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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、ヤマザキ学園大学、
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
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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。
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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〉
今年度は５回の会議を開催した。
大学コンソーシアム八王子の加盟校が個別に小中高校との間で実施していた連携事業に
ついて、事例情報の収集と共有に着手することとした。
具体的には、「八王子地域における小中高大連携事例調査票」を作成し、大学コンソー
シアム八王子加盟２３校に対して、平成２２～２３年度の２カ年にわたる調査を依頼し、
今後加盟校が取り組む連携事業を支援する方策等について検討する。
（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〉
今年度は４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。
事前講習・実地体験・報告というサイクルを一つ

会議の様子

のプログラムとして実施することとしそのモデルケースとして「八王子まつり山車曳き子
体験プログラム」を実施した。
〈八王子まつり
八王子まつり山車曳
まつり山車曳き
山車曳き子体験プログラム
子体験プログラム〉
プログラム〉
実施日及び場所
平成２２年８月７日（土） 本町連合町会・八幡上町会・八木町会
平成２２年８月８日（日） 八幡上町会
参加者 杏林大学

学生２１名

東京工科大学 学生 ４名
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（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２２年８月
２３日に帝京大学八王子キャンパスで開催した。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るもので、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うとともに、帝京大学の災害用備蓄倉庫の見
学を行った。
また、１１月２３日に八王子駅周辺及び市立第四小学校等で開催された八王子駅周辺滞
留者対策推進協議会主催「八王子駅周辺滞留者対策訓練」にコンソーシアムのブース出展
を行った。この訓練は、大規模な地震が発生した場合、交通機関の停止による駅前滞留者
の混乱防止や帰宅支援を目的に実施されたもので、コンソーシアム加盟大学等からは、工
学院大学、東京純心女子大学、杏林大学、創価大学、創価女子短期大学、首都大学東京の
学生約７５０名が参加し、滞留者への情報伝達、一時避難場所への誘導の他、第四小学校
において消防による消火訓練、負傷者搬送訓練等が実施された。

滞留者対策訓練

帝京大学の災害用備蓄倉庫

（４）大学理事長・
大学理事長・学長と
学長と市長との
市長との懇談会
との懇談会の
懇談会の開催
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していくことを目的に、大学の理事
長・学長・市長が一堂に会し、大学コンソーシアム八王
子の活動報告や、今後の取組みについて意見交換を行っ
た。
実施日 平成２２年１２月１３日（月）

懇談会の様子

場 所 八王子市学園都市センター 第１セミナー室
参加者 加盟２３大学理事長・学長他２５名、八王子市長
内 容 ・大学コンソーシアム八王子の現況報告
・大学コンソーシアム八王子の今後の方向性について意見交換
（５）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、「ニューＦＤ／ＳＤ」を平成２３年度に引継ぐため
に、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。
ＦＤ／ＳＤセミナー
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（６）単位互換事業
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、履修ガイドの作成や加盟校への説明及び意見交換等
に取り組んだ。
平成２３年度からは、東京純心女子大学、明星大学、
杏林大学の３校が新たに協定に加盟し、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、
ヤマザキ学園大学、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、東京造形大学と併せて
１２大学等となる。
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単位互換履修生履修生
募集ガイド

２．情報発信事業
（１）情報紙等による
情報紙等による情報発信
による情報発信
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２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」〉
３ 号

発 行 日 平成２２年９月２７日（月）
発行部数 折込タイプ１３６，０００部 冊子タイプ３０，０００部
主な内容 加盟２３大学等学園祭情報、マップ＆スケジュール
配 布 先 新聞折込・・八王子市内（読売・朝日・毎日新聞）
・大学コンソーシアム八王子加盟団体
・高校・・市内（１９校）、市外（１２校 日野市・町田市・立

４ 号

川市）
・電鉄・・京王線１５駅（市内及び高幡不動、聖蹟桜ケ丘、京王
多摩センター、平山城址公園、多摩境）、高尾登山電鉄
・書店・・啓文堂書店、くまざわ書店、有隣堂書店、あゆみブッ
クス
・流通・・そごう八王子店、八王子商店会、京王ほっとネット
ワーク（高幡不動駅）
・その他・・都立多摩図書館（立川市）、市内各公共施設
発 行 日 平成２２年１１月１２日（金）
発行部数 １６６，０００部
主な内容 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・知と技のコンテスト出場助成事業紹介他
配 布 先 新聞折込・・八王子市内（読売・朝日・毎日新聞）
・大学コンソーシアム八王子加盟団体、
・高校・・市内（１９校）、市外（１４校 日野市・町田市・立
川市）
・企業・・八王子商工会議所工業部会（５０社）
・流通・・京王ほっとネットワーク（高幡不動駅）
・その他・・都立多摩図書館（立川市）、市内各公共施設

情報紙「大学コンソーシアム
八王子情報」３号
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情報紙「大学コンソーシアム
八王子情報」４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 大学コンソーシアム八王子

制作・編集 八王子市学園都市推進会議
発 行 日 平成２３年４月１日（金）
発行部数 ４０，０００部
主な内容 Ｅｎｊｏｙ Ｈａｃｈｉｏｊｉ Ｌｉｆｅ
（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
新生活快適得々情報
配 布 先 八王子地域２３大学等

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」

（２）ウェブサイトによる情報発信
ウェブサイトによる情報発信
イベント等の開催情報や報告をリアルタイムに発信した。
平成２３年度新ホームページ開設のためのデザイン制作を行うとともに、学生ユーザーを
増加させるため、「学生のインターネット利用に関するアンケート」を実施。八王子地域
の大学等に通学する学生２４５名より回答を得、新ホームページ開設へ向けての参考とし
た。

新ホームページトップページ
URL http://www.conso-hachioji.or.jp/

平成２２年度「学生のインターネット利用に関するアンケート」
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（３）学生サークル
学生サークル団体
サークル団体や
団体や大学イベント
大学イベント情報収集及
イベント情報収集及び
情報収集及び発信
大学イベント情報を収集し、定期的にホームページや掲示板
等で発信した。

平成２２年度大学イベント情報
【４月・５月】

（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）を引き継ぐ検
討を行った。

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２０１０」と八王子
学生委員会主催「第６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、「第５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「八王子いちょう祭り」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２０１０
フェスティバル２０１０の
２０１０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２０１０

主 催 八王子市学園都市推進会議
期 間 平成２２年５月９日（日）～２３日（日）
会 場 学園都市センター、北野公園野球場、高尾スターレーン、エコ・フットサル・
パーク八王子
内 容 学生落語会・フットサル大会・書道展・美術展・写真展・お茶会・八王子大学
軟式野球大会・大学生国際ボウリング大会・学生音楽祭
参加者 学生４７４名 加盟１５大学等ほか 市民５６名 来場者１，４３９名
〈第６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

第６回★学生天国★

主 催 八王子学生委員会
開催日 平成２２年５月９日（日）
テーマ 言葉で伝える“ありがとう”
会 場 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
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８８０名（内当日スタッフ１００名） ４３団体 加盟１９大学等ほか
来場者約３９，０００名
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ＢＩＧ ＷＥＳＴ学生フェスティバル２０１０（美術展）

第６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５回学生バンドコンテストｉｎ八王子
開催日 平成２２年９月４日（土）
会 場 学園都市センター イベントホール
応募者 ３校７組（１８名）
入賞者 最優秀賞
優秀賞

ｂｒｉｃｋ－ｙａｒｄ（創価大学）
Ｔｈｅ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅｓ（創価大学）

審査員特別賞 橋本優紀（工学院大学）
観 客 ９０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

八王子学生委員会

協 賛 (有)ダイヤクリーン (株)ミヤハラ (株)ジャパンビバレッジ
島村楽器(株)八王子店 スタジオオルウェイズ （株）花枝保険事務所

第５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、「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運営している「フェアトレードカフェ
ＭＡＲＣＨＥ（マーチェ）」について、八王子市と連携し経営指導などを行った。
このカフェは、八王子市が（株）東京ガスから施設（本町１０－７）の提供を受け、八
王子学生委員会が行う街なか活動を行う支援の一環として平成１９年から使用していた
が、施設の老朽化等の理由から平成２２年度末で使用できなくなった。
そこで、コンソーシアムでは、学生と市民及び学生相互の交流の場を提供するという
本取組みを継続するとともに、今まで以上に来店者に満足していただける店作りを目指し
平成２３年３月に店舗を横山町へ移転した。なお、新規オープンは平成２３年５月８日と
なっている。

フェアトレード普及イベント
（場所：いちょう祭り）

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
デザート コーヒーゼリー、ティラミス、スコーンなど
物
販 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 シニアボランティア営業
土・日曜日 11:00～19:00 学生営業
〈場所〉
八王子市横山町6－8 内藤ビル1階
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。

11

マーチェ新店舗

（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．４０「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
３４４名

むだい展
平成２２年７月２日(金)～４日(日)

事業内容

主催(参加校等)

八王子市内の４大学による合同

むだい展実行委員会

美術展

(創価大学、帝京大学
中央大学、明星大学)

～タップのまち八王子～夏休み特別企 １７６名

５回にわたるタップダンスの体

タップのまち八王子

画タップダンス体験プロジェクト＆

験学習会・タップのまち八王子

実行委員会（中央大

タップのまち八王子ＬＩＶＥ！

ＬＩＶＥ！への出演・成果の発

学、八王子・学生の

ＬＩＶＥ

表

こども応援団

平成２２年８月２９日（日）

ワークショップ

ほか）

８月１日（日）７日

（土）８日（日）２１日（土）２８日
（土）
南大沢文化会館第１練習室
平成２２年８月６～８日に開催

２０１０八王子まつ

平成２２年９月３日(金)～１０月１１

された八王子まつりを３日間通

り学生写真展実行委

日(月・祝)

して撮影し、その中から約９０

員会（東京高専・工

学園都市センター学生交流サロン

点の作品を展示した。

学院大学・実践女子

また、期間中（９月２８日～

大学）

２０１０八王子まつり学生写真展

―

１０月７日）に行われた八王子
まつり写真コンクールの入選者
写真展において、１３点の作品
を展示することができた。
第２回フェアトレード学生フェスティ ２００名

参加者のフェアトレード理解と

フェアトレード学生

バル

その後の行動のための冊子の配

フェスティバル実行

平成２２年７月４日（日）

付・ダンス団体による演目・

委員会(創価大学･拓

学園都市センターイベントホール

フェアトレードを知ってもらう

殖大学・中央大学ほ

ためのムービー上映・東京フェ

か)

アトレードマップ第２弾配付
親子で遊ぼう！

１４３名

市内の大学や専門学校のサーク

工学院大学・レク

平成２３年２月１１日(金・祝)

ル等に呼びかけ、企画・運営を

ネット(工学院大学

学園都市センターイベントホール

一緒に行い、「ふれあい」を感

・拓殖大学・法政大

じてもらえるネットワークづく

学ほか)

りの機会とする。保育園や幼稚
園に通う子供たちが、家族と一
緒に遊べる機会をつくる。
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フェアトレード学生フェスティバル

親子で遊ぼう！

（４）学生座談会の
学生座談会の開催
学生活動支援事業を所掌事業とする市民・学生連携部会は、学生と市民の連携実現に向
けての課題抽出や学生活動の現状と課題について把握し、次年度の市民・学生連携部会の
事業計画の参考とするため、学生座談会を開催した。
当日は、５大学から９名の学生が出席し、活発な意見交換が行われた。
参加大学 東京家政学院大学、法政大学、帝京大学、創価大学、杏林大学

集合写真

座談会の様子
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４．産学公連携事業
（１）学生調査研究成果発表事業
〈第２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
として開催した。
今年度より、これまで八王子市主催で実施していた「学生と市長とのふれあいトー
ク」を市政提案部門として実施した（Ｐ．４３「学生発表会募集要項」参照）。
開 催 日

平成２２年１２月４日（土）・５日（日）

開催場所

学園都市センター
一般部門 口頭発表

発表件数

１３８件

一般部門 ポスター発表

３３件

一般部門 展示発表

１０件

産学連携部門

９件

市政提案部門 一般プレゼンテーション

１１件

市政提案部門 学生と市長とのふれあいトーク

１０件

参 加 者

８０９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

彰

一般部門 口頭発表 優秀賞表彰一覧（１６件）
発表テーマ

発表者

大学等名

ネットワーク構造簡略化を用いた確率
和歌崎修平
推論における推論誤差検出

東京工業高等専門学校

遠隔操作ロボットの衝突回避支援にお
宮崎孝一
ける走行領域の最適化

創価大学

複数ロボットナビゲーション問題の効
大坂直人
率化を目的とした強化学習法

東京工業高等専門学校

移住の少ない分散遺伝的アルゴリズム
佐藤一法
におけるエリート保存方式の検討

サレジオ工業高等専門学校

反応性スパッタリング酸化チタン薄膜 豊田亜貴子 荒原茂幸
の光機能に対する加熱形成温度依存性 ハイデル・アリ

工学院大学

ＺｉｇＢｅｅを利用したセンサネット
原みさと
の構築

東京工業高等専門学校

反応性スパッタリングによるＣｕ２Ｏ

／ＴｉＯ２及びＴｉＯ２／Ｃｕ２Ｏ薄膜の光機 鈴木優規 荒原茂幸
ハイデル・アリ
能特性
Ｃｕを添加したＴｉＯ２薄膜の光機能

工学院大学

佐藤彰俊

工学院大学

高橋賢羽

東京工業高等専門学校

溝付きローラーを用いた穀物選別機の
片岡大熙
設計および試作

東京工業高等専門学校

特性
風車翼特性と境界層剥離の制御

認知機能低下の早期発見を目的とした
宍戸悠佳
新たな検査法
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松田和樹

杏林大学

福祉車両用車載電動シートの制御シス
小島栄美
テム開発

東京工業高等専門学校

キャンデラＲＣシェルの動的な構造形
平塚祐太
態抵抗性能に関する解析的研究

明星大学

ＴｉＯ２薄膜付与Ｎｉ－Ｔｉ合金におけ

鎌形龍太

工学院大学

ナノ結晶γ－アルミナ固相抽出による
大日方智
カドミウムイオンの簡易分析

工学院大学

伝統工芸品におけるデザイン技術継承
沖田実嘉子
手法の一考察

拓殖大学

る生体適合性評価

一般部門 ポスター発表 優秀賞表彰一覧（４件）
発表テーマ

発表者

大学等名

社会問題を秒単位の変化量で表現する
齊藤誠
映像コンテンツの制作

拓殖大学

細胞とコラーゲンの接着を阻害する蛇
遠山武志
毒由来タンパク質の探索

工学院大学

広告コピーにおける否定から肯定への
猪熊寛之
表現変化

拓殖大学

光合成微生物太陽電池の研究

東京工業高等専門学校

堀駿

一般部門 展示発表 優秀賞表彰一覧（１件）
発表テーマ

発表者

３輪ソーラーバイク『ＳＭＥ－１』の
安達匡一
特性評価

大学等名
サレジオ工業高等専門学校

産学連携部門 優秀賞表彰一覧（１件）
発表テーマ

発表者

Ｓｏｌａｒ Ｂｉｋｅ Ｒａｃｅ
安達匡一
２０１０ ｉｎ ＨＡＭＡＭＡＴＳＵ

大学等名
サレジオ工業高等専門学校

市政提案部門 一般プレゼンテーション 優秀賞表彰一覧（２件）
発表者

発表テーマ
デジタルサイネージ促進プロジェクト
松永渉
の提案
八王子ラーメン祭の開催

小林巧介

植野章子
谷川伸樹

市政提案部門 学生と市長とのふれあいトーク
各賞

発表テーマ

佐田知子

大学等名
東京工科大学
創価大学

優秀賞他表彰一覧（４件）
発表者

大学等名

優秀 世代を越えて心がふれあうモデ
賞 ル都市、八王子

中瀬慎 今井由美子
松尾清史

創価大学

準優
カルタ、いかがですか？
秀賞

三島直人
豊田享次

田中芳樹

杏林大学

準優 世界とつながる教育のまち”八
秀賞 王子”

金子雅枝

盛田連司

創価大学

特別
Ｂ.Ⅰ.Ｃｙｃｌｅ
賞

岡さつき

松浦みなみ

創価女子短期大学大学
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ポスター発表の中高生審査員 参加状況
高等専門学校（１校４名）
サレジオ工業高等専門学校（４名）
中学校（３校１２名）
第一中学校（３名） 南大沢中学校（５名） 横山中学校（４名）

口頭発表（学生と市長とのふ
れあいトーク）の様子

ポスター発表の様子

ブース出展企業一覧 ３社
株式会社ウイン
創輝株式会社
八王子織物工業組合

企業ブースの様子

（２）連携ニーズ
連携ニーズ等調査
ニーズ等調査
企業及び大学等教員から寄せられた２件の相談について、産学公連携部会員、学生発表
会指導教員等に情報提供を行った。
（３）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主催「産学コーディネータ
ー情報交換会」に出席するなど情報交換を行った。
（４）産学共同研究及び
産学共同研究及び知と技のコンテスト出場助成事業
のコンテスト出場助成事業
〈産学共同研究助成事業（
産学共同研究助成事業（助成２
助成２件 助成額 ①５４５，
５４５，２５０円
２５０円 ②６０万円
６０万円）〉
万円）〉
（Ｐ．４９「産学共同研究助成事業

募集要綱」参照）
実施計画名

助成対象者
東京工業高等専門学校

コンクリート構造物における鉄筋歯付軸締結要素の実用
化に関する基礎研究

サレジオ工業高等専門学校

ＩＨクッキングヒータが発生する音と電磁波の解明によ
る人体への影響を考慮した環境改善策

① 志村 穣

② 米盛 弘信
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〈知と技のコンテスト出場助成事業
のコンテスト出場助成事業（
出場助成事業（助成４
助成４件 助成額１
助成額１件１０万円
１０万円）〉
万円）〉
（Ｐ．５１「知と技のコンテスト出場助成事業 募集要綱」参照）
助成対象者
首都大学東京
ｉＧＥＭ ＴＭＵ
松浦 まりこ
サレジオ工業高等専門学校
機械電子工学科
藤原 章裕
拓殖大学
電気自動車同好会
齋藤 昴宏
東京工業高等専門学校
情報工学科 土居研究室
神田 雅泰

実施計画名
ｉＧＥＭ
（The International Genetically Engineered Machine
competition）
Ｓｏｌａｒ Ｂｉｋｅ
ＨＡＭＡＭＡＴＳＵ

Ｒａｃｅ

２０１０

ｉｎ

四国EVラリー２０１０

種子島ロケットコンテスト

首都大学東京 iGEM TMU 実験中の様子

「八王子影絵シルクスクリーンプロジェクト」
ワークショップの様子

（５）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２０１０
産学公交流会２０１０」
２０１０」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２２年７月２６日（月）
会 場 首都大学東京 南大沢キャンパス 国際交流会館
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
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。

交流会の様子

コンソーシアムブース出展の様子
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〈(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１１回
１１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〉
ブース出展を行い学生発表会や、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を行った。
開催日 平成２２年１１月５日（金）
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
コンソーシアムブース出展の様子

業がブース出展を行った。

18

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」の運営の支援を行った。
〈平成２２
平成２２年度八王子学園都市大学講座開設等
２２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）〉
年間開校講座 ２９０講座（前期 １３７講座 後期 １５３講座）
受講生７，７０４名
講座開設及び受講生の募集等
【前期開講講座】
受講生募集

平成２２年３月１日（月）～７月１５日（木）まで

開講期間 平成２２年４月～平成２２年８月
開講状況 一般講座１１６講座 受講生１，２５４名 公開講座２１講座
受講生２，１３４名
【後期開講講座】
受講生募集

平成２２年７月１５日（木）～平成２３年３月１５日（火）まで

開講期間 平成２２年９月～平成２３年３月
開講状況 一般講座１０９講座 受講生１，１３９名 公開講座４４講座
受講生３，１７７名

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）留学生対策ＷＧ
留学生対策ＷＧでの
ＷＧでの検討結果
での検討結果を
検討結果を基に連携事業を
連携事業を企画
〈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〉
今年度は、７回の会議を開催した。
今年度は、「八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブック」の作成、「留学生座談
会」の開催のほか、「留学生に関する税制度の勉強会」を開催した。

会議の様子

〈「八王子
〈「八王子で
八王子で暮らす留学生
らす留学生のための
留学生のための生活
のための生活ハンドブック
生活ハンドブック」
ハンドブック」の作成〉
作成〉
八王子で生活する留学生の不安を少しでもなくし、充実した留学生生活を送ってもらる
えようにとの思いから、留学生対策ＷＧが八王子国際協会と連携し作成した。
内容は、八王子地域のゴミの出し方などの日常生活のルール、住居を借りる際の敷金礼
金などの不動産関係の手続き、病院に行くための基本的事項等日本で生活するための基本
的な情報から、八王子地域の祭や名所旧跡等の八王子観光情報まで掲載している。
配布開始 平成２３年１月２４日(月）
発行部数 ５，０００部

八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブック

20

〈「留学生座談会
〈「留学生座談会」
留学生座談会」の開催〉
開催〉
留学生対策ＷＧに参加する大学の留学生に集まっていただき、普段日本で生活していて
不便な点やコンソーシアムに支援して欲しいことなど話していただき、留学生の現状につ
いて把握し、次年度の留学生対策ＷＧの事業計画の参考とするため開催した。
座談会当日は、１０ヶ国１３名の留学生が集まり、活発な意見交換が行われた。
留学生出身国 １０ヶ国（マレーシア、スリランカ、ネパール、インドネシア、
アメリカ、セネガル、コートジボワール、台湾、中国、
韓国）

座談会の様子

集合写真

〈「留学生
〈「留学生に
留学生に関する税制度
する税制度の
税制度の勉強会」
勉強会」の開催〉
開催〉
この勉強会は、八王子税務署から講師をお招きし、大学の留学生担当の方々が、留学生
に関する日本の税金制度の情報を留学生に正確に提供するために税金の知識を深めること
を目的に開催した。
講師 八王子税務署源泉所得税担当上席国税調査官

長友一幸氏

内容 「源泉所得税と租税条約について」
【項目】
１.租税条約 ２.納税義務 ３.給与等の人的役務提供の報酬等
４.ＯＥＣＤモデル条項 ５.日本が締結した租税条約 ６.租税条約の手続きに
ついて ７.租税条約の還付手続きについて ８.「租税条約に関する届出書」
及び「租税条約に関する源泉所得税の還付請求書」の提出の注意点
参加 杏林大学、拓殖大学、東京工業高等専門学校、多摩美術大学、創価大学、
中央大学、首都大学東京、山野美容芸術短期大学、デジタルハリウッド大学、
工学院大学、八王子国際協会、八王子市

勉強会の様子
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７．その他
その他の取り組み
（１）第７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。

分科会の様子

ポスターセッション

〈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２２年９月１１日（土）～１２日（日）

場

大阪府立大学中百舌鳥キャンパス

所

参 加 数

参加団体

４３団体

参 加 者

約３５２名

ポスターセッション参加団体

３０団体

テ ー マ

「人材育成の新たな地平－大学コンソーシアムの挑戦」

基調講演

「企業が求める人材
山中

～大学教育に期待するもの～」

諒氏

シンポジウム
竹山

修身 氏（堺市長）

藤原

章夫 氏（文部科学省高等教育局大学振興課長）

飯吉

弘子 氏（大阪市立大学准教授）

山中

諄

氏（社団法人

関西経済同友会代表幹事、南海電気鉄道株式会社

代表取締役会長兼ＣＥＯ）
コーディネーター

奥野

武俊

氏

（南大阪地域大学コンソーシアム理事長）
「大学・短期大学、コンソーシアムへの支援について」
神宮

孝治氏

（文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室課長補佐）
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

①広域単位互換科目「キャリアと社会（関空合宿）」にみる人
材育成の成果と課題
②ゼミナール連携型事業による学生の課題解決能力の促進

第２分科会

①ご当地検定など地域活性化等
②地域学としての「函館学」の成果と可能性
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第３分科会

①地域連携研究コンソーシアム大分の取り組みについて
②高度な医療人養成のための地域連携型総合医療教育研究コン
ソーシアムの取り組みについて
③中国地域産学官連携コンソーシアムの取り組みについて

第４分科会

①中学生と高校生を対象にした連携事業
②小学校から大学まで一貫したキャリア教育の連携
③中山間地域の高校を対象にした遠隔事業

第５分科会

①「砂場」が地域を結ぶ
②組織とマンパワーの活性化
③「私学事業団による経常費補助（特別補助）」についての解
説と大学への要請

第６分科会

①ネットワークを持続的に機能させるための教職員能力開発に
ついて
②戦略的大学連携支援事業を活用した地域大学コンソーシアム
活動の活発化
③大学連合団体の活動拠点～事業評価から第2期事業計画「ゆ
うキャンパス・ステーション」設置へ

（２）そごう八王子店
そごう八王子店が
八王子店が開催するイベントへの
開催するイベントへの協力
するイベントへの協力
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店内を使ったイベントを
開催した。このイベントに、大学コンソーシアム八王子も協力し、多くの学生が日頃の活
動の成果を披露した。
〈母の日似顔絵プレゼントイベントの
日似顔絵プレゼントイベントの開催
プレゼントイベントの開催〉
開催〉
多摩美術大学の学生に協力いただき、５月の母の日にあわせ、似顔絵を描き来店された
お客様にプレゼントした。
開催日時

平成２２年５月４日(火・祝)・５日（水・祝)・９日（日）午後１時～５時

場

そごう八王子店

所

参加学生

３階・６階・７階

７名
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特設会場

〈サプライズクリスマス

マジックショーの開催
マジックショーの開催〉
開催〉

マジックサークルの学生が、日頃の練習の成果を発揮し子供達にマジックを披露した。
開催期間

平成２２年１２月２３日（木・祝）・２４日（金）午後２時～

場

そごう八王子店７階こども服玩具売場

所

参加大学

午後４時～

杏林大学、首都大学東京

〈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の
大学アートコレクションの開催
アートコレクションの開催〉
開催〉
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、店内で展示した。
開催期間

平成２２年１２月１７日(金）～２５日（土）

場

そごう八王子店１階～７階

所

参加大学

中央エスカレーター前

工学院大学、明星大学、東京造形大学、東京純心女子大学、多摩美術大学
拓殖大学、山野美容芸術短期大学、東京家政学院大学

審査結果

投票数ＮＯ．１賞

東京家政学院大学

そごう八王子店賞

東京純心女子大学

アイデア賞

東京家政学院大学

拓殖大学

東京純心女子大学

表彰式
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拓殖大学

〈ＤＮＫＹ２０１１
〈ＤＮＫＹ２０１１スプリングファッションショーの
２０１１スプリングファッションショーの開催
スプリングファッションショーの開催〉
開催〉
モデルとして大学生を起用し、ＤＫＮＹデザイナーによる２０１１年春のスタイリング
の紹介を行いながら、ファッションショーを開催した。
開催日時

平成２２年１２月２３日（木・祝）

場

そごう八王子店３階ＤＫＮＹショップ内

所

参加大学

午後２時

明星大学、杏林大学、東京純心女子大学、創価大学、帝京大学

（３）「就活
）「就活キャンパス
就活キャンパスｉｎ
キャンパスｉｎ杏林大学
ｉｎ杏林大学」
杏林大学」への協力
への協力
中小企業庁人材対策事業「就活キャンパス」を杏林大学協力のもと、大学コンソーシア
ム八王子加盟校の学生を対象に学園都市センターで開催した。この合同企業説明会に、大
学コンソーシアム八王子も協力し、場所の提供や加盟校への周知等を行った。
開催日時

平成２２年１１月４日（木）

場

所

学園都市センター１２階イベントホール

対

象

大学コンソーシアム八王子加盟校の平成２３年３月卒業見込者及び卒業生

参加企業

２２社

参加者数

１１３名

午後１時～５時

（明星大学、帝京大学、杏林大学、創価大学、拓殖大学、中央大学、東京工科大学）

会場の様子

受付

（４）大学加盟校に
大学加盟校に関する調査
する調査
八王子地域２３大学等に教員及び学生数、留学生の状況、大学施設の開放状況等につい
て調査を行った。
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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．５３「共催事業取扱要綱」参照）
共催名称等
八王子地域合同学園祭

内
目的

第６回学生天国

容

学園都市づくりの推進、学生間の交流・学生と市民の交流、学生
の発表の場の提供

平成２２年５月９日（日）

参加

全体の来場者数

申請者

会場

ＪＲ八王子駅北口、西放射線通りユーロード及び周辺商店街

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

八王子学生委員会

ＢＩＧＷＥＳＴ学生フェスティ
バル２０１０

３９,０００人

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２２年５月９日（日）

参加

２６大学、学生４７４名、市民５６名、来場者１,４３９名

～５月２３日（日）

会場

学園都市センター他３施設

申請者

八王子市学園都市推進会
議

留学生のための就職支援セミナー 目的

市内大学に在学する留学生を対象とした八王子国際協会主催の就
職セミナーを共催することにより、日本企業に就職を希望する学

平成２２年１１月１３日（土）
申請者

八王子国際協会

平成２２年度

生に対して就職の情報提供と個別相談を行う。
参加

入場者数６０名

会場

学園都市センター

第４回若者の就職 目的

３４歳以下の就職を目指す若者を対象としたハローワーク八王子

面接会

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対

平成２３年３月９日（水）

して就職活動の場を提供する。

申請者

八王子公共職業安定所

参加

求人数１２社２３件

会場

学園都市センター
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求職者数１０１名

（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．５５「後援名義使用取扱要綱」参照）
後援名称等

内
的

容

第五回ヤマザキ動物愛護シンポ

目

動物と人間の共存できる社会的意識を深めるため。

ジウム

来場者

８１１名

テーマ「動物愛護と青少年の教

会

場

九段会館

第３３回八王子大学軟式野球大

目

的

大学間の交流と親睦を深めるため。

会

参

加

４大学６チーム

平成２２年８月２日（月）

会

場

北野公園野球場・富士森公園野球場

東京高専ｄｅサイエンスフェスタ 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

育を考える」
～ヤマザキ学園大学開学記念～
平成２２年７月１９日（月）
申請者

ヤマザキ学園大学

～９月３日（金）
申請者

八王子市学園都市推進
会議

喜びや感動を体験し、理科の面白さを知ってもらうこと。

２０１０
平成２２年８月２１日（土）

参

加

２，４００名

～８月２２日（日）

会

場

東京工業高等専門学校

ＮＰＯ法人ＣＣＣ－ＴＩＥＳ

目

的

ＩＣＴによる大学連携と「知域」貢献。

夏のシンポジウムｉｎ東京

参

加

５３名

平成２２年８月２４日（火）

会

場

創価大学

第１７回工学院わくわくサイエン 目

的

楽しい実験・製作などを通して小中高生に科学・技術への興味

申請者

申請者

東京工業高等専門学校

特定非営利団体活動法人
サイバー・キャンパス・
コンソーシアムＴＩＥＳ

ス祭

理科教室

と関心をもってもらう。

平成２２年８月２８日（土）

参

加

８，３５９名

～８月２９日（日）

会

場

工学院大学八王子キャンパス・附属中高キャンパス

大学対抗レアメタル回収コンテス 目

的

地域一体の都市回収システムを構築。

ト（メタコン）

参

加

４４，０００名

平成２２年９月１５日（水）

会

場

大学コンソーシアム八王子の参加希望大学キャンパス内及び

申請者

学校法人

工学院大学

～１１月２１日（日）
申請者

いちょう祭り

大学対抗レアメタル回収
コンテスト事務局

27

第３回八王子古本まつり

目

的

トを開催する。

平成２２年１０月８日（金）
～１０月１２日（火）
申請者

地域の活性化と憩いの場をつくるため古本の販売、各種イベン

来場者

八王子古本まつり実行委 会

５０，０００名

場

ＪＲ八王子駅北口、西放射線通りユーロード

的

アメリカの大学改革について八王子の大学の教育改善の参考に

員会
平成２２年度「創価大学ＦＤフォ 目

周知する。

ーラム」
平成２２年１２月１１日（土）

参

加

１３０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２３年３月３日（木）

来場者

４１４名

～３月１３日（日）

会

ＴＯＨＯシネマズ南大沢・ＴＯＨＯシネマズ二条・お台場シネ

申請者

創価大学

場

ＴＯＨＯシネマズ株式
会社

マメディアージュ
※地震の影響により３月１３日の決勝（お台場シネマメディアージュ）
は５月８日に延期。上記来場者数は３月２日の東日本予選（ＴＯＨＯシ
ネマズ南大沢）、３月４日の西日本予選（ＴＯＨＯシネマズ二条）の人
数。

青年ライブステージ

目

的

～集まれパフォーマー！

青年の自分表現イベントとして、個人・グループでの歌、音楽
演奏等のパフォーマンス発表会を実施

平成２３年３月２７日（日）

会

申請者

※地震による計画停電のため中止

八王子市教育委員会

場

クリエイトホール

生涯学習スポーツ学習
支援課
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８．各種会議の
各種会議の開催報告
（１）運営委員会
会議等名称

内

第１回運営委員会

１．開会

平成２２年５月３１日（月）

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．委員長互選
５．副委員長指名
６．連絡事項
（１）学生バンドコンテストについて
（２）学生企画事業補助金について
（３）学生発表会について
７．報告事項
（１）各部会の活動状況について
（２）八王子未来学

ＦＤ・ＳＤの実績と計画について

（３）第６回★学生天国★」及び 「ＢＩＧ ＷＥＳＴ学生フェスティバ
ル２０１０」の開催報告
８．協議事項
（１）理事会提出議案について
・第１号議案

役員の変更について

・第２号議案

平成２１年度事業報告（案）について

・第３号議案

平成２１年度収支決算（案）について

・第４号議案

平成２２年度事業計画（案）について

・第５号議案

平成２２年度収支予算（案）について

・第６号議案

部会規程の変更（案）について

・第７号議案

大学コンソーシアム八王子への加盟について

（２）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」の作成について
（３）「外国人留学生生活ガイドブック（仮称）」の作成について
９．加盟団体からのお知らせ
１０．閉会
第２回運営委員会

１．開会

平成２２年９月３０日（木）

２．委員の変更について

１５：００～１７：００

３．連絡事項

学園都市センター第１セミナー室 （１）留学生日本語弁論大会について
（２）いちょう祭りについて
４．報告事項
（１）各部会の活動状況について
（２）八王子未来学について
（３）第７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
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（４）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第３号の発行について
（５）第５回学生バンドコンテストの結果について
（６）平成２２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
（７）就活キャンパスｉｎ杏林大学」の開催について
（８）八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブックの作成状況につ
いて
５．協議事項
（１）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第４号について
（２）その他
６．加盟団体からのお知らせ
７．閉会
第３回運営委員会

１．開会

平成２２年１２月９日（木）

２．委員の変更について

１５：００～１７：００

３．連絡事項

学園都市センター第１セミナー室 （１）大学理事長・学長と市長との懇談会について
（２）そごう八王子店「ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＡＣＨＩＯＪＩ

サプライズ

クリスマス」について
４．報告事項
（１）各部会の活動状況について
（２）第２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）情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第４号の発行について
（４）「就活キャンパスｉｎ杏林大学」の開催について
（５）八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブックの作成
（６）八王子未来学について
（７）学園都市大学講師感謝状表彰について
（８）留学生日本語弁論大会の結果について
（９）いちょう祭について
（１０）共催事業「留学生のための就職支援セミナー」について
５．協議事項
（１）平成２３年度予算案について
６．加盟団体からのお知らせ
７．閉会
第４回運営委員会

１．開会

平成２３年３月１７日（木）

２．連絡事項

１４：００～１８：００

（１）「八王子地域合同学園祭

学園都市センター

学生天国」及び「ＢＩＧ

生フェスティバル」について
（２）新入生のための八王子生活便利帳「ＢＩＧ

※東北地方太平洋沖地震の影響に

ＷＥＳＴ学

について

より中止し、正副委員長会議とし （３）代表者及び委員等変更届について
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ＷＥＳＴ

２０１１」

て開催

議事は一部割愛

（４）理事会・総会について
（５）会費の納付について
（６）東北地方太平洋沖地震支援への義援金について
３．報告事項
（１）各部会の活動状況について
（２）そごう八王子店「サプライズクリスマス」について
（３）学生座談会について
（４）大学理事長・学長・市長との懇談会について
（５）その他
４．協議事項
（１）理事の選任について
（２）八王子未来学からの引継について
（３）平成２３年度事業実施計画及び収支予算案について
（４）運営委員会等の見直しについて
（５）学生企画事業の変更について
５．加盟団体からのお知らせ
６．閉会

（２）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２２年５月３１日（月）

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）第６８回国民体育大会へのご協力について
（２）平成２２年度子ども体験塾パンフレットへの掲載について
（３）八王子市総合防災訓練について
（４）サザンスカイタワー八王子オフィスの活用について
（５）ユースオーケストラの企画について
（６）大学調査の依頼について
４．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）そごう八王子店似顔絵企画について
５．協議事項
（１）（仮）外国人留学生生活ガイドブックの作成について
６．その他
（１）第５０回八王子まつりの学生の参加について
（２）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２２年９月３０日（木）

２．連絡事項

１４：００～１５：００

（１）大学対抗レアメタル回収コンテストの協力について

学園都市センター第１セミナー室 （２）留学生のための就職支援セミナーについて
（３）デートＤＶ・ＤＶ週間について
（４）八王子駅南口まちびらきイベントの開催及び園バス乗降場につい
て
（５）「就活キャンパスin杏林大学」の開催について
（６）留学生座談会について
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）単位互換について
（３）平成２２年度大学加盟校に関する調査の結果について
（４）第５０回八王子まつりの学生の参加について
（５）八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブックの作成状況につ
いて
（６）防災備蓄の担当者会議の報告について
４．その他
（１）八王子フォーラムについて
（２）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
５．閉会
第３回大学等連携部会

１．開会

平成２２年１２月９日（木）

２．連絡事項

１４：００～１５：００

（１）「青年ライブステージ」発表・出演者募集について

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）留学生座談会について
（３）八王子駅周辺滞留者対策訓練について
４．協議事項
（１）大学理事長・学長と市長との懇談会について
（２）「小中高大連携事例調査」の実施について
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４回大学等連携部会

１．連絡事項

資料配付のみ

（１）大学生を対象とする薬物乱用防止講習の実施について
（２）「大学等との連携・協力事業について」の調査結果について
（３）新入生ガイダンスについて
（４）八王子「宇宙の学校」開設について
２．報告事項
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（１）各ワーキンググループの活動状況について
（２）単位互換について
（３）留学生に関する税制度の勉強会について
３．協議事項
（１）子ども向け夏休みセミナーの開催について

（３）小中高大連携ワーキンググループ
小中高大連携ワーキンググループ
会議等名称

内

第１回

・今後の事業展開プロセスについて

平成２２年５月１８日（火）

・小中高大連携事例調査について

１５：００～１７：００

・今後の事業展開について意見交換

容

学園都市センター第２セミナー室
第２回

・今後の事業展開プロセスについて

平成２２年９月２２日（水）

・小中高大連携事例調査について

１５：００～１７：００
学園都市センター第５セミナー室
第３回

・小中高大連携事例調査について

平成２２年１０月１９日（火）
１５：００～１７：００
学園都市センター学生交流室
第４回

・小中高大連携事例調査について

平成２２年１２月２１日（火）

・平成２３年度の事業について

１３：３０～１５：００
学園都市センター学生交流室
第５回

・小中高大連携事例調査について

平成２３年１月２５日（火）

・平成２３年度の事業について

１３：３０～１５：００
学園都市センター学生交流室

（４）地域貢献ワーキンググループ
地域貢献ワーキンググループ
会議等名称

内

第１回

・事業展開イメージについて

平成２２年５月１７日（月）

・今後の具体的な事業展開について

容

・大学と地域のマッチングを行う仕組みづくりについて
学園都市センター

・今後の進め方などについて意見交換

第３・４セミナー室

・その他

第２回

・事業展開イメージについて

平成２２年７月５日（月）

・八王子まつりへの参加について
・今後の進め方について意見交換

学園都市センター第１セミナー室 ・その他
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第３回

・八王子まつり山車曳き子体験報告について

平成２２年１１月１１日（木）

・新たな地域貢献プログラムについて
・今後の進め方について

学園都市センター第２セミナー室
第４回

・地域貢献活動証明書の交付について

平成２３年１月２０日（木）

・新たな地域貢献プログラムについて
・今後の進め方について意見交換

学園都市センター第１セミナー室 ・その他（２月１８日（金）学生座談会への協力依頼について）

（５）留学生対策ワーキンググループ
留学生対策ワーキンググループ
会議等名称

内

容

第１回

・各委員自己紹介

平成２２年５月２４日（月）

・座長副座長の選出

１５：００～１７：００

・（仮）外国人留学生生活ガイドブックの作成について

学園都市センター学生交流室

・留学生チューター制度について

第２回

・委員の変更について

平成２２年７月２９日（木）

・（仮）外国人留学生生活ガイドブックの作成について

１５：００～１７：００

・平成２３年度事業計画について

学園都市センター第４セミナー室 ・留学生と留学生対策ＷＧ委員との座談会について
第３回

・（仮）外国人留学生生活ガイドブックの作成について

平成２２年８月２７日（金）

・留学生と留学生対策ＷＧ委員との座談会について

１３：３０～１７：００
学園都市センター第４セミナー室
第４回

・八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブックの作成について

平成２２年９月９日（木）

・留学生と留学生対策ＷＧ委員との座談会について

１４：００～１７：００
学園都市センター学生交流室
第５回

・八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブックの作成について

平成２２年１１月５日（金）

・平成２３年度事業計画について

１５：００～１７：００
学園都市センター学生交流室
第６回

・八王子国際協会からの依頼について

平成２３年１月２１日（金）

・八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブックの発行について

１６：００～１７：００

・平成２３年度事業計画について

学園都市センター第５セミナー室
第７回

・平成２３年度事業計画について

平成２３年３月３日（木）
１５：００～１７：００
学園都市センター第４セミナー室
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（６）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２２年６月２２日（火）

２．各部会員自己紹介

１９：３０～２１：３０

３．部会長・副部会長の選出

容

学園都市センター第２セミナー室 ４．部会の所掌事業について
（１）八王子地域合同学園祭について
（２）学生企画事業補助について
（３）学生バンドコンテストについて
（４）留学生日本語弁論大会について
５．今後の部会の進め方について
６．その他
７．閉会
第２回市民・学生連携部会

１．開会

平成２２年７月２０日（火）

２．協議事項

１９：３０～２１：３０

（１）市民による学生の支援について

学園都市センター第２セミナー室 ３．その他
４．閉会
第３回市民・学生連携部会

１．開会

平成２２年９月２１日（火）

２．報告事項

１９：３０～２１：３０

（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 ３．協議事項
（１）今後の部会の活動について
（２）平成２３年度の事業について
（３）その他
４．連絡事項
（１）留学生日本語弁論大会について
（２）学園都市推進会議３０周年記念事業について
５．閉会
第４回市民・学生連携部会

１．開会

平成２２年１０月１９日（火）

２．協議事項

１９：３０～２１：００

（１）今後の部会の活動について

学園都市センター第２セミナー室 （２）平成２３年度の事業について
（３）今後の進め方等意見交換
６．閉会
第５回市民・学生連携部会

１．開会

平成２２年１１月１６日（火）

２．協議事項

１９：３０～２１：３０

（１）学生座談会（仮称）の開催について

学園都市センターサウンドルーム （２）「アンケート」について
（３）今後の進め方等について意見交換
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３．報告事項
（１）「八王子いちょう祭り」について
４．閉会
第６回市民・学生連携部会

１．開会

平成２２年１２月２０日（月）

２．報告事項

１９：３０～２１：３０

（１）「第３１回八王子いちょう祭り」について

学園都市センター第２セミナー室 （２）「第７回★学生天国★」について
（３）「BIGWEST学生フェスティバル2011」について
（４）「八王子地域２３大学等留学生日本語弁論大会」について
３．協議事項
（１）学生座談会（仮称）の開催について
（２）今後の進め方等について意見交換
４．閉会
第７回市民・学生連携部会

１．開会

平成２３年１月１４日（金）

２．協議事項

１９：３０～２１：３０

（１）学生座談会の開催について

学園都市センター第２セミナー室 （２）平成２３年度の事業について
（３）今後の進め方等について意見交換
３．閉会
第８回市民・学生連携部会

１．開会

平成２３年２月８日（火）

２．協議事項

１９：３０～２１：３０

（１）学生座談会の開催について

学園都市センター第２セミナー室 （２）平成２３年度の事業について
（３）今後の進め方等について意見交換
３．閉会
第９回市民・学生連携部会

１．開会

平成２３年３月１日（火）

２．協議事項

１９：３０～２１：３０

（１）学生座談会の結果について

学園都市センター第２セミナー室 （２）平成２３年度の事業について
（３）今後の進め方等について意見交換
（４）平成２２年度の部会員の選出について
３．閉会
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（７）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２２年４月２２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 【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．その他
第２回産学公連携部会

【報告事項】

平成２２年５月２７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．その他
【協議事項】
１．第２回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
２．産学共同研究助成事業及び技術開発型競技会等出場助成事業につい
て
３．その他
第３回産学公連携部会

【報告事項】

平成２２年６月２５日（金）

１．八王子市産業政策課からのお知らせ

１９：００～２１：００

２．大学コンソーシアム八王子

学園都市センター第５セミナー室

ホームページ改善のための「学生のイ

ンターネット利用に関するアンケート」について
３．その他
【協議事項】
１．産学共同研究促進事業について
２．第２回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
３．その他

第４回産学公連携部会

【報告事項】

平成２２年７月２３日（金）

１．産学共同研究促進事業「産学共同研究助成事業」「知と技のコンテ

１９：００～２１：００

スト出場助成事業」

学園都市センター第５セミナー室 ２．学生発表会事務局打合せについて
３．首都大学東京「南大沢キャンパス産学公交流会２０１０」への参加
について
４．「第７回全国コンソーシアム研究交流フォーラム」への参加につい
て
５．八王子未来学

第三回未来スクールはちおうじについて

６．学生のインターネット利用に関するアンケートについて
７．その他
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第５回産学公連携部会

【報告事項】

平成２２年９月１７日（金）

１．東京都・財団法人東京都中小企業振興公社主催「第９回学生起業家

１９：００～２１：００

選手権」について

学園都市センター第５セミナー室 ２．首都大学東京「南大沢キャンパス産学公交流会２０１０」参加報告
３．「第７回全国コンソーシアム研究交流フォーラム」参加報告
４．その他
【協議事項】
１．第２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２２年１０月２２日（金）

１．第１１回ビジネスフェア ｆｒｏｍ ＴＡＭＡへの参加について

１９：００～２１：００

２．その他

学園都市センター第５セミナー室 【協議事項】
１．第２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１１月２５日（木）

１．第１１回ビジネスフェア ｆｒｏｍ ＴＡＭＡへの参加について

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２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８回産学公連携部会

【協議事項】

平成２３年１月２７日（木）

１．第２回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

１９：００～２０：００

２．平成２３年度

学園都市センター第５セミナー室 ３．その他
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産学公連携部会

部会員届について

（８）生涯学習推進部会
内

会議等名称

容

第１回生涯学習推進部会

【会議の概要】

平成２２年５月１０日（月）

１．正副委員長の互選について

１５：３０～１７：００

２．平成２２年度八王子学園都市大学前期開講講座の申込状況ついて

学園都市センター第５セミナー室 ３．平成２２年度八王子学園都市大学後期開講講座について
４．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２２年９月１６日（木）

１．平成２２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２３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．平成２３年度のスケジュール等について
４．単位互換の推進について
５．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２３年１月２７日（木）

１．平成２２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年度のスケジュール等について

学園都市センター第５セミナー室 ３．大学施設の市民開放について
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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、事業報告書の提出・内容確認後、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。

附則
この要綱は平成２２年 ６月 １日から施行する。
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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
実 施 主 体

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。

目

的

加盟校複数校の学生団体の連携と交流が図られること
又は、加盟校の学生団体と市民団体との連携と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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研究成果やアイデアを
研究成果やアイデアを発表
やアイデアを発表する
発表する

第２回 大学コンソーシアム
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
募集要項

日 時：平成２２
平成２２年
２２年１２月
１２月４日（土）１０：
１０：００～
００～１９：
１９：３０/
３０/１２月
１２月５日（日）１０：
１０：００～
００～１７：
１７：３０
場 所：八王子市学園都市センター
八王子市学園都市センター（
センター（JR 八王子駅前 八王子東急
八王子東急スクエアビル
東急スクエアビル１１
スクエアビル１１階
１１階・１２階
１２階）

主 催
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目 次
１． 学生発表会とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
２． 開催概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
３． 発表について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
（１）発表部門
（２）発表形式
（３）口頭発表会場の付帯器材
４． 申込について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
（１）申込資格
（２）申込方法
（３）申込期限
５． 発表会当日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
６． 選考基準について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
（１）
【優秀賞・準優秀賞選考基準 『産学連携部門』
・
『一般部門』
】
（２）
【優秀賞・準優秀賞選考基準 『市政提案部門』 ｂ．
「一般プレゼンテーション」
】
（３）
【特別賞選考基準】
７． 表彰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
８． その他＜必ずお読みください＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
（１）事前審査
（２）発表形式の調整
（３）特許について

『学生と
学生と市長とのふれあいトーク
市長とのふれあいトーク』
とのふれあいトーク』が
今年から
今年から生
から生まれ変
まれ変わりました
大学のゼミや団体が、“まちづくり”にかかわる研究内容を、自由な発想で八王子市長の前で発
表する「学生と市長とのふれあいトーク」。
平成 17 年から続いていましたが、今年からは『学生発表会』の「市政提案部門」で
発表していただきます。
八王子市長の前で直接提言できるチャンス。奮ってご参加ください。（参加、申込方法について
は、次頁以降をご覧ください。）
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１．学生発表会とは
幅広い学術領域で、研究成果やアイデアを地域企業や八王子市、及び来場の方々へ向けて提案、発表
を行います。
また、学生の皆さんの自由な発想や意見が八王子市政に活かされるよう、八王子市長に直接提言でき
る部門もあります。

２．開催概要
日時： 『一般部門』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成２２年１２月４日（土）１０：００～１９：３０（予定）
『産学連携部門』・『市政提案部門』・・・・・・・・平成２２年１２月５日（日）１０：００～１７：３０（予定）
場所：八王子市学園都市センター（JR 八王子駅前 八王子東急スクエアビル１１階・１２階）
主催：大学コンソーシアム八王子

３．発表について
（１） 発表部門（下記①、②a、②b、③より１件を選択）
．．
① 『産学連携部門』・・・企業と連携した、地域産業活性化のための新技術・新製品・新デザイン等の
開発や技術開発等の研究発表
② 『市政提案部門』・・・地域福祉、産業振興、環境等の八王子のまちづくり全般に関する八王子市
への提案、発表
a．市長に直接提案「学生と市長とのふれあいトーク」
（要旨原稿の事前審査の結果、下記 ｂで発表していただく場合があります。）
b．「一般プレゼンテーション」
③ 『一般部門』・・・・・・・上記①②以外のすべての学術領域における発表
（２） 発表形式
① 『産学連携部門』・・・口頭発表（学会形式による。※１３分以内）
② 『市政提案部門』・・・口頭発表（学会形式による。※１３分以内）
③ 『一般部門』・・・・・・・下記 a、b、ｃより１件を選択
a．「口頭発表」（学会形式による。※１３分以内）
b．「ポスター発表」（縦 1,800ｍｍ×横 900ｍｍの範囲内でポスターを複数枚掲示可）
ｃ．「展示発表」（研究の成果物やデザイン等の展示）
※

１０分の発表と３分以内の質疑応答。

平成２１年度第１回学生発表会「口頭発表」

平成２１年度第１回学生発表会「ポスター発表」
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（３） 口頭発表会場の付帯器材
① ノートパソコン（パワーポイント２００７）
② プロジェクター

４．申込について
（１） 申込資格
八王子地域２３の大学・大学院・短期大学・高等専門学校の研究室または研究グループに在籍する学
生
（２） 申込方法
① ホームページ上の“要旨原稿作成フォーマット”で原稿を作成し、PDF ファイルに変換
② 「展示発表」申込の方はホームページ上の“持込展示物連絡表”を作成
送信先メールアドレス：
jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp

③ ①、②をメールアドレスに添付して送信

④ ホームページ上の“申込フォーム”に入力後、送信

申込フォームＵＲＬ ：
http://don.jp/ezform104/12264/form.cgi

⑤申込完了通知の受信
申込フォームより送信後、入力された‘申込者メールアドレス’宛に、受付確認メールを自動返信
します（自動返信メールが届かない場合は、再送信する前に事務局まで電話でお問い合わせく
ださい）。

申込完了

【注意事項】
※指導教員（引率教員）の承認を受けてから、申込んでください。
※①、②の“発表タイトル”、“サブタイトル”、“発表者氏名”は、統一してください。
※要旨集、プログラム、表彰状等へは、入力通りの内容を記載します。
※要旨原稿は、要旨集としてまとめ、発表会当日、来場者へ配布します。
※申込後の内容変更はできません。
（３）申込期限

１０月２２日（金）１７：００（時間厳守）

５．発表会当日まで
発表会当日のプログラム、発表会場、発表開始時間、集合時間等の詳細は１１月１２日（金）頃ホーム
ページ上に公開します。各自でご確認ください。
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６．選考基準について
研究室または研究グループの発表に対して、審査員が“優秀賞”、“準優秀賞”、“特別賞”を選出し、発
表会終了後、表彰式を行います。
（１）【優秀賞・準優秀賞選考基準 『産学連携部門』・『一般部門』】
全発表に対して、大学教員等による審査員が以下の基準で採点します。
・発表資料の内容がわかりやすいか
・研究内容に独自性または実用性があるか
・プレゼンテーションが印象的か、構成・技法がわかりやすいか
・提案の内容を総合的に判定し評価する
（２）【優秀賞・準優秀賞選考基準 『市政提案部門』】
『市政提案部門』のうち、ａ．市長に直接提案「学生と市長とのふれあいトーク」は、大学教員等によ
る審査員が以下の基準で採点します。
・八王子の魅力や可能性の再発見につながるか
・学生らしいフレッシュさや、独創性、創造性のある提案か
・実現性の高さが、費用対効果・計画性・技術面から伺えるか
・プレゼンテーションが印象的か、構成・技法がわかりやすいか
・提案の内容を総合的に判定し評価する
※『市政提案部門』のうち、 ｂ．「一般プレゼンテーション」を希望する方は、別の基準により選考し
ます。
（３）【特別賞選考基準】
『一般部門』の「ポスター発表」に対してのみ、市内在学の中高生審査員が以下の基準で採点しま
す。
・発表における説明のわかりやすさ（質疑応答を含む）
・発表内容は面白かったか
・発表内容は世の中の役に立ちそうか

７．表彰について
発表会終了後、表彰式を行います。
“優秀賞”、“準優秀賞”、“特別賞”受賞者には、表彰状及び副賞を贈呈します。

平成２１年度第１回学生発表会表彰式
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８．その他＜必ずお読みください＞
（１）事前審査
『市政提案部門』の a．市長に直接提案「学生と市長とのふれあいトーク」を希望する方の申込に対
して、要旨原稿の事前審査を行います。
結果は１０月２９日（金）までに事務局からご連絡します。審査の結果により、『市政提案部門』の
ｂ．「一般プレゼンテーション」で発表していただく場合があります。
（２）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。
また、同一研究室または研究グループ内で複数の希望がある場合は、研究室または研究グループ
内での調整をお願いすることもあります。
（３）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
定されています。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。
また、「市政提案部門」で、今後、実現化が図られた場合の著作権料は、本事業の目的の趣旨から
お支払いできませんので、予めご了承ください。

【問い合わせ先】
大学コンソーシアム八王子 事務局 担当：竹中・岡戸・岸本
〒１９２－００８３東京都八王子市旭町９－１ 八王子東急スクエアビル１１階
電話：０４２（６４６）５７４０ ファックス：０４２（６４６）２６６３
メールアドレス：jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp
ホームページ ：http://www.conso-hachioji.or.jp
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平成２２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２２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、教員とします。

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６０万円を限度とします。
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２２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１２０万円です。

＊

本申請により取得した個人情報は、本助成事業に関する業務のみに使用いたします。

〔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.jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp
② 受付期間
平成２２年７月１日（木）～７月１６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

産学共同研究促進事業審査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学生発
表会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〕
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平成２２年度 大学コンソーシアム八王子 産学共同研究促進事業

【知と技のコンテスト出場助成事業 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の各種発表会
（以下「コンテスト等」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コンテスト等への出場・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２２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。

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 開発事業費
② 参加経費
③ その他特に必要と認める経費
＊ 対象経費は、本年度（平成２２年度）に支出された経費とします。
＊ 今年度知と技の育成助成事業における予算の合計額は６０万円です。
＊ 本申請により取得した個人情報は、本助成事業に関する業務のみに使用いたします。

〔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.jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp
② 受付期間
平成２２年７月１日（木）～７月１６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

産学共同研究促進事業審査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、原則としてコンテスト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学生発
表会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
１

この要綱は平成２１年

月

日から施行する。

54

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。

56

