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平成３０年度事業計画 

 

【創設の理念・目的】 

広域多摩地域を中心に大学が核となって大学・行政・企業・団体等との協働を通して、教育を柱に 

地域の活性化、調査・研究開発、情報提供、交流促進、大学間連携等を実践し、もって、地域の発展 

はもとより、わが国の教育の改善・発展と社会貢献に寄与する。 

本計画は将来構想検討審議会より平成２０年１１月に提出・採択された答申書を基本とする。 

 

Ⅰ．公益目的事業 

第Ⅰ事業：大学間連携事業 

大学間連携を深化させ、連携組織間の戦略的連携を進める 

１．単位互換事業〔継続〕 

加盟大学の学生に対する教育の充実を図るため、他の大学・短期大学において修得した授業科目 

の単位を自大学の単位として修得したものとみなされる制度の実施。 

（実施項目） 

（１） 加盟大学から提供される科目による単位互換、企業等から提供される提携講座 

 開催予定校 

玉川大学・拓殖大学・創価大学・帝京大学・明星大学・多摩大学 

２．学生教育ボランティア〔休止〕 

加盟大学の学生の中で、教員志望者やボランティア活動に興味のある学生を多摩地域の小・中学 

校や特別支援学校に派遣し、授業や課外活動の補助、遠足の付き添い、プールの指導などを行い、 

「お兄さん、お姉さん先生」として活動する。 

（検討項目） 

（１）他機関との連携による養育家庭等への教育ボランティなどの実施を検討する。[短期計画] 

 

３．多摩未来奨学金〔継続〕 

  本奨学金制度は全国に先駆けて「企業合同による給付型奨学金制度」として平成 25年度に発足 

し、現在まで 4期生を含めて採用奨学生は 87名である。 

5期生は平成 30年度に募集し、奨学金としての色合いを濃くして経済的に修学困難な学生の勉学 

を後押ししつつ、多摩地域の企業や行政との接点を密にして優秀な奨学生が知見を深め、多摩 

地域に強い愛着を育むことを目的とする。 

（実施項目） 

（1）前年 12月から新制度の告知を始め、関係者への説明会を実施する。 

(2) 募集期間を 3月～5月上旬とし、書類審査と面接審査をして 6月上旬に採用者を決定する。 

(3) 採用した奨学生はネットワーク多摩のイベントに全員が参加協力をする。 

(4) 奨学生の応募、協賛企業・団体、および寄附金の拡大に努める。 

（委員会） 

（1）多摩未来奨学金審査委員会（5期生の採用判定を行う） 



 

(2) 多摩未来奨学金評価委員会（新制度に改組を予定する） 

(3) 多摩未来奨学金委員会（事案があれば召集） 

（コーディネーター） 

(1) これまでのコーディネーター制度は解散し、5期生向けのコーディネーターを検討する。 

（実施スケジュール） 

2月  新奨学金制度の説明会 

3月  募集開始 

4月  募集期間 

5月  募集締切(5/7)、書類審査、面接審査、採用判定 

6月  交付式準備日(6/2)、奨学金交付式・多摩未来創造フォーラム参加(6/9) 

8月  経営者との懇談会（会食） 

9月  まちづくり・ものづくりコンペ選考会参加(9/8) 

10月  政策スクール参加 

12月  まちづくり・ものづくりコンペ本選参加(12/15) 

1月  修了式 

 

４．就職支援事業〔継続〕 

  加盟大学の学生、多摩地域に在学する学生を対象に加盟企業、加盟行政に対して就職支援を 

斡旋し、多摩地域に活力ある人材育成の拡充と魅力ある地域の発展を目指す。各事業のイベント 

を通して大学、企業、行政と連携して就業力のある事業を継続して行う。 

（実施項目） 

（１）多摩の学生まちづくり・ものづくりコンペティションでのマッチングを行う。 

（２）求人情報を賛同企業から情報収集し、加盟大学就職担当部門に周知する。 

（３）加盟大学のキャリアセンターに就職窓口を開設し個別就職採用相談を行う。 

（４）東京しごとセンター多摩などと連携し、合同就職説明会開催や求人情報を周知する。 

（５）学生の就業力育成支援「ワークプレイスメント」の情報を大学に配信する 

（６）協賛企業の協力を得てインターシップの実施支援を行う。 

 

５．学生生活支援事業〔継続〕 

  加盟大学の新入生、在校生を対象に初めてひとり暮らしをする学生や保護者の方の不安を取り 

除くため安心して暮らせる住居の紹介、医療機関情報のほかエリア毎の緊急避難場所など公共 

サービス、地域情報、先輩学生アドバイザーによる相談会の実施など、多摩地域で安心して 

学べる環境を提供するためのサポートの実施。 

（実施項目） 

（１）新入生対象の一人暮らし相談会・説明会を加盟大学のオープンキャンパスや入試相談会で 

開催する。 

（２）新入生・在校生対象の「一人暮らしの学生のトータルケア（①住居情報 ②加盟行政が 

提供する地域生活情報 ③学生による学校情報やアルバイト支援）」をＡＧＯＲＡ立川で 

開催する。 



 

（検討項目） 

（１）学生生活実態調査を通じて学生ニーズを把握し学習環境整備事業を検討する。 

 

６．第 5回多摩の学生まちづくり・ものづくりコンペティション 2018〔継続〕 

多摩地域で活動する学生を対象とした「多摩の持つ地域資源を発見・活用して、多摩の未来を 

創造する事業。多摩地域の「まち」をフィールド調査して若者の視点や感性を活かした今ある 

多摩地域の魅力を発信できる企画や今までにない多摩地域の新しい価値を創造して、多摩地域が 

抱える課題を克服することで未来に活力を与えることができる「実践的」試みの提案を募集し 

表彰する。 

（実施項目） 

（１）多摩地域でフィールドワークを実施している学生団体を募集し表彰する。 

（実施スケジュール案） 

    9月 8日（土） 選考会：会場未定 

   12月 15日（土） 本 選：会場未定 

   ※加盟企業・機関からスポンサーを募集し各会場で各企業の PRブース設定を行い、学生との 

    交流を図りお互いの深耕を強化する。 

７．加盟大学への講座等の提供〔休止〕 

喫緊の課題である大学教育改革の一環としてＰＢＬ（プロジェクト・ベースド・ラーニング）や 

学生の教室外学修インターンシップなどにより、激変する社会情勢、産業構造に対処する知的 

構想力並びに時代を切り拓く人材の育成が求められている。（平成２４年８月中教審答申） 

   これらに対する施策のひとつとして大学生に企業などの技術製造部門、宣伝広告、金融などの 

経営者、責任者などに大学で講義いただき、社会人像、企業での成功事例・失敗事例などを 

学修し、大企業はもとより、地域中小企業などへの企業理解を深め、社会、企業とのミスマッチ 

を解消する。この目的のため、加盟大学に講座などを提案していく。 

（検討項目） 

（１）加盟大学の要望により同様な目的のためのオーダーメイドな事業を推進する。[短期計画] 

 

８．全国大学コンソーシアムの展開〔継続〕 

  全国大学コンソーシアム協議会の運営に参加し「研究交流フォーラム」の実施や本法人が取り 

組む事業活動の報告、研究発表などを行う。また、各地域大学コンソーシアムの取組事例など 

から、各地域大学コンソーシアムが抱える課題などの収集を行う。 

（実施項目） 

（１）平成３０年度第１５回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムに参加し、本法人の 

活動ＰＲ及び他の大学コンソーシアムの活動内容の情報収集。 

（実施スケジュール） 

    5月 第１回運営委員会 

     9月 第１５回全国大学コンソーシアム協議会研究交流フォーラム 

     9月 総会 

     9月 第２回運営委員会 



 

    2月 第３回運営委員会 

 

９．多摩未来創造フォーラム（第 8回多摩地域大学理事長・学長会議）〔継続〕 

  多摩地域の産官学は首都圏を代表する創造的で活性化された地域としての地位を維持する 

ために力を結集すべき時期が到来しており、連携を基軸として産官学のトップが多摩地域の現状 

と将来を語るために課題を持ち寄り解決策を論議しあう「多摩未来創造フォーラム」として 

開催する。 

（実施項目） 

（１）多摩未来創造フォーラム・懇親会の実施 

（実施スケジュール） 

   6月 9日（土）玉川大学 

 （詳細）  

入場料：無料 

 

第Ⅱ事業：地域の人材育成と教育力アップ事業 

多摩地域の人材育成と地域の教育力の向上に努めるとともに多摩地域の調査・研究を行う 

１． 多摩･武蔵野検定〔継続〕 

  多摩・武蔵野検定は多摩の魅力を掘り起こし、多摩・武蔵野のブランド化、その可視化の有力 

なツールとなる。合わせて、大学および行政と連携し、新コンセプト(大学院教育も含めた学び 

直し)で生涯学習と新たな学問の創造につなげる。 

（実施項目） 

（１） 平成３０年度会場検定の実施。 

（２） 加盟機関と連携を図り、団体受検の推進をする。 

（３）ジュニア検定の普及によりタマケンファン層の拡大。 

（４）３０市町村の小学校５年生を対象にジュニア検定を実施する。 

（委員会） 

（１）実行委員会 

（２）学術委員会 

（実施スケジュール） 

11月 タマケン会場試験 

   

 ２．連続公開講座〔休止〕 

   一般市民を対象に、生涯学習講座の一環として、多摩地域の自治体の首長や、企業経営者、 

ＮＰＯの代表者などを講師に迎え、その人となりの活動について肉薄した内容を対談形式の 

講演会として開催。 

（検討項目） 

（１）「多摩学」の検討 [短期計画] 

 

 



 

 ３．女性の学び支援事業〔休止〕 

   子育て中の若いお母さん達を対象に悩みを解消することを目的とした講座を実施。活力ある 

社会を創造するためには女性の個性や能力を十分発揮することが必要であり、講座終了後も 

グループを作って活動するなどの地域貢献をする人の養成を目指す。 

（検討項目） 

（１） 女性の学び支援の為、補助金や助成金を用い、予算拡充を検討する。[短期計画] 

 

４．多摩地域行政連携事業（政策スクール）〔継続〕 

（実施項目） 

（１） 行政部会を中心とした第６回政策スクールの開催。 

（２） 新規行政の加盟促進。行政から事務局へ職員派遣の依頼。 

（３） 行政の委託事業を実施。 

（４） 行政のイベント・ボランティアの情報配信、有識者・講師派遣の情報提供。 

（検討項目） 

（１）各部会・委員会との連携事業を検討する。〔新規〕 

①  ボランティア情報をＷｅｂでリンクする。 

② 行政と大学・多摩地区大学就職研究会が連携した業界研究の開催。 

  （実施スケジュール） 

 １０月 政策スクール２０１８の実施 

 

４.新任大学教員研修〔継続〕 

  公益財団法人八王子セミナーハウスと共催で双方の加盟大学の教員を対象に実施。多様な学生 

が大学教育を受ける機会が飛躍的に拡大した今日、学生の意欲を高め機動的な学びを通して 

自ら課題を発見して解決する力を培う。 

（実施項目） 

（１）新任教員の資質向上を目指して本研修を八王子セミナーハウスと共催で行う。 

（実施スケジュール） 

4月 募集開始 

9月 新任大学教員研修開催 

 

第Ⅲ事業：国際交流事業  

留学生の学びやすい環境作りをはじめ、国際学園都市多摩の構築を目指す 

 国際学園都市づくりを長期的視野において、留学生の寄宿舎および外国人研究者の確保、留学生の 

生活支援、就職支援や留学生交流の実現を図る。 

１．キャンパス TAMAプロジェクト〔新規〕 

（実施項目） 

（１）国際化委員会の設置 

  「２４時間眠らない街 多摩」をキーワードに数多くの外国人留学生が集まり、日本人外国人を 

  を問わず優秀なグローバル人材を育成する場所を、多摩に創造するための大きな方向性を定める。 



 

（２）国際化委員会ワーキンググループの設置 

   「国際化委員会」の実働部隊となる組織を平成 30年 2月から稼働。 

   「２４時間眠らない街 多摩」を、どこに創るか、何を作るか、どのようなメニューを 

揃えるかなど、具体的な項目について検討する。 

２．国際交流〔継続〕 

「留学生国際センターネットワーク」の名称で、主に加盟大学の外国人留学生の各種業務に直接 

携わる担当職員の情報交換会を開催する。単独では解決できない課題を複数校で解決し、 

ケーススタディを共有して外国人留学生サポート向上に繋げることが目的。 

 ３．留学生支援〔新規〕 

海外から日本に留学する外国人留学生は大学での勉学だけではなく、日常生活においても 

何かと不便を感じており、日本人や日本文化とさらに深くかかわりたいという思いを抱いている 

外国人留学生も少なくない。このように感じている外国人留学生に対し、加盟機関等の協力も 

いただきながら、有益な情報を提供する。 

  また、海外に留学を希望する日本人学生へ、より多くの海外留学プログラムを紹介できるような

仕組みを加盟大学等の協力をいただきながら構築することを検討する。 

 ４．ビジネス日本語検定〔新規〕 

外国人留学生にとって日本企業への就職は大きな希望であり、文部科学省も閣議決定により 

外国人留学生の日本企業への就職率を現在の３０％から５０％へ引き上げるという方針が 

出されている。しかしながら、日本企業への就職率を上げることは容易ではないと言われ、 

その理由の一つが日常会話とは異なるビジネス日本語にあるとも言われている。 

そこで、外国人留学生が日本企業での採用試験を突破しやすい能力を身に付けさせ国の方針 

に沿った状況をいち早く実現させるため本検定を実施する。 

 

第Ⅳ事業：環境・防災・福祉貢献事業 

多摩の特色である自然を生かし、環境と福祉に優しいまちづくりを支援する 

１．体験型環境教育〔休止〕 

（検討項目） 

   （１）昭和記念公園とのコラボ事業の検討[短期計画] 

 

２．環境社会貢献事業〔休止〕 

（検討項目） 

（１） 環境・防災・福祉貢献部会にて環境貢献事業を推進するとともに、福祉や防災に関して 

加盟機関の実施する事例を共有することで見識を深める。併せ東京都福祉保健局等への

協力または協働事業を検討する。〔中期計画〕 

（２）環境調査結果を元に加盟機関と連携して環境事業を立ち上げる〔中期計画〕 

 

Ⅱ．その他の事業（相互扶助等事業） 

１．多摩未来創造フォーラム（多摩地域大学理事長・学長会議）（懇親会）〔継続〕 

（１）平成３０年度に行われる多摩未来創造フォーラムの終了後に、大学の学長・理事長の他 



 

大学事務職員、教職員、行政、企業の方々が交流する場として懇親会の企画、準備を行う。 

 

 

Ⅲ．運営、組織、人事、財政、広報の改革と実施体制 

１．運営および組織の改革を行う。〔継続〕 

（実施項目） 

（１） 全加盟機関参加の事業部会制を採用し、事業部会毎に担当常務理事と担当者を設置する。 

（２） 理事会を補佐する常任幹事会は隔月開催する。 

（３）各部会を３ヶ月毎に開催する。 

（４）ガバナンスとコンプライアンス・ルールを強化すべき、理事会のもとにコンプライアンス 

委員会を設置し、委員会を年１回実施する。 

（５）公益法人に則した規程の見直しを行う。  

 

２．適正人員の配置〔継続〕 

（実施項目）   

（１）事務分掌等規程を整備し、事務局スタッフの適正人員を配置する。 

（２）事業担当者を明確にし、事業に関る専門知識を習得し役割に適した人材育成を行う。 

（検討項目） 

（１） 補助金や助成金に頼らない自社収益を強化し出向社員に頼らない法人直接雇用者を増加 

する。 

（２）現在の出向社員は大学・企業から出向しているが、本法人の役割から行政の出向社員の 

確保も目指す。［短期計画〕 

 

３．収益構造の見直しと経費の削減〔継続〕 

（実施項目）  

（１）各事業の収益を担当者が把握し事業を推進する。 

（２）チラシ・パンフレット類の印刷物の適正な数量を把握し無駄な印刷をしない。 

 

４．財政の確保〔継続〕 

（実施項目） 

（１）会員の拡大を図る。 

（２）寄附金の拡大を図る。 

（検討項目）  

（１）会費改正の検討。〔短期計画〕 

（２）外部研究機関との連携により委託事業の拡大を図る〔短期計画〕 

（３）有料人材職業紹介の資格を取得し就職支援による手数料収入を図る[短期計画] 

（４）事業毎にスポンサー企業を募り収益を得る[短期計画] 

 

５．広報活動の展開〔継続〕 



 

（実施項目） 

（１）メールマガジンの配信 

（２）ホームページ、ＳＮＳを活用した各事業の活動内容の公開 


