報告
第２回

・今後の進め方について意見交換

開催日

平成２２年１月２１日（木）

場

所

学園都市センター

内

容

・委員の交代について
ターの視察報告
ついて

第３回

第１セミナー室
・明星大学及び法政大学のボランティアセン

・大学と地域のマッチングを行う仕組みづくりに

・今後の進め方などについて意見交換

開催日

平成２２年３月１８日（木）

場

所

学園都市センター

内

容

・地域ニーズの把握について

第５セミナー室
・上林座長からの事業提案について

（「八王子学生パスポート（仮称）構想」）
・今後の進め方などについて意見交換

・第２回ワーキンググループ

の会議録等について
（３）主要課題調査研究事業
「災害時用備蓄等の物資の供給等に関する相互応援協定担当者会議」を平成２１年１２
月２４日に創価大学で開催した。この会議は、八王子地域に大規模災害が発生した場合に
大学コンソーシアム八王子に加盟する大学等が相互に応援を行う協定を円滑に運用するた
めに開催され、協定に基づき大学等を東西南北４ブロックに分け各大学が抱える課題など
必要な情報交換を行った。また、併せて創価大学総合体育館内に設置されている災害用備
蓄倉庫の見学を行った。

ブロック会議

創価大学の災害用備蓄倉庫

（４）ニューＦＤ
ニューＦＤ・
ＦＤ・ＳＤ事業
ＳＤ事業
八王子未来学が、大学教職員能力向上のために実施す
る、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）／ＳＤ
（スタッフ・ディベロップメント）事業を、平成２２年度
末に引継ぐ準備を進めた。

ＦＤ/SDセミナー

（５）単位互換事業

八王子未来学と連携し、大学コンソーシアム八王子単位互換協定校の拡大に向け、各大
学への説明及び意見交換等に取り組んだ。
平成２２年度に向けて協定に同意したのは、多摩美術大学、東京工科大学、創価大学、
サレジオ工業高等専門学校、ヤマザキ動物看護短期大学、東京家政学院大学、東京工業
高等専門学校、山野美容芸術短期大学、東京造形大学の９大学等となっている。
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２．情報発信事業
（１）コンソーシアム情報等
コンソーシアム情報等の
情報等の作成
大学コンソーシアム八王子の事業や、八王子地域２３大学等の学園祭情報などを掲載し
た情報紙「大学コンソーシアム情報」を３回発行したほか、八王子地域で大学生活を始め
る新入生のための生活便利帳「シティインデックス八王子」を発行し、市民及び学生に学
園都市八王子の魅力を広く周知した。
〈情報紙「
情報紙「大学コンソーシアム
大学コンソーシアム八王子情報
コンソーシアム八王子情報」〉
八王子情報」〉
発 行 日

発行部数
主な内容

１

号

平成２１年５月９日（土）

２

号

平成２１年９月１１日（金）

特 別 号

平成２１年１１月６日（金）

１・２号

折込タイプ１７３，０００部

特 別 号

４５，０００部

１

号

大学コンソーシアム八王子の紹介

２

号

加盟２３大学等学園祭情報、マップ&スケジュール

特 別 号

冊子タイプ４５，０００部

大学コンソーシアム八王子学生発表会開催案内、産学共同研究
助成事業・技術開発型競技会等出場助成事業紹介、学生と市長
とのふれあいトーク案内他

配 布 先

１・２号

新聞折込（八王子市内全域）、大学コンソーシアム八王子加盟
団体、市内高校、市外（日野市・町田市・立川市）高校、市内
公共施設等

特 別 号

大学コンソーシアム八王子加盟団体、市内高校、市外（日野市・
町田市・立川市）高校、市内公共施設、企業等

情報紙「大学コンソーシアム
八王子情報」１号

情報紙「大学コンソーシアム
八王子情報」２号
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情報紙「大学コンソーシアム
八王子情報」特別号

〈シティインデックス八王子
シティインデックス八王子〉
八王子〉
発

行

制作・編集

大学コンソーシアム八王子
八王子市学園都市推進会議

発 行 日

平成２２年４月１日（木）

発行部数

４０，０００部

主な内容

八王子わくわくツアー（杏林大学岩崎ゼミによ
る八王子紹介）、大学コンソーシアム八王子ガ
イド（事業紹介など）
八王子地域２３大学・短大・高専情報
新生活

配 布 先

快適得々情報

新入生のための生活便利帳
「シティインデックス八王子」

八王子地域２３大学等

（２）ウェブサイトの運営
ウェブサイトの運営
ホームページを作成し、コンソーシアムの事業や
イベント等の情報をリアルタイムに発信した。
Ｕ Ｒ Ｌ

http://www.conso-hachioji.or.jp/

掲載内容

コンソーシアムの事業やイベント等の情報
大学で開催されるイベントの情報
情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」
設立趣旨
事業紹介
加盟団体紹介

トップページ

など

（３）大学サークル
大学サークル団体等
情報収集及び発信
サークル団体等の
団体等の情報収集及び
各大学のホームページより、学生サークル団体の情報を収集、データベース化し、運
用方法を検討した。

学生サークル団体の情報を収集した「課外活動団体一覧」

（４）電子掲示板による
電子掲示板による情報発信運営
による情報発信運営
八王子未来学の概要

八王子未来学の参加１４校の紹介

などを多くの市民に周知するため、八王子未来学の取り組
みで設置した電子掲示板（八王子市役所、中央図書館、ス
クエアビル１階、学園都市センター１１階）を平成２２年
度末に引き継ぐ準備を進めた。

電子掲示板
（スクエアビル１階）
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３．学生活動支援事業
（１）学生活動支援
学生によるイベント活動支援として、「八王子地域合同学園祭」と冠して開催された
八王子市学園都市推進会議主催「ＢＩＧ

ＷＥＳＴ学生フェスティバル２００９」と八

王子学生委員会主催「第５回★学生天国★」を共催するとともに、両団体の事業費の一
部を補助するなど活動を支援した。また、昨年まで行っていた八王子市学園都市文化ふ
れあい財団の事業を引き継ぎ、「第４回学生バンドコンテストin八王子」を開催し、学
生の音楽活動の発表の場を提供した。その他、八王子市学園都市推進会議の事務局とし
て、事業実施に関する連絡調整、定期総会・理事会等の運営事務、事務機器の貸出等を
行ったほか、八王子学生委員会の運営に関するアドバイス、連絡調整、事務機器の貸出
等並びに「いちょう祭り」参加へのサポート等を行った。
〈ＢＩＧ

ＷＥＳＴ学生
ＷＥＳＴ学生フェスティバル
学生フェスティバル２００９
フェスティバル２００９の
２００９の共催〉
共催〉

事業名

八王子地域合同学園祭

ＢＩＧ

ＷＥＳＴ学生フェスティバル２００９

主

催

八王子市学園都市推進会議

期

間

平成２１年５月１０日（日）～２４日（日）

会

場

学園都市センター、高尾スターレーン

内

容

学生落語会・書道展・美術展・写真展・お茶会・大学生国際ボウリング大会・
学生音楽祭

参加者

学生３４１名

加盟２０大学等ほか

市民５５名

来場者１，４１３名

〈第５回★学生天国★
学生天国★の共催〉
共催〉
事業名

八王子地域合同学園祭

主

八王子学生委員会

催

第５回★学生天国★

開催日

平成２１年５月１０日（日）

テーマ

学生の情熱、ただ今発信中。

会

ＪＲ八王子駅北口西放射線ユーロード・八王子駅前銀座通り

場

３公園（三崎町・中町・横山町）、学園都市センター
内

容

大学紹介エリア、展示エリア、母の日エリア、フェアトレードエリア
模擬店エリア、スタンプラリー・福引エリア、体験エリア、BIGWESTエリア
ステージエリア、チャレンジミックス

参加者

学生９４５名（内当日スタッフ１００名）
来場者約３８，０００名
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５１団体

ＢＩＧ ＷＥＳＴ学生フェスティバル２００９（美術展）

第５回★学生天国★（セレモニー集合写真）

〈学生バンドコンテストの
学生バンドコンテストの開催
バンドコンテストの開催〉
開催〉
事業名

第４回学生バンドコンテストｉｎ八王子

開催日

平成２１年９月５日（土）

会

学園都市センター

場

イベントホール

応募者

５校８組（３１名）

入賞者

最優秀賞

ｅｕｒｅｋａ（創価大学）

優秀賞

Ｃｒａｗｌｉｎｇｆｌｙ（日本工学院八王子専門学校）

審査員特別賞

ＴＨＥ

ＣＨＯＣＯＬＡＴＥＳ（創価大学）

観

客

８７名

協

力

日本工学院八王子専門学校
八王子市学園都市推進会議

協

賛

(有)ダイヤクリーン
島村楽器(株)八王子店

八王子学生委員会

(株)ミヤハラ

(株)ジャパンビバレッジ

スタジオオルウェイズ

第４回学生バンドコンテスト
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（２）地域交流事業
八王子学生委員会が行う、「フェアトレード」を多くの市民の皆様に知っていただく
ために、学生と地域のシニア世代の方々との協働により「フェアトレードカフェMARCHE
（マーチェ）」の運営などの活動を八王子市と連携し経営指導などを行った。

フェアトレード普及イベント
（場所：道の駅八王子滝山）

学生とシニアボランティアとの
ミーティング

フェアトレードカフェMARCHE（マーチェ）について
〈概要〉
フェアトレードの普及活動を通じて、学生の街なかでの賑わいの創出、学生と市民等
とのふれあいの場の提供を行うもので、カフェの運営、交流イベントなどを通じて「ま
ちの活性化」を図る。
カフェの運営 ドリンク フェアトレードコーヒー、紅茶、ココアなど
フ ー ド フェアトレードのルーを使用したカレーなど
物
販 カフェで使用しているコーヒー、カレーなどのほか、途上国の人達が制作
した雑貨などを販売。
イベント フェアトレードを通じて、地域２３大学等の学生同士つながりをもつことを
目的にイベントを企画運営。
〈営業時間〉
火・木曜日 11:00～17:00
金曜日
16:00～19:00
土・日曜日 11:00～19:00
〈場所〉
八王子市本町１０－７東京ガスふれあいプラザ
１階http://cafe-de-marche.webs.com/
※フェアトレードとは直訳すると「公正貿易」
市場の仕組みの中で公正な対価が支払われてい
ない途上国の人々と適正な価格で取引を行うこと
により、彼らの生活を支えるための仕組みづくり。
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（３）学生企画イベント
学生企画イベント補助
イベント補助
八王子地域２３大学等の学生が主催する催物の企画を募集し、次の事業について活動
費の一部を補助するとともに、企画運営の相談を行い、学生間及び学生と市民の交流を
支援した（Ｐ．３４「学生企画事業補助金要綱」参照）。
事業名・実施日・会場

入場者数

事業内容

主催(参加校等)

２８５名

むだい展

むだい展実行委員会
八王子市内の５大学による
(創価大、創価女子短
絵画や陶器等の立体作品や
大、帝京大、明星
共同制作作品の合同美術展
大、中央大)

平成２１年７月３日(金)～５日(日)
学園都市センターギャラリーホール

チャリティコンサート Music for
world peace ～音でつなげる国際協
力～

８８名

平成２１年８月１５日(土)
南大沢文化会館交流ホール
夏休み特別企画
「八王子タップダンス体験会」
平成２１年８月３０日(日)
南大沢文化会館第一練習室
2009八王子まつり学生写真展
平成２１年９月１日(火)～１５日(火)

学園都市センター学生交流サロン

フェアトレード学生フェスティバル
平成２１年１２月６日(日)
学園都市センターイベントホール

親子で遊ぼう！
平成２２年２月１１日(木・祝)
学園都市センターイベントホール

国際協力団体PIECE×
国際交流に関心を持っても PEACE FESTA(中央
らうためのチャリティコン 大、首都大学東京、
サート及び展示会
ティアフレ フラ ス
タジオ、ダチョウズ)

４５名 学生によるタップダンスの 中央大学タップダン
デモンストレーションと実
スサークルFreiheit
際にタップダンスの簡単な
（中央大、八王子・
ステップを覚えてみんなで
学生のこども応援団
踏んでみる（タップ体験
ほか）
会）
‐ 平成２１年８月７～９日に
開催された八王子まつりを
３日間通して撮影し、その
中から２６点の作品を展示
した。
１１０名 ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ理解のためのﾊﾟﾈﾙ
展、講演「ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞの問題
点と未来への展望」（講師
拓殖大学国際学部 長坂寿
久教授）、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮ
ﾝ、「東京ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ」
の配付を行った。
午前の部
１０２名 午前の部は、親子で楽しめ
る『おもしろ&不思議あそ
午後の部 び』、午後の部は、誰もが
楽しめる『笑顔&元気のコ
１３６名 ンサート』が行われた。

親子で遊ぼう！

２００９八王子まつ
り学生写真展実行委
員会（東京高専・拓
殖大・都立高専）

フェアトレード学生
フェスティバル実行
委員会(創価大･中央
大･成蹊大･LOLOSHIP･
MARCHE)

工学院大学・レク
ネット(工学院大・中
央大・創価大・はち
おうじユースネット
サービス・ジェミニ
クラフﾞ・PLUS ONE
ほか)

フェアトレード学生フェスティバル
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４．産学公連携事業
（１）八王子未来学構想推進事業
八王子未来学加盟の１４大学等の連携によるリソースを最大限に活用して、地域の特色
や課題を踏まえた課題研究に教員と学生が知のネットワークを構築し、研究成果を市民・
小中学生に還元する八王子未来学構想事業を平成２２年度末に引き継ぐための準備を進め
た。
（２）学生調査研究成果発表事業
〈第１回大学コンソーシアム
回大学コンソーシアム八王子学生発表会
コンソーシアム八王子学生発表会の
八王子学生発表会の開催〉
開催〉
八王子地域２３大学等の学生に、研究成果を発表する場を提供し、大学間の交流を図
るとともに、企業・大学関係者及び市民から講評等を受ける機会を提供することを目的
とし、産学連携及び地域活性化に資することを目的に旧産学公連携機構主催で開催して
いた「研究成果発表講演会」と「はちおうじ企業・地域活性化アイデア発表会」を統合
して開催した（Ｐ．３７「学生発表会募集要項」参照）。
開 催 日

平成２１年１２月５日（土）

開催場所

学園都市センター
口頭発表

１４３件

ポスター発表

発表件数

２３件

展示発表

７件

産学共同研究等助成事業事例発表

４件

参 加 者

４９７名

表

各発表会場・発表区分別及びポスター発表、展示発表につ
いて優秀賞を選出

口頭発表

彰

優秀賞表彰一覧（２９件）
発表テーマ

発表者

大学等名

山林健康管理センサのための樹幹領域
熊澤 圭
抽出自動化方法の検討

東京工科大学

ＰＤＡを利用した音響用測定ソフトの
小松原 啓史
開発

東京工業高等専門学校

屋外自動走行ロボットの機構と制御に
山内 元貴
関する研究

東京工業高等専門学校

創輝茶による痩身効果の検証と機能性
池田 健士
ブレンド茶の開発

創価大学

谷地川で水遊び！

山野辺 明香

杏林大学

８＝ａｃｔｉｖ∞

野村 真奈美

創価女子短期大学

可変翼枚数風力発電装置における翼間距離
今井 涼
がシステム効率に及ぼす影響

サレジオ工業高等専門学校

撥水加工を施したヘテロコア光ファイ
小菅 元貴
バＳＰＲセンサの性能評価

創価大学

ＩＨクッキングヒータにおける加熱コイル
相川 和哉
の温度上昇がコイル損失に与える影響

サレジオ工業高等専門学校

ＣｒＳｉ２におけるＴｉおよびＶの添
加が熱電特性に及ぼす影響

サレジオ工業高等専門学校

藤岡 直樹
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スペクトル拡散通信を用いた無線長距
堀江 伸太朗
離伝送

東京工業高等専門学校

ヘミン結合ＤＮＡアプタマーのペルオ
星野 洋一郎
キシダーゼ活性に関する電気化学分析

創価大学

手軽に触れる構造力学の製作と活用方
熊谷 圭市
法の検討

明星大学

強化学習システムによる仮想道路環境
山﨑 大地
上の渋滞解消法

東京工業高等専門学校

学生の授業評価-習熟度関連性モデル
栗原 竜矢
を用いた指導法提示支援に関する研究

東京工業高等専門学校

手書き数式認識を用いた基礎数学学習
大川 知
支援システムの開発

東京工業高等専門学校

分散遺伝的アルゴリズムにおける移住
濱野 賢治
低減が解探索に及ぼす影響

サレジオ工業高等専門学校

熱電変換素子を用いたアクティブＲＦ
野上 諒
ＩＤタグ駆動に関する検討

サレジオ工業高等専門学校

脳波信号を主とした実用的な眼鏡型居
本田 大輔
眠り検出装置の検討

杏林大学

細胞性粘菌の形態変化を用いた複合毒
堀田 なつみ
性の評価

東京工業高等専門学校

ハイスループットな細胞の単離・検出
古谷 俊介
ツールの開発

創価大学

水撃ポンプの幾何学的形状と性能との
永田 佳未
関係

東京工業高等専門学校

神力型カオス発生回路の結合系に発生
海老澤 謙一
する現象について

拓殖大学

流体機械における特異現象の制御に関
山科 貴裕
する研究

東京工業高等専門学校

風車翼における流れの可視化とはく離
山口 強太郎
の制御

東京工業高等専門学校

マルチユースキャリーバックの提案

武藤 雅行

拓殖大学

ダイニングスーパー

井手 秀美

創価女子短期大学

車椅子専用タクシーの提案

栗原 孝亮

拓殖大学

パソコンＵＳＢを電源とするＬＥＤ照
金 俊
明

ポスター発表

拓殖大学

優秀賞表彰一覧（４件）
発表テーマ

発表者

大学等名

末端にＳＨ基を持つフェニルエチニル
小林 直貴
型ビチオフェン誘導体の合成

東京工業高等専門学校

金属資源回収プロセスにおけるライフ
渡邉 望
サイクルアセスメント

東京工業高等専門学校

もみ殻燻炭によるケイ酸イオンの供給 新里 剛志

工学院大学

好気性・嫌気性条件下における炭入り
渡邉 和也
堆肥の挙動

明星大学
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展示発表

優秀賞表彰一覧（２件）
発表テーマ

発表者

大学等名

Ｆｉｒｅｗｏｒｋｓ

阿部 拓

拓殖大学

２００９
ション

小林 佳奈

山野美容芸術短期大学

ミルボンフォトレボリュー

ポスター発表

中高生審査員による特別賞表彰一覧（４件）
発表テーマ

発表者

大学等名

金属資源回収プロセスにおけるライフ
渡邉 望
サイクルアセスメント

東京工業高等専門学校

もみ殻燻炭によるケイ酸イオンの供給 新里 剛志

工学院大学

ホットフィラメントＣＶＤ法によるＳ
小島 実
ｉ系ウィスカーの成長と評価

東京工業高等専門学校

アワビの陸上人工養殖における海水中
中溝 弥乃
の溶出リン除去

東京工業高等専門学校

中高生審査員
高校

２校６名

サレジオ工業高等専門学校（４名）
中学校

南多摩高校（２名）

５校１６名

第一中学校（１名）

ひよどり山中学校（３名）

鑓水中学校（１名）

横山中学校（７名）

南大沢中学校（４名）

口頭発表の様子

ポスター発表の様子

ブース出展企業一覧（３社）
キソー化学工業株式会社
システム・インスツルメンツ株式会社
ユーキャン株式会社

企業ブースの様子
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（３）教員データベースの
教員データベースの構築及
データベースの構築及び
構築及び連携ニーズ
連携ニーズ等調査
ニーズ等調査
これまで、八王子産学公連携機構が運営していた「大学教員データベース」について、
企業の方がより使いやすいものとするため、八王子未来学において、新たなデータベース
の検討を行った。
また、企業から寄せられた２件の相談について、産学公連携部会員に情報提供を行った。
（４）産学間コーディネーターの
産学間コーディネーターの連携
コーディネーターの連携
産学連携事業の今後の事業展開について、ＴＡＭＡ－ＴＬＯと情報交換を行った。
（５）産学共同研究及び
産学共同研究及び技術開発型競技会等出場助成事業
〈産学共同研究助成事業（
産学共同研究助成事業（助成３
助成３件
（Ｐ．３９「産学共同研究助成事業

助成額１
助成額１件５０万円
５０万円）〉
万円）〉
募集要綱」参照）

助成対象者

実施計画名

サレジオ工業高等専門学校
大藤 晃義

疲労筋の回復へ及ぼすキネシオテーピング効果の重心動
揺計を用いての計測解析

創価大学
新津 隆士

桑新品種「創輝」熱湯抽出液のマウスに対する安全性・
痩身効果などの機能の評価

東京造形大学
中里 和人

八王子影絵シルクスクリーンプロジェクト

〈技術開発型競技会等出場助成事業（
技術開発型競技会等出場助成事業（助成８
助成８件

助成額１
助成額１件６万円）〉
万円）〉

※サレジオ工業高等専門学校ソーラーカープロジェクトについては申請内容が特に優秀と認められるため8万円

（Ｐ．４１「技術開発型競技会等出場助成事業

募集要綱」参照）

助成対象者

実施計画名

サレジオ工業高等専門学校
Ｓｏｌａｒ Ｂｉｋｅ Ｒａｃｅ ２００９ ｉｎ ＨＡＭ
夢工房ソーラーバイクチーム
ＡＭＡＴＳＵ
水上 拓海
明星大学
明星大学フォーミュラカープロジェク
第７回全日本学生フォーミュラ大会
トＳＴＡＲ
勝亦 佑樹
山野美容芸術短期大学
ヘアメイクデザイン研究会
徐 一羅
山野美容芸術短期大学
カットサークル
黄 世範
山野美容芸術短期大学
ネイル表現技術研究会
井上 寛基
山野美容芸術短期大学
ヘアモード・フォトグラフィ研究会
小林 佳奈
サレジオ工業高等専門学校
ソーラーカープロジェクト
森 啓騎
サレジオ工業高等専門学校
ＳＰ２ＬＣ
河村 辰也

日本ヘア・メイクデザイン画展

第５９回 芸術祭
インターナショナルネイルアソシエーション（ＩＮＡ）
２００９ネイルコンペティション～ｆｌｏｗｅｒ～より
２００９ ミルボン フォトレボリューション
ＦＩＡ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ
Ｅｎｅｒｇｉｅｓ Ｃｕｐ
ＤＲＥＡＭ ＣＵＰ ソーラーカーレース鈴鹿
全国高専プログラミングコンテスト
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第７回全日本学生フォーミュラ大会の様子

ＤＲＥＡＭ ＣＵＰ ソーラーカーレース鈴鹿の様子

（６）その他
その他
〈「首都大学東京
〈「首都大学東京

南大沢キャンパス
南大沢キャンパス産学公交流会
キャンパス産学公交流会２００９
産学公交流会２００９」
２００９」への参加
への参加〉
参加〉

大学コンソーシアム八王子として初めてブース出展を行い、企業や教員、学生の方々
に産学共同研究促進事業や学生発表会、いちょう塾等、コンソーシアムが実施する事業
のＰＲを行った。
開催日

平成２１年７月２４日（金）

会

場

首都大学東京

内

容

「都市環境の安全・安心を目指して」と題し、コンクリートの品質改善や有

南大沢キャンパス

国際交流会館

機系廃棄物の再資源化などのポスター展示や同大学教員による成果発表の他
研究室の見学会が行われた。

コンソーシアムブース出展の様子

産学公交流会の様子

〈(社）首都圏産業活性化協会主催「
首都圏産業活性化協会主催「第１０回
１０回ビジネスフェアｆｒｏｍ
ビジネスフェアｆｒｏｍ ＴＡＭＡ」
への参加
への参加〉
参加〉
大学コンソーシアム八王子としてブース出展を行った。学生発表会や、産学共同研究
等、コンソーシアムが実施する事業のＰＲを行うとともに、来場者からの共同研究等の
相談に対し加盟大学の紹介及び説明を行った。
開催日

平成２１年１１月５日（木）

会

場

新宿ＮＳビル

内

容

地域企業の持つ優れた技術・製品等を
互いに広くPRする「ビジネスチャンス
創出の場」を提供し、「産学官連携」
「他業種・他企業とのマッチング」を
実現することを目的に多くの大学・企
業がブース出展を行った。

コンソーシアムブース出展の様子
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５．生涯学習推進事業
（１）八王子学園都市大学との
八王子学園都市大学との連携
との連携
「八王子学園都市大学いちょう塾」、「学生と市長とのふれあいトーク」等の支援や、
「八王子未来学」で研究されたテーマに関する講座の実施について検討した。
〈平成２１
平成２１年度八王子学園都市大学講座開設等
２１年度八王子学園都市大学講座開設等の
年度八王子学園都市大学講座開設等の実績（
実績（参考）〉
参考）〉
【前期開講講座】
受講生募集

平成２１年３月１日（日）～７月１５日（水）まで

開講期間

平成２１年４月～平成２１年８月

開講状況

一般講座１０９講座

受講生１，２５１人

公開講座２１講座

受講生２，８６８人
【後期開講講座】
受講生募集

平成２１年７月１５日（水）～平成２２年３月１５日（月）まで

開講期間

平成２１年９月～平成２２年３月

開講状況

一般講座１１０講座

受講生１，１９２人

公開講座４３講座

受講生２，９０９人

講座の様子
（２）大学図書館・
大学図書館・運動施設等の
運動施設等の連携推進事業
八王子地域２３大学等に大学図書館・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よう、その結果を「大学施設の市民の方への開放状況一覧」
にまとめ、ホームページ上で公開した。
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６．外国人留学生支援事業
（１）外国人留学生賃貸住宅保証制度の
外国人留学生賃貸住宅保証制度の検討
〈留学生対策ワーキンググループの
留学生対策ワーキンググループの開催
ワーキンググループの開催〉
開催〉
留学生対策ワーキンググループを立ち上げ、今年度は３回の会議を開催した。外国人留
学生の賃貸住宅保証制度については、国際協会の事務局長や商工会議所業務部長をオブザ
ーバーに迎えた意見交換、各大学へアンケートを行ったほか、留学生の就職や、八王子で
生活するための支援等コンソーシアムとして留学生に対して何ができるか議論を行った。
まずは、八王子で生活するためのルールや、留学生にとって必要な情報を提供する
「（仮）留学生のための八王子での生活ガイド」の作成を検討することとした。
第１回

開催日

平成２１年１１月３０日（月）

場

所

学園都市センター

内

容

・委員自己紹介

第３・４セミナー室
・事務局職員挨拶

・座長副座長の選出

・留学生対策WGの説明

・各大学での事例報告

・今後の進め方などについて意見交換
第２回

開催日

平成２２年１月２７日（水）

場

所

学園都市センター

内

容

・外国人留学生の住居についてのアンケート結果について

第２セミナー室

・留学生問題について意見交換
第３回

開催日

平成２２年３月１２日（金）

場

所

学園都市センター

内

容

・今後の進め方などについて

・今後の進め方などについて

第３セミナー室

・留学生問題について意見交換
・今後の進め方などについて
（２）留学生同士や
留学生同士や日本人学生・
日本人学生・市民との
市民との交流促進
との交流促進
留学生と市民との融和を図るため、八王子地域２３大学等に通う外国人留学生に自ら
の考えを発表してもらう留学生日本語弁論大会を開催した。
〈留学生日本語弁論大会の
留学生日本語弁論大会の開催〉
開催〉
事業名

八王子地域２３大学等留学生日本語弁論大会

テーマ

「留学生から見た八王子」

主

八王子市学園都市推進会議

管

開催日

平成２１年１１月２９日（日）

会

学園都市センター

場

イベントホール

応募者

９校３０名（男性８名、女性２２名）

入賞者

優勝

グ

２位

ヨウ

３位

カ

カジツ

さん（杏林大学大学院２年

中国出身）

タク

さん（杏林大学大学院２年

中国出身）

レイレイ

さん（杏林大学３年

中国出身）

八王子市長賞
ポートカラン

ドミニク
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ジョイさん（サレジオ高専４年

インド出身）

八王子西ロータリークラブ賞
リン

イギ

さん（杏林大学３年

中国出身）

観

客

１３０名

協

賛

東京八王子西ロータリークラブ、東京八王子ロータリークラブ
東京八王子東ロータリークラブ、東京八王子西ロータリークラブ
東京八王子北ロータリークラブ、ＪＴＢ八王子支店

弁論大会集合写真

文部科学省 平成２０年度戦略的大学連携支援事業（事業期間 平成２０年度～２２年度）
「八王子未来学の構築を目指した大学・市民・行政からなる大学連携と実践活動の高度化」

「八王子未来学」とは？
八王子市は、周辺地域を含め約１１万人の学生と８千人の教員が共に学ぶ、緑豊かな学園都市です。
「八王子未来学」は、この八王子にキャンパスを有する１４大学・短大・高専が連携し、
１．地域のニーズや課題についての研究活動
２．地域を実践の場とした問題解決型の教育活動に取り組む「八王子を学ぶ、八王子で学ぶ」教育研
究プロジェクトです。

「八王子未来学」の将来構想
大学コンソーシアム八王子の中核事業として、１０年後には
１．地域のシンクタンクとなる「知の拠点」の形成
２．地域全体が学びの場となる「まるごとキャンパス八王子」の実現を目指しています。
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７．その他の取り組み
（１）シンボルマークの作成
シンボルマークの作成
広く市民の皆さんに親しんでもらえる組織づくりを目指して、大学コンソーシアム八
王子のシンボルとなるマークを作成した。作成は学生・市民から広く公募し、１次審査
２次審査を経て拓殖大学工学部４年の石沢将人さんの作品が最優秀賞に選ばれた。
なお、ロゴデザインの制作にあたっては、東京造形大学インダストリアルデザイン専
攻領域の玉田俊郎教授にご協力いただいた。
今後は、このシンボルマーク及びロゴデザインを「大学コンソーシアム八王子」が発
行する各種印刷物やフラッグ・のぼり等に活用していく。
応募期間

平成２１年７月１日(水）～３１日（金）

応 募 数

４３点

受 賞 者

最優秀賞

拓殖大学工学部工業デザイン学科４年

優秀賞

サレジオ高専デザイン工学科３年

優秀賞

拓殖大学工学部工業デザイン学科３年

大学コンソーシアム八王子
シンボルマーク

石沢将人さん

橋本百合名さん
申仁慶さん

軽部会長にシンボルマークを報告
（右が石沢将人さん）

〈シンボルマークコンセプト〉
シンボルマークコンセプト〉
八王子の地名に含まれている数字「８」をモチーフにした。「８」を横にした形が
「∞」に見えることから、八王子地域にある大学や学生が持つ無限の可能性の意味を込
めてデザインした。また、シンボルカラーは自然豊かな八王子をイメージさせるグリー
ンを基調とした。

ロゴデザインの基本パターン（カラーパターン）
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（２）第６回全国大学コンソーシアム
回全国大学コンソーシアム研究交流
コンソーシアム研究交流フォーラムへの
研究交流フォーラムへの参加
フォーラムへの参加
全国各地域の大学コンソーシアムが一堂に会する、全国大学コンソーシアム研究交流
フォーラムに参加し、ポスターセッション等を通じて大学コンソーシアム八王子のＰＲ
を行うとともに、他のコンソーシアムの取り組み等について情報収集を行った。

ポスターセッション

シンポジウムの様子

〈フォーラムの
〈フォーラムの内容
フォーラムの内容〉
内容〉
開 催 日

平成２１年９月１２日（土）～１３日（日）

場

北海道教育大学函館校

所

参 加 数

参加団体
参加者

３９団体
約３００名

ポスターセッション参加団体

２５団体

テ ー マ

「コスモポリタンな地域づくりと高等教育」

基調講演

「大学教育改革の焦点」

金子元久氏（東京大学教育

学部教授）
シンポジウム
金子 元久 氏（東京大学教育学部教授）
西尾 正範 氏（函館市長）
義本 博司 氏（文部科学省高等教育局大学振興課長）
コーディネーター

中島 秀之 氏

（公立はこだて未来大学学長・キャンパスコンソーシアム函館会長）

「大学・短期大学、コンソーシアムへの支援について」
古田 和之 氏（文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐）
全国大学コンソーシアム協議会運営委員会報告
分 科 会

第１分科会

新しい教育プログラムの開発

第２分科会

ＦＤ・ＳＤ事業（大学間連携によるＦＤの推進）

第３分科会

コンソーシアムの組織運営

第４分科会

大学の国際化－留学生３０万人構想への対応

第５分科会

戦略的大学連携支援の採択の事例発表

第６分科会

地域との連携・社会貢献
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（３）八王子未来学会議への
八王子未来学会議への参加
への参加
東京工業高等専門学校を代表校として、八王子地域にある１４の大学・短期大学・高
等専門学校が連携する「八王子未来学」の取り組みについて、「八王子未来学運営委員
会」や「ＦＤ／ＳＤ」「単位互換」等の専門委員会への参加及び運営に関わる情報交換
等を行った。
（４）クリスマスツリー大学
クリスマスツリー大学アートコレクションへの
大学アートコレクションへの協力
アートコレクションへの協力
そごう八王子店が、学生の街なかでの活動の場を提供するために、美術・デザイン系
学科を設置する大学のゼミ・研究室等にクリスマスツリーの創作を依頼し、学生自らが
企画立案したテーマ設定に基づき作成した作品を、そごう八王子店内で披露する「クリ
スマスツリー大学アートコレクション」を企画した。
この企画には、大学コンソーシアム八王子も協力し、６大学の学生が参加した。
主

催

参加大学

そごう八王子店
工学院大学・東京造形大学・東京純心女子大学・拓殖大学
山野美容芸術短期大学・東京家政学院大学

開催期間

平成２１年１２月１日（火）～２５日（金）

審査結果

１位

東京純心女子大学

２位

東京造形大学

３位

拓殖大学

東京造形大学

東京純心女子大学

表彰式

拓殖大学
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（５）共催事業
大学コンソーシアム八王子の目的に合致すると認められる事業に対し、次の共催事業
の申請を受け付けた。（Ｐ．４３「共催事業取扱要綱」参照）
共催名称等

内

容

八王子地域合同学園祭

目的

学生同士、また学生と市民の交流

第5回学生天国

参加

全体の来場者数

平成２１年５月１０日（日）

会場

西放射線通りユーロード及び周辺商店街、マルベリーブリッジ

目的

学生と市民との心のふれあいを通して、学生の地域への参加を

申請者

３８,０００人

八王子学生委員会

ＢＩＧＷＥＳＴ学生フェスティ
バル２００９

求めながら、その活力と行動力を学園都市づくりに活かしていく。

平成２１年５月１０日（日）

参加

２０大学、学生３４１名、市民５５名、来場者１,４１３名

～５月２４日（日）

会場

西放射線通りユーロード及び周辺商店街、マルベリーブリッジ

目的

地域２３大学等の研究室やゼミなどに八王子市の「まちづ

申請者

八王子市学園都市
推進会議

平成２１年度「That's八王子
学～学生が提言するまちづく

くり」に関するテーマに沿って、調査・研究をしてもらい、

り～」平成２１年度「学生と

その成果を発表し、市に提言することで、今後八王子市の一

市長とのふれあいトーク」

助とする。

平成２１年１２月１２日（土）

参加

７大学

申請者

会場

学園都市センター

目的

４月からの就職を目指す若者を対象としたハローワーク八王子

八王子市

きりひらけ自分！若者の就職面

１０団体

来場者

２８０名

接会

主催の就職面接会を共催することにより、就職未決定の学生に

平成２２年２月２４日（水）

対して就職活動の場を提供する。

申請者

ハローワーク八王子

第2回「八王子未来学」ＦＤ/

参加

求人数１０社２４件

求職者数１００名

会場

学園都市センター

目的

文部科学省平成２０年度戦略的大学等連携支援事業に採択

ＳＤセミナー

されたプロジェクト「八王子未来学の構築を目指した大学・

平成２２年３月１５日（月）

市民・行政からなる大学連携と実践活動の高度化」において、

～３月１６日（火）

連携校教員の質の向上と人的ネットワークの構築

申請者

東京工業高等専門学校

参加

１３大学

参加者６２名

会場

多摩永山情報教育センター
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（６）後援事業
大学コンソーシアム八王子の目的に合致すると認められる事業に対し、次の後援事業
の申請を受け付けた。（Ｐ．４５「後援名義使用取扱要綱」参照）
後援名称等

内

容

第３２回八王子大学軟式野球大会 目的

大学間の交流と親睦を深めるため。

平成２１年８月３日（月）

参加

５大学８チーム

～９月４日（金）

会場

北野公園野球場・富士森公園野球場

目的

多摩地域の中小企業との協働で、小・中学生が自分で発見する

申請者

八王子市学園都市推進
会議

東京高専deサイエンスフェスタ
平成２１年８月２２日（土）

喜びや感動を体験し、理科の面白さを知ってもらうこと。

～８月２３日（日）

参加

９１２名

申請者

会場

東京工業高等専門学校

目的

絹の道を通じた歴史･文化・風土について都市間連携により調査・

東京工業高等専門学校

八王子・町田・相模原都市間
連携シンポジウム

研究し、それぞれの地域の魅力向上と都市交流の促進に活用して

「繋がる広がる都市のかたち」

いくために、シンポジウムとして講演及びパネルディスカッショ
ンを実施する。

平成２１年９月６日（日）
申請者

来場者

絹の道都市間連携研究会 会場

創価大学

第7回ＦＤフォーラム 目的

平成２１年１２月１２日（土）

１５９名
南大沢文化会館

交流ホール

教員一人ひとりの教育力・研究能力を高め、教育の質を高める
こと。

～１２月１３日（日）

参加

２３０名

申請者

会場

創価大学

ＴＯＨＯシネマズ学生映画祭

目的

映画祭開催による地域活性化及び映画による文化振興のため。

平成２２年３月２日（火）

参加

８４９名

～３月１３日（土）

会場

ＴＯＨＯシネマズ南大沢・ＴＯＨＯシネマズ二条・

申請者

創価大学

Ｓ２０１教室

お台場シネマメディアージュ

ＴＯＨＯシネマズ株式会社

留学生の就職支援セミナー

大教室棟

目的

わが国の企業に就職を希望する八王子の大学に在学する留学生の
就職支援、大学への側面支援、八王子市にある企業の採用活動の

平成２２年３月１５日（月）

に資すこと。

～３月１６日（火）

参加

４７名

申請者

会場

クリエイトホール１１階第７学習室・視聴覚室

東京工業高等専門学校
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８．各種会議の開催状況
（１）大学コンソーシアム
大学コンソーシアム八王子設立総会及
コンソーシアム八王子設立総会及び
八王子設立総会及び記念式典開催
日

時

平成２１年３月２８日（土）

場

所

学園都市センター

内

容

・大学コンソーシアム八王子概要説明
・基調講演
講師

イベントホール

「まちはキャンパス」

八王子学園都市大学学長

青山

佾

（２）運営委員会
会議等名称

内

第１回運営委員会

１．開会

平成２１年４月２４日（金）

２．各委員自己紹介

１５：００～１７：００

３．事務局職員挨拶

容

学園都市センター第１セミナー室 ４．大学コンソーシアム八王子運営委員会規程等について説明
５．委員長互選
６．副委員長指名
７．協議事項
（１）各部会の設立について
（２）ロゴ作成について
（３）情報紙の発行について
８．連絡事項
（１）会費徴収について
（２）八王子未来学の現状報告
（３）八王子地域合同学園祭（学生天国、ビッグウエスト学生フェス
ティバル）
（４）全国大学コンソーシアム協議会への加盟
（５）学生イベント補助について
９．その他
（１）大学コンソーシアム八王子設立総会の会議録の配付
（２）事務連絡者の登録について
（３）大学理事長・学長名簿の確認について
１０．閉会
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第２回運営委員会

１．開会

平成２１年６月３０日（火）

２．報告事項

１５：００～１７：００

（１）委員の変更について

学園都市センター第１セミナー室 （２）八王子地域合同学園祭（学生天国、ビックウエスト学生フェス
ティバル）
３．協議事項
（１）各部会の部会長、副部会長及び部会員の選任について
（２）各部会の開催報告について
（３）大学等連携部会のあり方について
（４）シンボルマークの選考要綱（案）について
（５）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第２号について
（６）大学コンソーシアム八王子への依頼等について
（７）共催及び後援名義について
４．連絡事項
（１）防災備蓄に関するアンケートの実施及び八王子市総合防災訓練の
実施について
（２）全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの開催について
（３）パンフレットの作成について
（４）大学調査の依頼について
（５）学生バンドコンテストについて
（６）ガスパール・カサド国際チェロ・コンクールのチラシの配布につ
いて
５．加盟団体からのお知らせ
６．閉会
臨時運営委員会

１．開会

平成２１年８月６日（木）

２．報告事項

１３：００～１４：００

（１）委員の変更について

学園都市センター第１セミナー室 （２）大学イベント情報のホームページ掲載について
３．協議事項
（１）シンボルマークの選定について
（２）大学等連携部会及びワーキンググループについて
４．連絡事項
（１）パンフレットの作成について
（２）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第２号について
５．加盟団体からのお知らせ
６．閉会
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第３回運営委員会

１．開会

平成２１年１０月８日（木）

２．報告事項

１５：００～１７：００

（１）第６回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムについて

学園都市センター第１セミナー室 （２）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第２号の発行について
（３）パンフレットの発行について
（４）第４回学生バンドコンテストの結果について
（５）平成２１年度大学コンソーシアム八王子加盟校に関する調査の結
果について
３．協議事項
（１）大学等連携部会の部会長、副部会長及び部会員の選任について
（２）各部会の活動状況について
（３）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」特別号について
（４）平成２２年度大学コンソーシアム八王子事業実施計画について
４．連絡事項
（１）留学生日本語弁論大会について
５．加盟団体からのお知らせ
６．閉会
第４回運営委員会

１．開会

平成２１年１２月２１日（月）

２．報告事項

１５：３０～１７：００

（１）留学生日本語弁論大会の結果について

学園都市センター第１セミナー室 （２）第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会の結果について
（３）学生と市長とのふれあいトークの結果について
（４）クリスマスツリー「大学アートコレクション」について
（５）大学イベント情報のホームページ掲載について
（６）八王子未来学について
（７）各部会の活動状況について
３．協議事項
（１）大学コンソーシアム八王子のロゴタイプについて
（２）平成２２年度大学コンソーシアム八王子事業実施計画について
４．連絡事項
５．加盟団体からのお知らせ
６．閉会
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第５回運営委員会

１．開会

平成２２年３月１９日（金）

２．報告事項

１５：３０～１７：３０

（１）運営委員の変更について

学園都市センター第１セミナー室 （２）各部会の活動状況について
（３）新入生のための八王子生活便利帳「ＢＩＧ

ＷＥＳＴ

２０１０」

について
（４）八王子未来学について
（５）その他
３．協議事項
（１）平成２２年度事業実施計画案及び収支予算案について
（２）その他
４．連絡事項
（１）「八王子地域合同学園祭

学生天国」及び「ＢＩＧ

ＷＥＳＴ学

生フェスティバル」について
（２）理事会・総会について
（３）委員の変更届について
（４）八王子学生委員会の支援について
（５）第二回八王子古本まつりについて
５．加盟団体からのお知らせ
６．閉会

（３）大学等連携部会
会議等名称

内

第１回大学等連携部会

１．開会

平成２１年１０月８日（木）

２．部会長・副部会長の選出

１４：００～１５：００

３．連絡事項

容

学園都市センター第１セミナー室 （１）悪徳商法等について消費者センターからのお知らせについて
（２）乳がん月間に開催する上映会の周知について
（３）「お金で考える人生設計について」「デートＤＶ防止講演会」の
参加者募集について
（４）学生ボランティアの募集等について
（５）ガスパール・カサド国際チェロ・コンクールの周知について
４．協議事項
（１）学生意識アンケートの依頼について
５．報告事項
（１）単位互換について
（２）ワーキンググループの設立について
６．その他
（１）各大学等からのイベント及び事業等のお知らせについて
７．閉会
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第２回大学等連携部会

１．開会

平成２１年１２月２１日（月）

２．連絡事項

１４：００～１５：００

（１）八王子市史編さん事業に対する協力依頼について

学園都市センター第１セミナー室 ３．報告事項
（１）各ワーキンググループの活動状況について
（２）学生意識アンケートの結果について
４．協議事項
（１）単位互換について
５．その他
（１）各大学等からのイベント及び事業等のお知らせについて
６．閉会
第３回大学等連携部会

１．開会

平成２２年３月１９日（金）

２．連絡事項

１４：００～１５：００

（１）薬物乱用防止講習会について

学園都市センター第１セミナー室 （２）参議院選挙における学生アルバイト募集等の協力について
（３）「平成２２年春の全国交通安全運動」のポスター掲示等について
（４）大学と市との連携協力事業調査の報告について
３．報告事項
（１）各ワーキンググループの活動状況について
（２）八王子駅南口駅前広場内園バスバースの運用方法について
（３）災害時用備蓄等の物資の供給等に関する相互応援協定について
４．協議事項
（１）単位互換について
５．その他
（１）各大学等からのイベント及び事業等のお知らせについて
６．閉会
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（４）市民・
市民・学生連携部会
会議等名称

内

第１回市民・学生連携部会

１．開会

平成２１年６月２３日（火）

２．各部会員自己紹介

１９：００～２１：００

３．事務局職員挨拶

容

学園都市センター第２セミナー室 ４．部会長・副部会長の選出
５．報告事項
（１）八王子地域合同学園祭について
（２）学生事業企画補助について
（３）学生バンドコンテストについて
６．協議事項
（１）留学生日本語弁論大会について
（２）今後の部会の進め方について
７．連絡事項
（１）シンボルマーク募集について
８．その他
（１）次回の日程について
９．閉会
第２回市民・学生連携部会

１．開会

平成２１年７月２８日（火）

２．報告事項

１９：００～２１：００

（１）留学生日本語弁論大会について

学園都市センターサウンドルーム ３．依頼事項
（１）学生バンドコンテストについて
４．協議事項
（１）今後の部会の進め方について
５．連絡事項
（１）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第２号について
（２）シンボルマークの選考について
６．その他
（１）次回の日程について
７．閉会
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第３回市民・学生連携部会

１．開会

平成２１年９月２９日（火）

２．報告事項

１９：００～２１：００

（１）学生バンドコンテストin八王子の結果について

学園都市センター第２セミナー室 （２）シンボルマークの選考結果について
（３）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第２号の発行について
（４）大学コンソーシアム八王子パンフレットの発行について
３．協議事項
（１）今後後半の部会の活動：目的とテーマの絞り込み
４．連絡事項
（１）留学生日本語弁論大会について
（２）第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
５．その他
（１）次回の日程について
６．閉会
第４回市民・学生連携部会

１．開会

平成２１年１１月５日（木）

２．報告事項

１９：００～２１：００

（１）平成２１年度学生企画事業について

学園都市センター第２セミナー室 ３．協議事項
（１）今後後半の部会の活動：目的とテーマの絞り込み
４．連絡事項
（１）留学生日本語弁論大会について
（２）第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
（３）学生と市長とのふれあいトークについて
５．その他
（１）次回の日程について
６．閉会
第５回市民・学生連携部会

１．開会

平成２１年１２月１１日（金）

２．報告事項

１９：００～２１：００

（１）留学生日本語弁論大会について

学園都市センター第２セミナー室 （２）第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
３．協議事項
（１）市民と学生の連携を規模的・質的に高めるためには？
４．連絡事項
（１）学生と市長とのふれあいトークについて
５．その他
（１）次回の日程について
６．閉会
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第６回市民・学生連携部会

１．開会

平成２２年２月１２日（金）

２．報告事項

１９：００～２１：００

（１）ＢＩＧ ＷＥＳＴ学生フェスティバル２０１０について

学園都市センター第２セミナー室 （２）第６回★学生天国★について
３．協議事項
（１）市民と学生の連携を支援する組織について
４．その他
（１）次回の日程について
（２）平成２２年度の部会員の選出について
５．閉会

（５）産学公連携部会
会議等名称

内

第１回産学公連携部会

【報告事項】

平成２１年５月２８日（木）

１．部会構成員について

１９：００～２１：００

２．産学公連携部会について

容

学園都市センター第５セミナー室 ３．運営委員会について
【協議事項】
１．正・副部会長の選出について
２．学生調査研究の発表事業について
３．産学共同研究促進事業について
４．その他
（１）八王子未来学について
（２）今後の日程調整について
第２回産学公連携部会

【報告事項】

平成２１年６月２５日（木）

１．第１回定例部会の会議録について

１９：００～２１：００

２．部会員の新規選任について

学園都市センター第５セミナー室 ３．産学共同研究促進事業について
４．大学コンソーシアム八王子

シンボルマークの募集について

５．その他
【協議事項】
１．第１回

大学コンソーシアム八王子学生発表会について

２．その他
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第３回産学公連携部会

【報告事項】

平成２１年７月２３日（木）

１．第２回定例部会の会議録について

１９：００～２１：００

２．部会員の新規選任について

学園都市センター第５セミナー室 ３．事務局メールアドレスの変更について
４．大学コンソーシアム八王子ホームページのＵＲＬの変更について
５．第１回 大学コンソーシアム八王子学生発表会

募集要項について

６．首都大学東京「南大沢キャンパス産学公交流会２００９」について
７．その他
【協議事項】
１．産学共同研究促進事業について
２．その他
第４回産学公連携部会

【報告事項】

平成２１年９月２４日（木）

１．第３回定例部会の会議録について

１９：００～２１：００

２．首都大学東京「南大沢キャンパス産学公交流会２００９」参加報告

学園都市センター第１セミナー室 ３．「第６回全国コンソーシアム研究交流フォーラム」参加報告
４．大学コンソーシアム八王子シンボルマークについて
５．その他
【協議事項】
１．第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
２．その他
第５回産学公連携部会

【報告事項】

平成２１年１０月２２日（木）

１．第４回定例部会の会議録について

１９：００～２１：００

２．部会員の新規選任について

学園都市センター第１セミナー室 ３．その他
【協議事項】
１．第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
２．その他
第６回産学公連携部会

【報告事項】

平成２１年１１月２６日（木）

１．第５回定例部会の会議録について

１９：００～２１：００

２．その他

学園都市センター第１セミナー室 【協議事項】
１．第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
２．その他
第７回産学公連携部会

【報告事項】

平成２２年１月２８日（木）

１．第６回定例部会の会議録について

１９：００～２１：００

２．その他

学園都市センター第１セミナー室 【協議事項】
１．第１回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
２．学生と市長とのふれあいトークとの融合について
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第８回産学公連携部会

【報告事項】

平成２２年３月２５日（木）

１．第７回定例部会の会議録について

１９：００～２１：００

２．その他

学園都市センター第１セミナー室 【協議事項】
１．平成２２年度の事業計画について
２．「学生発表会」と「学生と市長とのふれあいトーク」の融合について
３．平成２２年度

産学公連携部会

部会員届について

４．その他

（６）生涯学習推進部会
会議等名称

内

容

第１回生涯学習推進部会

【会議の概要】

平成２１年５月１５日（金）

１．委員長の互選について

１５：３０～１７：００

２．平成２１年度八王子学園都市大学前期開講講座の申込状況について

学園都市センター第５セミナー室 ３．平成２１年度八王子学園都市大学後期開講講座について
４．Ｔｈａｔ’ｓ八王子学の申込状況ついて
５．大学コンソーシアム八王子

生涯学習推進部会の活動について

第２回生涯学習推進部会

【会議の概要】

平成２１年９月１７日（木）

１．平成２１年度八王子学園都市大学後期開講講座の申込状況について

１５：３０～１７：００

２．平成２２年度科目提供依頼について

学園都市センター第５セミナー室 ３．単位互換の推進について
４． 大学施設の開放状況について
第３回生涯学習推進部会

【会議の概要】

平成２２年１月２９日（金）

１．平成２１年度八王子学園都市大学後期開講講座の申込状況について

１５：３０～１７：００

２．平成２２年度前期開講講座について

学園都市センター第５セミナー室 ３．平成２２年度のスケジュールについて
４．受講手続きの変更について
５．学生と市長とのふれあいトーク・Ｔｈａｔ’ｓ八王子学について
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資

料
大学コンソーシアム八王子 学生企画事業補助金要綱

（目的）
第１条 この要綱は、大学コンソーシアム八王子会則第３条（３）まちの活性化や学生イベント活
動等への支援などを行う学生活動支援事業を実施するための、必要事項を定めることを目的とす
る。

（対象事業）
第２条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。
）は、別表に定める要件を満たす事
業とする。

（補助金額）
第３条 補助金額は、別表に定めるところにより予算の範囲内において決定する。

（補助対象事業の公募）
第４条 大学コンソーシアム八王子は、補助対象事業を期間を定めて募集するものとする。
２ 大学コンソーシアム八王子は、補助対象事業の募集に先立ち、審査方法を明記した募集要項を定
めて公表する。

（申請）
第５条 前条の規定に基づいて申請しようとするときは、学生企画事業補助金交付申請書（第 1 号様
式）に収支予算書等を添付して会長へ提出する。

（補助対象事業の決定及び通知）
第６条 会長は、提出された申請書について、第４条第２項に規定する審査方法により審査しなけれ
ばならない。
２ 会長は、前項による審査の結果を受けて補助金交付を決定したときは、速やかに決定通知書（第
２号様式）により申請者に通知する。
３ 会長は、補助金の不交付を決定したときは、速やかに決定通知書（第３号様式）により申請者に
通知する。
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（交付）
第７条 会長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに交付する。

（補助対象事業の変更）
第８条 決定した補助対象事業の内容を変更しようとするときは、補助対象事業内容変更申請書（第
４号様式）を提出しなければならない。
２ 会長は、前項の申請を受けて、変更の内容および理由が妥当と認められる場合には補助対象事業
内容変更承認通知書（第５号様式）により速やかに通知する。
ただし、変更の理由等に妥当性がなく、認められないときは、補助対象事業内容変更不承認通知
書（第６号様式）により速やかに通知する。
３ 補助対象事業の変更や変更しないことにより生じた損害及び損失はすべて補助対象事業主催者が
責任を負う。

（補助対象事業の中止）
第９条 決定した補助対象事業を中止しようとするときは、補助対象事業中止申請書（第７号様式）
を提出しなければならない。
２ 会長は、前項の申請を受けて、中止の内容および理由が妥当と認められる場合には、補助対象事
業中止承認通知書（第８号様式）により速やかに通知する。
３ 補助対象事業の中止により生じた損害及び損失は、すべて補助対象事業主催者が責任を負う。

（実績報告）
第１０条 補助対象事業主催者は、事業が終了したときは３月以内に補助対象事業実績報告書（第９
号様式）に決算書を添えて会長へ提出しなければならない。

（損害賠償）
第１１条 補助対象事業主催者は、事業実施にともなって大学コンソーシアム八王子等に損害を与え
たとき、すべての損害賠償責任を負う。
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附 則
この要綱は平成２２年 ６月 １日から施行する。
別表（第３条及び第４条）
大学コンソーシアム八王子加盟校２３校（大学・短期大学・高専）に所属するク
ラブやサークル及び同好会等の学生団体（５名以上の構成員）または、加盟校中
実 施 主 体
の複数校にまたがるインカレサークル（５名以上の構成員）が自ら企画するイベ
ント。

複数大学等の学生交流が図られること
目

的
又は、市民と学生の協力交流が図られること

会 場 施 設

学園都市センター等の市内公共施設を会場とする

補 助 金 額

１０万円を上限額とする

応 募 回 数

同じ団体の応募は、原則として一年度内１回とする。

１．政治活動及び宗教活動を目的としないこと。
２．八王子市や八王子市関連団体の助成対象事業ではないこと。
事 業 要 件

３．補助金は事業報告書（会計報告・実施写真を含む）提出後支払う。
４．補助金は千円未満を切捨て、千円単位で支給する。
５．飲食費は対象外とする（若干のお客様用茶菓子代は許容範囲とする）
。
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第１回 大学コンソーシアム八王子学生発表会
募集要項
幅広い学術領域で、研究成果やアイデアを企業・団体・学生・市民の前で発表します。産学連携及び地域活性化につながる
ことを期待しています。ぜひご参加ください。
【開催について】
１.日
時

平成２１年１２月５日（土）

９：３０から１８：３０まで（予定）

２.会

場

八王子市学園都市センター（ＪＲ八王子駅北口前・八王子ｽｸｴｱﾋﾞﾙ１１・１２階）
第１セミナー室、第３・４セミナー室、第５セミナー室、イベントホール、ギャラリーホール他

３.表

彰

優れた発表に対しては、発表終了後表彰を行います。

４.交 流

会

表彰式の後に参加者交流会を開催します（参加費無料）
。

【発表申込について】
５.申 込 資 格 八王子地域２３の大学・大学院・短期大学・高等専門学校に在籍する学生（個人又はグループ）
６.申 込 方 法 指導教員（引率教員）の承認を受け、大学コンソーシアム八王子ホームページ
（http://www.conso-hachioji.or.jp）上にある申込フォームを使用し、必要事項を漏れなく入力の上ご送信
ください。
※申込フォームに記載したメールアドレスへは、自動的に受付した旨が返信されます。返信が届かない
場合には、電話連絡での確認をお願いします。
※原則としてプログラム、表彰状等へは、申込フォームに入力していただいたとおり掲載します。
※同一内容で八王子市主催「学生と市長とのふれあいトーク」との重複申込はできません。
７.申 込 期 限 １０月２日（金）１７：００（時間厳守）
８.発 表 形 式 以下の①～③の形式の中から１件を選択してください。
※ただし、①口頭発表と③展示発表のみ同一内容で重複申込が可能です。
①口頭発表
・内
容・・・産学連携及び地域活性化に資する、すべての学術領域を対象とした、研究成果
やアイデアの発表・提案。
・時
間・・・１５分以内（１０分の発表と５分以内の質疑応答及び講評）
※発表件数に応じて調整する場合があります。
・使用可能機材・・・主催者側で用意するノートパソコン（ソフトはパワーポイントで Office 2003 以前のバ
ージョン）とプロジェクターまたは、ＯＨＰ。
※指定以外の機材を使用する場合は、発表者が用意してください。
②ポスター発表
・内
容・・・口頭発表と同様。ポスターは、縦 1,800ｍｍ×横 900ｍｍの範囲内で、何枚でも掲
示可能。
・時
間・・・主催者が指定する一定の時間をコアタイムとし、必ずポスターの前にいてください。詳
細については、発表件数が決まり次第ご連絡します。
③展示発表
・内
容・・・①口頭発表に関わる成果物のほか、産学連携及び地域活性化に資する、すべての
学術領域を対象とした、研究の成果物やデザイン等の展示発表。
（裏面へ）
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９.発 表 分 野 以下の①～③の分野の中から１件を選択してください。
①産学連携指向分野・・・産学連携による研究成果または、連携を目指した提案。
②地域活性化指向分野 ・・・八王子地域活性化に向けたアイデアやデザイン等の提案。
③一 般 発 表・・・①②以外のすべての学術領域による発表。
【事前提出物について】
１０.発 表 要 旨 発表会の当日、聴講者等の来場者に、それぞれの発表要旨をまとめた要旨集を配布しますので、
以下のとおり原稿の作成をお願いします。
①作成要領・・・ホームページ上の「要旨作成フォーマット」にしたがって原稿を作成してください。
※発表タイトル・サブタイトル・発表者氏名・構成者氏名は、申込時に申込フォームに入力したものをその
まま転載してください。変更は認められません。
②提出方法・・・要旨原稿は、PDF ファイルで電子メールに添付して、発表会事務局
（jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp）までお送りください。
③提出期限・・・１１月６日（金）１７：００（時間厳守）
※提出期限を過ぎた場合、要旨集に登載されません。申込フォーマットに入力したメールアドレスへは、
後日受領した旨を返信します。数日後、返信が届かない場合には電話連絡での確認をお願いしま
す。
※要旨集へは、送付いただいた原稿のとおり掲載します。一度提出いただいた要旨原稿の差替えはでき
ません。
１１. 持込展示物 ホームページ上の「持込展示物連絡表」を電子メールに添付して、発表会事務局
連 絡 表 （jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp）までお送りください。
提出期限・・・１１月６日（金）１７：００（時間厳守）
※展示発表以外の方は提出不要です。
【その他】
１２.発表形式の調整 申込者が多数の場合は、発表内容や所属大学のバランス等を考慮のうえ、他の発表形式に変更してい
ただく場合がありますのであらかじめご了承下さい。また、同一研究室内で複数の希望がある場合は、
研究室内での調整をお願いすることもあります。なお、展示発表についてはスペース調整を行う場合が
あります。
１３.特許について 大学コンソーシアム八王子は、特許法第３０条「発明の新規性喪失の例外」に規定する学術団体に指定
されております。なお、特許出願を予定されている方は確実に権利を確保いただくため、事前に出願して
いただくようお願いします。
１４.主催・問合せ 大学コンソーシアム八王子 事務局
担
当：竹中・岡戸・岸本
電
話：042(646)5740
フ ァ ッ ク ス：042(646)2663
電 子 メ ー ル：jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp
ホームページ：http://www.conso-hachioji.or.jp
大学コンソーシアム八王子構成２３大学等
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
東京純心女子大学 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 日本文化大学 法政大学 東京工科大学 首都大学東京 山野美容芸術短期大学
ヤマザキ動物看護短期大学 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
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平成２１年度 大学コンソーシアム八王子 産学共同研究促進事業

【産学共同研究助成事業 募集要項】
１．助成事業の目的
八王子市内に事業所を有する中小企業等と、大学コンソーシアム八王子の構成員であ
る大学等が、共同で実施する新技術・新製品・新デザイン等に関する研究に対して、大学
コンソーシアム八王子が助成金を交付することにより、産学連携及び地域活性化を図るこ
とを目的とします。

２．助成事業の対象
原則として、産学連携及び地域活性化に資する、新技術・新製品・新デザイン等に関す
る共同研究で、次に掲げる条件に該当するものとします。
① 大学コンソーシアム八王子の構成大学等の教員と市内に事業所を有する中小企業
者等とが共同で行う研究。
② 原則として、単年度分（平成２１年度分）の事業。ただし、複数年に渡る場合でも、本
年度の実施分を対象とします。

３．助成対象者
２.①に掲げる教員と市内に事業所を有する中小企業者等で構成する共同研究体を助
成対象とし、申請者は、その代表者とします。
＊ 代表者（申請者）は、教員又は企業のどちらでもかまいません。

４．助成金額
原則として、１件あたり研究総額の２分の１かつ５０万円を限度とします。
ただし、助成件数に応じて予算の範囲内で金額を調整する場合があります。

５．助成対象経費
対象となる経費は、次のとおりです。
① 研究開発に係る原材料、機械装置の購入等の事業費
② 研究開発に係る調査研究費
③ 資料購入、印刷製本等の事務費
④ その他特に必要と認める経費
＊ 対象経費は、本年度（平成２１年度）に支出された経費とします。
＊ 今年度産学共同研究助成事業における予算の合計額は１５０万円です。

〔裏面に続く〕
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６．申請手続等
① 申請受付・問合せ先
大学コンソーシアム八王子 事務局
〒192-0083 八王子市旭町９－１ 八王子スクエアビル１１Ｆ
八王子市学園都市センター内
ＴＥＬ．０４２（６４６）５７４０
ＦＡＸ．０４２（６４６）２６６３
Ｅ-mail.office@tie-up-hachioji.or.jp
② 受付期間
平成２１年７月１日（水）～７月１７日（金）
③ 提出書類（各１部）
・ 申請書
・ 事業計画書
・ 資金計画書
・ その他特に必要と認めるもの
④ 審 査
大学コンソーシアム八王子 産学公連携部会の審査を経て決定します。
⑤ 通 知
審査結果については、７月下旬に申請者あて通知します。
⑥ その他
助成の対象となった事業については、原則として大学コンソーシアム八王子の産学公連携
推進事業の中で発表していただきます。

７．その他
① 助成決定を受けた後、事業の内容の変更又は中止を行うときは、事前に所定の様式により
承認を受けていただきます。
② 助成金の交付決定に係る会計年度が終了する時は、所定の様式により完了報告をしてい
ただきます。
③ 助成事業により収益を得たときは、助成金額の全部又は一部に相当する金額について財
団に寄付をお願いする場合があります。
④ 助成事業の内容を変更又は中止したときは、助成金交付決定の取消又は既に交付した助
成金を返還していただくことがあります。

〔以 上〕
40

平成２１年度大学コンソーシアム八王子・産学共同研究促進事業

【技術開発型競技会等出場助成事業 募集要項】
１．助成事業の目的
大学コンソーシアム八王子の構成員である大学等の学生が、技術開発を競うコンテス
ト、展示会、見本市、新技術・システム等の開発プロジェクト等（以下「競技会等」という。）
への出場・参加を目指して活動を行う場合に、大学コンソーシアム八王子が出場のため
の費用等の一部を助成することにより、産学連携を通じて当該学生の技術レベル向上を
図ることを目的とします。
２．助成事業の対象
原則として、上記の目的に該当する競技会等への出場・参加を目指す団体が行う活動
で、次に掲げる条件に該当するものとします。
①大学コンソーシアム八王子の構成大学等の学生が産業界と連携し、競技会、展示会、
見本市、新技術・システム開発プロジェクト等に出場・参加を目指す団体の活動
②原則として単年度分（平成２１年度分）の事業
＊ 予選等があり、本選に出場できない場合も対象とします。

３．助成対象者
２.①に掲げる団体。ただし、申請者（代表）は学生とし、申請に当たっては指導教員の
確認が必要となります。
＊ 団体に対する助成となりますので、申請者（代表者）は学生の代表者とします。

４．助成金額
原則として、１件あたり１０万円を限度とします。
だだし、助成件数に応じて予算の範囲内で金額を調整する場合があります。

５．助成対象経費
対象となる経費は、次のとおりです。
①競技会等の出場・参加に要する開発事業費
②その他特に必要と認める経費
＊ 対象経費は、本年度（平成２１年度）に支出された経費とします。
＊ 今年度技術開発型競技会等出場助成事業における予算の合計額は５０万円です。

〔裏面に続く〕
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６．申請手続等
① 申請受付・問合せ先
大学コンソーシアム八王子事務局
〒192-0083 八王子市旭町９－１ 八王子スクエアビル１１Ｆ
八王子市学園都市センター内
ＴＥＬ．０４２（６４６）５７４０
ＦＡＸ．０４２（６４６）２６６３
Ｅ-mail.office@tie-up-hachioji.or.jp
② 受付期間
平成２１年７月１日（水）～７月１７日（金）
③ 提出書類（各１部）
・ 申請書
・ 事業計画書
・ 資金計画書
・ その他特に必要と認めるもの
④ 審 査
大学コンソーシアム八王子 産学公連携部会の審査を経て決定します。
⑤ 通 知
審査結果については、７月下旬に申請者あて通知します。
⑥ その他
助成の対象となった事業については、原則として競技会等への出場に際しコンソーシアム
の名称を記載していただくこと及び、大学コンソーシアム八王子の産学公連携推進事業の中
で発表していただきます。

７．その他
① 助成決定を受けた後、事業の内容の変更又は中止を行うときは、事前に所定の様式により
承認を受けていただきます。
② 助成金の交付決定に係る会計年度が終了する時は、所定の様式により完了報告をしていた
だきます（その際、指導教員の確認が必要となります。）。
③

助成事業の内容を変更又は中止したときは、助成金交付決定の取消又は既に交付した助

成金を返還していただくことがあります。

〔以 上〕
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大学コンソーシアム八王子共催事業取扱要綱

（趣旨）
第１条

この要綱は、大学コンソーシアム八王子（以下「コンソーシアム」という。）

の目的に合致すると認められる事業に対し、コンソーシアムが共催する場合の基準
その他必要な事項を定める。
（承認基準）
第２条

コンソーシアムが共催する事業は、次のとおりとする。

（１）コンソーシアム加盟団体が実施する学園都市づくりに関連する事業等で公益性
があるもの。
（２）前号に規定するものの他、会長が適当と認めるもの。
２

次の各号のいずれかに該当する事業は、共催を承認しない。

（１）政治活動又は宗教活動を目的に行なうもの。
（２）売名行為及び営利を主目的とするもの。
（３）公序良俗に反するもの。
（４）公衆衛生、災害防止等について十分な措置が講じられていないもの。
（５）対象者が著しく限定されると認められるもの。
（６）前各号に規定するものの他、会長が不適当と認めたもの。
（共催者の役割）
第３条

コンソーシアムは共催者として、事業主催者と協議によりその事業の広報宣

伝や人的支援等を行なうことができる。
（申請）
第４条

事業主催者が事業の共催を申請しようとするときは、共催事業承認申請書（第

１号様式）を会長に提出し、承認を受けなければならない。
２

前項の申請書には事業予算書及び事業内容を記載した書類を添付しなければなら
ない。

３

申請の時期は、原則として事業開催日の３か月前までとする。

（承認等の決定）
第５条

会長は、前条の申請を受理したときは、その結果を共催事業承認通知書（第

２号様式）又は共催事業不承認通知書（第３号様式）を申請書受理後１か月以内に
事業主催者に通知する。
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（条件）
第６条

会長は事業の宣伝等にコンソーシアムとの共催であることの表記、及びその

他、必要と認めることを条件として付すものとする。
（事業の変更等）
第７条

事業の内容を大幅に変更することや、事業そのものを中止や廃止するときは、

事前に共催事業変更・中止等申請書（第４号様式）を会長に提出し、承認（第５号
様式）を受けなければならない。ただし、事業内容に実質的影響がない軽微な変更
についてはこの限りでない。
（取消）
第８条

会長は、主催者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条に規定する

承認を取り消すこととし、共催事業承認取消通知書（第６号様式）により直ちに事
業主催者に通知する。ただし、取消しに伴う損失補償及び損害賠償の責任は負わな
いものとする。
（１）虚偽の申請をしたとき。
（２）第５条に規定する条件に違反したとき
（３）事業の目的を逸脱したとき
（４）市民・学生に著しく迷惑を及ぼしたとき又は及ぼすと見込まれるとき
（５）その他この要綱に反したとき
（実績報告）
第９条

事業主催者は、事業が終了したときは３月以内に共催事業実績報告書（第７

号様式）に決算
書を添えて会長へ提出しなければならない。
２

事業実施日が１月４日以降となる事業にあたっては、直近の３月３１日までに提
出しなければならない。

（損害賠償）
第１０条

事業主催者は、事業実施に伴いコンソーシアムに損害を与えたときは、す

べての損害賠償責任を負うものとする。
附

則

この要綱は平成２１年４月１日から施行する。
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大学コンソーシアム八王子後援名義使用取扱要綱

（目的）
第１条

この要綱は、大学コンソーシアム八王子（以下「コンソーシアム」という。）の

後援名義使用を承認するための必要な事項を定めるものとする。
（事業対象）
第２条

事業の目的・内容が、学園都市づくりの推進に寄与するもので、公益性のあるも

とする。
２

次の各号のいずれかに該当する事業は、後援名義使用を承認しないものとする。

（１） 政治活動又は宗教活動を目的に行なうもの。
（２） 売名行為及び営利を主目的とするもの
（３） 公序良俗に反するもの。
（４） 公衆衛生、災害防止等について十分な措置が講じられていないもの。
（５） 対象者が著しく限定されると認められるもの。
（６） 前各号に規定するものの他、会長が不適当と認めたもの。
（申請）
第３条 後援名義使用を申請するときは、原則として、後援名義使用申請書（第１号様式）
に予算や事業概要がわかる書類を添え、予定している名義使用期間の初日の 1 ヶ月前ま
でに会長へ提出するものとする。ただし、止むを得ない場合は、この限りではない。
（承認又は不承認の決定及び通知）
第４条

会長は、前条の申請を受理したときは、速やかに承認及び不承認の決定をし、

その結果を後援名義使用承認通知書（第 2 号様式）または、後援名義使用不承認通知書
（第 3 号様式）をもって申請者へ通知するものとする。
（承認の条件）
第５条 会長は、前条の規定による承認決定に際し、必要があると認めるときは条件
を付するものとする。
（範 囲）
第６条 承認の範囲は、事業の奨励を意図した後援名義の使用に留まるものとし、物・人・
資金による支援や施設利用に関する事項について及ぶものではないものとする。
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（内容変更等の承認）
第７条 申請者が次の各号の一つに該当する場合は、速やかに後援名義使用変更・中止
申請書（第４号様式）により会長にその旨を申請しなければならない。
（１） 事業等の内容を変更しようとするとき（軽微なものを除く。）
。
（２） 事業を中止しようとするとき。
（実績報告書）
第８条 申請者は、後援事業が終了後、２ヶ月以内に後援名義使用実績報告書（第５号様
式）を会長へ提出しなければならない。
（承認決定の無効）
第９条

会長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに後援名義使用

取消通知書（第６号様式）により申請者にその旨を通知しなければいけない。
（１） 虚偽の申請をしたとき。
（２） 不適当な行為があったと認められるとき。
（３） 市民に著しく迷惑を及ぼしたとき。
（４） その他、この要綱及び他の法令に違反したとき。

附 則
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
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