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    設立目的設立目的設立目的設立目的        

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。 

 

    活動方針活動方針活動方針活動方針        

（１） 大学等の地域貢献活動の支援 

（２） まちの活性化（地域社会の発展） 

（３） 加盟大学を全国に周知する活動 

（４） 学生イベント活動等への支援 

（５） 加盟大学と産業界との連携 

（６） 生涯学習の推進 

（７） 外国人留学生の生活、活動支援体制の充実 

 

    実施事業実施事業実施事業実施事業        

（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 

 

    構成団体構成団体構成団体構成団体        

  大学等（２３）：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：八王子市 
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    組織構成図組織構成図組織構成図組織構成図        

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 ···· 理事が所属する団体の事務担当者及び会長が指名する数名で構成し、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を行う。  

 

  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。 

 

 



事業報告

（（（（１１１１））））小中高小中高小中高小中高とととと大学大学大学大学とのとのとのとの連携連携連携連携

　いちょう塾）を開講した。

①①①①第第第第１１１１回夏休回夏休回夏休回夏休みみみみ子子子子どもいちょうどもいちょうどもいちょうどもいちょう塾塾塾塾

　ア．概要

　　大学コンソーシアム八王子加盟校の教員が、各校の特色を活かした小学校高学年（４

　　八王子市学園都市センター　各セミナー室他

　オ．講座内容

　～６年生）向けの講座を提供することを目的に、子どもを対象とした市民大学（子ども

　イ．実施日

　　１７８名（市内７０校のうち５７校から参加）

　エ．参加者

　　１．漢字を楽しもう！（創価大学提供）　

　ウ．実施場所

　　平成２３年７月３１日（日）

　　２．数の不思議（東京工業高等専門学校提供）　

　　３．法と刑事裁判のはなし（日本文化大学提供）

　　４．にじみ画に挑戦（多摩美術大学提供）

　　５．お薬の体内での道のりと工夫（東京薬科大学提供）

　　６．ミニロボットをつくってみよう（拓殖大学提供）

１１１１．．．．大学等連携事業大学等連携事業大学等連携事業大学等連携事業
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　会で報告した。

②②②②小中高大連携事例調査小中高大連携事例調査小中高大連携事例調査小中高大連携事例調査

　考となるよう、各大学等が小中高校との間で実施している事業内容について調査し、開

　催時期、開催場所、対象者、予算規模等の調査結果を一覧にしてまとめ、大学等連携部

　　６．ミニロボットをつくってみよう（拓殖大学提供）

　　７．カエルのこえが・・・君も作曲家！?（サレジオ工業高等専門学校提供）

　　８．達人になろう！英語の発音講座（東京純心女子大学）

　　大学コンソーシアム八王子加盟校が、今後、小中高大連携事業を推進していく上で参
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（（（（２２２２））））大学大学大学大学によるによるによるによる地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動をををを展開展開展開展開

　ア．概要

①①①①浅川大橋遊歩道壁画制作浅川大橋遊歩道壁画制作浅川大橋遊歩道壁画制作浅川大橋遊歩道壁画制作ボランティアボランティアボランティアボランティア

　　元横山町第二町会より、浅川に架かる浅川大橋遊歩道壁面の落書きがひどく、美化と

  落書き防止のためコンソーシアム加盟大学の学生に絵を描いてほしいとの要請があり、

　員　約１０名（交通整理等）、八王子警察署　１名（交通整理）、事務局　１名　　

　多摩美術大学、企業からのペンキの提供等協力を得て実施した。

　児童　約１０名、多摩ホームペイント株式会社　１名（塗装指導）元横山町第二町会役

　ウ．実施場所

　　学生からは、「自分達の作ったものを残せてよい。」「子どもたちにも喜んでもらえ

　た。」町会からは、「暗かった遊歩道が見違えるようになった。」「とても感謝してい

　る。」「今後は落書きがないものと期待している。」等の感想をいただいた。

　エ．参加者

　　浅川大橋遊歩道（元横山町一丁目地内）

　イ．実施日

　　平成２３年６月４日（土）・５日（日）

　　多摩美術大学　学生６名、元横山町第二町会やまぶき子供会・八王子市立第一小学校

44



　　・８月６日（土）　杏林大学　学生２名　事務局１名

　　・８月７日（日）　杏林大学　学生３名　ヤマザキ学園大学　学生２名　職員３名

　　　事務局１名

　　八幡上町周辺

　エ．参加者

　ウ．実施場所

　　　　　　　　②②②②八幡上町会山車曳八幡上町会山車曳八幡上町会山車曳八幡上町会山車曳きききき子体験子体験子体験子体験

　ア．概要

　　今年度は、東日本大震災の影響による節電のため、八王子まつりが中止となったが、

　各町会が独自に上地区と下地区に分かれて曳き廻しを行うこととなり、昨年初めてコン

　ソーシアムの山車曳き廻しに参加した町会のうち八幡上町会の山車巡行に参加した。

　　学生からは、「山車の上に上がるなど貴重な体験ができた。」「地域の方と触れあえ

　た。」町会からは「また来年も参加してほしい。」等の感想をいただいた。

　イ．実施日

　　平成２３年８月６日（土）・７日（日）
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　ア．概要

　イ．実施日

（（（（３３３３））））大学大学大学大学のののの地域防災対策地域防災対策地域防災対策地域防災対策のののの推進推進推進推進

①①①①災害時用備蓄等災害時用備蓄等災害時用備蓄等災害時用備蓄等のののの物資物資物資物資のののの供給等供給等供給等供給等にににに関関関関するするするする相互応援協定担当者会議相互応援協定担当者会議相互応援協定担当者会議相互応援協定担当者会議

　　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

　ロックに分け、東日本大震災における各大学の対応と今後の課題、災害時に効果的に学

　等が相互に応援を行う協定を円滑に運用するための担当者会議を開催した。会議では例

　年行っている各大学等の備蓄状況の報告を始め、協定に基づき大学等を東西南北４ブ

　　八王子市学園都市センター　第１セミナー室

　生がボランティア活動するにはどうしたら良いかなどについて意見交換を行った。

　　平成２３年８月２５日（木）

　ウ．実施場所

会議の様子
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　よる救出訓練、炊き出し訓練等を行う八王子市総合防災訓練に参加した。

　　参加内容は、コンソーシアムのブース出展を行い、「災害時用備蓄等の物資の供給等

②②②②八王子市総合防災訓練八王子市総合防災訓練八王子市総合防災訓練八王子市総合防災訓練へのへのへのへの参加参加参加参加

　ア．概要

　イ．実施日

　に関する相互応援協定」の紹介の他、８月に実施した「夏休み学生ボランティア派遣」

　のパネル展示を行った。

　教職員の能力向上を図ることをめざし、大学連携によるFD・SDフォーラムを行った。

　　平成２３年１０月２日（日）

　ウ．実施場所

　　八王子市立上壱分方小学校

　エ．参加者

（（（（４４４４）ＦＤ）ＦＤ）ＦＤ）ＦＤ・・・・ＳＤＳＤＳＤＳＤフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開催開催開催開催

　ア．概要

　る知的財産等の共有化、相互補完、効率的な教育改革を推進するため、加盟校が共通し

①①①①ＦＤＦＤＦＤＦＤ・・・・ＳＤＳＤＳＤＳＤフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

　　大学コンソーシアム八王子に加盟する２３の大学・短大・高専が、連携することによ

　て直面する問題、共同して取り組むべき課題について研究及び情報交換等を行い、大学

　　事務局　２名

　　八王子市が多摩地区で大震災が発生したとの想定で、初期消火訓練、ヘリコプターに

八王子市総合防災訓練での

ブース出展の様子
八王子市総合防災訓練の様子
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　イ．実施日

　　平成２３年８月３１日（水）

　　　文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室長　樋口　聰氏

　　１７０名

　　八王子市学園都市センター　イベントホール、各セミナー室

　オ．テーマ

　カ．実施団体

　　産学公連携教育による「まるごとキャンパス八王子」の実現～地域社会と共に歩む大学～

　　主催　大学コンソーシアム八王子　共催　八王子市　後援　文部科学省

　キ．プログラム

　　　八王子市長　黒須隆一氏

　　・基調講演

　　　「京都産業大学における就業力育成に向けたコーオプ教育の展開」

　　（午前の部）

　　・挨拶

　　　大学コンソーシアム八王子会長　軽部征夫氏

　ウ．実施場所

　エ．参加者

　　　講師：京都産業大学理事　中川正明氏
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　　　帝京大学キャリアサポートセンター長　　　由井文良氏

　　　八王子市長　　　　　　　　　　　　　　　黒須隆一氏

　　　コーディネーター

　　・パネルディスカッション

　　　「産学公連携教育による学士力・就業力の育成」

　　　読売新聞社編集局教育取材班　　　　　　　松本美奈氏

　　　首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授　菅又昌実氏

　　（午後の部）

　　　パネリスト

　　　文部科学省大学改革推進室長　　　　　　　樋口　聰氏

　　　京都産業大学理事　　　　　　　　　　　　中川正明氏

　　　東京工科大学学長　　　　　　　　　　　　軽部征夫氏

　　　講師：臨床心理士　明星大学学生相談室専門相談員　田村友一氏

　　　サイバーシルクロード八王子会長　　　　　甲谷勝人氏

　　  ファシリテーター：創価大学教育･学習活動支援センター副センター長　望月雅光氏

　　・第３分科会「多様化する学生の理解と援助－学生相談の視点から－」

　　・第１分科会「コーオプ教育による学士力・就業力の育成について考える」

　　　講師：京都産業大学理事　中川正明氏

　　・第２分科会「よい授業について学生と一緒に考える」

　　・第４分科会「八王子地域に大学として何ができるか-八王子市立大学企画コンペ-」

　　　ファシリテーター：工学院大学教育開発課長　杉原　明氏
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　　（全体会）

　　・各分科会からの報告

パネルディスカッション 第１分科会 第２分科会

第３分科会 第４分科会
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２０名。

　大学コンソーシアム八王子単位互換制度の円滑な運営を行

会議を行った。また、協定校の拡大に向け、協定未加盟の大

　演習、実験等）の参観、施設見学及び意見交換を通じて、参加者に自分と自校を顧みる

　機会を提供することを目的としたセミナーを開催した。今年度は、東京薬科大学のＦＤ

　研修会「教育法に関するミニワークショップ」の参観を行った。

　　平成２３年１２月１０日（土）

　エ．参加者

　ウ．実施場所

うため、単位互換履修生募集ガイドを作成したほか、担当者

　　東京薬科大学教育五号館

　　１２名

　　大学コンソーシアム八王子加盟校の各校で行われている特色ある授業や取組（講義、

②②②②ＦＤＦＤＦＤＦＤ・・・・ＳＤＳＤＳＤＳＤシリーズセミナーシリーズセミナーシリーズセミナーシリーズセミナー

（（（（５５５５））））単位互換単位互換単位互換単位互換のののの推進推進推進推進

　オ．実施団体

　　主催　東京薬科大学

　平成２３年度の単位互換提供科目は１００科目、履修者は

学と意見交換等を行った。

　ア．概要

　イ．実施日

会場の様子
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　平成２４年３月に工学院大学が新たに加盟し、多摩美術大

２０名。

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、東京純心女子大

学、杏林大学、明星大学と合わせて１３大学等となる。

単位互換履修生

募集ガイド
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　ウ．実施場所

新卒応援新卒応援新卒応援新卒応援！！！！多摩多摩多摩多摩プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトinininin八王子八王子八王子八王子「「「「合同企業説明会合同企業説明会合同企業説明会合同企業説明会」」」」

　　平成２３年９月２７日（火）

　　　大学・短大・高専・専修学校を卒業

　　京王プラザホテル八王子　５階

　学コンソーシアム八王子　後援　公益財団法人東京都中小企業振興公社

　　※対象は、平成２４年３月に大学院・

　　　見込みの学生及び就職活動を行って

　　　いる既卒３年以内

　　主催　公益財団法人東京しごと財団　共催　八王子市　八王子市雇用対策連絡会　大

　　公益財団法人東京しごと財団が、卒者等の採用に意欲的な中小企業等と新卒未内定者

　等が直接交流できるプレマッチングの場として実施する「合同企業説明会」に共催し、

　大学コンソーシアム八王子加盟校の学生への周知等を行った。

　オ．実施団体

　エ．参加者

　　２７７名（加盟校　１４大学　１４４名）

（（（（６６６６））））学生学生学生学生のののの就職活動就職活動就職活動就職活動をををを支援支援支援支援

　ア．概要

　イ．実施日

9

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」

　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、

にまとめ、ホームページ上で公開した。

（（（（７７７７））））大学施設大学施設大学施設大学施設のののの市民開放推進市民開放推進市民開放推進市民開放推進

9



　ウ．派遣地域

　１５大学（明星大学、帝京大学、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、東京薬科大学、拓殖大学、中央大学、法政大学、東京工科大学、首

　都大学東京、サレジオ高専、ヤマザキ学園大学）

（（（（８８８８））））東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援　　　　夏休夏休夏休夏休みみみみ学生学生学生学生ボランティアボランティアボランティアボランティア派遣派遣派遣派遣

　ア．概要

　　東日本大震災の復興支援のため、学校が長期休暇となる夏休みに、被災地近郊の大学

　である岩手県立大学の学生を中心に結成されたボランティア団体が実施する「いわてＧ

　ＩＮＧＡ－ＮＥＴプロジェクト」に、大学コンソーシアム八王子加盟校の学生を派遣し

　た。

　　参加した学生からは、サロン活動を通じて「仮設住宅の人たちは人と関わることで癒

　た。

　　７６名　（男子４２名、女子３４名）

　されることを実感。その大切さを知った」「『来てくれてありがとう』この一声が、自

　分達の存在意義を表してくれているような気がして、役目を果たすことができている気

　がした」「被災者から聞いた話を忘れず、人に伝えたり、未来に同じことが起きないよ

　イ．派遣期間

　　平成２３年８月１７日（水）～２２日（月）　６泊７日（バス車中２泊）

　　岩手県大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町ほか

　エ．派遣学生

　う努力するのが大切と感じた」など、貴重な体験ができたという感想が多く寄せられ

10

　んりん隊）活動など。

　流活動・子どもたちへの学習支援、地元の南部風鈴にメッセージを書いて配布する（り

　オ．活動内容

　　被災地の現地視察、仮設住宅に開設されたサロン（お茶っこサロン）での住民との交

事前説明会 出発式での記念撮影

「お茶っこサロン」の様子

被災者との交流

「お茶っこサロン」の準備 解散式

10



（（（（１１１１））））情報紙等情報紙等情報紙等情報紙等によるによるによるによる情報発信情報発信情報発信情報発信

　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八王子情報」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

①①①①情報紙情報紙情報紙情報紙「「「「大学大学大学大学コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム八王子情報八王子情報八王子情報八王子情報」」」」第第第第５５５５号号号号

　　平成２３年９月２６日（月）

　イ．発行部数

　　加盟２３大学等学園祭情報、マップ＆スケジュール

　エ．配布先

　　　　　　　　　　　・大学コンソーシアム八王子加盟団体

　　　　　　　　　　　・高校・・市内（１７校）、市外（１２校　日野市・町田市・立

　　　　　　　　　　　　川市）

　　　　　　　　　　　・書店・・くまざわ書店市内全店、有隣堂八王子店、あゆみ

　　　　　　　　　　　　ＢＯＯＫＳ八王子店

　　　　　　　　　　　・流通・・そごう八王子店、京王八王子ショッピングセンター、

生に学園都市八王子の魅力を広く周知した。

　ア．発行日

　　折込タイプ１３６，０００部　冊子タイプ３０，０００部

　ウ．主な内容

　　新聞折込・・・八王子市内（読売・朝日・毎日新聞）

２２２２．．．．情報発信事業情報発信事業情報発信事業情報発信事業

11

　ンテスト出場助成事業紹介他

                        京王ほっとネットワーク（高幡不動駅）

　　　　　　　　　　　・流通・・そごう八王子店、京王八王子ショッピングセンター、

　　　　　　　　　　　・電鉄・・高尾登山電鉄（高尾山駅）

　　　　　　　　　　　・金融・・三井住友銀行八王子支店、多摩信用金庫市内１７店舗

　　　　　　　　　　　・その他・・都立多摩図書館（立川市）、市内各公共施設

　　平成２３年１１月１８日（金）

　　４８，０００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・知と技のコ

②②②②情報紙情報紙情報紙情報紙「「「「大学大学大学大学コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム八王子情報八王子情報八王子情報八王子情報」」」」第第第第６６６６号号号号

　ア．発行日

　イ．発行部数

　ウ．主な内容

５号
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　オ．主な内容

　　大学コンソーシアム八王子

　　八王子市学園都市推進会議

　　平成２４年４月１日（日）

　　４０，０００部

　　　　　　　　　　　・流通・・京王ほっとネットワーク（高幡不動駅）

　　　　　　　　　　　・電鉄・・京王線（京王八王子、高尾、めじろ台、北野、平山城

　　　　　　　　　　　　城址公園、高幡不動駅）、高尾登山電鉄（高尾山駅）

　　　　　　　　　　　・その他・・都立多摩図書館（立川市）、市内各公共施設

③③③③シティインデックスシティインデックスシティインデックスシティインデックス八王子八王子八王子八王子

　ア．発行

　イ．制作・編集

　ウ．発行日

　エ．発行部数

　　　　　　　　　　　・大学コンソーシアム八王子加盟団体

　　　　　　　　　　　・高校・・市内（１７校）、市外（１２校　日野市・町田市・立

　　　　　　　　　　　　川市）

　　　　　　　　　　　・書店・・くまざわ書店市内全店、有隣堂八王子店、あゆみ

　　　　　　　　　　　　ＢＯＯＫＳ八王子店

　エ．配布先

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」

６号
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　オ．主な内容

　　タイプ別ＨＡＣＨＩＯＪＩぶらりスポット！！

　　大学コンソーシアム八王子の事業紹介

　　八王子地域２３大学・短大・高専情報

　　新生活得々情報

　　配 布 先　八王子地域２３大学等
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（（（（２２２２））））ウェブサイトによるウェブサイトによるウェブサイトによるウェブサイトによる情報発信情報発信情報発信情報発信

　事業内容をわかりやすく紹介し、イベント等の開催案内や報告をリアルタイムに発信し

た。

　

　

　

　

　

　

トップページ URL http://www.conso-hachioji.or.jp/
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（（（（３３３３））））大学大学大学大学イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報のののの収集及収集及収集及収集及びびびび発信発信発信発信

大学イベント情報を収集し、定期的にホームページで発信した。
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（（（（１１１１））））学生活動学生活動学生活動学生活動のののの支援支援支援支援

　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」と銘打ち開催された八

王子市学園都市推進会議主催「ＢＩＧＷＥＳＴ学生フェスティバル２０１１」と八王子学

　　学生落語会・フットサル大会・書道展・美術展・写真展・お茶会・大学生国際交流ボ

　ウリング大会・学生音楽祭

献を目的としたイベント等の費用の一部を補助する等、学生活動の支援を行った。

　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。

生委員会主催「第７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、「学生企画事業補助金」を活用し、学生が行う社会的貢

　エ．内容

①①①①八王子地域合同学園祭八王子地域合同学園祭八王子地域合同学園祭八王子地域合同学園祭　ＢＩＧＷＥＳＴ　ＢＩＧＷＥＳＴ　ＢＩＧＷＥＳＴ　ＢＩＧＷＥＳＴ学生学生学生学生フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル２０１１２０１１２０１１２０１１のののの共催共催共催共催

　　八王子市学園都市推進会議

　イ．期間

　　学園都市センター、高尾スターレーン、エコ・フットサル・パーク八王子

　ア．主催

　　平成２３年５月８日（日）～２２日（日）

　ウ．会場

３３３３．．．．学生活動支援事業学生活動支援事業学生活動支援事業学生活動支援事業

15

　ウ．テーマ

　　ＪＲ八王子駅北口西放射線ユーロード及び周辺商店街・八王子駅南口広場

　　学生４２４名　加盟１５大学等ほか　市民３２名　来場者１，０７７名

②②②②八王子地域合同学園祭八王子地域合同学園祭八王子地域合同学園祭八王子地域合同学園祭　　　　第第第第７７７７回回回回★★★★学生天国学生天国学生天国学生天国★★★★のののの共催共催共催共催

　オ．参加者

　ア．主催

　イ．開催日

　　八王子学生委員会

　　平成２３年５月８日（日）

　　虹

　エ．会場

　　大学紹介エリア、ステージエリア、展示･体験エリア、母の日エリア、模擬店エリア、

　福引きエリア、がんばろう日本エリア、フェアトレードエリア、ＢＩＧＷＥＳＴエリア

　カ．参加者

　　学生６２０名（内当日スタッフ５０名）　３７団体　来場者約３２，０００名

　オ．内容
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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、経営指導などを行った。

（（（（２２２２））））学生学生学生学生のののの地域交流活動地域交流活動地域交流活動地域交流活動のののの支援支援支援支援

　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

フェアトレード普及イベント（八王子いちょう祭りにて）マーチェを運営する学生たち

フェアトレードカフェMARCHE（マーチェ）について

〈概要〉

八王子学生委員会では、フェアトレードを多くの市民の皆様に知っていただき、途上国

に対しての支援を図るためにフェアトレードの専門部会を立ち上げ、平成１９年５月に

フェアトレードカフェMARCHE（マーチェ）をオープンした。平成２０年５月からは、シニ

ア世代との協働によるカフェの運営を始め、学生と世代を超えた市民及び学生相互の交

流の場として活動を行っている。平成２３年５月には本町から横山町に店舗を移転し、

今まで以上に皆様にフェアトレードを知っていただき、来店者に満足していただける店

を目指している。

カフェ ドリンク フェアトレードコーヒー、紅茶、ココアなど

16

を目指している。

カフェ 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 11:00～20:00 学生営業

〈場所〉

八王子市横山町6－8 内藤ビル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。

マーチェ
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  八王子地域２３大学等の学生が行う環境・福祉・地域・ボランティア等社会的貢献を目

拓殖大学
サイエンス・ボランティア愛好
会

50,000円 理科好きになろう！

（（（（３３３３））））学生企画学生企画学生企画学生企画イベントイベントイベントイベント補助補助補助補助

的とするイベントやプロジェクト等について、費用の一部を補助した。

サレジオ高専
機会電子工学科
学科プロジェクト

100,000円
電気エネルギーを体感しよう！
ー太陽光で動く乗り物はこんなにすごい！！ー

首都大学東京
コンバートEV研究会

100,000円 コンバートEV研究会

　今年度は、５大学７団体の学生達が採択された（Ｐ．５１「学生企画事業補助金要綱」

参照）。

団体名 助成金額 タイトル

タップのまち八王子プロジェクト
《こども冬休みタップダンス体験教室》

中央大学
FLP鈴木ゼミ

50,000円 高尾山の外国人観光客誘致のあり方を探る

中央大学
FLPプログラム崎坂ゼミ

100,000円
八王子在住の東日本大震災の被害を受けた学生らによる震災
支援活動とその成果の発表

多摩美術大学
かんだちめ

100,000円 かんだちめ第５号

中央大学
タップダンスサークル
Freiheit

93,044円
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集合写真
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　　各発表会場・発表区分別及びポスター発表、展示発表について下表とおり優秀賞を選

　出した。

　ウ．実施場所

　　八王子市学園都市センター　イベントホール、ギャラリーホール、各セミナー室他

　エ．発表件数

　　一般部門　口頭発表１１８件、一般部門　ポスター発表３６件、一般部門　展示発表

　１１件、産学連携部門１１件、市政提案部門　一般プレゼンテーション１５件、市政提

　案部門　学生と市長とのふれあいトーク８件

　オ．参加者

　　７３０名

　カ．表彰

（（（（１１１１））））学生発表会学生発表会学生発表会学生発表会のののの開催開催開催開催

　八王子地域２３大学等の学生が、日頃の研究成果やアイデアを市政や企業等に発表す

るとともに、学生間の交流を図ることを目的に開催した。

　ア．概要

　イ．実施日

　　平成２３年１２月３日（土）・４日（日）

　昨年度から、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．５４「学生発表会募集要項」参照）。

４４４４．．．．産学公連携事業産学公連携事業産学公連携事業産学公連携事業
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ピエゾフィルムを用いた機械式ひずみ
検出器の試作

若林直実 東京工業高等専門学校

マグナス波力発電装置のタービン出力
とその向上に関する検討

青木裕太 サレジオ工業高等専門学校

太陽電池モジュール表面の防汚に関す
る検討

野口拓哉 サレジオ工業高等専門学校

TOF二次イオン質量分析のためのイオ
ンビーム照射位置決めシステム

藤岡幸平 工学院大学

スイッチトキャパシタを含むカオス発
生回路への状態によるパラメータ切替
の導入

藤生正伸 拓殖大学

ベイジアンネットを用いた英単語学習
支援システムに関する研究

北島大資 東京工業高等専門学校

小型副衛星システムの開発 石橋諒馬 東京工業高等専門学校

LEDを用いた長距離可視光通信装置の
開発

菅原政義 東京工業高等専門学校

緊急自動車の接近を検知する聴覚障害
者支援アプリケーションの開発

海老原昌吾 東京工業高等専門学校

　　・一般部門　口頭発表（２０件）

発表テーマ 発表者 大学等名
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コミュニケーションロボットを活用し
た高齢者対象の売り声クイズの提案

小笠原友里　河野浩史 創価女子短期大学

　　・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

　　・一般部門　展示発表（１件）

IHクッキングヒータから放射される高
周波騒音の パワースペクトル値が使
用者に与える不快感の解明

葛西裕生 サレジオ工業高等専門学校

誘導加熱を用いた缶飲料加熱装置の
オールメタル化に関する基礎検討

佐伯遥馬 サレジオ工業高等専門学校

積層型TiO2/Cu2O薄膜の光機能特性にお

けるTiO2膜厚依存性
中嶋拓未　西村圭祐 工学院大学

アワビの陸上人工養殖における有機物
除去に用いる木炭の作製

黒川光 東京工業高等専門学校

移動ロボット用3次元測域システムの
試作と応用

大森実　佐々木理 東京工業高等専門学校

焦電センサを用いたヒト追従機構の開
発

嶽明憲 東京工業高等専門学校

放電加工によるTi 系皮膜形成におけ
る表面粗さ向上

草間智也 工学院大学

無機吸着剤による重金属イオンの除去 大日方智 工学院大学

紙の魅力を活かしたブックカバーの制
作

中澤千春 拓殖大学

19

持ち歩こう！八王子 中里華穂　染谷百合子 デジタルハリウッド大学

杏林大学

　　・産学連携部門（１件）

発表テーマ 発表者 大学等名

サレジオ高専ソーラーカープロジェク
ト活動報告

赤坂郁実　吉田爽仁 サレジオ工業高等専門学校

　　・一般部門　展示発表（１件）

発表テーマ 発表者 大学等名

女子中学・高校生の運動着の着用意識
と着用実態およびデザイン提案

赤間公美 東京家政学院大学

　　・市政提案部門　一般プレゼンテーション（２件）

発表テーマ 発表者 大学等名

産業遺産による八王子活性化
中村理恵　長島諒世　木村
昇吾

19



各賞

優秀
賞

準優
秀賞

準優
秀賞

特別
賞

　ク．企業ブース出展

学校１名、南大沢中学校６名、横山中学校１１名の４校２２名が参加した。

もっともっと八王子 山野美容芸術短期大学　美容福祉実践研究グループ

　キ．ポスター発表の中高生審査員

ポスター発表の審査員として、サレジオ工業高等専門学校４名及び八王子市立中山中

住民参加型街区公園リニューア
ル計画

拓殖大学　工学部工業デザイン学科シビックデザイン研
究室

漫画を媒体とした児童防災教育 工学院大学　安全安心研究室１

　　・市政提案部門　学生と市長とのふれあいトーク（４件）

発表テーマ 所属

留学生と地域をつなげよう！地
域国際交流プロジェクト

創価大学　経済学部経済学科西浦昭雄研究室

ポスター発表の様子口頭発表（学生と市長とのふ

れあいトーク）の様子

20

　　平成２２年度産学共同研究助成事業に採択された、サレジオ工業高等専門学校　米盛

　ク．企業ブース出展

　先生の「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」の相手先企業であるリオンサービスセンター株式会社がブース出展を

　行った。

れあいトーク）の様子

企業ブースの様子

20



a

b

明星大学
明星大学フォーミュラカープロジェク
ト

第９回日本学生フォーミュラ大会

サレジオ工業高等専門学校
機械電子工学科　学科プロジェクト
土屋樹生

山中湖アートイルミネーションコンテスト

山野美容芸術短期大学
Ｓ．Ｇ．Ｉ．Ｕ
大村悠里香

第８回フューチャーズノード「デザインパワー」2011
ネクストデザイナーズカップ

東京工業高等専門学校
Ｃａｎｓａｔ開発チーム
佐藤隼

種子島ロケットコンテスト

②②②②知知知知とととと技技技技のコンテストのコンテストのコンテストのコンテスト出場助成事業出場助成事業出場助成事業出場助成事業（（（（助成助成助成助成５５５５件件件件　　　　助成額助成額助成額助成額１１１１件件件件１０１０１０１０万円万円万円万円））））

　　　（Ｐ．６２「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 実施事業名

サレジオ工業高等専門学校
ソーラーカープロジェクト
赤坂郁実

2011　ワールド・グリーン・チャレンジ・ソーラー＆Ｆ
Ｃカー・ラリー

　　　（Ｐ．６０「産学共同研究助成事業　募集要綱」参照）

助成対象者 実施事業名

サレジオ工業高等専門学校
機械電子工学科　准教授
吉野 純一

災害時を想定した高齢者の見守りと幼老共生による学育
設計を考慮した安否確認

明星大学
教育学部　教育学科  教授
清宮義博

低熱膨張率ならびに高熱伝導率を有する半導体用放熱基
板材料の研究開発

（（（（２２２２））））産学共同研究及産学共同研究及産学共同研究及産学共同研究及びびびび知知知知とととと技技技技のコンテストのコンテストのコンテストのコンテスト出場助成事業出場助成事業出場助成事業出場助成事業

①①①①産学共同研究助成事業産学共同研究助成事業産学共同研究助成事業産学共同研究助成事業（（（（助成助成助成助成２２２２件件件件　　　　助成額 助成額 助成額 助成額 aaaa５０５０５０５０万円 万円 万円 万円 bbbb３８８３８８３８８３８８，，，，２３７２３７２３７２３７円円円円））））

21

ト
薄井利騎

明星大学フォーミュラカープロジェクト

大会の様子

平成22年度「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」

実験中の様子

（今年度 学生発表会 事例発表）
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　ｅｂを活用した『八王子がわかる事典』の編

　集を行った。

（（（（３３３３））））八王子八王子八王子八王子がわかるがわかるがわかるがわかる事典事典事典事典のののの編集編集編集編集

　　八王子未来学で行っていた事業を引継ぎ、

　参加校の教育・研究の成果を活用し、八王子

　の歴史を見つめ直すとともに八王子の新たな

　未来と可能性を拓くための資料集として、ｗ

　　(社）首都圏産業活性化協会が主催する「第１２回ビジネスフェアｆｒｏｍ ＴＡＭＡ」

　に大学コンソーシアム八王子としてブース出展を行い、学生発表会や産学共同研究等、

　　平成２３年１１月１７日（木）

　　新宿ＮＳビル

　エ．内容

　イ．実施日

　ウ．実施場所

　　地域企業の持つ優れた技術・製品等を

　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。

（（（（４４４４））））第第第第１２１２１２１２回回回回ビジネスフェアビジネスフェアビジネスフェアビジネスフェアｆｒｏｍ ＴＡＭＡｆｒｏｍ ＴＡＭＡｆｒｏｍ ＴＡＭＡｆｒｏｍ ＴＡＭＡへのへのへのへの参加参加参加参加

　ア．概要

コンソーシアムブース出展の様子

八王子がわかる事典ウェブサイト

22

　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

22



（（（（１１１１））））学園都市大学学園都市大学学園都市大学学園都市大学とのとのとのとの連携連携連携連携

「八王子学園都市大学いちょう塾」運営の支援を行った。

①①①①平成平成平成平成２３２３２３２３年度八王子学園都市大学講座開設等年度八王子学園都市大学講座開設等年度八王子学園都市大学講座開設等年度八王子学園都市大学講座開設等のののの実績実績実績実績

　イ．受講者数

　　７，１１０名

②②②②前期開講講座前期開講講座前期開講講座前期開講講座

　ア．募集期間

　　平成２３年３月１日（火）～７月１５日（金）

　イ．開講期間

　ウ．開講状況

③③③③後期開講講座後期開講講座後期開講講座後期開講講座

　ア．募集期間

　　平成２３年７月１５日（金）～平成２４年１月１５日（日）

　ア．年間開校講座数

　　２８４講座（前期　１２７講座　後期　１５７講座）　

　　平成２３年４月～平成２３年８月

　　一般講座１０３講座　受講者数１，０５５名　公開講座２４講座　受講者数

　イ．開講期間

　２，５０４名　

　　平成２３年９月～平成２４年３月

５５５５．．．．生涯学習推進事業生涯学習推進事業生涯学習推進事業生涯学習推進事業

23

　　一般講座１１７講座　受講者数１，２４６名　公開講座４０講座　受講者数

　ウ．開講状況

　２，３０５名　

　　平成２３年９月～平成２４年３月

講座の様子
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　　留学生と日本人との交流

　　平成２３年６月２８日（火）

　　学園都市センター　第５セミナー室

　　９ヶ国９名（出身国　インドネシア、フランス、イギリス、香港、アメリカ、エジプ

　

　ト、台湾、ベトナム、中国）

　エ．参加者

　オ．テーマ

（（（（１１１１））））留学生同士留学生同士留学生同士留学生同士やややや日本人学生日本人学生日本人学生日本人学生・・・・地域地域地域地域とのとのとのとの交流促進交流促進交流促進交流促進

①①①①留学生座談会留学生座談会留学生座談会留学生座談会

　　留学生の考えや課題の整理を行うため座談会を実施し、留学生支援事業の参考とし

　た。今年度は日本人学生も参加し、外国人留学生と日本人学生相互の意見を聞くことが

　できた。

　ア．概要

　イ．実施日

　ウ．実施場所

６６６６．．．．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支援事業外国人留学生支援事業

24

　　禅東院　八王子市本町

　　１０ヶ国１５名（出身国　イギリス、韓国、中国、フィンランド、アメリカ、スペイ

　ン、インドネシア、ロシア、スイス、フランス）

②②②②外国人留学生坐禅体験会外国人留学生坐禅体験会外国人留学生坐禅体験会外国人留学生坐禅体験会

　　日本伝統文化の一つである坐禅の体験を行い、日本文化を学び、日本と母国との文化

　や考え方の違い等を知ることにより相互理解の一助となることを目的に実施した。

　　平成２３年１１月１７日（木）

　ア．概要

　イ．実施日

　ウ．実施場所

　エ．参加者

集合写真 座談会の様子
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　イ．実施日

　　平成２４年３月２６日（月）

　　クリエイトホール

　　３ヶ国６名（出身国　中国、スペイン、フランス）

　オ．実施団体

　ウ．実施場所

　エ．参加者

③③③③『「『「『「『「日本日本日本日本のののの踊踊踊踊り･り･り･り･日本日本日本日本のののの音楽音楽音楽音楽」」」」体験体験体験体験････鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会』』』』へのへのへのへの参加参加参加参加

　　このイベントは「平成２３年度文化庁文化遺産を活かした観光振興地域活性化事業」

　の一環として行われたもので、留学生が地域の子供達と一緒に、日本舞踊や新内等日本

　の伝統文化を鑑賞し体験した。

　ア．概要

　　主催　花柳貴比日本舞踊研究所　後援　八王子市教育委員会

坐禅の様子
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　ア．概要

　イ．実施日

た。

（（（（２２２２））））留学生留学生留学生留学生のののの生活生活生活生活ハンドブックのハンドブックのハンドブックのハンドブックの検証検証検証検証

「「「「八王子八王子八王子八王子でででで暮暮暮暮らすらすらすらす留学生留学生留学生留学生のためののためののためののための生活生活生活生活ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック」」」」のののの多言語版作成多言語版作成多言語版作成多言語版作成

　日本語が不得意な留学生用多言語版（英語・中国語）生活ハンドブックの作成を行っ

（（（（３３３３））））留学生留学生留学生留学生のののの住居支援策住居支援策住居支援策住居支援策のののの研究研究研究研究

中央大学国際寮中央大学国際寮中央大学国際寮中央大学国際寮のののの見学見学見学見学

　　留学生の住居支援策研究のため、中央大学国際寮の見学を行った。

　　平成２３年１１月２４日（木）

英語版 中国語版

26

　ウ．実施場所

　エ．参加者

　　留学生対策ＷＧ委員６名

　　中央大学国際寮　東京都日野市多摩平

寮外観 見学の様子
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　カ．内容

　　１．新規入国者数・外国人登録者数・不法残留者数の推移

　　２．新しい在留管理制度の概要

　　３．新しい在留管理制度の対象

　　入管法改正に伴う新たな在留管理制度の実施について

　　１９名（７大学１１名　八王子市４名　事務局４名）

　　法務省入国管理局入国在留課留学審査係長　井上隆彦氏

（（（（４４４４））））そのそのそのその他他他他

留学生対策留学生対策留学生対策留学生対策WGWGWGWG勉強会勉強会勉強会勉強会「「「「入管法改正入管法改正入管法改正入管法改正にににに伴伴伴伴うううう新新新新たなたなたなたな在留管理制度在留管理制度在留管理制度在留管理制度」」」」のののの実施実施実施実施についてについてについてについて

　　入管法改正により平成２４年７月から新たに「在留管理制度」が導入され、留学生の

　ウ．実施場所

　エ．参加者

　オ．講師

　在留手続きも大きく変わることが予想されることから、各大学留学生担当者がこれらの

　知識を深め留学生支援を円滑に進めることを目的に開催した。

　　平成２４年２月２７日（月）

　　学園都市センター第５セミナー室

　　４．新しい在留管理制度

　　　①「在留カード」の交付

　ア．概要

　イ．実施日

27

　

　

　　　⑧留学生による教育機関に関する届出

　　　⑨教育機関による留学生の受入状況に関する届出

　　５．在留資格取消し事由等の新設

　　６．各種諸申請における留意事項等

　　　④外国人登録制度の廃止

　　　⑦入国管理官署における在留カードに関する手続き

　　７．ホームページのご案内

　　　②在留期間の上限の伸長

　　　③再入国許可制度の変更

　　　⑥市区町村における手続

　　　⑤出入国港における手続

27



（（（（１１１１）「）「）「）「第第第第８８８８回全国大学回全国大学回全国大学回全国大学コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム研究交流研究交流研究交流研究交流フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム」」」」へのへのへのへの参加参加参加参加

　　　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。

　イ．実施日

　　平成２３年９月１０日（土）・１１日（日）

　　熊本学園大学

　　３６６名

　ア．概要

　ウ．実施場所

　エ．参加者

７７７７．．．．そのそのそのその他他他他のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

ポスターセッション 分科会の様子
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　　　企業として６５年‐経緯と現状‐」

　　３６６名

　　地域新時代における大学の社会貢献

　　・基調講演　一般財団法人化学及血清療法研究所理事長　船津昭信氏「大学発の地場

　　　第３分科会　コンソーシアムの組織運営

　　・シンポジウム　幸山政史氏（熊本市長）、村田信一氏（熊本県副知事）、潮谷義子

　　　氏（長崎国際大学長　前熊本県知事）、船津昭信氏（一般財団法人化学及血清療法

　　　研究所理事長）、コーディネータ　谷口功氏（熊本大学長)

　オ．テーマ

　カ．内容

　　・文部科学省からの情報提供　文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室長

　　　樋口聰氏「大学間連携と大学の社会貢献への期待」

　　・分科会

　　　第５分科会　環境政策と地域貢献

　　　第６分科会　ｅラーニングの可能性

　　  第１分科会　地域を支える学生の力

　　  第２分科会　大学コンソーシアムサテライトキャンパスの活用

　　　第４分科会　大学間連携によって進めるＦＤ・ＳＤの実効化
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　ア．概要

　イ．実施日時

　ウ．実施場所

　エ．参加者

母母母母のののの日似顔絵日似顔絵日似顔絵日似顔絵プレゼントイベントプレゼントイベントプレゼントイベントプレゼントイベント

（（（（２２２２））））そごうそごうそごうそごう八王子店八王子店八王子店八王子店がががが開催開催開催開催するイベントへのするイベントへのするイベントへのするイベントへの協力協力協力協力

　　多摩美術大学の学生の協力を得て、５月の母の日にあわせ来店されたお客様の似顔絵

　を描き、プレゼントした。

　　平成２３年５月７日(土)・８日（日)

　　そごう八王子店

　　学生５名

　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。

29

イベントの様子
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申請者　公益財団法人東京しごと会場　京王プラザホテル八王子

　　　　財団

若者の就職面接会in八王子 目的　既卒者（３９歳以下）を対象とした面接会を開催し、若者の常用

新卒応援!多摩プロジェクトIN 　　　により、中小企業等への理解を深めるとともに、早期就職につな

八王子「合同企業説明会」 　　　げる。

平成２３年９月２７日（火） 参加　参加企業２３社　参加者数２７７名

申請者　八王子公共職業安定所 参加　求人数９社２０件　求職者数１７０名

会場　学園都市センター

新卒未内定者向け特別支援事業 目的　新卒者等を対象に、中小企業等との直接交流の場を提供すること

平成２３年度 第１回 若者の就職目的　３９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

　　　して就職活動の場を提供する。

～５月２２日（日） 会場　学園都市センター他２施設

申請者　八王子市学園都市推進会

　　　　議

ＢＩＧＷＥＳＴ学生フェスティ 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求

バル２０１１ 　　　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２３年５月８日（日） 参加　３０大学、学生４２４名、市民３２名、来場者１，０７７名

（（（（３３３３））））共催事業共催事業共催事業共催事業

　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た次の事業に対し、共催事業の

承認をした。（Ｐ．６４「共催事業取扱要綱」参照）

共催名称等 内　　　容

平成２３年７月１５日（金）

30

平成２３年１１月１０日（木） 　　　雇用を促進する。

申請者　八王子市 参加　１７０名

会場　京王プラザホテル八王子

若者の就職面接会in八王子 目的　既卒者（３９歳以下）を対象とした面接会を開催し、若者の常用
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（（（（４４４４））））後援事業後援事業後援事業後援事業

　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た次の事業に対し、後援事業の

平成２３年１０月２日（日） 参　加　９６３名

申請者　八王子市教育委員会 会　場　クリエイトホール

申請者　工学院大学

平成２３年度第３回青年ライブ 目　的　個人・グループでの歌、音楽演奏など日ごろから自主的に学習

ステージ～集まれパフォーマー！　　　　を行ってきた成果を発表する。　　

サイエンス祭　理科教室 　　　　と関心をもってもらう。

平成２３年８月２０日（土） 参　加　９，３０４名

～８月２１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

平成２３年８月２０日（土） 会　場　ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス

申請者　ヤマザキ学園大学

第１８回工学院大学わくわく 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

　　　　員会

第３回ヤマザキ学園大学 目　的　犬と触れ合いヒトと動物との絆を深める。

「こども塾」 参　加　１２７名（子ども６３名、保護者６４名）

平成２３年５月１日（日） 　　　　トを開催する。

～５月５日（木） 来場者　４５，０００名

申請者　八王子古本まつり実行委会　場　ＪＲ八王子駅北口 西放射線通りユーロード

承認をした。（Ｐ．６６「後援名義使用取扱要綱」参照）

後援名称等 内　　　容

第４回八王子古本まつり 目　的　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

31

会　場　東京工業高等専門学校

・１０月３０日（日） 参　加　４，３００名

申請者　東京工業高等専門学校

東京高専ｄｅサイエンスフェスタ目　的　小・中学生が自分で発見する喜びや感動を体験し、理科の面白

２０１１ 　　　　さを知ってもらうこと及び地域の住民に対し、科学技術の重要

平成２３年１０月２９日（土） 　　　　性、面白さを伝える。

～１０月１１日（火） 来場者　５０，０００名

申請者　八王子古本まつり実行委会　場　ＪＲ八王子駅北口 西放射線通りユーロード

　　　　員会

第５回八王子古本まつり 目　的　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

平成２３年１０月７日（金） 　　　　トを開催する。

申請者　八王子市教育委員会 会　場　クリエイトホール
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会　場　ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス

会　場　ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス

会　場　クリエイトホール

目　的　国際理解や国際交流を深め外国人と日本人がともに生活する多

会　場　東京工科大学八王子キャンパス

八王子市長杯学生外国語弁論大会

MUSIC FOR THE FUTURE Vol.3 目　的　「こどもの音楽再生基金」を通じ、突然の震災で楽器が壊れ、

平成２３年１１月２６日（土） 　　　　音楽活動を継続できないこどもを支援する。

申請者　東京工科大学 参　加　２９２名

留学生のための就職支援セミナー目　的　八王子の大学に在学する留学生への就職支援、大学への側面支

平成２３年１１月２６日（土） 　　　　援、八王子市にある企業の採用活動の助力に資すること。　　

申請者　八王子国際協会 参　加　５６名

いうこと」 　　　　を深め、心身ともに大変よいことを理解してもらう。　

平成２３年１１月６日（日） 参　加　４５７名

申請者　ヤマザキ学園大学

平成２３年１２月１０日（土） 参　加　２００名

申請者　創価大学 会　場　創価大学　

公開講座「ヒトがイヌと歩くと 目　的　イヌといっしょにウォーキングをすることは、ヒトとイヌの絆

申請者　ヤマザキ学園大学

平成２３年度「創価大学ＦＤフォ目　的　「大学が評価される時代のカリキュラム改革」をテーマに講演

ーラム」 　　　　をしてもらい、大学の質保証の評価、確認をする。

動物写真コンテスト 　　　　生命共存の大切さを理解してもらう。

平成２３年１０月３１日（月） 参　加　４００名

～１１月６日（日）

第４回ヤマザキ学園大学 目　的　写真を通して地域社会におけるヒトとイヌの健康や絆、また、

32

平成２３年１２月１１日（日） 　　　　文化共生社会を理解してもらうとともに将来国際社会で活躍で

申請者　八王子国際協会 　　　　きる人材育成をする。

２００９年度採択ＧＰ最終成果

報告会

平成２４年３月２４日（土）

参　加　６０名

会　場　クリエイトホール

目　的　大学教育推進プログラムにおいて、優れた取組として、採択さ

　　　　れた学習支援体制整備の実施状況の報告、記念講演を実施する。

参　加　１０６名

申請者　創価大学 会　場　創価大学　
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・第２号議案　平成２２年度事業報告（案）について

（１）八王子学生委員会が運営するフェアトレードカフェの新規オープ

７．報告事項

（（（（１１１１））））運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会

　　　ンについて

会議等名称 内　　　容

６．連絡事項

５．副委員長指名

１．開会

４．委員長互選

平成２３年５月２６日（木） ２．各委員自己紹介

第１回運営委員会

３．事務局職員挨拶学園都市センター第１セミナー室

（１）各部会の活動状況について

（３）第７回★学生天国★」及び 「ＢＩＧ ＷＥＳＴ学生フェスティバ

      ル２０１１」の開催報告

（１）理事会提出議案について

（２）義援金について

８．協議事項

・第１号議案　役員の変更について

・第３号議案　平成２２年度収支決算（案）について

８８８８．．．．各種会議各種会議各種会議各種会議のののの開催報告開催報告開催報告開催報告
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・第７号議案　運営委員会規程の変更（案）について

・第９号議案　講師等への謝金の支払い基準（案）について

９．加盟団体からのお知らせ

１０．その他

（２）平成２３年度情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」の作成に

　ついて

・第８号議案　部会規程の変更（案）について

・第３号議案　平成２２年度収支決算（案）について

・第４号議案　基本計画及び平成２３年度事業計画（案）について

・第５号議案　平成２３年度収支予算（案）について

・第６号議案　会則の変更（案）について
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５．その他

６．閉会

第３回運営委員会 １．開会

平成２３年１１月２日（水） ２．連絡事項

（２）平成２４年度大学コンソーシアム八王子予算の検討（案）について

（１）平成２３年度大学コンソーシアム八王子予算の検討（案）について

学園都市センター第１セミナー室 ３．協議事項

４．加盟団体からのお知らせ

６．閉会

５．その他

（３）被災地への学生ボランティアの派遣について

３．協議事項

（１）運営委員会の今後の進め方について

１．開会

２．連絡事項平成２３年７月２２日（金）

４．加盟団体からのお知らせ

（２）合同企業説明会の開催について

（１）各部会の活動状況について学園都市センター第１セミナー室

第２回運営委員会

第４回運営委員会 １．開会

平成２３年１２月１６日（金） ２．連絡事項

学園都市センター第１セミナー室 ３．報告事項
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６．その他

７．閉会

（２）平成２４年度予算検討案について

４．協議事項

（１）平成２３年度予算検討案について

５．加盟団体からのお知らせ

（１）第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

34



（４）「八王子地域合同学園祭　学生天国」及び「ビッグウエスト学生

　　　フェスティバル2012」について

３．報告事項

４．協議事項

（１）各部会の活動状況について

（２）単位互換について

第５回運営委員会 １．開会

平成２４年３月１９日（月） ２．連絡事項

学園都市センター第１セミナー室 （１）代表者及び委員等変更届について

（２）理事会・総会について

（３）会費の納付について

（１）平成２４年度事業計画（案）について

（２）平成２４年度予算（案）について

５．加盟団体からのお知らせ

６．その他

７．閉会
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（３）東北太平洋沖地震義援金チャリティーバンドの販売協力について

（４）新入生ガイダンスについて

５　その他

（（（（２２２２））））大学等連携部会大学等連携部会大学等連携部会大学等連携部会

会議等名称 内　　　容

第１回大学等連携部会 １．開会

平成２３年５月２６日（木） ２．部会長・副部会長の選出

学園都市センター第１セミナー室 ３．連絡事項

（１）八王子児童相談所でのボランティアの募集について

（２）貴大学・学生を対象とする薬物乱用防止講習等の実施について

（３）八王子市地球温暖化防止センター設立に伴う運営委員の推薦につい

（４）第１回夏休み子どもいちょう塾の開催について

（５）学生企画事業補助金の募集について

　　て

（６）第３回学生発表会について

（７）大学調査の依頼について

（８）第１回ＦＤ・ＳＤフォーラムの開催について

（９）留学生座談会の開催について

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プレゼント企画について
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（１）各大学で行っている電力削減対策について

（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
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（１）合同企業説明会の開催について

（２）被災地への学生ボランティア派遣について

５．閉会

（２）留学生座談会について

（３）学生企画事業補助金について

（４）単位互換包括協定について

４．協議事項

（４）第１回夏休み子どもいちょう塾について

（５）八王子地域２３大学等外国人留学生日本語弁論大会について

（６）第８回全国コンソーシアム研究交流フォーラムについて

（７）第１回大学コンソーシアム八王子ＦＤ・ＳＤフォーラムについて

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

第２回大学等連携部会 １．開会

平成２３年７月２２日（金） ２．連絡事項

学園都市センター第１セミナー室 （１）東京都電力対策緊急プログラムについて

（２）八王子市市長杯学生外国語弁論大会について

（３）総合防災訓練について
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　　て

第３回大学等連携部会 １．開会

平成２３年９月２７日（火） ２．委員の変更について

（７）情報紙の発行について

（２）各ワーキンググループの活動状況について

（３）第８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

（４）第１回夏休み子どもいちょう塾について

（５）第１回大学コンソーシアム八王子FD･SDフォーラムについて

（６）合同企業説明会 新卒応援！多摩プロジェクトin八王子について

（６）八王子地域２３大学等外国人留学生日本語弁論大会について

（７）八王子学生委員会　学生メンバー募集について

４．報告事項

（１）東日本大震災復興支援　夏休み学生ボランティア派遣事業につい

学園都市センター第３･４セミナー室３．連絡事項

（１）国体開催における大学との連携について

（２）消費者生活センターからのお知らせについて

（３）第２５回こころの健康フェスティバル講演会について

（４）台湾・高雄市主催「高雄ランタンフェスティバル」開催に伴う出

　　演団体の募集について

　　ナルグッズの提供について

（５）「第３２回八王子いちょう祭り」における大学紹介資料とオリジ

38

　　いて　　

　　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多言語化につ

（９）平成２３年度大学コンソーシアム八王子加盟校に関する調査につ

５．閉会

38



　　て

　　について

　　て

（４）第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

（５）第１回大学コンソーシアム八王子FD･SDシリーズセミナーについ

平成２３年１２月１６日（金） ２．委員の変更について

（２）創価大学地域コミュニティプロジェクトより各大学に協力依頼

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）八王子地域２３大学等外国人留学生日本語言論大会について

（３）「第３２回八王子いちょう祭り」八王子学園都市づくりコーナー

学園都市センター第１セミナー室 ３．連絡事項

（１）デートDVの出前講座及び審議会等委員への女性の参画促進につい

５．閉会

第４回大学等連携部会 １．開会
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　　ト学生フェスティバル2012」について

　　ついて

（１）各ワーキンググループの活動状況について

　　について

学園都市センター第１セミナー室 （１）「社長・白熱教室in八王子2012」の実施について

（２）八王子市被災地支援ボランティア活動助成金について

（３）震災等発生時における大学生の地域協力について

（４）大学における薬物乱用防止講習の実施について

（５）春の交通安全運動の取り組みについて

（６）新入生ガイダンスについて

（７）理事会・総会の日程について

第５回大学等連携部会 １．開会

平成２４年３月１６日（金） ２．連絡事項

（１１）新入生のための八王子生活便利帳「BIG WEST 2012」の発行に

（１２）第２回子どもいちょう塾について

（１３）第２回大学コンソーシアム八王子FD･SDフォーラムについて

（１４）小中高大連携事例調査の実施について

３．報告事項

（８）会費の納付について

（９）平成２４年度大学コンソーシアム八王子代表者及び委員等変更届

（１０）八王子地域合同学園祭「第８回学生天国」及び「ビックウエス

40

（１）八王子市雇用対策連絡会の加盟について

（２）平成２４年度事業計画案及び予算案について

５．閉会

（２）単位互換について

（３）学生企画事業補助金成果報告会について

（４）留学生対策ＷＧ勉強会について

４．協議事項

40



（（（（３３３３））））小中高大連携小中高大連携小中高大連携小中高大連携ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループ

学園都市センター第２セミナー室

１．委員の交替について

４．今後の進め方などについて意見交換

３．平成２４年度の事業について

５．その他

４．その他

２．第１回夏休み子どもいちょう塾について

４．八王子地域の小中高大連携事例調査について

３．今後の進め方などについて意見交換

６．今後の進め方について意見交換

第２回

平成２３年７月１９日（火） ２．小中高大連携事例調査について

第３回 １．第１回夏休み子どもいちょう塾について

平成２３年５月３１日（火） ２．第１回夏休み子どもいちょう塾について

１．小中高大連携事例調査について

学園都市センター学生交流室 ３．今後の進め方などについて意見交換

内　　　容

第１回 １．各委員自己紹介

会議等名称

平成２３年４月２６日（火） ２．座長・副座長の選出

学園都市センター第１セミナー室

学園都市センター第１セミナー室 ３．小中高大連携ワーキンググループについて

４．その他

５．夏休み子どもセミナーについて

第４回

平成２３年９月１３日（火）

41

２．今後の進め方などについて意見交換

学園都市センター第３セミナー室

３．今後の進め方などについて意見交換

４．その他

第７回 １．事務局担当職員の交代について

平成２４年１月２４日（火） ２．平成２４年度の事業について

学園都市センター学生交流室 ３．今後の進め方などについて意見交換

１．平成２４年度の事業について

学園都市センター第３セミナー室

１．八王子市内公立小中学校の現状と大学等へのニーズについて

第６回 １．委員の交代について

平成２３年１２月１３日（火） ２．平成２４年度の事業について

２．平成２４年度の事業について

３．今後の進め方などについて意見交換

第８回

第５回

平成２３年１１月８日（火）

学園都市センター第３セミナー室

平成２４年３月２６日（月）

４．その他

41



　活動報告

　いて）

４．今後の進め方などについて意見交換

３．ネットワーク構成員の交流の場づくりについて

５．その他

学園都市センター第３セミナー室

第１回

学園都市センター第２セミナー室

学園都市センター第２セミナー室

第２回

平成２３年１１月１０日（木）

第３回 １．地域活動成果報告会等の開催について

平成２４年２月２１日（火） ２．域学連携・地域実践活動シンポジウムへの参加について

（（（（４４４４））））地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループ

会議等名称 内　　　容

３．八幡上町会山車曳き子　参加報告

４．東日本大震災復興支援　夏休み学生ボランティア派遣事業　

７．今後の進め方などについて意見交換

２．ネットワーク構成員への趣旨説明、依頼文等の内容について

３．今後の進め方などについて意見交換

６．地域貢献ネットワークの構築について

８．その他

５．町会・自治会組織と学生の参加について（参加する場づくりにつ

１．委員の紹介について

平成２３年１０月１３日（木） ２．浅川大橋遊歩道壁画制作ボランティア　活動報告

１．地域交流活動ネットワーク（仮称）の構成員について
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・「八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブック」に関するアンケートにつ

平成２３年６月９日（木） 　果について

（（（（５５５５））））留学生対策留学生対策留学生対策留学生対策ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループ

・留学生同士や日本人学生・地域との交流促進事業について

　いて

学園都市センター第２セミナー室

学園都市センターサウンドルーム

・平成２３年度事業計画について

・留学生対策ワーキンググループの説明

学園都市センターサウンドルーム

第３回 ・委員の変更について

平成２３年８月１５日（月） ・「八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブック」の多言語化につ

・留学生座談会実施報告書について

・留学生と日本人との交流推進事業について

・八王子国際協会からの依頼について

・八王子国際協会からの依頼について

第２回

平成２３年４月２８日（木） ・事務局職員紹介

内　　　容

・各委員自己紹介第１回

・留学生座談会について

・座長副座長の選出

  いて

・八王子で暮らす留学生のため生活ハンドブックに関するアンケート結

会議等名称

43

学園都市センター学生交流室 　成について

・来年度の事業について

・八王子国際協会からのお知らせについて

第６回 ・今年度の勉強会について

平成２３年１１月２４日（木） ・来年度の事業について

学園都市センター第５セミナー室

第５回 ・外国人留学生坐禅体験会の開催について

平成２３年１０月２１日（金） ・中央大学国際寮の見学について

いちょうホール　第２展示室 ・今年度の勉強会について

平成２３年９月１５日（木）

・留学生と日本人との交流推進事業について

・中央大学国際寮の見学について

・「八王子で暮らす留学生のための生活ハンドブック」多言語化版の完

・外国人留学生坐禅体験プログラムについて

・八王子学生委員会について

第４回 ・八王子国際協会からのお知らせ

43



学園都市センター第２セミナー室

平成２４年３月１２日（月）

平成２４年２月２７日（月） ・八王子市成人式で拓殖大学の留学生が「新成人の主張」を述べたこと

第８回 ・平成２４年度留学生支援事業スケジュール案について

第７回 ・平成２４年度留学生支援事業スケジュール案について

　について学園都市センター第５セミナー室

・「日本の踊り・日本の音楽」体験鑑賞会について
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第５回 ・ＦＤＳＤフォーラムアンケート集計結果について

平成２３年１０月１１日（火） ・ＦＤＳＤシリーズセミナーについて

学園都市センター第２セミナー室 ・次年度のＦＤＳＤ事業について

学園都市センター第２セミナー室 ・ＦＤＳＤフォーラム当日アンケートの作成について

・ＦＤＳＤシリーズセミナーについて

第４回 ・ＦＤＳＤフォーラムの実施について

平成２３年８月２４日（水）

学園都市センター第２セミナー室

平成２３年６月１０日（金） ・第１回ＦＤＳＤフォーラムについて

学園都市センター第２セミナー室

第３回 ・ＦＤＳＤフォーラムのチラシ及び申込書の作成について

平成２３年７月６日（水） ・ＦＤＳＤ実態調査の実施について

平成２３年５月１２日（木） ・事務局職員紹介

学園都市センター第２セミナー室 ・ＦＤＳＤ準備委員会の説明

・第１回ＦＤＳＤフォーラムについて

・ＦＤＳＤシリーズセミナーについて

第２回 ・委員の変更について

（（（（６６６６）ＦＤ）ＦＤ）ＦＤ）ＦＤ････ＳＤＳＤＳＤＳＤ専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会

会議等名称 内　　　容

第１回 ・各委員自己紹介

45

学園都市センター第２セミナー室

平成２４年１月２４日（火） ・平成２４年度ＦＤＳＤシリーズセミナーについて

学園都市センター第２セミナー室

第８回 ・平成２４年度ＦＤＳＤフォーラムについて

平成２４年３月６日（火） ・今後の運営体制について

第６回 ・新委員の紹介について

平成２３年１１月２９日（火） ・ＦＤＳＤシリーズセミナーについて

学園都市センター第２セミナー室 ・次年度のＦＤＳＤ事業について意見交換

第７回 ・平成２４年度ＦＤＳＤフォーラムについて

・ＦＤＳＤの実態状況調査の結果について

45



（（（（６６６６））））市民市民市民市民・・・・学生連携部会学生連携部会学生連携部会学生連携部会

２．部会長・副部会長の選出

学園都市センターサウンドルーム

学園都市センターサウンドルーム （１）第７回学生天国の結果について

（２）ＢＩＧＷＥＳＴ学生フェスティバル２０１１の結果について

１．開会第１回市民・学生連携部会

（２）その他

（１）第１回夏休み子どもいちょう塾について

（１）学生企画事業について

４．協議事項

３．その他

５．今後の部会の進め方について

平成２３年５月２８日（土） ２．報告事項

会議等名称 内　　　容

（１）平成２３年度学生企画事業について

（２）その他

（１）学生活動支援事業について

（２）その他

４．連絡事項

３．部会の所掌事業について

平成２３年４月１３日（水）

６．その他

第２回市民・学生連携部会 １．開会

46

（１）次回の日程について

第４回市民・学生連携部会 （１）学生企画事業補助金の第一次審査（書類選考）

平成２３年７月４日（月） （２）第二次審査（プレゼンテーション）について

学園都市センター第２セミナー室

平成２３年６月２１日（火） （２）その他

第３回市民・学生連携部会

６．閉会

（２）八王子地域２３大学留学生日本語弁論大会について

５．その他

学園都市センターサウンドルーム

（１）学生企画事業について

46



第９回市民・学生連携部会 １．開会

第８回市民・学生連携部会 （１）平成２４年度事業について

平成２３年１２月９日（金） （２）その他

学園都市センターサウンドルーム

学園都市センターサウンドルーム （３）その他

（３）平成２４年度事業について

（４）その他

第７回市民・学生連携部会 （１）成果報告会の開催について

平成２３年１０月２７日（木） （２）平成２４年度事業について

第５回市民・学生連携部会 １．開会

３．その他

（１）次回の日程について

４．開会

第６回市民・学生連携部会 （１）学生企画事業補助金の第二次審査の結果について

平成２３年９月２１日（水） （２）成果報告会の日程・内容について

学園都市センターサウンドルーム

学園都市センター第２セミナー室 （１）申請件数　７件

　　　（中央大３、首都大、多摩美大、サレジオ高専、拓殖大）

（２）選考手順

（３）結果通知

（４）その他

平成２３年７月４日（月） ２．学生企画事業補助金二次選考（プレゼンテーション）

47

（１）次回の日程について

４．閉会

第１０回市民・学生連携部会 １．開会

平成２４年２月２３日（木） ２．協議事項

学園都市センター学生交流室 （１）平成２３年度学生企画事業補助金成果報告会について

平成２４年１月１６日（月） ２．協議事項

（２）平成２４年度の事業について

３．その他

４．閉会

３．その他

学園都市センター第３セミナー室 （１）平成２３年度学生企画事業補助金について

（２）平成２４年度事業について

47



５．その他

　　について

２．「第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会」について

３．「産学共同研究助成事業」及び「知と技のコンテスト出場助成事業」

【協議事項】

（（（（７７７７））））産学公連携部会産学公連携部会産学公連携部会産学公連携部会

第１回産学公連携部会 【報告事項】

内　　　容

平成２３年５月２７日（金） １．部会構成員について

４．「八王子がわかる事典」について

学園都市センター第５セミナー室 ２．産学公連携部会について

会議等名称

第３回産学公連携部会

２．第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

【報告事項】

平成２３年７月２１日（木）

【報告事項】

３．その他

　て

学園都市センター第５セミナー室

平成２３年６月２３日（木） １．その他

【協議事項】

１．正・副部会長の選出について

第２回産学公連携部会

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

１．産学共同研究助成事業及び知と技のコンテスト出場助成事業につい

48

２．「第８回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」への参加に

　ついて

学園都市センター第１セミナー室 　スト出場助成事業」審査会による審査結果について

２．その他

第４回産学公連携部会 【報告事項】

【協議事項】

１．第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

１．八王子がわかる事典　編集委員会の招集について

２．その他

３．その他

２．その他

平成２３年９月１６日（金） １．「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」の

学園都市センター第５セミナー室

【協議事項】

　再審査結果について　

48



１．第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

【協議事項】

第７回産学公連携部会

１．第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

１．八王子がわかる事典について

２．平成２４年度　産学公連携部会　部会員届について

【協議事項】

【協議事項】

平成２４年１月２６日（木）

２．その他

【報告事項】

平成２３年１１月２４日（木） １．その他

第６回産学公連携部会

学園都市センター第５セミナー室

学園都市センター第５セミナー室

【報告事項】

学園都市センター第５セミナー室

【報告事項】

２．その他

平成２３年１０月２０日（木）

第５回産学公連携部会

３．その他

１．第３回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

１．その他

２．その他
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学園都市センター第５セミナー室 ２．平成２４年度前期開講講座

３．平成２４年度のスケジュール等

４．その他

学園都市センター第５セミナー室 ２．平成２４年度科目提供依頼

３．平成２４年度のスケジュール等

４．単位互換の推進

第３回生涯学習推進部会 【会議の概要】

平成２４年１月２６日（木） １．平成２３年度後期開講講座

平成２３年５月１９日（木） １．平成２２年度八王子学園都市大学開講講座の実績

学園都市センター第１セミナー室 ２．平成２３年度前期開講講座の申込状況

３．平成２３年度後期開講講座

第２回生涯学習推進部会 【会議の概要】

平成２３年９月１６日（金） １．平成２３年度八王子学園都市大学後期開講講座の実績

（（（（８８８８））））生涯学習推進部会生涯学習推進部会生涯学習推進部会生涯学習推進部会（（（（学園都市大学運営委員会学園都市大学運営委員会学園都市大学運営委員会学園都市大学運営委員会））））

会議等名称 内　　　容

第１回生涯学習推進部会 【会議の概要】
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平成２３年度 

大学コンソーシアム八王子 

学生活動支援事業 

学生企画事業補助金募集要項 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催 

  

 



52 

 

学生企画事業補助金とは 

この補助金は、大学コンソーシアム八王子加盟校（八王子地域の２３大学・短大・

高専）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

やプロジェクト等に対し、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。加盟校の学生の皆さんの積極的な応募をお待ちしています。 

 

 

応募の要領 

□対象となる活動 

八王子地域で、環境・福祉・地域・ボランティア等の分野で、社会的な貢献を目指

す事業 

 

□補助金額 

１０万円を上限 

 

□応募資格 

大学コンソーシアム八王子加盟校の八王子地域２３の大学・短大・高専に在籍し、

５名以上の構成員からなる学生団体（クラブ・サークル・同好会・ゼミナール・実行

委員会等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□募集期間 

平成２３年５月１日（日）から６月３０日（木）まで ※必着 

 

□企画の実施期間 

平成２３年８月１日（月）から１２月３１日（土）まで 

 

□応募方法 

①申請書類について 

提出が必要なのは、学生企画事業補助金交付申請書と同収支予算書です。書類は、 

大学コンソーシアム八王子ホームページ(http://www.conso-hachioji.or.jp)から 

ダウンロードできます。大学コンソーシアム八王子事務局窓口（八王子市学園都市

センター内）や大学コンソーシアム八王子加盟２３大学・短大・高専にも配置して

います。 

 

大学大学大学大学コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム八王子加盟八王子加盟八王子加盟八王子加盟のののの２３２３２３２３大学大学大学大学・・・・短大短大短大短大・・・・高専高専高専高専    

工工工工学院大学学院大学学院大学学院大学    明星大学明星大学明星大学明星大学    東京工業高等専門学校東京工業高等専門学校東京工業高等専門学校東京工業高等専門学校    帝京大学帝京大学帝京大学帝京大学    帝京大学短期大学帝京大学短期大学帝京大学短期大学帝京大学短期大学    東京造形大学東京造形大学東京造形大学東京造形大学    

東京純心女子大学東京純心女子大学東京純心女子大学東京純心女子大学    杏林大学杏林大学杏林大学杏林大学    多摩美術大学多摩美術大学多摩美術大学多摩美術大学    創価大学創価大学創価大学創価大学    創価女子短期大学創価女子短期大学創価女子短期大学創価女子短期大学    東京薬科大学東京薬科大学東京薬科大学東京薬科大学    

拓殖大学拓殖大学拓殖大学拓殖大学    中央大学中央大学中央大学中央大学    日本文化大学日本文化大学日本文化大学日本文化大学    法政大学法政大学法政大学法政大学    東京工科大学東京工科大学東京工科大学東京工科大学    首都大学東京首都大学東京首都大学東京首都大学東京    

山野美容芸術短期大学山野美容芸術短期大学山野美容芸術短期大学山野美容芸術短期大学    ヤマザキヤマザキヤマザキヤマザキ学園大学学園大学学園大学学園大学    東京家政学院大学東京家政学院大学東京家政学院大学東京家政学院大学    サレジオサレジオサレジオサレジオ工業高等専門学校工業高等専門学校工業高等専門学校工業高等専門学校    

デジタルハリウッドデジタルハリウッドデジタルハリウッドデジタルハリウッド大学大学大学大学 
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②申請書類の提出方法 

メール又は郵送にてお申し込みください。 

大学コンソーシアム八王子事務局窓口（八王子市学園都市センター内）でも直接

受け付けます。※窓口受付時間 ９：００～１７：００ 

③申請書類の提出先 

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１１階 八王子市学園都市センター内 

電話：０４２（６４６）５７４０ ファックス：０４２（６４６）２６６３ 

メールアドレス：jimukyoku33@conso-hachioji.or.jp 

 

 □審査方法 

   一次選考 ７月初旬に、申請書類による書類審査を行い、二次選考（代表者による 

プレゼンテーション）の出場者を選考・決定します。 

二次選考 ７月１５日（金）に代表者によるプレゼンテーションを行います。 

 

 □審査結果 

   審査結果の通知はメール又は郵送で通知します。 

    一次選考 ７月８日（金）頃までに 

    二次選考 ７月下旬 

 

 □補助金対象者の義務 

   事業終了後１ヶ月以内に報告書を提出していただきます。（補助金のお支払いは、 

  報告書の提出後とします。） 

   また、平成２４年２月中に予定している成果報告会に出席・報告していただきます。 

  成果報告会については、別途ご案内します。 

 

□スケジュール（申請から報告まで） 

   申込締切  ６月３０日（木）※必着 

   選 考 日  一次選考 ７月上旬    ※申請書・予算書による書類選考 

         二次選考 ７月１５日（金）※プレゼンテーション選考 

   結果発表  ７月下旬 ※メール又は郵送 

   事業実施  ８月１日（月）～１２月３１日（土） 

   成果報告会 平成２４年２月予定 

 

 【問い合わせ先】 

大学コンソーシアム八王子 事務局  担当：小泉・三枝 

〒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 

電話：０４２（６４６）５７４０  ファックス：０４２（６４６）２６６３ 

                メールアドレス：jimukyoku33@conso-hachioji.or.jp 

                ホームページ  ：http://www.conso-hachioji.or.jp 
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研究成果研究成果研究成果研究成果やアイデアをやアイデアをやアイデアをやアイデアを発表発表発表発表するするするする    

第第第第３３３３回回回回    大学大学大学大学コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム八王子学生発表会八王子学生発表会八王子学生発表会八王子学生発表会    

募集要項募集要項募集要項募集要項    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１９１９１９１９：：：：３０３０３０３０    

                                                                    １２１２１２１２月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０    

                                                        場場場場    所所所所：：：：八王子市学園都市八王子市学園都市八王子市学園都市八王子市学園都市センターセンターセンターセンター    

                                                                    （（（（JRJRJRJR 八王子駅前八王子駅前八王子駅前八王子駅前    八王子東急八王子東急八王子東急八王子東急スクエアビルスクエアビルスクエアビルスクエアビル１１１１１１１１階階階階・・・・１２１２１２１２階階階階））））    

    

主主主主    催催催催    
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『『『『大学大学大学大学コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム八王子八王子八王子八王子』』』』    
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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。 

 

２．開催概要 

  日時：『一般部門』・・・・・・・平成２３年１２月３日（土）１０：００～１９：３０ 

     『産学連携部門』・『市政提案部門』 

          ・・・・・・・平成２３年１２月４日（日）１０：００～１７：３０ 

    

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、②、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 

        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） 

     ※内容が優秀な提案は、八王子市長に直接プレゼンテーションを行うことができます。 

     ※今年は特に防災、節電、省エネの提案を募集します。 

    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２２年度第２回学生発表会            平成２２年度第２回学生発表会「ポスター発表」 

          「学生と市長とのふれあいトーク」            

 

   （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 

    ③レーザーポインター 
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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”を使用して要旨原稿を作成し、PDF ファイ 

     ルに変換します。  

     

     

    ②「展示発表」申込の方はホームページ上のフォーマットを使用して“持込展示物連絡表”を 

     作成します。  

 

    ③以上をメールに添付して右記へ送信します。   

 

    ④ホームページ上の“申込フォーム”に入力し、送信ボタンを押します。  

  

 

    ⑤申込受付メールが返信されます。 

     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、申込受付メールを自 

     動返信します（申込受付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。 

     ※要旨原稿と申込フォームの“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。 

     ※申込フォームの“発表者氏名”は、当日会場で発表する方３名まで入力してください。 

     ※要旨集、プログラム、表彰状等へは、申込フォームに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。 

     ※申込完了後の内容変更はできません。 

 

    （３）申込開始 

    １０月 １日（土） 

 

  （４）申込締切 

    １０月２３日（日）２２：００  

 

５．事前審査について 

    ①『産学連携部門』・・・事前審査は行いません。 

    ②『市政提案部門』・・・要旨原稿により事前審査を行います。審査の結果、八王子市長の前 

                で直接提案する「学生と市長とのふれあいトーク」で発表していた 

                だく場合があります。結果は１０月２８日（金）までに事務局から 

                ご連絡します。 

    ③『一般部門』・・・・・事前審査は行いません。 

 送信先メールアドレス： 

jimukyoku88@conso-hachioji.or.jp 
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 ６．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、同一研究室で複数の申込がある場合は、研究室内で発表の調整をお願いすることがありま 

  す。 

 

７．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１１日（金）頃 

  ホームページ上に公開しますので、ご確認ください。 

 

８．表彰について 

 発表終了後、審査員が“優秀賞”、“準優秀賞”、“特別賞”を選出し、表彰を行います。受賞 

者には、表彰状及び副賞を贈呈します。 

 （１）優秀賞・準優秀賞選考基準 

①産学連携部門 

    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市政提案部門 

    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 

   ③一般部門 

                    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）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 

 

 ９．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。ただし、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。  
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               平成２２年度第２回学生発表会表彰式 

 

 

  

 

 

【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 

    
『『『『八王子市長八王子市長八王子市長八王子市長に直接提案できるに直接提案できるに直接提案できるに直接提案できるチャンスチャンスチャンスチャンス』』』』    

 

学生発表会の市政提案部門では、防災、地域福祉、産業振興など様々なまちづくりに関する

提案を募集しています。事前審査において優秀と判断された方は、市長の前で直接提案でき、

昨年は 22 件の応募の中、10 団体が市長の前で発表しました。発表会当日の審査員は、八王子

市の市民大学である「八王子学園都市大学（いちょう塾）」の評議会委員（市民、大学関係者、

行政職員などが委員）が務め、様々な角度から審査が行われます。 

発表のあった全ての提案は、市役所の各部署で実現できないか検討されます。過去に学生か

ら提案があって実現化されたものは、「防災情報入り指定ごみ袋」「湧水マップの作成」「子ども

向けの食育パンフレット作成」など多数あります。 

皆さんの提案が実現するかもしれませんよ。 
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平成２３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２３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２３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１００万円です。 

  ＊ 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・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  

 ② 申請方法 

   郵送または持参  

 ③ 受付期間 

   平成２３年７月１日（金）～７月１５日（金）（必着）  

 ④ 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  

 ⑤ 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。 

 ⑥ 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。 

 ⑦ 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２３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２３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２３年度）に支出された経費とします。 

＊ 今年度知と技のコンテスト出場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・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  

 ② 申請方法 

   郵送または持参  

 ③ 受付期間 

   平成２３年７月１日（金）～７月１５日（金）（必着）  

 ④ 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  

 ⑤ 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。 

 ⑥ 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。 

 ⑦ 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。  

 



65 

 

 

（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。 
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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。   

 

 

 

 

 

 

 

 


