さがまちコンソーシアムの歩み
平成３０年４月１日現在

（組織形態）
組織名

目 的

平成１４年度

平成１５年度

平成１９年度

平成２０年度

（任意団体）

（任意団体）

（任意団体）

（任意団体）

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

大学地域連携方策研究会

相模原・町田大学地域連携方策研究会

大学、NPO、企業、行政などが連携し、総合

大学、NPO、企業、行政などが連携し、総合

相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、

的に地域の活性化を図る「地域プラットフォー

的に地域の活性化を図る仕組みの研究

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

ム」構築のための基礎的な調査及び研究
１９機関

２６機関

２３機関

２７機関

首都圏西部大学単位互換協定会(12 大学)、青山

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、桜美

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、桜美

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、 桜

学院大学、職業能力開発総合大学校、相模原

林大学、北里大学、国士舘大学、相模女子大学・ 林大学、北里大学、相模女子大学・相模女子大

美林大学、北里大学、相模女子大学、相模女子

ST-ART、CCCNET、㈱さがみはら産業創造

相模女子大学短期大学部、職業能力開発総合大

大学短期大学部、昭和薬科大学、女子美術大学、

センター、相模原市、町田市

学校、女子美術大学、玉川大学、多摩美術大学、 美術大学、玉川大学、多摩美術大学、帝京大学

加盟機関

学短期大学部、職業能力開発総合大学校、女子

玉川大学、多摩美術大学、帝京大学(薬学部)、

東京家政学院大学、東京工業大学、東京女学館

(薬学部)、東京家政学院大学、東京女学館大学、 東京家政学院大学、東京女学館大学、法政大学、

大学、東京服飾造形短期大学、法政大学、和光

法政大学、和光大学、相模原 ST-ART、さがみ

和光大学、相模原 ST-ART、さがみはら市民会

大学、和泉福祉専門学校、首都圏西部大学単位

はら市民会議、CCCNET、㈱さがみはら産業

議、CCCNET、まちだ NPO 法人連合会、㈱

互換協定会、相模原 ST-ART、さがみはら市民

創造センター、相模原商工会議所、町田商工会

さがみはら産業創造センター、㈱八千代銀行、

会議、CCCNET、まちだ NPO 法人連合会、

議所、相模原市、町田市

㈱横浜銀行、相模原商工会議所、町田商工会議

㈱さがみはら産業創造センター、相模原商工会

所、相模原市、町田市

議所、相模原市、町田市
２事業

３事業

９事業

■地域プラットフォームの検討(プラットフォ

■教育学習事業(コンソーシアム大学)

■教育学習事業(コンソーシアム大学、生涯学

■地域プラットフォームの研究(シンポジウム

ーム検討部会)

■人材育成事業(情報紙編集、学生インターン

習共同化事業) ２事業

の開催)

■情報発信プロジェクト

シップ)

■人材育成事業(学生インターンシップ、地域

■モデルプロジェクト(親と子の環境セミナ

■地域発展事業(CATV 番組制作、健康づくり

人材育成など) ４事業

ー、地域エンパワーメントプロジェクト、演劇

講座)

■地域発展事業(市民健康づくり、フォトシテ

体験教室、橋本アートタウンプロジェクトな

■情報発信事業(コミュニティ FM、情報紙発

ィー制作、CATV 番組制作など) ３事業

ど)

行など)

■その他(情報発信など) ４事業

事業内容

■特記事項：組織変更
伸び率１.００

予算額

１３事業

■地域プラットフォーム DB 作成

■特記事項：組織変更

伸び率 １.７８ (前年度比 １.７８)

伸び率 １.３５ (前期比 ０.７６)

伸び率 ４.０８ (前年度比 ３.０２)

【収入】3,950 千円

【収入】7,030 千円

【収入】5,328 千円

【収入】16,111 千円

相模原市委託料、神奈川県市町村振興協会補助

文部科学省生涯学習まちづくりモデル支援事

会費収入、事業収入(講座受講料、広告料収入

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

金

業委託料、神奈川県市町村振興協会補助金、相

など)、繰入金

入、連携事業委託収入など)、補助金収入

【支出】3,950 千円

模原市・町田市負担金

【支出】5,328 千円

【支出】16,111 千円

調査費、アドバイザー費、シンポジウム開催費、 【支出】7,030 千円

コンソーシアム大学運営経費、連携・協働事業

コンソーシアム大学事業費、連携・協働事業費、

HP 作成費、研究会運営費

情報発信プロジェクト・モデルプロジェクトア

経費、情報発信事業経費、事務局経費、予備費

情報発信事業費、事務局管理費、予備費

■文部科学省「平成１４年度生涯学習まちづく

ドバイザー経費、事務局経費、予備費

■私立大学等経常費補助金特別補助(平成２０

り支援モデル事業」採択

■文部科学省「平成１５年度生涯学習まちづく

年度～２２年度)

り支援モデル事業」採択
役員２名

運営体制

役員５名

役員５名

【役員】

【役員】

【役員】

【役員】

代表：相模原市企画部長

代表：相模原市企画部長

代表：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

副代表：北里大学

副代表：北里大学

副会長：玉川大学、北里大学、CCCNET

副会長：玉川大学、北里大学、CCCNET

【組織体制】

【組織体制】

監事：㈱さがみはら産業創造センター

監事：㈱さがみはら産業創造センター

研究会

運営委員会、検討部会、情報発信プロジェクト

【組織体制】

【組織体制】

役員会、運営委員会

役員会、運営委員会

２名
相模原市 (兼務職員２名程度)
事務局

事務所

役員２名

相模原市役所内

２名

４名

４名

相模原市 (専属職員１名)

相模原市 (専属職員２名)

相模原市 (専属職員２名)

町田市 (兼務職員１名)

町田市 (兼務職員２名)

町田市 (兼務職員２名)

業務委託 (映像制作、情報紙・講座パンフレッ

業務委託 (映像制作、情報紙・講座パンフレッ

ト編集、HP 更新、経理事務)

ト編集、HP 更新、経理事務)

相模原市役所内

相模女子大学内

※：伸び率は平成１４年度対比

1

相模女子大学内

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

（組織形態）

（任意団体）

（一般社団法人）

（公益社団法人）

（公益社団法人）

組織名

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、
目 的

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

２８機関

３２機関

３４機関

３５機関

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、 桜

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、 桜

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、 桜

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、 桜

美林大学、北里大学、相模女子大学、相模女子

美林大学、北里大学、相模女子大学、相模女子

美林大学、北里大学、國學院大學(人間開発学

美林大学、北里大学、國學院大學(人間開発学

大学短期大学部、
昭和薬科大学、
女子美術大学、 大学短期大学部、サレジオ工業高等専門学校、 部)、相模女子大学、相模女子大学短期大学部、 部)、相模女子大学、相模女子大学短期大学部、
玉川大学、多摩美術大学、帝京大学(薬学部)、

加盟機関

女子美術大学、玉川大学、多摩美術大学、帝京

サレジオ工業高等専門学校、女子美術大学、玉

サレジオ工業高等専門学校、女子美術大学、玉

東京家政学院大学、
東京女学館大学、
法政大学、 大学(薬学部)、東京家政学院大学、東京女学館

川大学、多摩美術大学、帝京大学(薬学部)、東

川大学、多摩美術大学、東京家政学院大学、東

和光大学、相模原 ST-ART、さがみはら市民会

大学、東京造形大学、法政大学、山野美容芸術

京家政学院大学、東京女学館大学、東京造形大

京女学館大学、東京造形大学、法政大学、山野

議、CCCNET、小田急電鉄㈱、㈱さがみはら

短期大学、和光大学、相模原 ST-ART、さがみ

学、法政大学、山野美容芸術短期大学、和光大

美容芸術短期大学、和光大学、町田デザイン専

産業創造センター、
㈱八千代銀行、
㈱横浜銀行、 はら市民会議、CCCNET、小田急電鉄㈱、㈱

学、相模原 ST-ART、さがみはら市民会議、

門学校、NPO 相模原 ST-ART、NPO さがみ

相模原商工会議所、町田商工会議所、(財)相模

紀伊國屋書店、㈱さがみはら産業創造センタ

CCCNET、チームさがみはらプラス、小田急

はら市民会議、NPOCCCNET、NPO チーム

原市都市整備公社、相模原市、町田市

ー、㈱八千代銀行、㈱横浜銀行、相模原商工会

電鉄㈱、㈱紀伊國屋書店、㈱さがみはら産業創

さがみはらプラス、小田急電鉄㈱、㈱紀伊國屋

議所、町田商工会議所、(財)相模原市都市整備

造センター、㈱八千代銀行、㈱横浜銀行、相模

書店、㈱さがみはら産業創造センター、㈱八千

公社、(財)相模原市民文化財団、相模原市、町

原商工会議所、町田商工会議所、(財)相模原市

代銀行、㈱横浜銀行、相模原商工会議所、町田

田市

都市整備公社、(財)相模原市民文化財団、相模

商工会議所、(公財)相模原市都市整備公社、(公

原市、町田市

財)相模原市民文化財団、(公社)相模原市薬剤師
会、相模原市、町田市

事業内容

１４事業

１１事業

１２事業

１２事業

■教育学習事業(コンソーシアム大学、市民大

■教育学習事業(コンソーシアム大学、市民大

■教育学習事業(コンソーシアム大学、市民大

■教育学習事業(コンソーシアム大学、市民大

学など) ３事業

学) ２事業

学) ２事業

学) ２事業

■人材育成事業(学生インターンシップ、地域

■人材育成事業(学生インターンシップ、地域

■人材育成事業(学生インターンシップ、地域

■人材育成事業(学生インターンシップ、地域

人材育成など) ４事業

人材育成など) ４事業

人材育成など) ３事業

人材育成など) ３事業

■地域発展事業(市民健康づくり、フォトシテ

■地域発展事業(市民健康づくり、子育て支援、 ■地域発展事業(市民健康づくり、子育て支援、 ■地域発展事業(市民健康づくり、子育て支援、

ィー制作、CATV 番組制作など) ３事業

CATV 番組制作など) ３事業

CATV 番組制作など) ７事業

CATV 番組制作など) ６事業

■その他(情報発信など) ４事業

■その他(下地づくりプロジェクト) ２事業

■特記事項：全国大学コンソーシアム協議会運

■その他の事業(施設管理運営調査研究事業)

■特記事項：一般社団法人設立、公益社団法人

営委員会構成員(平成２３年度～平成２４年

１事業

認定、学生環境シンポジウム・記念式典挙行

度)

■特記事項：第９回全国大学コンソーシアム研
究交流フォーラム共催、相模原市立市民・大学
交流センター指定管理者、定款変更認定(公益
目的事業追加、収益事業など)

伸び率 ６.１２ (前年度比 １.５０)

予算額

伸び率 ８.４１ (前年度比 １.３８)

伸び率 １３.９０ (前年度比 ０.８６)

【収入】33,230 千円

【収入】64,045 千円

【収入】54,931 千円

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

入、連携事業委託収入など)、補助金収入

入、連携事業委託収入など)、補助金収入

入、連携事業委託収入など)、補助金収入

入、連携事業委託収入など)、補助金収入、繰

【支出】24,161 千円

【支出】33,230 千円

【支出】64,045 千円

越金繰入収入

コンソーシアム大学事業費、市民大学委託事業

コンソーシアム大学事業費、市民大学委託事業

コンソーシアム大学事業費、市民大学委託事業

【支出】54,931 千円

費、連携・協働事業費、情報発信事業費、事務

費、連携・協働事業費、情報発信事業費、事務

費、連携・協働事業費、情報発信事業費、事務

コンソーシアム大学事業費、市民大学委託事業

局管理費、予備費

局管理費、予備費

局管理費、予備費

費、連携・協働事業費、情報発信事業費、事務

■相模原市・座間市市民大学受託

■町田市公民館講座受託

役員５名

運営体制

伸び率 １６.２１ (前年度比 ２.００)

【収入】24,161 千円

役員９名

局管理費、予備費

役員９名

役員７名

【役員】

【役員】

【役員】

【役員】

代表理事：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

副会長：玉川大学、北里大学、CCCNET

副会長：玉川大学、CCCNET

副会長：玉川大学、CCCNET

副会長：玉川大学、NPOCCCNET

監事：㈱さがみはら産業創造センター

業務執行理事：北里大学、桜美林大学、相模原

業務執行理事：北里大学、桜美林大学、相模原

業務執行理事：北里大学、NPO 相模原

【組織体制】

ST-ART、㈱さがみはら産業創造センター

ST-ART、㈱さがみはら産業創造センター

ST-ART、㈱さがみはら産業創造センター

役員会、運営委員会

監事：㈱横浜銀行、裏木会計事務所

監事：㈱横浜銀行、裏木会計事務所

監事：㈱横浜銀行

【組織体制】

【組織体制】

【組織体制】

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

ェクト事業委員会

ェクト事業委員会、全国大学コンソーシアム研

ェクト事業委員会(付属５プロジェクトチー

究交流フォーラムさがまち実行委員会、施設管

ム)、全国大学コンソーシアム研究交流フォー

理運営調査研究特別委員会

ラムさがまち実行委員会、施設管理運営調査研
究特別委員会

４名

事務局

事務所

７名

８名

８名

相模原市 (専属職員２名)

出向職員２名

専任職員２名

専任職員３名

町田市 (兼務職員２名)

嘱託職員１名

出向職員１名

出向職員１名

業務委託 (映像制作、情報紙・講座パンフレッ

非常勤職員２名

臨時職員３名

臨時職員２名

ト編集、HP 更新、経理事務)

相模原市支援職員２名

非常勤職員２名

非常勤職員２名

業務委託２名分

業務委託２名分

業務委託３名分

相模女子大学内

相模女子大学内

相模女子大学内

※：伸び率は平成１４年度対比

2

相模女子大学内

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

（組織形態）

（公益社団法人）

（公益社団法人）

（公益社団法人）

（公益社団法人）

組織名

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、
目 的

加盟機関

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

３６機関

３８機関

３９機関

３９機関

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、 桜

【正会員】青山学院大学、麻布大学、和泉短期

【正会員】青山学院大学、麻布大学、和泉短期

【正会員】青山学院大学、麻布大学、和泉短期

美林大学、北里大学、國學院大學(人間開発学

大学、 桜美林大学、北里大学、國學院大學(人

大学、 桜美林大学、北里大学、國學院大學(人

大学、 桜美林大学、北里大学、國學院大學(人

部)、相模女子大学、相模女子大学短期大学部、 間開発学部)、相模女子大学、相模女子大学短

間開発学部)、相模女子大学、相模女子大学短

間開発学部)、相模女子大学、相模女子大学短

サレジオ工業高等専門学校、女子美術大学、玉

期大学部、サレジオ工業高等専門学校、湘北短

期大学部、サレジオ工業高等専門学校、湘北短

期大学部、サレジオ工業高等専門学校、湘北短

川大学、多摩美術大学、東京家政学院大学、東

期大学、女子美術大学、玉川大学、多摩美術大

期大学、女子美術大学、玉川大学、多摩美術大

期大学、女子美術大学、玉川大学、多摩美術大

京女学館大学、東京造形大学、法政大学、山野

学、東京家政学院大学、東京女学館大学、東京

学、東京家政学院大学、東京女学館大学、東京

学、東京家政学院大学、東京造形大学、法政大

美容芸術短期大学、和光大学、町田デザイン専

造形大学、法政大学、山野美容芸術短期大学、 造形大学、法政大学、山野美容芸術短期大学、 学、山野美容芸術短期大学、和光大学、町田・

門学校、NPO 相模原 ST-ART、NPO さがみ

和光大学、町田デザイン専門学校、NPO 相模

和光大学、町田デザイン専門学校、NPO 相模

デザイン専門学校、NPO 相模原 ST-ART、

はら市民会議、NPOCCCNET、NPO チーム

原 ST-ART 、NPO さがみはら市民会議、

原 ST-ART 、NPO さがみはら市民会議、

NPO さがみはら市民会議、NPOCCCNET、小

さがみはらプラス、小田急電鉄㈱、㈱紀伊國屋

NPOCCCNET、小田急電鉄㈱、㈱紀伊國屋書

NPOCCCNET、小田急電鉄㈱、㈱紀伊國屋書

田急電鉄㈱、㈱紀伊國屋書店、㈱さがみはら産

書店、㈱さがみはら産業創造センター、㈱八千

店、㈱さがみはら産業創造センター、(株)JTB

店、㈱さがみはら産業創造センター、(株)JTB

業創造センター、(株)JTB コーポレートセール

代銀行、㈱横浜銀行、相模原商工会議所、町田

コーポレートセールス、(株)町田新産業創造セ

コーポレートセールス、(株)町田新産業創造セ

ス、(株)町田新産業創造センター、㈱八千代銀

商工会議所、(公財)相模原市都市整備公社、(公

ンター、㈱八千代銀行、㈱横浜銀行、相模原商

ンター、㈱八千代銀行、㈱横浜銀行、相模原商

行、㈱横浜銀行、相模原商工会議所、町田商工

財)相模原市民文化財団、(公財)相模原市みどり

工会議所、町田商工会議所、(公財)相模原市ま

工会議所、町田商工会議所、(一財)生物科学安

会議所、(一財)生物科学安全研究所、(一財) 町

の協会、(公社)相模原市薬剤師会、相模原市、

ち・みどり公社、(公財)相模原市民文化財団、(公

全研究所、(公財)相模原市まち・みどり公社、(公

田市文化・国際交流財団、(公財)相模原市まち・

町田市

社)相模原市薬剤師会、相模原市、町田市

財)相模原市民文化財団、(公社)相模原市薬剤師

みどり公社、(公財)相模原市民文化財団、(公社)

【賛助会員】㈱三越伊勢丹(相模原店)

会、相模原市、町田市

相模原市薬剤師会、相模原市、町田市

【賛助会員】㈱三越伊勢丹(相模原店)

【賛助会員】㈱三越伊勢丹(相模原店)

公益目的事業 ２０事業

公益目的事業 １８事業

公益目的事業 １８事業

公益目的事業 １８事業

■教育学習事業(さがまちカレッジ、市民大学、 ■教育学習事業(さがまちカレッジ、市民大学、 ■教育学習事業(さがまちカレッジ、市民大学、 ■教育学習事業(さがまちカレッジ、市民大学、

事業内容

予算額

大学公開講座促進事業など) ４事業

大学公開講座促進事業など) ４事業

大学公開講座促進事業など) ４事業

大学公開講座促進事業など) ４事業

■人材育成事業(学生インターンシップ、キャ

■人材育成事業(インターンシップなど) ３事

■人材育成事業(インターンシップなど) ３事

■人材育成事業(インターンシップなど) ３事

リア支援４ Step Program、まちづくりプロモ

業

業

業

ーター育成など) ５事業

■地域発展事業(市民健康づくり、学生と地元

■地域発展事業(市民健康づくり、学生と地元

■地域発展事業(市民健康づくり、学生と地元

■地域発展事業(市民健康づくり、地域情報誌

企業との出会いの場づくり事業、地域情報誌制

企業との出会いの場づくり事業、地域情報誌制

企業との出会いの場づくり事業、地域情報誌制

制作、CATV 番組制作、センター総合相談など)

作、CATV 番組制作、センター総合相談など)

作、CATV 番組制作、センター総合相談など)

作、CATV 番組制作、センター総合相談など)

１１事業

１１事業

１１事業

１１事業

収益事業 １事業

収益事業 １事業

収益事業 １事業

収益事業 １事業

■センター施設等運営 １事業

■センター施設等運営 １事業

■センター施設等運営 １事業

■センター施設等運営 １事業

特記事項

特記事項

特記事項

特記事項

相模原市立市民・大学交流センター指定管理者

相模原市立市民・大学交流センター指定管理者

相模原市立市民・大学交流センター指定管理者

相模原市立市民・大学交流センター指定管理者

、変更届出(公益目的事業)

、内閣府立入検査受検

伸び率２９.８１ (前年度比 ２.１４)

伸び率２４.０４ (前年度比 ０.８１)

伸び率２４.４５ (前年度比 １.０２)

伸び率２４.７５ (前年度比 １.０１)

【収入】117,769 千円(公益事業 55,285 千円、

【収入】94,941,千円(公益事業 47,384 千円、

【収入】96,596,千円(公益事業 55,766 千円、

【収入】97,792,千円(公益事業 60,801 千円、

収益事業 44,803 千円、法人会計 17,680 千円)

収益事業 35,840 千円、法人会計 11,716 千円)

収益事業 25,977 千円、法人会計 14,852 千円)

収益事業 28,161 千円、法人会計 8,829 千円)

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

入、連携事業委託収入)、指定管理事業収入、

入、連携事業委託収入)、指定管理事業収入、

入、連携事業委託収入)、指定管理事業収入、

入、連携事業委託収入)、指定管理事業収入、

補助金収入、施設利用料収入など

補助金収入、施設利用料収入など

補助金収入、施設利用料収入など

補助金収入、施設利用料収入など

【支出】115,940 千円(公益事業 57,513 千円、

【支出】94,941 千円(公益事業 48,952 千円、

【支出】96,596 千円(公益事業 56,161 千円、

【支出】97,050 千円(公益事業 61,083 千円、

収益事業 43,529 千円、法人会計 14,897 千円)

収益事業 35,699 千円、法人会計 10,289 千円)

収益事業 25,197 千円、法人会計 15,236 千円)

収益事業 27,734 千円、法人会計 8,233 千円)

さがまちカレッジ事業費、市民大学委託事業

さがまちカレッジ事業費、市民大学委託事業

さがまちカレッジ事業費、市民大学委託事業

さがまちカレッジ事業費、市民大学委託事業

費、大学公開講座促進事業費、連携・協働事業

費、大学公開講座促進事業費、連携・協働事業

費、大学公開講座促進事業費、連携・協働事業

費、大学公開講座促進事業費、連携・協働事業

費、情報発信事業費、事務局管理費など

費、情報発信事業費、事務局管理費など

費、情報発信事業費、事務局管理費など

費、情報発信事業費、事務局管理費など

役員 10 名

役員９名

運営体制

事務所

役員 10 名

役員９名

【役員】

【役員】

【役員】

【役員】

代表理事：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

副会長：玉川大学、NPOCCCNET

副会長：NPOCCCNET

副会長：NPOCCCNET

副会長：NPOCCCNET

業務執行理事：北里大学、東京家政学院大学、 業務執行理事：北里大学、玉川大学、東京家政

業務執行理事：北里大学、玉川大学、東京家政

業務執行理事：北里大学、玉川大学、東京家政

NPO 相模原 ST-ART、㈱さがみはら産業創造

学院大学、NPO 相模原 ST-ART、㈱さがみは

学院大学、NPO 相模原 ST-ART、㈱さがみは

学院大学、NPO 相模原 ST-ART、㈱さがみは

センター

ら産業創造センター、(公社)相模原・町田大学

ら産業創造センター、(公社)相模原・町田大学

ら産業創造センター

監事：㈱八千代銀行、㈱横浜銀行

地域コンソーシアム

地域コンソーシアム

監事：㈱八千代銀行、㈱横浜銀行

【組織体制】

監事：㈱八千代銀行、㈱横浜銀行

監事：㈱八千代銀行、㈱横浜銀行

【組織体制】

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

【組織体制】

【組織体制】

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

ェクト事業委員会(付属５プロジェクトチー

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

ェクト事業委員会(付属５プロジェクトチー

ム)、市民・大学交流センター

ェクト事業委員会(付属５プロジェクトチー

ェクト事業委員会(付属５プロジェクトチー

ム)、市民・大学交流センター

ム)、市民・大学交流センター

ム)、市民・大学交流センター

２４名

事務局

更新、さがみはら地域づくり大学運営受任

２４名

３０名

２６名

専任職員７名

専任職員７名

専任職員６名

専任職員６名

出向職員１名

出向職員１名

出向職員１名

兼務職員１名

嘱託職員２名

嘱託職員１名

嘱託職員２名

嘱託職員１名

臨時職員４名

臨時職員１２名

臨時職員１９名

臨時職員１６名

業務委託１０名分

業務委託３名分

業務委託２名分

業務委託２名分

法人本部：相模女子大学内

法人本部：相模女子大学内

法人本部：相模女子大学内

法人本部：相模女子大学内

市民・大学交流センター管理事務室(指定管

市民・大学交流センター管理事務室(指定管

市民・大学交流センター管理事務室(指定管

市民・大学交流センター管理事務室(指定管

理)：bono 相模大野内

理)：bono 相模大野内

理)：bono 相模大野内

理)：bono 相模大野内

※：伸び率は平成１４年度対比

3

平成２９年度

平成３０年度

（組織形態）

（公益社団法人）

（公益社団法人）

組織名

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原・町田大学地域コンソーシアム

相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、 相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、
目 的

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

NPO、企業、行政など様々な主体が連携し、

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

それぞれの特性を活かした協働を通じて、魅力

あふれる地域社会を創造

あふれる地域社会を創造

４２機関

４３機関

【正会員】青山学院大学、麻布大学、和泉短期

【正会員】青山学院大学、麻布大学、和泉短期

大学、 桜美林大学、北里大学、國學院大學(人

大学、 桜美林大学、北里大学、國學院大學(人

間開発学部)、相模女子大学、相模女子大学短

間開発学部)、相模女子大学、相模女子大学短

期大学部、サレジオ工業高等専門学校、湘北短

期大学部、サレジオ工業高等専門学校、湘北短

期大学、女子美術大学、玉川大学、多摩美術大

期大学、女子美術大学、玉川大学、多摩美術大

学、東京家政学院大学、東京造形大学、法政大

学、東京家政学院大学、東京造形大学、法政大

学、山野美容芸術短期大学、和光大学、町田・ 学、山野美容芸術短期大学、和光大学、NPO

加盟機関

デザイン専門学校、NPO 相模原 ST-ART、

さがみはら市民会議、NPOCCCNET、小田急電

NPO さがみはら市民会議、NPOCCCNET、小

鉄㈱、㈱紀伊國屋書店、㈱さがみはら産業創造

田急電鉄㈱、㈱紀伊國屋書店、㈱さがみはら産

センター、(株)JTB コーポレートセールス、(株)

業創造センター、(株)JTB コーポレートセール

町田新産業創造センター、㈱八千代銀行、㈱横

ス、(株)町田新産業創造センター、㈱八千代銀

浜銀行、相模原商工会議所、町田商工会議所、

行、㈱横浜銀行、相模原商工会議所、町田商工

(一財) 町田市文化・国際交流財団、(公財)相模

会議所、(一財)生物科学安全研究所、(一財) 町

原市まち・みどり公社、(公財)相模原市民文化

田市文化・国際交流財団、(公財)相模原市まち・ 財団、(公社)相模原市薬剤師会、相模原市、町
みどり公社、(公財)相模原市民文化財団、(公社)

田市

相模原市薬剤師会、相模原市、町田市

【賛助会員】アイワ広㈱、㈱F-Design、㈱サ

【賛助会員】㈱F-Design、富士工業㈱、㈱三

ーティーフォー、㈱さくらノート、富士工業㈱、

越伊勢丹(相模原店)、(社福) みずき福祉会

㈱三越伊勢丹(相模原店)、(社福) 相模原市社会
福祉協議会 、(社福) みずき福祉会

公益目的事業 ３事業

公益目的事業 ３事業

■教育学習事業(さがまちカレッジ、市民大学、 ■教育学習事業(さがまちカレッジ、市民大学、

事業内容

オーサーズカフェなど 4 プログラム)

オーサーズカフェなど 4 プログラム)

■人材育成事業 ( キャリア支援４ Step

■人材育成事業 ( キャリア支援４ Step

Program、さがまちインターンシップ、さがま

Program、さがまちインターンシップ、さがま

ち学生 club など 5 プログラム)

ち学生 club など 5 プログラム)

■地域発展事業(学生映像制作、地域情報誌制

■地域発展事業(学生映像制作、地域情報誌制

作、市民と大学との橋渡しなど 9 プログラム)

作、市民と大学との橋渡しなど 9 プログラム)

収益事業 １事業

収益事業 １事業

■センター施設等運営 １事業

■センター施設等運営 １事業

特記事項

特記事項

相模原市立市民・大学交流センター指定管理者

相模原市立市民・大学交流センター指定管理者

、さがみはら地域づくり大学運営受任、変更認

、さがみはら地域づくり大学運営受任

定(公益目的事業の種類)

予算額

伸び率２５.２６ (前年度比 １.０２)

伸び率２５.７４ (前年度比 １.０２)

【収入】99,766 千円(公益事業 56,962 千円、

【収入】101,667 千円(公益事業 60,523 千円、

収益事業 34,815 千円、法人会計 7,988 千円)

収益事業 34,695 千円、法人会計 6,448 千円)

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

会費収入、事業収入(講座受講料、業務委託収

入、連携事業委託収入)、指定管理事業収入、

入、連携事業委託収入)、指定管理事業収入、

補助金収入、施設利用料収入など

補助金収入、施設利用料収入など

【支出】98,704 千円(公益事業 58,195 千円、

【支出】99,913 千円(公益事業 61,869 千円、

収益事業 32,806 千円、法人会計 7,703 千円)

収益事業 31,992 千円、法人会計 6,052 千円)

教育学習事業費、人材育成事業費、地域発展事

教育学習事業費、人材育成事業費、地域発展事

業費、事務局管理費など

業費、事務局管理費など

役員９名

運営体制

役員９名

【役員】

【役員】

代表理事：相模女子大学

代表理事：相模女子大学

副会長：北里大学、NPOCCCNET

副会長：北里大学、NPOCCCNET

業務執行理事：玉川大学、桜美林大学、NPO

業務執行理事：玉川大学、桜美林大学、㈱さが

相模原 ST-ART、㈱さがみはら産業創造センタ

みはら産業創造センター、有識者

ー

監事：㈱八千代銀行、㈱横浜銀行

監事：㈱八千代銀行、㈱横浜銀行

【組織体制】

【組織体制】

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

社員総会、理事会、監事、運営委員会、プロジ

ェクト事業委員会(付属５プロジェクトチー

ェクト事業委員会(付属５プロジェクトチー

ム)、市民・大学交流センター

ム)、市民・大学交流センター
２９名
事務局

事務所

２７名

専任職員５名

専任職員５名

嘱託職員４名

嘱託職員４名

臨時職員１８名

臨時職員１６名

業務委託２名分

業務委託２名分

法人本部：相模女子大学内

法人本部：相模女子大学内

市民・大学交流センター管理事務室(指定管

市民・大学交流センター管理事務室(指定管

理)：bono 相模大野内

理)：bono 相模大野内

※：伸び率は平成１４年度対比
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