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設立目的
八王子地域に多くの大学等がある地域特性を活かし、大学・市民・経済団体・企業・行政
等が主体性を持って連携・協働し、地域の活性化、外国人留学生の支援、情報の発信、調査
研究、交流促進等に取り組むことにより、大学、学生、市民それぞれが地域に大学があるメ
リットを感じることができ、高等教育の充実、地域社会の発展並びに地域の国際化を目指す
など魅力ある学園都市の形成に向けた中心的な役割を担うこととする。

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

構成団体
・大学等（２５）
工学院大学、明星大学、東京工業高等専門学校、帝京大学、帝京大学短期大学、
東京造形大学、東京純心大学、杏林大学、多摩美術大学、創価大学、創価女子短期大学、
東京薬科大学、拓殖大学、中央大学、日本文化大學、法政大学、東京工科大学、
首都大学東京、山野美容芸術短期大学、ヤマザキ学園大学（平成３０年４月１日より
「ヤマザキ動物看護大学」に改称）、東京家政学院大学、サレジオ工業高等専門学校、
デジタルハリウッド大学、桜美林大学、多摩大学
・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）大学セミナーハウス、（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団
・行政（１）
八王子市
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組織構成図
総会・・・会員の代表者で構成し、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。
※必須
【開催月（26 年度実績）】年 1 回：5 月（理事会と同日）
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。※理事担当校のみ
【開催月（26 年度実績）】年 1 回：5 月（総会と同日）
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。※理事担当校のみ
【開催月（26 年度実績）】年 4 回：5 月、9 月、12 月、3 月
大学等連携部会・・・・大学事務担当者で構成する。※必須
【所掌事業】大学等連携事業、外国人留学生支援事業
【開催月（26 年度実績）】年 4 回：5 月、9 月、12 月、3 月
小中高大連携ワーキンググループ・・・大学事務担当者、教員で構成する。※任意
【所掌事業】小中高と大学の連携事業を企画・実施（「夏休み子どもいちょう塾」等）
【開催月（26 年度実績）】年 4 回：5 月、7 月、9 月、11 月
ＦＤ・ＳＤ専門委員会・・・大学事務担当者、教員で構成する。※委員会で調整・任意
【所掌事業】ＦＤ・ＳＤの推進事業を企画・実施（「ＦＤ・ＳＤフォーラム」等）
【開催月（26 年度実績）】年 8 回：4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、1 月、2 月、3 月
留学生対策ワーキンググループ・・・大学事務担当者で構成する。※任意
【所掌事業】留学生の生活支援や地域との交流促進事業の企画・実施（「留学生座談会」等）
【開催月（26 年度実績）】年 4 回：7 月、9 月、12 月、2 月
市民・学生連携部会 ・・市民組織である学園都市推進会議及び、学生委員会で構成する。
【所掌事業】学生活動支援事業（
「学生企画事業補助金」等）
【開催月（26 年度実績）】年 3 回：5 月、6 月、2 月
産学公連携部会・・・・大学教員などで構成する。※任意
【所掌事業】産学公連携事業（
「学生発表会」等）
【開催月（26 年度実績）】おおよそ月 1 回：4 月、5 月、6 月、7 月、9 月、10 月、11 月、1
地域連携・学生発表会活性化ワーキンググループ・・・大学教員などで構成する。※部会で調整
【所掌事業】大学による地域貢献活動を展開（「八王子まつり山車曳き体験」等）
【開催月（26 年度実績）】：5 月、6 月、7 月、2 月
八王子学生 CM コンテスト ワーキンググループ・・・大学教員などで構成する。※部会で調整
【所掌事業】八王子学生 CM コンテストの企画・実施

生涯学習推進部会・・・学園都市大学運営委員会委員を兼ねる。※必須（八王子市より別途依頼あり）
【所掌事業】生涯学習推進事業「八王子学園都市大学（いちょう塾）」26 年度実績）】年 3 回：5
月、9 月、
※１ 監事は２名とし会則で定める。
※２ 部会では、具体的な事業の実施方法、実施内容について協議し、構成員及び人数については、
運営委員会で決定する。
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１．大学等連携事業
（１）小中高と大学との連携
第７回夏休み子どもいちょう塾
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。例年好評につき今回より２日間開催した。
【開催日】平成２9年７月２2日（土）・２3日（日）
【会

場】八王子市学園都市センターイベントホール、サウンドルーム、
ギャラリーホール、各セミナー室、学生交流サロン

【参加者/申込者】４１０名/８０８名
（参加者内訳：市内６６校・市外３校/土曜日１８８名・日曜日２２２名）

【講座内容】
・７月２２日（土）
科目名

大学等名

講座名

講師名(敬称略)

体育

スポーツデータをとってみよう

創価大学

内藤 耕三

英語

みんなが主役の英語絵本づくり

明星大学

髙橋 和子

図画工作

風鈴に描く
ー日本画の絵の具を使ってー

多摩美術大学

木下 めいこ

総合学習

ロボット・カーを作ろう

拓殖大学

吉森 茂

総合学習

プログラミング
「君の”ピコ太郎”を作ろう」

中央大学

斎藤 正武

総合学習

あなたもゲームクリエーター！
オリジナルステージを作ろう！

東京工科大学

岸本 好弘

理科

貝の秘密
～おいしいけれどすごいやつ！
よく観てみよう！！～

東京工業高等専門学校

伊藤 篤子

理科

人体の骨の作りとはたらき

東京純心大学

本田 智子

理科

永久ゴマを作ろう！

工学院大学

森下 明平

理科

光る！化学実験をしよう！

東京薬科大学

三浦 典子

理科

化学の力で水をきれいに

東京工業高等専門学校

雑賀 章浩
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・７月２３日（日）
科目名

講座名

大学等名

講師名(敬称略)

社会

君も裁判員に挑戦しよう！

日本文化大学

英語

旅行で使う英会話

サレジオ工業高等専門学校

英語

みんなが主役の英語絵本づくり

明星大学

轉法輪 慎治
ポール・マッカ
ン
髙橋 和子

図画工作

自分の箸を作ってみよう

サレジオ工業高等専門学校

木下 直樹

図画工作

マスキングテープを使ってみよう

東京造形大学

渡部 千春

図画工作

風鈴に描く
ー日本画の絵の具を使ってー

多摩美術大学

木下 めいこ

図画工作

カラフルな香りのキャンドルを
作りましょう

山野美容芸術短期大学

青木 和美

図画工作

レーザー加工機による
ものづくり体験教室

拓殖大学

竹末 俊昭

総合学習

プログラミング
「君の”ピコ太郎”を作ろう」

中央大学

斎藤 正武

理科

チリメンモンスターに会おう

東京純心大学

岡部 廣

理科

永久ゴマを作ろう！

工学院大学

森下 明平

理科

植物の色を調べよう

東京薬科大学

野口 航

（２）ＦＤ・ＳＤの推進
①第７回大学コンソーシアム八王子ＦＤ・ＳＤフォーラム
大学コンソーシアム八王子に加盟する２５の大学・短大・高専が、連携することによる知的財産
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、大学等の連携によるＦＤ・ＳＤフォーラムを行った。
【開催日】平成２９年８月２３日（水）・２４日（木）
【会

場】八王子市学園都市センター

【参加者】９１団体２０２名
【テーマ】「三つのポリシーとその実質化を考える
－教育現場では何が変わるのか－」
【共催・後援団体】共催 八王子市

後援 文部科学省、佐賀大学全学教育機構

【プログラム】
ア．８月２３日（水）基調講演・パネルディスカッション
（ア）基調講演
a 「三つのポリシーの実質化に求められること」
立命館大学 教育開発推進機構 教授

沖

裕貴氏

b 「高大接続改革を問い直す」
東京大学 高大接続研究開発センター 教授

濱中淳子氏

c 「佐賀大学における学習成果の可視化と質保証の取り組み」
佐賀大学大学院 工学系研究科 教授

皆本晃弥氏

（イ）パネルディスカッション
・立命館大学 教育開発推進機構 教授

沖

・東京大学 高大接続研究開発センター 教授
・佐賀大学大学院 工学系研究科 教授
・コーディネーター

裕貴氏
濱中淳子氏

皆本晃弥氏

文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室
改革支援第二係長
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河本達毅氏

東京大学
高大接続研究開発センター
教授 濱中淳子氏

立命館大学
教育開発推進機構
教授 沖 裕貴氏

佐賀大学大学院 工学系研究科
教授 皆本晃弥氏

イ．８月２４日（木）分科会
・第１分科会（午前・午後）「データ分析演習」
〇講師

大正大学 質保証推進室ＩＲ・ＥＭセンター 助教

日下田岳史氏

・第２分科会（午後）「大学運営を担う人材の育成について」
〇講師

文部科学省 高等教育局 大学振興課 課長補佐

石川仙太郎氏

・第３分科会（午前・午後）「高大接続教育・入試改革を支える多面的評価のあり方」
〇講師

河合塾 教育イノベーション本部 開発研究職

成田秀夫氏

・第４分科会（午前・午後）「自分のキャリアは自分で作る～『上から目線』の成長術～」
〇講師

学校法人 工学院大学 総合企画部長

杉原

明氏

・第５分科会（午前）「スタッフ・ポートフォリオ作成ミニワーク」
〇講師

佐賀大学大学院 工学系研究科 教授

皆本晃弥氏

・第６分科会（午後） 「簡易版ティーチング・ポートフォリオ作成ミニワーク」
〇講師

佐賀大学大学院 工学系研究科 教授

皆本晃弥氏

・第７分科会（午前） 「ＰＢＬ等の問題解決型学修における自治体との関わりについて」
〇講師

東京薬科大学 生命科学部 教授
杏林大学 外国語学部 准教授

高橋勇二氏
古本泰之氏

明星大学 経済学部 特任教授 波田野匡章氏
八王子市 市民活動推進部 学園都市文化課長
〇コーディネーター

第１分科会（午前・午後）
大正大学 質保証推進室ＩＲ・ＥＭセンター
助教 日下田岳史氏

明星大学 キャリアセンター長

第２分科会（午後）
文部科学省 高等教育局 大学振興課
課長補佐 石川仙太郎氏
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山野井寛之氏
前原征司氏

第３分科会（午前・午後）
河合塾 教育イノベーション本部
開発研究職 成田秀夫氏

第４分科会（午前・午後）
学校法人 工学院大学 総合企画部長
杉原

明氏

第７分科会（午前）
東京薬科大学 生命科学部
教授 高橋勇二氏
杏林大学 外国語学部
准教授 古本泰之氏
明星大学 経済学部
特任教授波田野匡章氏
八王子市 市民活動推進部
学園都市文化課長 山野井寛之氏

第５分科会（午前）
佐賀大学大学院 工学系研究科
教授 皆本晃弥氏

第６分科会（午後）
佐賀大学大学院 工学系研究科
教授 皆本晃弥氏

コーディネーター
明星大学 キャリアセンター長
前原征司氏

②SD勉強会
FD・SD専門委員会では、大学・短大・高専の連携による資源の共有化と相互補完、効率的な
教育改革の推進のため、大学間連携によるFD・SD事業を企画運営している。
【開催日】平成２９年１１月３０日（木）
【会

場】八王子市学園都市センター

【参加者】９大学等
【内

第１・第２ギャラリーホール

１９名

容】

今回の勉強会は、筑波大学人間系障害科学域教授

竹田一則氏を講師としてお招きし、

「大学における発達障害学生への支援の現状とこれから～文科省検討会「第二次まとめ」
を踏まえて～」をテーマに開催された。
また、明星大学ユニバーサルデザインセンター

工藤陽介氏による「大学における発達障害

学生への支援のポイント～つまずきと対応方法について～」をテーマとした事例発表及びグル
ープディスカッションが行われた。
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（３）単位互換の推進
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、担当者会議を行った。
また、平成30年2月に拓殖大学が加盟し、平成３０年度から参加する
こととなった。
平成29年度の単位互換提供科目は138科目、履修者は27名
（昨年度は133科目、履修者25名）。
平成30年3月現在の加盟校は多摩美術大学、東京工科大学、
創価大学、サレジオ工業高等専門学校、ヤマザキ学園大学、
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、東京純心大学、杏林大学、明星大学、工学院大学、

単位互換履修生
募集ガイド

帝京大学、帝京大学短期大学、拓殖大学の計16大学等。
（４）大学の地域防災対策の推進
大学等防災対策連絡会
八王子地域に大規模災害が発生した場合に大学コンソーシアム八王子に加盟する大学等が相互
に応援を行う協定を円滑に運用するための担当者会議を開催した。会議では八王子市が取組む
防災対策に関する報告のほか、各大学等の備蓄状況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、各校の取組み状況や供給可能物資の内容などについて意見交換を行った。

【開催日】

平成29年11月1日（水）13時30分～16時30分

【会

八王子市学園都市センター

場】

【参加者】
【内

12大学等

第１セミナー室

12名

容】・防災への取り組みについて（八王子消防署）
・災害時用備蓄等の物資の供給等に関する相互応援協定について
・東部地区 協定に基づく備蓄品運搬訓練について（首都大学東京）
・防災への対応について（HUG（避難所運営ゲーム）の実施）
・各ブロック構成大学等による防災対策の意見交換について
・各ブロックからの報告

（５）大学施設の市民開放推進
大学コンソーシアム八王子加盟２５大学等の大学図書館・運動施設・教室等の開放状況について
調査し、市民が大学を身近に感じるよう、その結果を「大学施設の市民の方への開放状況一覧」に
まとめ、Webサイト上で公開した。

（６）加盟大学等による「まちづくり研究はちおうじ」への寄稿
八王子市都市戦略課発行論文集「まちづくり研究はちおうじ」における市制100周年特別企画
「大学コンソーシアム八王子加盟大学による地域研究・地域活動事例」として、加盟大学等による
地域連携の取組みを寄稿した。
【平成29年度寄稿内容】
・東京造形大学

「医療刑務所壁面アートプロジェクト」
現代造形創造センター 准教授 岩瀬 大地 氏

・首都大学東京

「みなみおおさまカフェ」
大学院 人文科学研究科 社会行動学専攻 社会福祉学教室
博士前期課程

岸本 尚大 氏 （担当教官：和気 純子 氏）
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（７）学生の就職活動を支援
新卒応援！多摩プロジェクト「合同企業説明会in八王子」
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。
【開催日】平成29年5月24日（水）
平成29年9月5日（火）
【会

場】京王プラザホテル八王子

【参加者】
・５月２４日（水）

参加者

９２名

参加企業

２３社

・９月

参加者

１２６名

参加企業

２３社

５日（火）

【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

・後援

公益財団法人東京都中小企業振興公社

日野市

八王子商工会議所

大学コンソーシアム八王子

公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩
一般社団法人首都圏産業活性化協会
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２．情報発信事業
（１）情報紙による情報発信
本年度から、情報誌の発行体制および内容を大幅に変更し、年2回の発行体制に変更した。
加盟２５大学等が７月以降に実施する児童向け講座やイベント等の情報を掲載した「まるごと
子どもキャンパス八王子」（情報誌vol.12）と学生企画事業補助金の取組を中心に、学生の
八王子地域における地域貢献活動等の情報を掲載した「まるごとキャンパス八王子

学生の

地域活動から見る学園都市」（情報誌vol.13）を制作した。
また、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」を八王子市
学園都市推進会議と共同で発行し、学生及び市民に学園都市八王子の魅力を広く周知した。
①情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」Vol.１２号
【発行日】平成２９年６月２３日（金）
【発行部数】30,000部
【主な内容】加盟大学等が７月以降に実施する児童
向け講座やイベント等の情報
【配布先】
・八王子市内公立小学校 全児童
・八王子市役所
・市民センター
・掲載大学等 13校
②情報紙「大学コンソーシアム八王子情報」Vol.１３号
【発行日】平成３０年３月３１日（土）
【発行部数】30,000部
【主な内容】学生企画事業補助金の取組を中心に、学生の
八王子地域における地域貢献活動等の情報を
掲載
【配布先】
・八王子市内の高等学校
・加盟２５大学等
・八王子市役所
・市民センター
③2018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」
【発行】大学コンソーシアム八王子
【制作・編集】八王子市学園都市推進会議
【発行日】平成30年４月１日（日）
※制作・編集は平成29年度中に実施
【発行部数】４０,０００部
【主な内容】八王子人気スポット巡り
大学コンソーシアム八王子の事業紹介
大学コンソーシアム八王子加盟２５大学・短大・高専情報
新生活得々情報
【配布先】
・大学コンソーシアム八王子加盟２５大学等
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（２）インターネットによる情報発信
新規記事や各事業内容をよりわかりやすく紹介するとともに、昨年開始した
Facebookに加えて、Twitter による効果的な情報発信を開始した。
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３．学生活動支援事業
（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
学生委員会主催「第１２回★学生天国★」と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２０１７」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。
①八王子地域合同学園祭
【主

催】

第１２回★学生天国★の共催

八王子学生委員会

【開催日】

平成２９年５月１４日（日）

【テーマ】

前進

【会

場】

ＪＲ八王子駅北口西放射線ユーロード及び
三崎町公園・中町公園・横山町公園

【参加者】

学生

【内

学生の地域活動紹介、大学等紹介企画エリア

容】

６１４名、４２団体

（来場者

約３３,０００名）

ステージ企画エリア、目的別企画エリア
②八王子地域合同学園祭
【主

催】

ビッグウエスト学生フェスティバル２０１７の共催

八王子市学園都市推進会議

【開催期間】

平成２９年５月１４日（日）～２８日（日）

【会

八王子市学園都市センター、八王子市民球場、エコ・フットサル・パーク八王子、

場】

高尾スターレーン
【参加者】

学生

【内

書道展、美術展、軟式野球大会、お茶会、学生落語会、フットサル大会、写真展、

容】

２０大学等４０７名、市民

４０名

（来場者

1,063名）

大学生国際交流ボウリング大会、学生音楽祭
③第３８回八王子いちょう祭り
【主

催】

【開催日】

学生広場の運営支援

八王子学生委員会
平成２９年１１月１８日（土）９時～１７時
平成２９年１１月１９日（日）９時～１６時３０分

【会

場】

【参加者】

第３８回八王子いちょう祭り「学生広場」（原宿ふれあい広場）
・はちおうじ学園都市づくりクイズコーナー

４３１名

・箱根駅伝出場校への応援メッセージ募集コーナー
【内

容】

４３１名

学生によるパフォーマンス・展示のほか、八王子市学園都市推進会議による
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。

12

（２）学生企画事業補助金
大学コンソーシアム八王子加盟２５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、８大学９団体の企画事業が採択された。成果報告会には、学生と連携した地域住民の方にも

ご参加いただき、口頭発表・ポスターセッションを通じて、学生の活動を地域がどう評価したのか、
学生にとってどんな学びにつながったのか、などについて意見交換したことで、地域と大学との相互
理解が深まった。
①採択団体
団体名

タイトル

助成金額

ヤマザキ学園大学
動物機能形態学研究室

大学生によるホネホネ教室第２弾
～里山の動物たち・触ってみよう本物のホネ！～

法政大学
＠団地

みんなで日曜大工プロジェクト！
～空き店舗を再生した新しい居場所作り～

創価大学
理工学部丸田ゼミ

八王子特産高月清流米の米ゲルを利用した八王子を代表する
加工食品の開発(八王子特産米の加工法と製品の開発による
地域活性化)

首都大学東京
FINALFLASH

みんなで踊ろう！ダンス教室で地域国際化

東京工科大学
Eamor + LALI

Made in 八王子で映画を作ろう

100,000円

東京造形大学AR班

八王子ARスタンプラリー

100,000円

71,000円

100,000円

創価大学法学部
Teamまちづくりβ班

Culture Center for Children(3C)

12,870円

多摩大学 経営情報学部
梅澤佳子ホームゼミナール

世代間交流八王子駅前サロンプロジェクト

37,000円

合計

②成果報告会
【開催日】平成３０年２月１６日（金）
場】八王子市学園都市センター

イベントホール

【参加者】115名
【内

100,000円
73,000円

サレジオ工業高等専門学校
ロボット教室2017 in サレジオ
機械電子工学科 学科プロジェクト

【会

100,000円

容】口頭発表…学生と連携した地域住民の方も含めた発表
ポスターセッション
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693,870円

４．産学公連携事業
（１）学生発表会の開催
第９回大学コンソーシアム八王子学生発表会
学生発表会は、大学コンソーシアム八王子に加盟する大学・短大・高専
で学ぶ学生が一堂に会し、日頃の学びの成果や地域への提案などを発表す
るもので、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を目的に開催している。本年度は、
文理融合分野となる農業セッションをＪＡ八王子に審査の協力をいただき、
実施した。また、地域への提案などの中から市長に直接提案を行う「学生
が八王子市長に直接提案！～最終選考会～」も実施した。
【開催日】平成２９年１２月９日（土）・１０日（日）
【会 場】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
【発表件数】１７４件
・１２月９日（土）

口頭発表８６件、ポスター発表４７件、展示発表８件

・１２月１０日（日） 口頭発表２５件、学生が八王子市長へ直接提案～最終選考会～８件
【参加者】約７００名
【教育講演】（有識者による講演）
講演タイトル
八王子の先端情報技術
～過去、現在、そして未来～

講師（敬省略）
檜山竹生

所属
株式会社エイビット代表取締
役社長
CEO

【受賞者一覧】
・口頭発表 優秀賞
発表タイトル

代表発表者名

学校名

癌ゲノムDNA簡易検出法の開発

高 夏海

東京工科大学

センサーネットワークにおける受信システムの
改善と可視化

厨 裕紀

サレジオ工業高等専門学校

VRを用いた英語学習教材の開発

合津 大地

サレジオ工業高等専門学校

視覚障がい者のための理科測定実験支援システム
小牧 瑛一
の開発

東京工業高等専門学校

桑の実野生酵母を用いた桑ワインの醸造

廣松 真登

創価大学

Ar+イオンプラズマ処理によるPTFEの表面改質

家坂 昂希

工学院大学

絵を描かない人に向けた画材

水野 遥香

サレジオ工業高等専門学校

新村 勇気

工学院大学

丸山 雄暉

工学院大学

大島 穂高

サレジオ工業高等専門学校

藤原 小夏

サレジオ工業高等専門学校

小松 健吾

工学院大学

Smile Moreプロジェクト

齋藤 彩音

創価大学

八王子ぎゅぎゅっとカー

山本 百華

創価女子短期大学

中小企業の魅力を留学生に発信！

伊藤 大貴

創価大学

音場浮遊液滴に生じる微粒化挙動および凝集挙動
の実験的検討
小型ロボットアームを用いた横型放電加
工機の開発
コッククロフト-ウォルトン回路の電流増
大に向けた一提案
幼児・児童に楽しいトイレの環境を与え
る
焼結金属切削時における樹脂含浸の工具
磨耗軽減効果
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・ポスター発表 優秀賞
発表タイトル
ブタ酸性ほ乳類キチナーゼは，消化器系
条件下でプロテアーゼ耐性を示す
フミン酸の与える銅イオン生態毒性の緩
和効果
蛇行する移動体を想定した非接触給電に
おけるコイル形状の検討
DNAメチル化反応を触媒するリボザイム
の探索
異型形状アルミニウム合金鋳物を対象と
した間接加熱炉の温度制御に関する検討
ポリマーブラシによる接着に関する基礎
研究

代表発表者名

学校名

田畑 絵理

工学院大学

鈴木 大輔

東京工業高等専門学校

小山 和洋

サレジオ工業高等専門学校

初鹿 裕美

東京工科大学

小山 輝

サレジオ工業高等専門学校

野中 健介

工学院大学

・展示発表 優秀賞
発表タイトル
研究的な取り組みをデザインの力で社会
とつなげる

代表発表者名
竹内 美樹

学校名
サレジオ工業高等専門学校

・口頭発表 準優秀賞
発表タイトル
溶媒和イオン液体及びこれを希釈するハイドロ
フルオロエーテルとの混合時における液体物性
レイトレース法を用いた直線廊下での移動体
によるマルチパス電波伝搬特性の実証

代表発表者名

学校名

高橋 圭太朗

工学院大学

吉村 拓也

東京工科大学

児童・学生に向けた防災ずきん

大矢 美幸

サレジオ工業高等専門学校

脳波によるドローン制御への探索的検討

居野家 康平

明星大学

水耕栽培による低カリウム野菜の開発

藤田 茉知佳

創価大学

Mg空気電池の構成要素である炭素の電気特性

吉村 敬之

サレジオ工業高等専門学校

アパートに向けた宅配ボックスについて

中山 小雪

サレジオ工業高等専門学校

ラジコン用スポンジタイヤの改良技術開発

大村 彗

工学院大学

土壌センサの防食に関する一検討

中條 大輝

サレジオ工業高等専門学校

IHクッキングヒータにおけるAC-AC直接変換器
の回路動作

辻 涼太

サレジオ工業高等専門学校

感性情報と文字デザイン

山谷 千秋

サレジオ工業高等専門学校

コランダム構造酸化ガリウムソーラーブ
ラインド光検出器の開発

力武 健一郎

工学院大学

自転車販売店の課題解決を目指して

野口 堅太

創価大学

八王子HALLOWEEN FESTA

小川 晃

拓殖大学

・ポスター発表 準優秀賞
発表タイトル
八王子特産高月清流米の加工技術の研究
と加工製品の開発
PVモジュール全面における磁界強度分布
の解明
浙江省・杭州市を紹介するためのサマー
シーズン用ガイドブック

代表発表者名

学校名

川底 瑠華

創価大学

伊藤 開

サレジオ工業高等専門学校

夏 小鋭

拓殖大学

圧電素子を用いた発電床の発電量評価

吉川 勇太

明星大学

電力消費がない感熱弁を用いた自動散水による
PVモジュールの発電量向上に関する検討

岩下 真輝

サレジオ工業高等専門学校

Drone配送によるGHGの削減効果

桜井 慶太郎

工学院大学
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・展示発表 準優秀賞
発表タイトル

代表発表者名

ソーラーバイクレース 2017 in 浜松

杉山 大季

学校名
サレジオ工業高等専門学校

【学生が八王子市長へ直接提案！～最終選考会～】
・最優秀賞
発表タイトル

代表発表者名

みんなで見守る外国人児童 in Hachioji

藤木 梨花

学校名
創価大学

・優秀賞
発表タイトル

代表発表者名

学校名

新鮮野菜のICT路地販売「八王子万農王国」

原田 颯麻

東京工科大学

八王子発「省力型」人材マッチング制度の提案

長谷川 貴一

杏林大学

・特別賞
発表タイトル
畑シェアリング

代表発表者名
清本 翔太

学校名
創価大学

・奨励賞
発表タイトル

代表発表者名

学校名

留学生の輝ける街 八王子へ

浅利 亮太

拓殖大学

高尾山着せ替え作戦

小岩 真生

杏林大学

路線バスの利用者予測モデル研究に基づく八王子
中振 昇
市のスマートコミュニティ化に向けた提言

工学院大学

Road to Mt.TAKAO

拓殖大学

口頭発表（学生が八王子市長へ
直接提案～最終選考会～）

若林 巧哉

ポスター発表
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表彰式

（２）八王子学生ＣＭコンテスト
学生ならではの視点で八王子市の魅力を３０秒の動画ＣＭにした作品
を募集するもので、八王子が持つ多様な魅力を学生が知るとともに、地域
に愛着を持つきっかけとなることを目的として開催した。
【開催日】平成３０年１月２８日（日）
【会 場】八王子市学園都市センター イベントホール
【応募作品数】２６作品（１０大学２４名）
【観客数】１４０名
【審査員】株式会社 電通 第１CRプランニング局 局長補 岡野敏之氏
株式会社ぴえろ ファウンダー 布川郁司氏
八王子市長 石森孝志
【協賛企業】オリンパス株式会社
【共 催】八王子市
【協 力】日清食品株式会社
多摩信用金庫
株式会社ジェイコム八王子
たまりば編集部（ジェイ・ライン株式会社）
【受賞一覧】
賞

作品名

最優秀賞
八王子市長賞
審査員賞
審査員賞
観客賞
特別賞
特別賞
奨励賞

学校名

八王子って、かっこいい。
女子会in八王子
八王子の虜になりました。
8年Ｏ組 八王子先生
気軽に行けるぜ！高尾山
空を見上げれば
next 八王子→
とってもすごいぞ八王子

首都大学東京
創価女子短期大学
東京造形大学

受賞者（敬省略）

臼井 奎太
チーム メガラッキー

やまとみずうみ。
デジタルハリウッド大学 HACKA
東京造形大学
HHTK Lab.
東京工科大学
鈴木 沙織
東京造形大学
加藤 雪乃
工学院大学
谷垣 遼介

（３）大学による地域貢献活動を展開
①八王子まつり山車曳き体験（大学等連携部会 留学生ワーキンググループとの共同）
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、
２町会の山車曳きにのべ13名の学生が参加した。また、山車曳き体験前に、
八王子まつりに関する事前説明を行った。

【開催日】平成２９年８月５日（土）・６日（日）
【会 場】八幡上町会、本町連合町会の山車巡行範囲
【参加者】ア．平成２９年８月５日（土）
・本町連合町会（昼）：帝京大学 ３名
・八幡上町会（昼） ：法政大学 ４名
イ．平成２９年８月６日（日）
・八幡上町会（夜） ：法政大学 ２名
・八幡上町会（夜） ：多摩大学 ４名（留学生）
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②ボランティア参加認定
大学コンソーシアム八王子が共催する「学生天国」にボランティア
として参加した学生に、地域貢献活動証明書を発行した。

③ワークショップの開催
八王子の農業従事者、６次産業事業者、行政から話題を提供いただき、
八王子の都市農業が抱える問題点について、学生と一緒に考えるワーク
ショップを実施した。
【開催日】平成３０年２月１日（木）
【会 場】八王子市学園都市センター 第３・４セミナー室
【参加者】約２０名（７大学等）
【話題提供】
講演タイトル
マクロ的な視点から見た八王子の農業

講師（敬省略）
音村昭人

所属
八王子市産業振興部 農林課長

八王子市の農業の課題 -農業従事者の視点から- 澤井孝行

八王子市農業協同組合 理事

６次産業の事例紹介
-八王子発の６次産業企業の視点から-

株式会社エー・ピーカンパニー
人材開発本部 人材開発部

田中祥恵

（４）「八王子がわかる事典」の精査と公表
大学コンソーシアム八王子加盟大学等の教員が執筆した、八王子地域に関する多様な分野の
調査や研究の成果「八王子がわかる事典」を精査し、アーカイブとして公開するための準備を
開始した。
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５．生涯学習推進事業
５．生涯学習推進事業
（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２９年度八王子学園都市大学講座開設などの実績
【年間開講講座数】２９６講座（前期 １５２講座 後期 １４４講座）
【受講者数】

６,１７３名

②前期開講講座
【募集期間】平成２９年３月１日（水）～平成２９年７月１５日（土）
【開講期間】平成２９年４月～平成２９年８月
【開講状況】一般講座１２１講座 受講者数１,１７２名
公開講座 ３１講座 受講者数２,１０２名
③後期開講講座
【募集期間】平成２９年７月１５日（土）～平成３０年１月１５日（月）
【開講期間】平成２９年９月～平成３０年３月
【開講状況】一般講座１１４講座 受講者数１,２１５名
公開講座 ３０講座 受講者数１,６８４名
※平成30年3月5日現在

６．外国人留学生支援事業
（１）留学生同士や日本人学生・地域との交流促進
①八王子まつり山車曳き体験（産学公連携部会と共同）
日本伝統文化の一つである八王子まつりを体験し、日本文化及び八王子の文化を
学ぶことにより、相互理解の一助となることを目的に実施した。
【開催日】 平成２９年８月６日（日）
【会 場】 八幡上町会 八王子市八幡町８－１４
【参加者】 多摩大学 ４名（出身国：中国）

②留学生座談会
留学生対策ＷＧに参加する大学の留学生が集い、留学生の考えや課題の整理を行うために
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。
【開催日】 平成２９年１１月２９日（水）
【会 場】 八王子市学園都市センター ギャラリーホール
【参加者】 ６名（明星大学 １名、杏林大学 １名、拓殖大学 ２名、中央大学 ２名、１企業）
【テーマ】 「留学生の就職事情 ～現役留学生とOB・OGとの意見交換～」
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（２）教職員を対象とした「勉強会」の開催
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
ついて、その分野の専門家を招いて勉強会を実施した。
①第１回
【開催日】 平成２９年６月１２日（月）
【会 場】 八王子市学園都市センター 第１セミナー室
【参加者】 ３５名（１１大学等、６企業・団体）
【テーマ】「留学生のキャリア支援」

②第２回
【開催日】平成２９年１２月１５日（金）
【会 場】八王子市学園都市センター 第５セミナー室
【参加者】１３名（１０大学、１団体）
【テーマ】「留学生に係るリスクマネジメントについて」
【講 師】首都大学東京 国際推進担当部長 島田達之氏

（３）留学生の住居支援策の研究
①創価大学国際寮見学会
【開催日】 平成２９年１０月２５日（水）
【会 場】 創価大学 滝山国際寮
【参加者】９名（４大学、２団体）
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７．その他の取組み
７．その他の取組み
（１）「第１４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ＰＲ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。
【開催日】 平成２９年１０月７日（土）・８日（日）
【会 場】 沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）
【参加者】 ２６３名
【テーマ】 大学コンソーシアムとボランティア
【内 容】
ア．基調講演「世界の平和と開発を推進するユースボランティア」
・国連ボランティア計画(UNV) 事務局長 オリバー・アダム氏
イ．講演Ⅰ「みんな地球に生きるひと」
・歌手・教育博士 アグネス・チャン氏
ウ．講演Ⅱ「OIST と日本の将来について」
・沖縄科学技術大学院大学 学長 ピーター・グルース氏
エ．ポスターセッション
オ．シンポジウム「大学コンソーシアムとボランティア」
シンポジスト
・国連ボランティア計画(UNV) 事務局長 オリバー・アダム氏
・歌手・教育博士 アグネス・チャン氏
・大阪大学 名誉教授 国際ボランティア学会 会長 中村安秀氏
・UNICEF （国連児童基金）東京事務所代表 木村泰政氏
・公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長
布村幸彦氏
・関西学院大学社会学部 4 年生 国連ユースボランティア 今井絢一氏
カ．情報交換会
キ．分科会
・第１分科会「持続可能な発展と環境法政策」
・第２分科会「ボランティアリズムによる人づくり」
・第３分科会「産学の「連携」から「共創」へ」
・第４分科会「地域貢献とボランティア」
・第５分科会「災害時に活躍できる学生ボランティア育成の現状と展望
京都、 田における鋊災教育の取り組み事 から 」

シンポジウム

ポスターセッション

沖縄科学技術大学院大学 視察
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（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．27「共催事業取扱要綱」参照）
共催名称等
ビッグウエスト学生フェスティバル
2017

内

容

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２９年５月１４日（日）～

参加者 １，０６３名

平成２９年５月２８日（日）

会 場 八王子市学園都市センターほか

申請者 八王子市学園都市推進会議
八王子地域合同学園祭

目 的 八王子市の学園都市づくりを推進する「大学コンソーシアム八王子」

第１２回★学生天国★

との共催により、本事業の周知を充実させ、市民の理解向上と側面

平成２９年５月１４日（日）

的支援を得たい。学生による、日頃の活動の発表や学生団体による

申請者 八王子学生委員会

ステージパフォーマンス。学生同士・また学生と市民の交流を促進
することで、学園都市八王子の魅力を発信する。
参加者 ４２団体６１４名（来場者 約３３，０００名）
会 場 西放射線ユーロード及び三崎町公園、中町公園、横山町公園

新卒応援!多摩プロジェクト
「第２回合同企業説明会in八王子」

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きるプレ
マッチングの場として､参加企業２０社程度の合同企業説明会を開催する。

平成２９年５月２４日（水）

参加者 ９２名 参加企業 ２３社

申請者 （公財）東京しごと財団

会 場 京王プラザホテル八王子

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の直接交流の場を提供することにより、

「第４回合同企業説明会in八王子」

企業への理解を深めるとともに、早期の就職活動の役にたつよう業種・

平成２９年９月５日（火）

職種研究につなげる。

申請者 （公財）東京しごと財団

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､参加企業
２０社程度の合同企業説明会を開催する。
参加者 １２６名 参加企業 ２３社
会 場 京王プラザホテル八王子

研修会「LMS上のコース設計とe

目 的 eラーニングは、学習管理システム上で実施される。LMSとして

ラーニング共通基盤の利用方法

Moodleを使い、その機能について学び、フォーラム、資料提示、

in 山梨」

コース設定を行う。教育現場では、教員のICTスキルの向上は必須

平成２９年９月２０日（水）～

である。

平成２９年９月２１日（木）

参加者 ３０名

申請者 佐賀大学全学教育機構

会 場 山梨大学甲府キャンパス情報メディア館２F

（３）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
承認をした。（Ｐ．29「後援名義使用取扱要綱」参照）
後援名称等

内

容

映画「みんなの学校」上映会＆木村泰目 的 障害の有無に関係なくすべての人々が安心して暮らせる街にする
子先生・星山麻木先生の講演会

ため、今以上に教育（学校）に関心を持っていただくため。

みんなでつくる！みんなの学校！

参加者 ３８７名

平成２９年４月２３日（日）

会 場 北野市民センター

申請者 八王子市立中学校PTA
連合会
第１６回八王子古本まつり
平成２９年５月３日（祝水）～

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、もって
地域の活性化と憩いの場をつくる。

５月７日（日）

参加者 ５５,０００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
八王子NPOフェスティバル

目 的 市民活動を「知る、楽しむ、参加する」をコンセプトに、５月を

～協働のまち八王子を目指して

NPO月間とし、ユーロードでのブース出展やステージパフォーマン

平成２９年５月１日（月）～

ス、八王子の文化・歴史を訪ねる4コースのまち歩き、未来に向けた

５月３１日（水）

言葉を提言・発言しようと市民や団体が集まった「NPO八王子会議」

申請者 八王子NPOフェスティバル
実行委員会

等を開催した。
参加者 １２，０２７名
会 場 ユーロード、労政会館・南大沢文化会館 他
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第６回医薬工３大学包括連携推進

目 的 医学、薬学、および工学分野の私立大学として長い歴史と高い実機

シンポジウム

を持つ３大学が、”医薬工連携”を積極的に推進する。

平成２９年６月１７日（土）

参加者 １００名

申請者 東京薬科大学

会 場 東京薬科大学

第３回創価大学教育フォーラム

目 的 「高大接続と大学教育」をテーマに「変わる中等教育」「習得・活用・

（第１５回FDフォーラム）

探求の学力を育てる」について講演、高校の取組みから大学は何を学ぶ

平成２９年７月１５日（土）
申請者 創価大学

かを確認
参加者 ８３名
会 場 創価大学 中央教育棟

第７回ヤマザキ動物愛護シンポジウム 目

「動物愛護と青少年の教育を考える」

的 青少年に、ヒトとコンパニオンアニマルの関係を通して「生命の尊さ」
を学んでいただく機会とする

～動物たちが教えてくれること～

参加者 ７０８名

平成２９年７月１７日（祝月）

会 場 有楽町朝日ホール

申請者 ヤマザキ学園大学
平成２９年度「ヤマザキ学園大学
主催 子ども体験塾」
平成２９年８月８日（火）
申請者 ヤマザキ学園大学

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学ぶ場所を提供
する。デモンストレーションを行いヒトと動物の絆を深める。
参加者 ２２３名（小学生１１９名、保護者１０４名）
会 場 ヤマザキ学園大学 南大沢キャンパス

第２４回工学院大学わくわく
サイエンス祭 科学教室

目 的 若者の科学に対する興味を奮い起こすとともに、支援参加する学生・
諸君に対する教育プログラムとして位置付け「科学教室」を開催する。

平成２９年８月２６日（土）～

参加者 ７，１３０名

８月２７日（日）

会 場 工学院大学八王子キャンパス、附属中学校・高等学校キャンパス

申請者 工学院大学
桜美林大学大学教育開発センター

目 的 学生ＦDは全国の大学に普及しつつあるが本学ではまだ行われてい

公開シンポジウム

ない。またこの活動の認知度も低い状況がある。学生FDが大学改革

平成２９年９月１２日（火）

にどのような観点から有益なのか、参加者と共に考えるシンポジ

申請者 桜美林大学

ウムを開催する。
参加者 ７２名
会 場 桜美林大学

市制１００周年記念事業

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、

第９回青年ライブステージ

ダンス、パントマイム、漫才等のパフォーマンス発表会

平成２９年９月２４日（日）

を実施。

申請者 八王子市教育委員会

参加者 ６７４名
会 場 八王子市生涯学習センター（クリエイトホール）

第１７回八王子古本まつり
平成２９年１０月６日（金）～

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、もって
地域の活性化と憩いの場をつくる。

１０月１０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

委員会
東京高専deサイエンスフェスタ
２０１７

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関す
る興味・関心と知的探求心の育成及び地域産業への理解。

平成２９年１０月２１日（土）～

参加者 ２，５０７名

１０月２２日（日）

会 場 東京工業高等専門学校

申請者 東京工業高等専門学校
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ヤマザキ学園創立５０周年記念

目 的 ヒトもペットも高齢化が進む現代社会において、最期まで「歩く」

第７回公開講座「ヒトがイヌと歩く

ということは、それぞれのQOLの向上にどのように繋がるか本講

ということ ～ウォーキングでQO

演とパネルディスカッションを通して考察する。

L（生活の質）を向上させる～」

参加者 ９７名

平成２９年１１月５日（日）

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
留学生のための就職支援セミナー
平成２９年１１月２６日（日）
申請者 八王子国際協会

目 的 我が国または八王子市の企業に就職を希望する外国人留学生の就
職支援、各大学に対する側面支援及び、八王子市に本社・事業所が
ある企業の採用活動の支援に資する。
参加者 １６名
会 場 八王子スクエアビル12階 第5セミナー室

東京純心大学 クリスマス・チャリ

目 的 本学の伝統あるパイプオルガンやグレゴリオ聖歌の演奏を通して、

ティオルガンコンサート２０１７

市民の皆様にクリスマスの心温まるひと時を提供すること。また、

平成２９年１２月１６日（土）

東日本大震災被災地支援のためのチャリティーコンサートとして、

申請者 東京純心大学

来場者の支援のお気持ちを被災地に届ける。
参加者 ５００名
会 場 東京純心大学 江角記念講堂

２０１７年 第５回八王子Short
Film映画祭

目 的 新人映画人の発掘、学生の未来の応援および八王子の町おこしに向けて
貢献する。

平成２９年１２月２日（土）

参加者 ４５０名

申請者 第５回八王子ShortFilm

会 場 八王子日本閣

映画祭実行委員会
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８．各種会議の開催報告
部会・ＷＧ名

運営委員会
大学等連携部会

小中高大連携ＷＧ

ＦＤ･ＳＤ専門委員会

留学生対策ＷＧ

市民･学生連携部会

産学公連携部会

八王子学生CM
コンテストＷＧ

構成大学等

開催日

・運営委員会：
工学院大学・東京工業高等専門学校
杏林大学・多摩美術大学・創価大学・中央大学
東京工科大学・首都大学東京
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・大学セミナーハウス・
八王子市学園都市文化ふれあい財団・八王子市
・大学等連携部会：加盟２５大学等・八王子市

①平成29年5月22日（月）
②平成29年9月26日（火）
③平成29年12月25日（月）
④平成30年3月16日（金）

工学院大学・明星大学・東京工業高等専門学校・東京純心大学 ①平成29年6月27日（火）
多摩美術大学・創価大学・創価女子短期大学・東京薬科大学 ②平成29年9月28日（木）
拓殖大学・日本文化大学・東京家政学院大学
③平成29年12月18日（月）
サレジオ工業高等専門学校・八王子市

工学院大学・明星大学・杏林大学・創価大学
東京薬科大学・首都大学東京・東京家政学院大学
桜美林大学・八王子市

東京工業高等専門学校・杏林大学・多摩美術大学
創価大学・創価女子短期大学・拓殖大学・中央大学
首都大学東京・山野美容芸術短期大学
デジタルハリウッド大学・多摩大学・八王子市

①平成29年4月17日（月）
②平成29年6月6日（火）
③平成29年8月10日（木）
④平成29年10月23日（月）
⑤平成30年1月19日（金）
⑥平成30年2月13日（火）
⑦平成30年3月6日（火）

①平成29年6月12日（月）
②平成29年10月2日（月）

①平成29年6月7日（水）
②平成29年6月22日（木）
③平成29年9月15日（金）
④平成29年11月28日（火）
⑤平成30年1月10日（水）

八王子市学園都市推進会議
八王子学生委員会
八王子市

工学院大学・明星大学・東京工業高等専門学校
帝京大学・東京造形大学・東京純心大学・杏林大学
創価大学・創価女子短期大学・東京薬科大学・拓殖大学
日本文化大学・法政大学・東京工科大学
山野美容芸術短期大学・ヤマザキ学園大学
サレジオ工業高等専門学校・デジタルハリウッド大学
多摩大学・八王子商工会議所・八王子市

①平成29年4月20日（木）
②平成29年5月18日（木）
③平成29年6月15日（木）
④平成29年7月20日（木）
⑤平成29年9月21日（木）
⑥平成29年10月19日（木）
⑦平成29年11月16日（木）
⑧平成29年12月21日（木）
⑨平成30年1月18日（木）
⑩平成30年3月1日（木）

①平成29年6月13日（火）
②平成29年11月20日（月）
③平成30年1月15日（月）
④平成30年3月7日（水）

東京造形大学・多摩美術大学・東京工科大学
デジタルハリウッド大学・八王子市
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単位互換協定校連絡会

生涯学習推進部会
（学園都市大学
運営委員会）

多摩美術大学・東京工科大学・創価大学
サレジオ工業高等専門学校・ヤマザキ学園大学
東京家政学院大学・東京工業高等専門学校
山野美容芸術短期大学・東京造形大学・東京純心大学
杏林大学・明星大学・工学院大学

加盟２５大学等
八王子市学園都市文化ふれあい財団・八王子市
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平成30年1月11日（木）

①平成29年5月26日（金）
②平成29年9月15日（金）
③平成30年1月26日（金）

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
大学コンソーシアム八王子後援名義使用取扱要綱
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

のとする。
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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