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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、（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団、 

（公財）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

　　　　　３．理　　科　オリジナルムードライトを作ろう！（工学院大学　住野和男先生）

　　　　　４．理　　科　チリメンモンスターに会おう！（東京純心女子大学　岡部　廣先生）

　　　　　５．理　　科　タンパク質を分離してみよう（東京薬科大学　時下進一先生）

　　　　　６．社　　会　君も裁判員に挑戦しよう！（日本文化大学　轉法輪慎治先生）

　　　　　７．図画工作　あなただけの水墨画にチャレンジしよう（多摩美術大学　

                        千々岩　修先生）

　　　　　８．図画工作　親子で遊ぶ一日絵画教室（創価大学　清水由郎先生）

　　　　　９．図画工作　レーザー加工機によるものづくり体験学習（拓殖大学　竹末俊昭先生）

　　　　１０．図画工作　相撲ロボットの製作と対戦（サレジオ工業高等専門学校　

　（１）小中高と大学との連携　（１）小中高と大学との連携　（１）小中高と大学との連携　（１）小中高と大学との連携

　　　①第３回夏休み子どもいちょう塾　　　①第３回夏休み子どもいちょう塾　　　①第３回夏休み子どもいちょう塾　　　①第３回夏休み子どもいちょう塾

　　　　ア．概要

　　　　　大学コンソーシアム八王子の加盟校が、各校の特色を活かしたプログラムのひとつと

　　　　して小学校高学年（４～６年生）を対象とした夏休みの特別講座を開催した。

　　　　　講座数を昨年の８講座から１２講座に増やすとともに、昨年に引き続き一般講座に加

　　　　え公開講座を実施した。

　　　　イ．実施日

　　　　　平成２５年７月２８日（日）

　　　　ウ．実施場所

　　　　　八王子市学園都市センター　各セミナー室ほか

　　　　エ．参加者

　　　　　２９７名（公開講座を含む）市内の５１校から参加（公開講座は含まず）

　　　　オ．講座内容

　　　　　１．国　　語　朗読を楽しもう！（明星大学　鈴木時男先生・渡辺知明先生）　

　　　　　２．算　　数　こどもゲーム作り教室（東京工科大学　岸本好弘先生）　

                        高橋　孝先生）

　　　　１１．家 庭 科　ファッションイメージによる髪飾りのデザイン（東京家政学院大学

　　　　　　　　　　　　富田弘美先生）

　　　　１２．公開講座  宇宙のすがた・日本人宇宙飛行士の活躍

　　　　　　　　　　　　（独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ））

１．大学等連携事業１．大学等連携事業１．大学等連携事業１．大学等連携事業
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　　　②子ども向け体験イベント情報の提供　　　②子ども向け体験イベント情報の提供　　　②子ども向け体験イベント情報の提供　　　②子ども向け体験イベント情報の提供

　　　　　１９２名（大学ブースを含む）市内及び市外の１７校（中学校１２校、高等学校５

　　　　オ．講座内容

　　　　　９．認知症の人を理解しよう（創価大学）

　　　　１０．世界を拓く、英語発音（拓殖大学 佐藤明彦先生）

　　　　１２．血管生物学への誘い（ヤマザキ学園大学　二宮博義先生）

　　　　１３．ハングルを学ぼう！（東京純心女子大学　大竹聖美先生）

　　　　　工学院大学、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、

　　　　１４．ＬＥＤで情報を送るしくみ（工学院大学）

　　　　カ．大学ブース

　　　③第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子　　　③第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子　　　③第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子　　　③第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子

　　　　ア．概要

　　　　　中学生及び高校生を対象に大学等の授業についての理解を深めること、さらに保護者

　　　　も含め進学に際しての参考としてもらうことや各校のＰＲに繋げることを目的に模擬授

　　　　業及び大学ブースを実施した。

　　　　イ．実施日

　　　　　平成２５年１１月２４日（日）

　　　　ウ．実施場所

　　　　　八王子市学園都市センター　イベントホール、各セミナー室ほか

　　　　　５．マイコン講座　－Ａｒｄｕｉｎｏを体験しよう－（拓殖大学　前山利幸先生）

　　　　　※３、９、１４については一定数に満たなかったため、協議の上開講中止とした。

　　　　拓殖大学、山野美容芸術短期大学、ヤマザキ学園大学がブース出展を行った。その他の

　　　　加盟校は、大学パンフレット・大学グッズ等の配布を行った。

　　　　　６．マスキングテープ「ｍｔ」を知ろう、使おう（東京造形大学　渡部千春先生）

　　　　エ．参加者

　　　　　７．社会とメディア（東京工科大学　飯沼瑞穂先生）

　　　　　１．自然の石で絵を描いてみよう！（多摩美術大学　千々岩　修先生）　

　　　　　２．電波をつかまえよう（サレジオ工業高等専門学校　山下幸三先生）　

　　　　　３．法の常識・あなたの常識（日本文化大学）

　　　　　４．「英語多読」による読むことの楽しさ体験（東京工業高等専門学校

　　　　校）から参加（大学ブースは含まず）

　　　　　８．華麗な?!スパイの世界　－国際政治の裏側－（杏林大学　渡辺　剛先生）

　　　　　　竹田恒美先生）

　　　　　　下家由起子先生）

　　　　１１．ヘアアレンジ　～ヘアメイクさんの技術を学ぼう～（山野美容芸術短期大学

　　　　各大学等が夏休み等に行う子供向け体験イベントを取りまとめ、子どもいちょう塾リー

　　　フレットに掲載し、小学生へ向けた情報発信を行った。
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　　　　　　・八幡上町会・・・杏林大学　教員１名　学生４名、法政大学　学生４名、事務局

　　　　　地域貢献活動の一環として、八王子まつり山車曳き体験を実施した。

　　　①八王子地域活動サポーターネットワークの設立　　　①八王子地域活動サポーターネットワークの設立　　　①八王子地域活動サポーターネットワークの設立　　　①八王子地域活動サポーターネットワークの設立

　　　　　　・八木町会・・・杏林大学　学生１名、事務局１名

　　　　また、７月にフェイスブックページを開設した。

　（２）大学による地域貢献活動を展開　（２）大学による地域貢献活動を展開　（２）大学による地域貢献活動を展開　（２）大学による地域貢献活動を展開

　　　　　八幡上町会、本町連合町会、八木町会の山車巡行範囲

　　　　エ．参加者

　　　　　　・本町連合町会・・・法政大学　学生２名、事務局１名

　　　　　ｂ．平成２５年８月４日（日）

　　　　　ａ．平成２５年８月３日（土）

　　　　　八王子まつり実行委員会とも協議しながら各町会へ協力を依頼し調整した結果、３町

　　　　会の山車曳きに２校からのべ１２名の学生、教職員が参加した。

　　　　イ．実施日

　　　　　平成２５年８月３日（土）・４日（日）

　　　　大学コンソーシアム八王子加盟校の教員が、ネットワークを形成し、所属する学生がボ

　　　ランティアや地域の課題解決等の自発的な活動を通じて八王子を再認識し八王子を第２の

　　　故郷と感じてもらうとともに、大学と地域とが良好な関係を構築できる活動を行うことを

　　　目的に設立した。現在５校が加盟している。

　　　　ウ．実施場所

　　　②八王子まつり山車曳き体験　　　②八王子まつり山車曳き体験　　　②八王子まつり山車曳き体験　　　②八王子まつり山車曳き体験

　　　　ア．概要

　　　　　　１名

八王子地域活動サポーターネットワーク フェイスブックページ
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　　　　イ．実施日

　　　　　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

　　　　の調査報告及び協定に基づき大学等を東西南北４ブロックに分け、東日本大震災後の経

　　　　ア．概要

　（３）大学の地域防災対策の推進　（３）大学の地域防災対策の推進　（３）大学の地域防災対策の推進　（３）大学の地域防災対策の推進

　　　①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　　　①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　　　①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　　　①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

　　　　　平成２５年１０月２７日（日）※悪天候のため中止

　　　　ウ．実施場所

　　　　　八王子市立加住小中学校

　　　　都直下地震などによる東京の被害想定の変更に関する報告のほか、各大学等の備蓄状況

　　　　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。会議では首

　　　　　平成２５年８月２３日（金）

　　　　ウ．実施場所

　　　　こと、地域住民及び団体の防災意識を高めることを目的に毎年実施している。今年度は

　　　　悪天候のため中止となった。

　　　②八王子市総合防災訓練への参加　　　②八王子市総合防災訓練への参加　　　②八王子市総合防災訓練への参加　　　②八王子市総合防災訓練への参加

　　　　ア．概要

　　　　イ．実施日

　　　　　災害時に備え、防災訓練機関、町会、自治会及び企業団体との連携、協力体制を作る

　　　　　八王子市学園都市センター　第１セミナー室

　　　　験を踏まえた首都直下型地震への備え・対策などについて意見交換を行った。
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　　　　オ．テーマ

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

　　　　大学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。

　　　　エ．参加者

　　　　　１３６名

　　　　る知的財産などの共有化、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

　　　　　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

　　　　　８月３０日（金）

　　　　　○挨拶

　　　　　　大学コンソーシアム八王子会長　東京工科大学学長　軽部征夫氏

　　　　　　八王子市長　石森孝志氏

　　　　　○基調講演

　　　　　・「高等教育を取り巻く現状と課題」

　　　　　　講師：文部科学省高等教育局大学振興課専門官　東條正範氏

　　　　　・「八王子学生委員会の活動について」

　　　　　　八王子学生委員会委員長　山本香帆氏

　　　　　・「活動性の高い授業づくりについて」

　　　　　　講師：久留米大学文学部教授　安永　悟氏

　　　　　・「未来を拓くのは誰？～「大学の実力」調査から」

　　　　イ．実施日

　　　　　平成２５年８月３０日（金） ３１日（土）

　　　　ウ．実施場所

　　　　　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

　　　　　　講師：読売新聞東京本社編集委員　松本美奈氏

　　　　　未来を拓く「強い人材」づくり

　　　　カ．実施団体

　（４）ＦＤ・ＳＤフォーラムの開催　（４）ＦＤ・ＳＤフォーラムの開催　（４）ＦＤ・ＳＤフォーラムの開催　（４）ＦＤ・ＳＤフォーラムの開催

　　　①ＦＤ・ＳＤフォーラム　　　①ＦＤ・ＳＤフォーラム　　　①ＦＤ・ＳＤフォーラム　　　①ＦＤ・ＳＤフォーラム

　　　　ア．概要

　　　　　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

　　　　　８月３１日（土）

　　　　　○分科会

　　　　　・第１分科会「入門・ＬＴＤ話し合い学習法：授業時間外の学習時間を増やす方法

　　　　　　講師：久留米大学文学部教授　安永　悟氏

　　　　　・第２分科会「多様な学生への支援のあり方と今後の課題」

　　　　　　講師：明星大学学生サポートセンターセンター長　村山光子氏

　　　　　・第３分科会『業務で使えるスキルアップ「コーチングのためのコミュニケーション

　　　　　　講座」』
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　　　　　文部科学省より講師を招き、大学改革の方向性や大学の役割等について自由な議論を

　　　　行うことを目的に若手の教職員を対象に勉強会を開催した。

　　　　　勉強会では、文部科学省高等教育局高等教育企画課大学設置室長である、今泉柔剛氏

　　　　から「大学改革を巡る最近の動向」をテーマに講演いただき、その後、創価大学経営学

　　　②若手教職員勉強会　　　②若手教職員勉強会　　　②若手教職員勉強会　　　②若手教職員勉強会

　　　　ア．概要

　　　　部望月雅光教授の進行でご講演いただいた内容について、グループディスカッションを

　　　　イ．実施日

　　　　　平成２５年１１月１９日（火）

　　　　　　講師：米国ＮＬＰ協会認定ＮＬＰトレーナー　杉本　薫氏

　　　　　・第４分科会「学生と一緒に考える良い授業・良い大学～大学自慢～」

　　　　　　コーディネータ：工学院大学教育開発センター主幹　榎本淳一氏

　　　　　○全体会

　　　　　・各分科会からの報告

　　　　行った。

　　　　ウ．実施場所

　　　　　八王子市学園都市センター　第５セミナー室

　　　　エ．参加者

　　　　　３２名

基調講演

文部科学省 東條正範氏

基調講演

八王子学生委員会 山本香帆氏

基調講演

久留米大学教授 安永悟氏

基調講演

読売新聞 松本美奈氏

第1分科会 第2分科会

第３分科会 第4分科会 全体会
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　　　２０名。

　　　東京造形大学、東京純心女子大学、杏林大学、明星大学、工学院大学の計１３大学等であ

　　　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、

　　　①新卒応援！多摩プロジェクトＩＮ八王子「合同企業説明会」　　　①新卒応援！多摩プロジェクトＩＮ八王子「合同企業説明会」　　　①新卒応援！多摩プロジェクトＩＮ八王子「合同企業説明会」　　　①新卒応援！多摩プロジェクトＩＮ八王子「合同企業説明会」

　　　る。

　　　東京工業高等専門学校、山野美容芸術短期大学、

　　　　平成２５年度の単位互換提供科目は１２６科目、履修者は

　（６）学生の就職活動を支援　（６）学生の就職活動を支援　（６）学生の就職活動を支援　（６）学生の就職活動を支援

　　　　平成２６年３月現在の加盟校は多摩美術大学、

　　　学と意見交換などを行った。

　　　　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

　　　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

　　　　エ．参加者

　　　　　２０３名（加盟校　１５大学　７７名）

　　　　　※対象は、平成２６年３月に大学院・大学

　　　　　　・短大・高専・専修学校を卒業見込みの

　　　　　　学生及び就職活動を行っている既卒３年以内の学生

　（５）単位互換の推進　（５）単位互換の推進　（５）単位互換の推進　（５）単位互換の推進

　　　　ア．概要

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

　　　　定者など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などを行った。

　　　　イ．実施日

　　　　　平成２５年１０月８日（火）

　　　　ウ．実施場所

　　　　　京王プラザホテル八王子　５階

単位互換履修生

募集ガイド

基調講演 グループディスカッション
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　　　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

　　　　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

　　　とめ、ホームページ上で公開した。

　（７）大学施設の市民開放推進　（７）大学施設の市民開放推進　（７）大学施設の市民開放推進　（７）大学施設の市民開放推進

　　　　　　　　一般社団法人首都圏産業活性化協会

　　　　オ．実施団体

　　　　　主催　公益財団法人東京しごと財団（東京しごとセンター多摩）

　　　　　共催　八王子市　日野市　八王子商工会議所　大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

　　　　　　　　公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩
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　　シミズパーク２４（八王子市）、デザートフェスティバル八王子東急スクエア店、寿

　　駅、高尾駅）、高尾登山電鉄（高尾山駅）

　　・その他・・都立多摩図書館（立川市）、京王ほっとネットワーク（高幡不動駅）、

　　司田（セレオ八王子北館）、市内公共施設

（１）情報紙等による情報発信（１）情報紙等による情報発信（１）情報紙等による情報発信（１）情報紙等による情報発信

　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八王子情報」を発行したほか、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

　　・電鉄系・・京王電鉄（京王八王子駅、高幡不動駅、平山城址駅、北野駅、めじろ台

①情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第８号①情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第８号①情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第８号①情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」第８号

　　平成２５年９月２７日（金）

　イ．発行部数

　　加盟２３大学等学園祭情報、キャンパスで見つけた輝るひと

　エ．配布先

　　・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）

　　・書店・・・くまざわ書店市内全店、有隣堂セレオ八王子店

　　・流通系・・京王八王子ショッピングセンター、セレオ八王子北館

学園都市八王子の魅力を広く周知した。

　ア．発行日

　　１６３，５５０部（内１３３，５５０部　新聞折込）

　ウ．主な内容

　　・新聞折込・・・八王子市内（読売・朝日・毎日新聞）

　　・金融系・・三井住友銀行八王子支店、多摩信用金庫市内１７店舗

２．情報発信事業２．情報発信事業２．情報発信事業２．情報発信事業

第８号
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②シティインデックス八王子②シティインデックス八王子②シティインデックス八王子②シティインデックス八王子

　　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

　ア．発行

　イ．制作・編集

　ウ．発行日

　エ．発行部数

　カ．配布先

　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２５年４月１日（月）

　　４０，０００部

　　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」

第８号中面特集
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方々を紹介した。

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

し、新規開設したページ「キャンパスで見つけた輝るひと」では各分野で活躍する大学の

（２）ウェブサイトによる情報発信（２）ウェブサイトによる情報発信（２）ウェブサイトによる情報発信（２）ウェブサイトによる情報発信

名）からの検索（④）が可能になり、ユーザーが目

的のイベントへたどり着く導線を容易にした。

　また、注目のイベント（①）として近日開催され

るイベントをピックアップして紹介した。

　ページの仕様を改修し、イベントの日付検索

　大学のイベント情報を随時収集し、ホームページ

（②）、カテゴリーからの検索（③）、地図（大学

（３）大学イベント情報の収集及び発信（３）大学イベント情報の収集及び発信（３）大学イベント情報の収集及び発信（３）大学イベント情報の収集及び発信

で発信した。

　

　　　　

　

　

　

　

　

①

②

④

③
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③カテゴリーからイベントを検索 ④地図や大学名からイベントを検索

①近日開催の注目のイベントを紹介 ②日付からイベントを検索
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①八王子地域合同学園祭　ビッグウエスト学生フェスティバル２０１３の共催①八王子地域合同学園祭　ビッグウエスト学生フェスティバル２０１３の共催①八王子地域合同学園祭　ビッグウエスト学生フェスティバル２０１３の共催①八王子地域合同学園祭　ビッグウエスト学生フェスティバル２０１３の共催

　エ．会場

　　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

　ア．主催

　　八王子市学園都市推進会議

　イ．期間

　　平成２５年５月１２日（日）～２６日（日）

　ウ．会場

　　学園都市センター、エコ・フットサル・パーク八王子、高尾スターレーン

　エ．内容

　　書道展、美術展、お茶会、学生落語会、フットサル大会、写真展、お茶会、大学生国

　際交流ボウリング大会

（１）学生活動の支援（１）学生活動の支援（１）学生活動の支援（１）学生活動の支援

　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「ビッグウエスト学生フェスティバル２０１３」と八王子学

生委員会主催「第９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。

　そのほか、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・理事会などの運営事務を行ったほか、八王子学生委員会の運営に関するアドバイ

ス、連絡調整並びに「八王子いちょう祭り」参加へのサポートなどを行った。

　オ．参加者

　　学生４３０名　加盟１７大学等ほか　市民１３５名　来場者１，４５２名

②八王子地域合同学園祭　第９回★学生天国★の共催②八王子地域合同学園祭　第９回★学生天国★の共催②八王子地域合同学園祭　第９回★学生天国★の共催②八王子地域合同学園祭　第９回★学生天国★の共催

　ア．主催

　　八王子学生委員会

　イ．開催日

　　平成２５年５月１２日（日）

　ウ．テーマ

　　Ｓｍｉｌｅ

　オ．内容

　　大学紹介エリア、展示エリア、ステージエリア、模擬店エリア、福引きエリア、母の

　日エリア、フェアトレードエリア

　カ．参加者

　　学生 ９００名　３７団体　来場者約４０，０００名

３．学生活動支援事業３．学生活動支援事業３．学生活動支援事業３．学生活動支援事業
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③第３４回八王子いちょう祭り学生広場の運営支援③第３４回八王子いちょう祭り学生広場の運営支援③第３４回八王子いちょう祭り学生広場の運営支援③第３４回八王子いちょう祭り学生広場の運営支援

　オ．参加者

　ア．主催

　　八王子学生委員会

　イ．開催日

　　平成２５年１１月１７日（日）９時～１６時３０分

　学園都市づくりに関するクイズや箱根駅伝出場校への応援メッセージの募集を行った。

　　平成２５年１１月１６日（土）９時～１７時

　ウ．会場

　　第３４回八王子いちょう祭り「学生広場」（都立陵南公園駐車場）

　エ．内容

　　学生によるパフォーマンス・模擬店・展示のほか、八王子市学園都市推進会議による

（２）学生の地域交流支援（２）学生の地域交流支援（２）学生の地域交流支援（２）学生の地域交流支援

　　箱根駅伝出場校への応援メッセージ募集コーナー　３６４名

　　学生広場　２００名

　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、経営指導などを行った。

マーチェを運営する学生たち マーチェ店内
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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

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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サレジオ工業高等専門学校
電子工学科有志

創価大学
西浦ゼミサンシャインプロジェ
クト

100,000円
サンシャインプロジェクト
八王子市地域版・中小企業版の障がい者雇用事例集の提案

サレジオ工業高等専門学校
八王子こども鉄道プロジェクト

100,000円 みんなで乗ろう！手作りこども鉄道

国立東京工業高等専門学校
サテライト同好会

63,000円 Yes we Can!～Canから宇宙を目指そう～

  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

　的とするイベントやプロジェクトなどについて、費用の一部を補助した。

今年度は、５大学６団体の学生達が採択された（Ｐ．４６「学生企画事業補助金要項」参

照）。

団体名 助成金額 タイトル

100,000円

39,000円 電波が作る見えない電線

（３）学生企画イベント補助（３）学生企画イベント補助（３）学生企画イベント補助（３）学生企画イベント補助

47,000円
地域貢献
～農業体験とゴミ拾い～

拓殖大学
工藤研究室

帝京大学
社会貢献とビジネス

知的障がい者のための歯磨き支援アプリの検証と改良

集合写真
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　　・市政提案部門　口頭発表（２件）

発表テーマ 発表者 大学等名

　　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

　　・産学公連携部門　口頭発表（１件）

発表テーマ 発表者 大学等名

　出した。

要介護者用ベッド離床予測システムに
関する基礎的研究

遠藤嘉陽 東京工業高等専門学校

八王子活性化！　みんな集まれ　憩い
の場プロジェクト

根本　愛 創価大学

ぼうはん王に、おれはなる！ 大山藍花 創価女子短期大学

（１）学生発表会の開催（１）学生発表会の開催（１）学生発表会の開催（１）学生発表会の開催

　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などに発表

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２５年１２月７日（土）・８日（日）

　併せて「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．５１「学生発表会募集要項」参照）

　また、今回初めて産学公連携部門　口頭発表の座長を株式会社コスモ計器　古瀬智之

代表取締役社長が担当した。

　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、各セミナー室ほか

　エ．発表件数　１５５件

　　・産学公連携部門：口頭発表６件、ポスター発表２件、展示発表１件

　　・市政提案部門：学生と市長とのふれあいトーク８件、口頭発表１５件

　オ．参加者

　　７５０名

　カ．表彰

　　・一般部門：口頭発表８１件、ポスター発表３３件、展示発表９件

４．産学公連携事業４．産学公連携事業４．産学公連携事業４．産学公連携事業
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サレジオ工業高等専門学校

競技用ソーラーカーにおけるエネルギ
収支 最適化の試み

浅野福太郎 サレジオ工業高等専門学校

酵素免疫測定法(ELISA)用マイクロ流
路ディスクを用いた α-
fetoprotein(AFP)迅速検出系の確立

齋藤　翼 創価大学

Bluetooth通信を用いた距離推定応用
システムの開発

明星大学

屋外環境における熱電変換素子を用い
た靴内温度差発電に関する検討

小池友亮 サレジオ工業高等専門学校

BiCuSeOの熱電特性におよぼすTe置換
の影響

佐藤利春 工学院大学

温泉排水中ホウ素の除去 権田和馬 工学院大学

電子母子健康手帳「縁（ゆかり）」の
開発

木暮健悟 東京工業高等専門学校

五線譜が読めるようになるピアノ教材 古野真菜実

圧電素子によるインチワーム(尺取虫)
式ステージの研究

上島雄高 東京工業高等専門学校

イオンクロマトグラフィーを用いたセ
シウム吸着剤の比較吸着

上原正尚 工学院大学

東日本大震災における空間構造物の被
害情報の分析と整理

宮川　航

　　・産学公連携部門・一般部門　ポスター発表（４件）

発表テーマ 発表者 大学等名

　　・産学公連携部門・一般部門　展示発表（２件）

大学等名

ロイコ体色素を用いる無機ヒ素の吸光
光度定量

乙村友紀 工学院大学

西村友樹 東京工業高等専門学校

バイオロジカルモーション映像を用い
た複数対象物の動作

清水友樹 東京工科大学

住空間の電界・磁界に着目した電力回
収の検討

佐藤　温 サレジオ工業高等専門学校

サレジオ工業高等専門学校

光触媒塗布PVモジュールにおける気化
熱冷却効果の解明

山口　圭

　　・一般部門　口頭発表（１１件）

発表テーマ 発表者

発表テーマ 発表者 大学等名

Solar Bike Race 2013in HAMAMATSU 岩下真輝 サレジオ工業高等専門学校

電気エネルギーの理解に供する児童向
け鉄道模型の提案

片倉嘉之 サレジオ工業高等専門学校
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各賞

　キ．教育講演（大学等教員による講演）

加した。

　　マイクロニクス株式会社、株式会社コアシステムジャパン、株式会社コスモ計器が出

発表テーマ 発表者 大学等名

　展を行った。

　　・市政提案部門　学生と市長とのふれあいトーク（４件）

電磁波の研究を通して知る工学の魅力
大杉　功（産学公連携部会
部会員）

　ケ．企業ブース出展

学校２名、都立南多摩中等教育学校３名、八王子市立横山中学校４名の４校２５名が参

　ク．ポスター発表の中高生審査員

サレジオ工業高等専門学校

研究から大学発ベンチャー起業までの
歩み

近　哲也 創価大学

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１６名及び都立南多摩高等

特別
賞

「布団丸洗い」と「布団干し」
で学生をアレルギーから守る

優秀
賞

輝け！日本SHINE 創価大学　経済学部経済学科　西浦昭雄ゼミナール

準優
秀賞

八王子郷土愛月間 創価女子短期大学　現代ビジネス学科　水元研究室

準優
秀賞

マッチング・ステッカー普及プ
ロジェクト

杏林大学　総合政策学部　総合政策学科　久野新ゼミ
ナール

創価大学　経済学部経済学科　勘坂純市研究室

発表テーマ 所属

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

企業ブースの様子
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資料集として、ｗｅｂを活用した「八王子がわ

かる事典」の運用を行った。

（２）八王子がわかる事典（２）八王子がわかる事典（２）八王子がわかる事典（２）八王子がわかる事典

　八王子未来学で行っていた事業を引継ぎ、大

学コンソーシアム八王子加盟校の教育・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

八王子がわかる事典ウェブサイト
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　イ．開講期間

　　平成２５年９月～平成２６年３月

　　平成２５年７月１５日（月・祝）～平成２６年１月１５日（水）

　ア．年間開校講座数

　　２８０講座（前期　１３９講座　後期　１４１講座）　

　　平成２５年４月～平成２５年８月

　　一般講座１１７講座　受講者数１，２９０名　公開講座２２講座　受講者数

　ウ．開講状況

③後期開講講座③後期開講講座③後期開講講座③後期開講講座

　　１，２３２名　

（１）学園都市大学との連携（１）学園都市大学との連携（１）学園都市大学との連携（１）学園都市大学との連携

「八王子学園都市大学いちょう塾」運営の支援を行った。

①平成２５年度八王子学園都市大学講座開設などの実績①平成２５年度八王子学園都市大学講座開設などの実績①平成２５年度八王子学園都市大学講座開設などの実績①平成２５年度八王子学園都市大学講座開設などの実績

　　一般講座１１０講座　受講者数１，１３６名　公開講座３１講座

　イ．受講者数

　　４，９０３名

②前期開講講座②前期開講講座②前期開講講座②前期開講講座

　ア．募集期間

　　平成２５年３月１日（金）～平成２５年７月１５日（月・祝）

　イ．開講期間

　ウ．開講状況

　　１，２４５名　

　ア．募集期間

５．生涯学習推進事業５．生涯学習推進事業５．生涯学習推進事業５．生涯学習推進事業

講座の様子
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　との文化や考え方の違いなど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

　　平成２５年８月３日（土）

　　７ヶ国１３名（出身国　中国、韓国、台湾、アメリカ、フィリピン、インドネシア、

　エジプト）

　ウ．実施場所

　オ．テーマ

　エ．参加者

②八王子まつり山車曳き体験②八王子まつり山車曳き体験②八王子まつり山車曳き体験②八王子まつり山車曳き体験

　　八幡上町会　八王子市八幡町８－１４

　　日本伝統文化の一つである祭りを体験することにより、日本文化を学び、日本と母国

　ア．概要

　イ．実施日

　した。

　　平成２５年１１月７日（木）

　整理を行うために座談会を実施し、留学生支援事業を行ううえでの参考とした。

　イ．実施日

　ウ．実施場所

　ベトナム、スウェーデン）

　エ．参加者

　　八王子市学園都市センター　ギャラリーホール

　　７ヶ国１０名（出身国　中国、オーストリア、韓国、マレーシア、インドネシア、

　

　　「留学生から見た日本（八王子）の魅力とは」

（１）留学生同士や日本人学生・地域との交流促進（１）留学生同士や日本人学生・地域との交流促進（１）留学生同士や日本人学生・地域との交流促進（１）留学生同士や日本人学生・地域との交流促進

①留学生座談会①留学生座談会①留学生座談会①留学生座談会

　　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、留学生の考えや課題の

　ア．概要

６．外国人留学生支援事業６．外国人留学生支援事業６．外国人留学生支援事業６．外国人留学生支援事業

集合写真 座談会の様子
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　エ．参加者

③外国人留学生坐禅・茶道体験会③外国人留学生坐禅・茶道体験会③外国人留学生坐禅・茶道体験会③外国人留学生坐禅・茶道体験会

　ア．概要

　イ．実施日

　　平成２５年１１月２１日（木）

　ウ．実施場所

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

　文化や考え方の違いなど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

　　禅東院　八王子市本町１７－１

　　１０ヶ国１４名（出身国　中国、ドイツ、インドネシア、フィリピン、アメリカ、

　フランス、シンガポール、イギリス、台湾、オーストリア）

坐禅体験 茶道体験
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　ナー室

　　八王子税務署法人課税第２部門上席国税調査官　七澤満里子氏

　ア．概要

　　外国人留学生の生活や活動の支援の充実を目的に、外国人留学生に関する課題等につ

（４）その他（４）その他（４）その他（４）その他

　　外国人留学生に関する勉強会の開催

　　八王子市学園都市センター　第５セミ

　いて、その分野の専門家を招いて勉強会を実施した。

　　１８名（８大学）

　エ．参加者

　カ．講師

　　租税条約について

　オ．テーマ

　　平成２６年１月２８日（火）

　イ．実施日

　ウ．実施場所
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（１）「第１０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（１）「第１０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（１）「第１０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（１）「第１０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

　　　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などを通じて大学コンソーシアム八王子のＰ

　　Ｒを行うとともに、ほかのコンソーシアムの取り組みなどについて情報収集を行った。

　イ．実施日

　　平成２５年９月１４日（土）・１５日（日）

　　同志社大学今出川校地

　　４６７名

　ア．概要

　ウ．実施場所

　エ．参加者

　オ．テーマ

　カ．内容

　　  第１分科会　大学図書館連携の取組と課題

　　  第２分科会　就職問題／「企業の本音」、「大学の本音」からあるべきマッチング

　　　第４分科会　コンソの可能性を考えるワークショップ

　　大学に求められる役割と大学間連携における未来

　　・基調講演　日本学術振興会　理事長　安西祐一郎氏　「日本の大学－現状と課題」

　　　第３分科会　若年層に広がるコンソーシアム活動

　　・シンポジウム　市川太一氏（広島修道大学学長）、藤岡一郎氏（京都産業大学学

　　　ター所長)

　　  　　　　　　の形を探る

　　　　　　　　　業と関連させて－

　　　第８分科会　コンソーシアムは行政との連携をどのようにつくるのか

　　　第７分科会　地域の核となる大学づくり（ＣＯＣ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｏｆ

　　　長）、濱名　篤氏（関西国際大学学長）、里見朋香氏（文部科学省高等教育局大学

　　　振興課長）、コーディネータ　山田礼子氏、同志社大学　学習支援・教育開発セン

　　・分科会

　　　第５分科会　コンソーシアムにおける人材育成の取組－大学間連携共同教育推進事

　　　第６分科会　コンソーシアムによるＦＤ・ＳＤの推進

　　　　　　　　　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ）

７．その他の取り組み７．その他の取り組み７．その他の取り組み７．その他の取り組み

ポスターセッションの様子 ポスターセッションの様子基調講演の様子
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参加者　４３大学、学生４３０名、市民１３５名、来場者１，４５２名

会　場　八王子市学園都市センター他

参加者　９００名　来場者約４０，０００名

会　場　西放射線ユーロード及び周辺商店街、八王子駅南口広場

「保護者向けセミナー」 目　的　～就活中の子供に対してできること～

平成２６年１月１５日（水） 　　　　就職活動中のお子様の「最大のサポート」になるためにサポー

申請者　八王子公共職業安定所 　　　　トのポイントを保護者の皆さまにお伝えします。

参加者　１３名

会　場　八王子市学園都市センター

平成２５年１２月１４日（土） 　　　　大学等、学外・一般の方の参加も積極的に受付する。

申請者　創価大学 　　　　なお、中央教育棟の完成に伴い２階ＳＰＡＣｅの見学会も含め

　　　　て実施する。

参加者　１１０名

会　場　創価大学

　　　　般の方の参加も積極的に受け付けます。

参加者　４０名

会　場　創価大学

平成２５年度創価大学ＦＤフォ 目　的　毎年度、１２月に開催している創価大学全学ＦＤフォーラムを

ーラム 　　　　開催する。例年通りに、大学コンソーシアム八王子に加盟する

申請者　創価大学

　　　　と財団

平成２５年度　学士課程教育機 目　的　第５回目創価大学学士課程教育機構ＦＤセミナーで、山形大学

構 　　　　基盤教育院／教育開発連携支援センター・杉原真晃准教授を講

第５回ＦＤセミナー 　　　　師に、学生の主体的な学びにつなげるための方途について学ぶ

平成２５年１１月８日（金） 　　　　ので、大学コンソーシアム八王子関係の大学等、広く学外・一

新卒応援!多摩プロジェクト 目　的　新卒者等を対象に、中小企業等と新卒未内定者等が直接交流で

ＩＮ八王子「新卒向け合同企業 　　  　きるプレマッチングの場として合同企業説明会を開催する。

平成２５年１０月８日（火） 会　場　京王プラザホテル八王子

申請者　公益財団法人東京しご

説明会」 参加者　参加企業２３社　参加者数２０３名

　　　　会議

八王子地域合同学園祭 目　的　学生、学生団体の活動の発表（ダンス、音楽、食品の販売など）

第９回★学生天国★ 　　 　 学生同士、また学生と市民の交流を目的とする。

平成２５年５月１２日（日）

申請者　八王子学生委員会

共催名称等 内　　　容

ビッグウエスト学生フェスティ 目　的　学生と市民とのふれあいを通して、学生の地域活動への参加を

バル２０１３ 　　　　求めながら、その活力と行動力を学園都市に活かしていく。

平成２５年５月１２日（日）～

平成２５年５月２６日（日）

申請者　八王子市学園都市推進

（２）共催事業（２）共催事業（２）共催事業（２）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．５６「共催事業取扱要綱」参照）
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参加者　１３８名（子ども７１名、保護者６７名）

平成２５年８月２４日（土）～

平成２５年９月２日（月）～

１１月３日（日）

会　場　ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス

会　場　工学院大学八王子キャンパス・附属中高キャンパス

第６回ヤマザキ学園大学　全国 目　的　「いのちを生きる」を教育理念として掲げてきた本大学が、「

高等学校動物写真コンテスト 　　　　ヒトと動物の絆」をテーマに写真コンテストを開催することで、

　　　　広く高校生たちに「身近にある命」について考えてもらう機会

        をつくる。

参加者　４００名申請者　ヤマザキ学園大学

第２０回工学院大学わくわくサ 目　的　青少年の理科・科学離れが進む中、科学・技術への興味と感心

イエンス祭　科学教室 　　　　を喚起させ、理科教育への動機づけの一助となるように、本学

        八王子キャンパスを開放し、楽しい実験・製作などを通して小

８月２５日（日）         中学生・高校生の主体性・創造性を高める。

申請者　工学院大学 参加者　８，７３３名

学主催　子ども体験塾」 　　　　尊厳をコンパニオンアニマルを使い、次世代を担う子ども達に

平成２５年８月１８日（日） 　　　　学ぶ場を提供する。デモンストレーションを行いヒトと動物の

申請者　ヤマザキ学園大学 　　　　絆を深める。

会　場　ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス

平成２５年５月２日（木）～ 　　　　って地域の活性化と憩いの場をつくる。　　　　

５月６日（月） 参加者　６０，０００名

申請者　八王子古本まつり実行 会　場　ＪＲ八王子駅北口　西放射線ユーロード

　　　　委員会

平成２５年度「ヤマザキ学園大 目　的　地域社会生活でのヒトと動物の関係をみつめ、共存する生命の

　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

承認をした。（Ｐ．５８「後援名義使用取扱要綱」参照）

後援名称等 内　　　容

第８回八王子古本まつり 目　的　学生・市民・商店の賑わいを作り出す古本まつりを支援し、も

　　　　と財団

新卒応援!多摩プロジェクト 目　的　新卒者等を対象に、中小企業等と新卒未内定者等が直接交流で

ＩＮ八王子「新卒向け合同企業 　　  　きるプレマッチングの場として合同企業説明会を開催する。

平成２６年２月１８日（火） 会　場　京王プラザホテル八王子

申請者　公益財団法人東京しご

（３）後援事業（３）後援事業（３）後援事業（３）後援事業

説明会」 参加者　参加企業２３社　参加者数１１４名
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平成２５年９月２３日（土）

平成２５年９月２８日（土）

代替開催

会　場　東京工業高等専門学校

参加者　２５８名

　　　　多摩事務部

開設記念事業 　　　　地域交流センター」を開設した。二日間にわたり「地域と大学

「地域交流Ｄａｙ’ｓ」 　　　  の交流」という視点から、多摩地域交流センター開設記念事業

平成２５年１１月２日（火）～ 　　　　を開催した。 　

平成２５年１１月３日（水）

申請者　学校法人　法政大学 会　場　法政大学多摩キャンパス　

平成２５年１０月２６日（土） 　　　　目的とする。

～１０月２７日（日）台風のた 参加者　５００名

め延期

平成２５年１２月８日（日）

申請者　東京工業高等専門学校

法政大学多摩地域交流センター 目　的　地域と大学の交流・連携をさらに深め、強めるために、「多摩

申請者　スポーツ祭東京２０１

　    　３実行委員会　会長代

　　　　理　副会長　秋山俊行

東京高専ｄｅサイエンスフェス 目　的　理系体験等のイベントをとおして小中学生に対する科学技術に

タ２０１３ 　　　　関する興味・関心と知的探究心の育成及び地域産業への理解を

　　　　委員会

第１３回全国障害者スポーツ 目　的　国民の障害に対する理解を深め、障害者の自立と社会参加の促

大会（スポーツ祭東京２０１３）　　　　進に寄与する。　　　

平成２５年１０月１２日（土） 参加者　延べ２１７，８５０名

～１０月１４日（月） 会　場　味の素スタジアム他

会　場　八王子市生涯学習センター　クリエイトホール

第９回八王子古本まつり 目　的　学生・市民・商店の賑わいを作り出す古本まつりを支援し、

平成２５年１０月１１日（金） 　　　　もって地域の活性化と憩いの場をつくる。　　　　

～１０月１５日（火） 参加者　４５，０００名

申請者　八王子古本まつり実行 会　場　ＪＲ八王子駅北口　西放射線ユーロード

会　場　八王子市学園都市センター

第５回青年ライブステージ 目　的　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、ダンス、パントマイム、漫才等のパフォーマンス発表会

申請者　八王子市教育委員会         を実施。

参加者　４８０名

第１回八王子学生芸術祭 目　的　演劇等舞台芸術を通して八王子で学ぶ大学生等のコミュニケー

　　　　ション能力を向上させる試みの一環として、市内の大学演劇部

　      員による公演そしてゲスト演奏を当該学生、市民に体験しても

　　　　委員会         らう。

参加者　６０名

申請者　八王子学生芸術祭実行

30



参加者　５０名

中小企業の魅力発見セミナー

平成２５年１１月２２日（金）

申請者　一般社団法人

申請者　八王子国際協会

会　場　京王プラザホテル八王子

申請者　八王子国際協会

　　　　際社会で活躍できる人材を育成する。　

参加者　６０名

　　　　首都圏産業活性化協会 参加者　８３名

　　　

留学生のための就職支援セミナ 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

ー         への就職支援、同学生の就職に係る各大学への側面支援、八王

会　場　京王プラザホテル八王子

目　的　中小企業で働く魅力を知ってもらうため、中小企業を取材訪問

（平成２４年度補正地域中小企 　　　　した学生が、研究内容をレポートにまとめ、編集作業を行い、

業の人材確保定着支援事業） 　　　　冊子化する。また、プログラムのまとめとして実施する本セミ

　　　　ナーにおいて、学生目線でまとめた「中小企業の魅力」につい

会　場　八王子市生涯学習センター　クリエイトホール

平成２５年１１月３０日（土）         子市にある企業の採用活動の助力に資す。

参加者　２４名

会　場　八王子市生涯学習センター　クリエイトホール

第３回八王子市長杯学生外国語 目　的　八王子地域２３大学に在学及び八王子に在学する学生を参加と

弁論大会 　　　　し、国際理解や国際交流を深め、外国人市民と日本人市民が共

平成２５年１２月１５日（日） 　　　　に生活する多文化共生社会を理解してもらうとともに、将来国

　　　　てプレゼンテーション会を実施する。

会　場　ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス

八王子学生ＣＭコンテスト 目　的　学生たちの映像作品の発表の場を提供し、学生の映像への探究

平成２５年１１月９日（土） 　　　　心を高めるきっかけにしたい。また、映像をとおして八王子を

申請者　株式会社ＪＣＮ 　　　　広く紹介することで、地域に貢献する。　　　

　　　　テレメディア八王子

公開講座「ヒトがイヌと歩くと 目　的　ウォーキングを通して「ヒトとイヌ」の健康管理を推進しヒト

いうこと」 　　　　とイヌの関係がどうあるべきなのかを多くの方に学んでいただ

平成２５年１１月３日（日） 　　　　く。

申請者　ヤマザキ学園大学 参加者　２２３名
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　（１）各部会の活動状況について

　（２）第１０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

　６．その他

　７．閉会

　（３）大学コンソーシアム八王子パンフレット及び情報紙の発行につ

　　いて

　５．加盟団体からのお知らせ

学園都市センター第１セミナー室

　・第３号議案　平成２４年度収支決算について

　４．報告事項

第２回運営委員会

１０．閉会

平成２５年９月２６日（木） 　２．事務局職員の紹介について

　（１）第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子について

　（２）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

　（２）「第９回学生天国」及び「ビッグウエスト学生フェスティバル

　・第４号議案　平成２５年度事業計画（案）について

　９．その他

　（２）２０２０年オリンピック東京招致への協力について（産学公連

　（１）各部会の活動状況について

　・第２号議案　平成２４年度事業報告について

    ２０１３」の開催報告

　　携部会提出議案）

　８．協議事項

　・第１号議案　役員の選任について

　（１）理事会提出議案について

　・第５号議案　平成２５年度収支予算（案）について

　１．開会

　３．連絡事項

　７．報告事項

（１）運営委員会（１）運営委員会（１）運営委員会（１）運営委員会

会議等名称 内　　　容

　５．副委員長指名

　１．開会

　４．委員長互選

平成２５年５月２４日（金） 　２．各委員自己紹介

第１回運営委員会

　３．事務局職員紹介学園都市センター第１セミナー室

　６．連絡事項

　（１）平成２５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

８．各種会議の開催報告８．各種会議の開催報告８．各種会議の開催報告８．各種会議の開催報告
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学園都市センター第１セミナー室 　３．連絡事項

　　魅力」について

　（３）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

　（４）ホームページの改修について

　（３）「外国人留学生に関する勉強会」について

　（４）新卒応援！多摩プロジェクトＩＮ八王子「新卒向け合同企業説

　　明会」について

　４．報告事項

※大学等連携部会と合同開催 　（１）新入生ガイダンスについて

　（２）第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子について

　６．加盟団体からのお知らせ

　７．その他

　８．閉会

　（１）平成２６年度予算について

　５．協議事項

　（２）第２回たま発！シンポジウム「地元企業と考える、多摩で働く

　（５）八王子学生ＣＭコンテストについて

　（６）第３４回八王子いちょう祭りについて

　（７）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

　（１）各部会の活動状況について

平成２５年１２月２０日（金） 　２．大学等連携部会の委員変更について

第３回運営委員会 　１．開会

33



　（１）平成２６年度事業計画案及び予算案について

学園都市センター第１セミナー室

第４回運営委員会 　１．開会

平成２６年３月１９日（水） 　２．連絡事項

　（１）八王子地域合同学園祭「第１０回学生天国」及び「ビッグウエ

　　スト学生フェスティバル２０１４」について

　４．協議事項

　５．加盟団体からのお知らせ

　３．報告事項

　　２０１４」の発行について

　（２）理事会・総会の日程について

　（１）各部会の活動状況について

　（２）単位互換について

　（３）第２回たま発！シンポジウム「地元企業と考える、多摩で働く

　（３）会費の納付について

　（４）平成２６年度大学コンソーシアム八王子代表者及び委員等変更

　　届について

　６．その他

　（５）新入生のための八王子生活便利帳「ＢＩＧ　ＷＥＳＴ　

　　魅力」について

　７．閉会

　（２）平成２６年度の役員体制について
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（２）大学等連携部会（２）大学等連携部会（２）大学等連携部会（２）大学等連携部会

会議等名称

　５．連絡事項

　４．部会長・副部会長の選出

内　　　容

第１回大学等連携部会 　１．開会

平成２５年５月２４日（金） 　２．各委員自己紹介

学園都市センター第１セミナー室 　３．事務局職員紹介

　（５）平成２５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

　６．報告事項

　（１）各ワーキンググループの活動状況について

　（１）図書館ホームページのバナー広告募集及び大学図書館の地域開

　　放へのお願い

　（２）大学調査の依頼について

　（３）第３回夏休み子どもいちょう塾の開催について

　（４）第３回ＦＤ・ＳＤフォーラムの開催について

　（２）「第９回学生天国」及び「ビックウエスト学生フェスティバル

　　２０１３」の開催報告

　（３）八王子市雇用対策連絡会の報告について

　７．協議事項

　（１）理事会提出議案について

　（２）八王子地域活動ネットワークの設立について

　（３）中高生のための大学オールスターフェア八王子の実施について

　８．その他

　９．閉会
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第２回大学等連携部会 　１．開会

平成２５年９月２６日（木） 　２．委員の変更について

　（５）「第３４回八王子いちょう祭り」における大学紹介資料とオリ

　　ジナルグッズの提供について

　（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

学園都市センター第１セミナー室 　３．事務局職員の変更について

　４．連絡事項

　（１）学園祭に伴う防火指導について

　（２）はちおうじ地域若者サポートステーションについて

　（３）「２０１４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

　（４）八王子市総合防災訓練について

　６．その他

　（１）各ワーキンググループの活動状況について

　（２）平成２５年秋の全国交通安全運動について

　（３）第１０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）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

　　議について

　（５）第３回夏休み子どもいちょう塾について

　（６）第３回大学コンソーシアム八王子ＦＤ・ＳＤフォーラムについ

　（７）大学コンソーシアム八王子パンフレット及び情報紙の発行につ

　（８）平成２５年度大学コンソーシアム八王子加盟校に関する調査に

　　ついて

　７．閉会

　（７）新卒応援！多摩プロジェクト（第３回）「新卒向け合同企業説

　　明会」について

　（８）中高生のための大学オールスターフェア八王子について

　（９）第５回学生発表会について

　５．報告事項

　　て

　　いて
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第３回運営委員会・大学等連携部 　１．開会

会 　２．大学等連携部会の委員変更について

平成２５年１２月２０日（金） 　３．連絡事項

　（１）新入生ガイダンスについて学園都市センター第１セミナー室

　７．その他

　８．閉会

　（４）ホームページの改修について

　（２）第２回たま発！シンポジウム「地元企業と考える、多摩で働く

　　魅力」について

　（３）「外国人留学生に関する勉強会」について

　（４）新卒応援！多摩プロジェクトＩＮ八王子「新卒向け合同企業説

　　明会」について

　４．報告事項

　（１）各部会の活動状況について

　（２）第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子について

　（３）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

　（５）八王子学生ＣＭコンテストについて

　（６）第３４回八王子いちょう祭りについて

　（７）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

　５．協議事項

　（１）平成２６年度予算について

　６．加盟団体からのお知らせ
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　　て

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

　（１）平成２６年度事業計画案及び予算案について

　（１）平成２６年度新入生ガイダンスについて

第４回大学等連携部会 　１．開会

平成２６年３月１９日（水） 　２．連絡事項

  ２. 各委員自己紹介

会議等名称

学園都市センターサウンドルーム

内　　　容

  ３. 座長・副座長の選出

第１回   １. 開会

  ６. 今後の進め方などについて意見交換

  ５. 「第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子」につい

  ４. 「第３回夏休み子どもいちょう塾」について

  ７. 閉会

学園都市センター第１セミナー室 　（１）「２０１４韓国･始興市ゲッコル祭り」開催に伴う出演団体の

　（２）「大学等との連携・協力事業に係る調査」について

    募集について

　（２）「デートＤＶ」防止のための啓発チラシの配布について

　（３）消費者教育の推進への協力依頼について

　（２）平成２６年度の役員体制について

　（１）各部会の活動状況について

　（２）単位互換について

　（３）春の交通安全運動の取り組みについて

　（４）八王子地域合同学園祭「第１０回学生天国」及び「ビックウエ

　　スト学生フェスティバル２０１４」について

　（５）理事会・総会の日程について

　（６）会費の納付について

　（７）平成２６年度大学コンソーシアム八王子代表者及び委員等変更

　　届について

　（８）学生企画事業補助金について

　（９）新入生のための八王子生活便利帳「ＢＩＧ　ＷＥＳＴ　

　　２０１４」の発行について

　３．報告事項

　４．協議事項

　６．閉会

　５．その他

平成２５年５月２２日（水）
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ホール 　　て

　　て

　　て

学園都市センター第１セミナー室 　　て

　２. 「第３回夏休み子どもいちょう塾」について平成２５年７月１７日（水）

第３回

　３．「地域活動サポーターネットワーク」設立に向けての意見交換学園都市センターサウンドルーム

　５. 閉会

平成２５年１０月２２日（火）

第４回

　５．閉会

　２．正副座長の選出について平成２５年５月１３日（月）

　５．閉会

（４）地域貢献ワーキンググループ（４）地域貢献ワーキンググループ（４）地域貢献ワーキンググループ（４）地域貢献ワーキンググループ

第１回

　４．今後のスケジュールについての意見交換

　４．閉会

平成２６年３月１２日（水） 　２．「第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子」につい

　１．委員の自己紹介

第５回

平成２５年９月５日（木）

会議等名称 内　　　容

　２．「第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子」につい

第２回 　１．来年度以降の地域貢献ＷＧの事業展開及び体制について

メール審議

　５. 閉会

第２回

学園都市センター第２ギャラリー 　３. 「第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子」につい

　４. その他

　３. 「第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子」につい

平成２５年６月１９日（水）

  １. 開会

　　て　アンケート集計結果の分析

  ３．「第４回夏休み子どもいちょう塾」について

学園都市センター第２セミナー室

　４. 今後の事業スケジュールについて

学園都市センター第１セミナー室

  １. 開会

学園都市センター第３セミナー室 　３. 「第１回中高生のための大学オールスターフェア八王子」につい

　４．今後のスケジュール・事業についての意見交換

　２. 「第３回夏休み子どもいちょう塾」について

　２. 「第３回夏休み子どもいちょう塾」の開催報告

　３．今後のスケジュール・事業についての意見交換

第６回   １. 開会

  １. 開会

  １. 開会
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　８．八王子国際協会からのお知らせ

　７．外国人留学生に関する各校の状況について

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

会議等名称 内　　　容

　１．各委員自己紹介

　６．外国人留学生に関する各校の状況について

学園都市センター第２セミナー室

　５．八王子国際協会からのお知らせ

　４．外国人留学生に関する各校の状況について

平成２６年２月７日（金） 　２．平成２６年度の留学生支援事業について意見交換

　６．八王子まつり山車曳き体験について

平成２５年５月１７日（金）

第１回

　２．事務局職員紹介

学園都市センター第５セミナー室 　３．留学生対策ワーキンググループの説明

学園都市センター第３･４セミナー 　３．留学生坐禅・茶道体験会について

　７．八王子国際協会からのお知らせ

　４．留学生に関する勉強会について

平成２５年７月１９日（金）

　２．留学生座談会について

　３．留学生座談会について

　３．日本文化体験「留学生坐禅体験会」について

　８．外国人留学生に関する各校の状況について

　１．委員の変更について

平成２５年１２月１０日（火）

　１．留学生座談会について

　４．八王子まつり山車曳き体験について

室 　４．留学生日本語弁論大会について

　５．平成２６年度の留学生支援事業について意見交換

第５回 　１．留学生に関する勉強会について

第４回 　１．留学生に関する勉強会について

　５．留学生に関する勉強会について

　７．八王子国際協会からのお知らせ

　２．事務局職員の変更について

東京高専会議室

　４．留学生座談会について

　６．大学留学生寮見学会について

　５．留学生寮見学会について

第３回

メール審議 　２．留学生に関する勉強会について

第２回

　３．平成２６年度留学生対策ワーキンググループ正副座長について
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（７）市民・学生連携部会（７）市民・学生連携部会（７）市民・学生連携部会（７）市民・学生連携部会

ー室

会議等名称

　２．ＦＤ・ＳＤ専門委員会正副委員長について平成２６年２月２５日（火）

　２．第３回ＦＤ・ＳＤフォーラムについて

      交換

第１回

平成２５年８月２１日（水）

平成２５年４月２３日（火）

　１．「若手教職員勉強会」開催報告及び改善点等について意見交換第５回

　１．新委員の紹介について

学園都市センター第５セミナー室

学園都市センター第２セミナー室

内　　　容

学園都市センター第２セミナー室

　２．市民学生連携部会の説明

　３．学生企画事業補助金について

  （１）第９回学生天国について

　 (１）Ｈ２５年度エントリー件数

　 (２）過去の申請状況と採択団体

   (３）学生企画事業補助金審査スケジュールと審査方法について

  （２）その他

学園都市センター第５セミナー室

　１．第３回ＦＤ・ＳＤフォーラムについて

平成２５年９月２５日（水） 　２．「第３回ＦＤ・ＳＤフォーラム」の反省・改善点等について意見

第３回

会議等名称

平成２５年５月２０日（月）

第４回

学園都市センター第３・４セミナ 　３．「第４回ＦＤ・ＳＤフォーラム」について

　４．ＦＤ・ＳＤ専門委員会正副委員長について

　５．その他

第６回

学園都市センター第２セミナー室 　３．その他

　２．その他

第２回

第７回 　１．「第４回ＦＤ・ＳＤフォーラム」について

　１．「第４回ＦＤ・ＳＤフォーラム」について

学園都市センター第５セミナー室

　１．「第３回ＦＤ・ＳＤフォーラム」アンケート結果について

　１．各部会員自己紹介第１回市民・学生連携部会

　４．報告事項

平成２６年３月１２日（水）

　３．「平成２５年度のＦＤ・ＳＤシリーズセミナー」について

平成２６年１月１６日（木） 　２．平成２６年度ＦＤ・ＳＤ事業について

（６）ＦＤ･ＳＤ専門委員会（６）ＦＤ･ＳＤ専門委員会（６）ＦＤ･ＳＤ専門委員会（６）ＦＤ･ＳＤ専門委員会

内　　　容

平成２５年６月５日（水）

　１．第３回ＦＤ・ＳＤフォーラムについて

ー室

学園都市センター第３・４セミナ

　４．「若手教職員勉強会」の企画について
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　３. その他

学園都市センター第５セミナー室

　２. 成果報告会

　５．その他

　２. 学生企画事業補助金二次選考（プレゼンテーション）

　（３）平成２６年度　学生企画事業補助金募集要項について

　（２）平成２５年度事業計画等について

ー室

　（２）成果報告会の開催日程について

　（１）正・副部会長の選出について

学園都市センター第３・４セミナ 　３. 学生企画事業補助金一次選考（書類選考）

平成２５年６月６日（水） 　２．部会員自己紹介

第２回市民・学生連携部会 　１．開会

第４回市民・学生連携部会 　１. 開会

　１. 開会

内　　　容

　２．報告事項

　（２）その他

学園都市センター第５セミナー室

　（３）その他

ー室 　４. 連絡事項

平成２６年２月２１日（金）

第５回市民・学生連携部会

　　・学生企画事業補助金について

　４．閉会

　（１）部会構成員について

　３. その他

（８）産学公連携部会（８）産学公連携部会（８）産学公連携部会（８）産学公連携部会

平成２５年４月１９日（金）

会議等名称

　    学生企画事業補助金二次選考（プレゼンテーション）について

学園都市センター第４・５セミナ 　３．その他

第１回産学公連携部会 　１．開会

　（４）平成２６年度　学生企画事業補助金全体スケジュールについて

学園都市センター第２セミナー室

第３回市民・学生連携部会

平成２６年２月１３日（木） 　２. 協議事項

平成２５年６月１９日（水）

　１. 開会

　（１）採択団体報告書提出書類について

　３．協議事項
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　（１）部会構成員について

　（３）産学公連携部会の活動理念について

　（１）第５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

　４．閉会

　（３）その他

　（３）その他

学園都市センター第５セミナー室

　（２）２０２０年オリンピック東京招致支持表明と開催時の関与の内

　（２）第１回八王子学生芸術祭について

　（１）次期部会長の選任について

　（２）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

　１．開会

学園都市センター第５セミナー室

　３．協議事項

　３．協議事項

　５．閉会

　４．協議事項

　３．協議事項

　（３）その他

　２．連絡事項

　４．閉会

平成２５年５月１７日（金）

　　容について

　（２）「第１回八王子学生芸術祭」の開催について

　２．報告事項

　１．開会

　（１）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

　（２）産学公連携部会の活動理念について

第４回産学公連携部会

　（１）部会長の退任について

　（１）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

　１．開会

　　容について

　（１）八王子がわかる事典について

第５回産学公連携部会

学園都市センター第５セミナー室

平成２５年１０月１７日（木）

　（１）第３回定例部会の会議録について

　３．報告事項

第３回産学公連携部会

学園都市センター第５セミナー室

第２回産学公連携部会

　（４）その他

　４．閉会

　１．開会

平成２５年９月１９日（木）

平成２５年６月２１日（金）

　２．連絡事項

　（２）２０２０年オリンピック東京招致支持表明と開催時の関与の内

　（１）事務局担当者の交代について

　２．報告事項
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　８．その他

　４．平成２５年度前期開講講座の申込状況について

　３．平成２４年度開講講座の実績について

　６．単位互換の推進について

　７．受講料の見直しについて

　１．開会

　１．開会

　９．閉会

　５．平成２５年度後期開講講座について

学園都市センター第５セミナー室 　（１）各大学等からのお知らせについて

　３．協議事項

第６回産学公連携部会

　（２）その他

　２．委員自己紹介平成２５年５月１７日（金）

平成２６年１月１６日（木）

第１回生涯学習推進部会

会議等名称

平成２５年１１月２１日（木） 　２．連絡事項

　４．閉会

第７回産学公連携部会 　１．開会

　４．閉会

　（３）その他

内　　　容

　５．平成２６年度のスケジュール等について

　６．講座受講料の見直しについて

学園都市センター第１セミナー室

　８．その他

　７．称号記授与者へのアンケート調査実施について

第２回生涯学習推進部会

平成２５年９月１２日（木） 　２．平成２５年度後期開講講座について

学園都市センター第１セミナー室 　３．アンケート調査結果について

　４．平成２６年度科目提供依頼について

　９．閉会

　（１）次期部会長の選任について

（９）生涯学習推進部会（学園都市大学運営委員会）（９）生涯学習推進部会（学園都市大学運営委員会）（９）生涯学習推進部会（学園都市大学運営委員会）（９）生涯学習推進部会（学園都市大学運営委員会）

　（２）平成２６年度　産学公連携部会　部会員届について

　２．連絡事項

　（２）その他

　３．協議事項

　１．開会

学園都市センター第１セミナー室 　（１）各大学等からのお知らせについて

　（２）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について

　（１）第５回大学コンソーシアム八王子学生発表会について
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　８．閉会

学園都市センター第１セミナー室 　３．平成２６年度前期開講講座について

　４．受講者アンケート調査結果について

　５．平成２６年度のスケジュール等について

　６．受講料の見直しについて

　７．その他（委員の改選について）

平成２６年１月２４日（金） 　２．平成２５年度開講講座について

第３回生涯学習推進部会 　１．開会
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平成25年度大学コンソーシアム八王子学生活動支援事業 
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☆☆☆☆学生企画事業学生企画事業学生企画事業学生企画事業補助金補助金補助金補助金についてについてについてについて☆☆☆☆ 

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

実施するイベントやプロジェクト等に対し、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。 

この補助金をきっかけに将来、学生と市民・企業との連携が生まれることを期待しています。 

 

 

 

□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において、社会的な貢献を目指す事業で、

企画実施期間内で事業を終了するもの。 

 

□補助金額 

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

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

  

□補助金対象外の経費 

  ・団体の経常的な活動に要する経費 

    例）家屋や駐車場等の賃貸料 

事務所などの維持にかかる電気・水道・ガス・電話等の費用 

  ・団体構成員の飲食や親睦に要する経費 

・事業の実施に必要があると認められない経費 

□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 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□エントリー受付期間 

  平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年    ４４４４月月月月        1111日日日日（月）（月）（月）（月）９９９９::::００００００００        ～～～～        ５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日    ((((水水水水))))１５１５１５１５::::００００００００までまでまでまで    

□書類提出期間 

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年    ５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））９９９９::::００００００００        ～～～～    ５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日    ((((金金金金))))１５１５１５１５::::００００００００までまでまでまで    

□企画実施期間 

            平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ７月７月７月７月        1111日（月）日（月）日（月）日（月）    ～～～～    １２月３１日（火）まで１２月３１日（火）まで１２月３１日（火）まで１２月３１日（火）まで    

    

～大学コンソーシアム八王子加盟の２３大学・短大・高専～  

 

工学院大学 明星大学 東京工業高等専門学校 帝京大学 帝京大学短期大学 東京造形大学 

東京純心女子大学 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 

応募要項応募要項応募要項応募要項    
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□申請方法 

STEP STEP STEP STEP １１１１    事前エントリー事前エントリー事前エントリー事前エントリー    

申請書類の提出の前に、Eメールにて、「事前エントリー」をしてください。    
 

【エントリー受付期間】 

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日（日（日（日（月月月月））））９９９９：：：：００００００００    ～～～～    ５５５５月月月月１５１５１５１５日（日（日（日（水水水水））））１５１５１５１５：：：：００００００００まで 

事前エントリー用メールアドレス：conso99@gakuen-hachioji.jp    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    注意点 

※エントリーを受理した団体には、大学コンソーシアム八王子事務局より確認のメールを送ります。 

     ※事前エントリーをしないと補助金の申請はできません。 

     ※事前エントリーの際には、申請書類を提出する必要はありません。 

 

STESTESTESTEPPPP２２２２    申請書申請書申請書申請書類類類類の提出の提出の提出の提出    

事前エントリーを受理された団体は、申請書類に必要事項を記入し、大学コンソーシアム八王子

事務局まで提出してください。 

 

【申請書類受付期間】 

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年５５５５月月月月２０２０２０２０日（日（日（日（月月月月））））９９９９：：：：００００００００    ～～～～    ５５５５月月月月３１３１３１３１日（日（日（日（金金金金））））１５１５１５１５：：：：００００００００まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上で申請手続きは終了です。 

 

＜エントリー方法＞ 

・必要事項を記入のうえ、「事前エントリー用メールアドレス」宛に Eメールでお送りください。 

・Eメールの件名は『学生企画事業補助金エントリー』としてください。 

 

必要事項 

・代表者氏名・学年・大学名・団体名・事業名（仮でも構いません）・住所・電話番号・E-mail

（電話及びEメールは必ず連絡がつくもの） 

＜提出書類＞ 

・・・・学生企画事業補助金交付申請書学生企画事業補助金交付申請書学生企画事業補助金交付申請書学生企画事業補助金交付申請書    

・学生企画事業・学生企画事業・学生企画事業・学生企画事業補助金補助金補助金補助金収支予算書収支予算書収支予算書収支予算書    

※申請書類は、大学コンソーシアム八王子のＨＰ(http://www.gakuen-hachioji.jp)からダウン 

ロードすることができます。その他、大学コンソーシアム八王子事務局でも配布します。 

＜提出方法＞ 

郵送または持参にて、大学コンソーシアム八王子事務局まで提出してください。 

※パソコンを使用して書類を作成した団体は、電子データも併せて提出してください。 
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□選考方法 

    １次選考：申請書類による書類選考 

２次選考：１次選考を通過した団体の代表者によるプレゼンテーション 

 【日  時】６６６６月月月月１９１９１９１９日（日（日（日（水水水水））））    １８１８１８１８時時時時３０３０３０３０分～分～分～分～    

 【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八王子市学園都市センター八王子市学園都市センター        

  

□選考結果 

    選考結果はメール及び郵送にて通知します。 

    【１次選考】６６６６月月月月上旬予定上旬予定上旬予定上旬予定    

    【２次選考】６６６６月月月月下旬下旬下旬下旬予定予定予定予定    

 

□補助金対象者の義務 

   必要書類を提出し、平成２６年２月に予定している成果報告会に出席していただくことが義務と 

なります。採択団体には、別途詳細を通知します。 

  

□補助金の交付 

  成果報告会終了後に交付いたします。 

【全体スケジュール（事前エントリーから成果報告会まで）】 

       ①事前エントリー 締切   ５５５５    月月月月１５１５１５１５日（日（日（日（水水水水））））    

                            ②申請書締切                      ５５５５    月３１月３１月３１月３１日（日（日（日（金金金金））））    

                            ③選考    １次選考         ６６６６    月上旬月上旬月上旬月上旬                    

                                                        ２次選考                ６６６６    月月月月１９１９１９１９日（日（日（日（水水水水））））１８１８１８１８    時時時時３０３０３０３０分～分～分～分～    

                            ④結果発表                                         ６６６６    月月月月下旬下旬下旬下旬    

                            ⑤事業実施期間                                    ７７７７    月月月月    １１１１    日（日（日（日（月月月月）～）～）～）～１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日（日（日（日（火火火火））））    

                            ⑥成果報告会                                             平成２６平成２６平成２６平成２６年２年２年２年２月月月月開催開催開催開催予定予定予定予定    

    

 

□お問合せ・申請書類の提出先 

大学コンソーシアム八王子事務局（受付時間9：00～17：00） 

〒192-0083  八王子市旭町9-1 八王子スクエアビル11階 八王子市学園都市センター内 

メールアドレス：conso99@gakuen-hachioji.jp  

ホームページ  ：http://www.gakuen-hachioji.jp 

電     話：042-646-5740  FAX：042-646-2663 

担         当：長谷部・三枝・川井田 
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昨年度採択例（平成２４年度） 

 

（応募１６件／採択８件） 

 

事業名 参加団体 助成金額 

老人ホームにいってみよ！ 
多摩美術大学 

『絵本創作研究会 有志』 
22,000 

「視えない」「聴こえない」ってどういうこと？ 

―八王子市内の生徒と障害体験・交流・理解― 

中央大学 

『文学部 緑川ゼミ』 
21,000 

オペレッタを楽しもう！！ 

東京純心女子大学 

『こども文化研究会 演劇班 

       劇団 Les Enfants』 

38,000 

障がい児、者支援と八王子地域支援～夏キャンプ～ 
拓殖大学 

『Link Up♪』 
59,000 

八王子市民に対して実施したアンケート調査に基づく

ソーラーバイクの開発 

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』 
70,000 

タップのまち八王子プロジェクト 

≪チェアタップダンス体験会≫ 

中央大学 

『タップのまち八王子プロジェクト 

           実行委員会』 

70,000 

繋がろう！八王子から東北応援プロジェクト 

（ワークショップイベント） 

法政大学 

『Team Tama Action Project』 
80,000 

八王子の山車文化継承をサポートする  

―南町の山車巡業参加―  

拓殖大学 

『工藤研究室』 
50,000 
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第第第第５５５５回回回回    

大学コンソーシアム八王子学生発表会大学コンソーシアム八王子学生発表会大学コンソーシアム八王子学生発表会大学コンソーシアム八王子学生発表会    

募集要項募集要項募集要項募集要項    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            日日日日    時：平成時：平成時：平成時：平成２５２５２５２５年１２月年１２月年１２月年１２月７７７７日日日日（土）（土）（土）（土）１０：００～１９：３０１０：００～１９：３０１０：００～１９：３０１０：００～１９：３０    

                                                                    １２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（日）日）日）日）１０：００～１０：００～１０：００～１０：００～１７：３０１７：３０１７：３０１７：３０    

                                                        場場場場    所：所：所：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八王子市学園都市センター八王子市学園都市センター    

                                                                    （（（（JRJRJRJR 八王子駅前八王子駅前八王子駅前八王子駅前    八王子八王子八王子八王子（（（（東急東急東急東急））））スクエアビル１１階・１２階）スクエアビル１１階・１２階）スクエアビル１１階・１２階）スクエアビル１１階・１２階）    

    

主主主主    催催催催    

     
 

後後後後    援援援援    

八王子市教育委員会八王子市教育委員会八王子市教育委員会八王子市教育委員会    
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１．学生発表会の趣旨 

  本発表会は、八王子地域の大学・短大・高専で学ぶ学生が一堂に会し、地域に向けて市政・地域・ 

  産業に関連する研究成果や提案を発表するものです。その趣旨は、学生に建設的で正確な情報を伝達 

 する能力を育む機会を提供するとともに、学生ならではの視点やアイデアを八王子地域に広く公開す 

 ること、ひいてはその発展に寄与することにあります。 

 

２．開催日 

  ①平成２５年１２月７日（土） 

   『産学公連携部門（口頭発表、ポスター発表、展示発表）』 

   『市政提案部門（ポスター発表、展示発表）』 

      『一般部門（口頭発表、ポスター発表、展示発表）』 

  ②平成２５年１２月８日（日） 

      『市政提案部門「学生と市長とのふれあいトーク」（口頭発表）』 

   『市政提案部門「通常発表」（口頭発表）』  

     

３．開催場所  

  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） 

 

４．発表部門・形式 

 （１）発表部門（申込みは①、②、③のいずれかになります。） 

    ①『産学公連携部門』・・ 新技術、新製品、要素開発、新デザイン開発等の地域産業活性化に 

                関する八王子市内企業・団体への提案、発表 

          ※要旨原稿により特に認められた提案は、八王子市内企業に直接プレゼンテーションを行っ 

      ていただきます（口頭発表のみ）。その場合は、１１月８日（金）までに事務局からご連 

      絡します。 

   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 

          ※要旨原稿により特に認められた提案は、「学生と市長とのふれあいトーク」（「学生と市長とのふれあいトーク」（「学生と市長とのふれあいトーク」（「学生と市長とのふれあいトーク」（4444 ページ参ページ参ページ参ページ参    

                        照）照）照）照）で、八王子市長に直接プレゼンテーションを行っていただきます（口頭発表のみ）。 

      その場合は、１１月８日（金）までに事務局からご連絡します。 

        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（申込みは①、②、③、④のいずれかになります。） 

    ① 口頭発表・・・・学会形式による発表です。 

    ② ポスター発表・・ポスターを使用して来場者に説明を行います。 

    ③ 展示発表・・・・研究の成果物やデザイン等の展示物を使用して来場者に説明を行います。 

    ④ 口頭発表と展示発表の両方 

      ※「口頭発表とポスター発表の両方」または、「ポスター発表と展示発表の両方」の申込 

       はできません。 

    ※②ポスター発表または③展示発表は、他の発表部門と合わせ同一日時・会場で実施します。     

             
           平成２４年度第４回学生発表会              平成２４年度第４回学生発表会「ポスター発表」 

      「市政提案部門（学生と市長とのふれあいトーク）」          
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５．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。ファイル名を「大学等名・申込者氏名」としてください。  

     

     

    ②「展示発表」「展示発表」「展示発表」「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」に必要事項を入力し、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申込者メールアドレス申込者メールアドレス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（※セキュリティー設定等の関係で申込受付メールが届かない場合は、再送信 

     せずに事務局までメールでメールでメールでメールで大学等名・申込者氏名・届かない旨をご連絡ください）。 

 

 

     申込完了 

 

    ※指導教員（引率教員）の承認を受けてから、お申込みください。 

    ※発表会当日に発表する方がお申込みください。複数で研究されている方は、発表会当日に代 

     表して発表する方（代表発表者）がお申込みください。 

    ※申込フォームの「発表タイトル」「サブタイトル」は、要旨原稿に記載したものと同一のもの 

     を入力してください。 

    ※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。 

    ※申込完了後は、申込内容の変更や要旨原稿の差替えはできません。 

    ※お送りいただいた要旨原稿は、そのままを使用し要旨集としてまとめ、発表会当日、来場者 

     へ配布します。 

    ※表彰は、発表者（複数で研究している方は代表発表者）に対して行います。 

    ※募集要項は、予告なく変更する場合がありますので、随時ホームページでご確認ください。 

 

    （３）申込開始 

    １０月 １日（火） 

 

  （４）申込締切 

    １０月１０月１０月１０月２７２７２７２７日（日（日（日（日日日日））））２３２３２３２３：：：：５９５９５９５９ 

                 

     ※締切後は送信トラブルを含む理由のいかんを問わず、変更等を含め一切受付できません。 

      早めにお申込みください。 

 

 

 送信先メールアドレス： 

conso88@gakuen-hachioji.jp 
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６．事前調整について 

  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、他の発表部門・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 

 内で調整をお願いする場合があります。 

 

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１５日（金）ま 

  でに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産学公連携部門・市政提案部門（ポスター発表・展示発表）・一般部門 

    教員による審査員が以下の基準に基づき、提案内容を総合的に評価します。 

    ・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 

   ②市政提案部門（口頭発表） 

    教員による審査員が以下の基準に基づき、提案内容を総合的に評価します。 

    ・八王子の魅力や可能性の再発見・新規提案につながるか 

    ・実現性の高さが、費用対効果・計画性・技術面から伺えるか 

    ・学生らしいフレッシュさや、独創性、創造性のある提案か 

    ・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    

 

  （２）特別賞選考基準 

「ポスター発表」のみ、前述の賞の他に市内在学の中高生審査員が以下の基準に基づき、提

案内容を総合的に評価します。 

    ・発表内容は世の中の役に立ちそうか 

    ・発表における説明や質疑応答は分かりやすいか 

    ・発表内容は面白いか 

  

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、あらかじめご了承ください。 

 
平成２４年度第４回学生発表会表彰式 
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【問い合わせ先】 

大学コンソーシアム八王子 事務局  担当：市川・竹中・川井田 

〒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：conso88@gakuen-hachioji.jp 

                ホームページ  ：http://www.gakuen-hachioji.jp 

    

『『『『学生と市長とのふれあいトーク学生と市長とのふれあいトーク学生と市長とのふれあいトーク学生と市長とのふれあいトーク』』』』    
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     

 

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。事前評価で特に認められた提案は、市長の前で直接提案できる「学生と市長とのふ

れあいトーク」で発表できます。 

ふれあいトークの審査員は、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。 

市政提案部門の提案は、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、皆さんの提案が実現するかもしれません。 

 学生らしい夢のある発想や斬新なアイデアも大歓迎です。あなたの『夢』を市長に直接提案

しよう！ 

 

    

『大学コンソーシアム八王子』『大学コンソーシアム八王子』『大学コンソーシアム八王子』『大学コンソーシアム八王子』    
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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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