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公益社団法人



さがまちコンソーシアム（正式名称：公益社団法人 相模原・町田大
学地域コンソーシアム）は、相模原市と町田市を生活圏とする地域の
大学、ＮＰＯ法人、企業、行政などさまざまな主体が連携し、それぞれ
の特性を活かした協働を通じて、魅力あふれる地域社会を創造する
ことを目的としています。

とは？

事業内容

名前の由来と地域

運営体制

【構成団体】　　相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学等、
　　　　　　　NPO法人、企業（経済団体を含む）、公益法人等、
　　　　　　　行政（相模原市、町田市）
【組織体制】　　会 員  ： 正会員、賛助会員、名誉会員
　　　　　　　役 員  ：代表理事 (会長 )、理事 ( 副会長、業務執行理事 )
　　　　　　　　　　　監事

社 員 総 会 監　事理 事 会

事 務 局

事 業 部 業 務 部

相模原市立市民・大学交流センター
※指定管理者

総 務 部

多彩な学びの場を市民に提供する「教育学習事業」、まちづくりの担い
手を育成する「人材育成事業」、新たな文化・福祉・産業の発展に寄与
する「地域発展事業」を事業の柱とし、加盟機関それぞれの得意分野を
活かしながらさまざまな事業を展開しています。

地域発展事業 地域情報誌「さがまち」　学生映像制作「さがまちバンバン」
地域情報発信

人材育成事業 キャリア支援4 STEP PROGRAM　子ども社会体験推進
さがまちインターンシップ　さがまち学生Club

まちづくりの担い手を育成する

教育学習事業
さがまちカレッジ　
相模原市・座間市市民大学（委託事業）
各大学や地域の公開講座・まなびの情報

多彩な学びの場を市民に提供する

新たな文化・福祉・産業の発展に寄与する

さがみはら（相模原）まちだ（町田）の頭２文字を組み合わせ、覚えやす
く、身近な存在であってほしいという願いを込めて、ひらがな表記での
「さがまちコンソーシアム」を通称としています。

さまざまな主体（大学 /企業 /行政 /市民）をコンソーシアムの”C”
をモチーフとした曲線で表し、集まりつながっていく様子と、広がってい
く様子を表現しました。それによってできる新しいかたちにコンソーシ
アムによる新たなまちづくりのイメージを託しました。

町田地域町田地域相模原地域相模原地域

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

静岡県

埼玉県 茨城県

正式名称 ： 公益社団法人 相模原・町田大学地域コンソーシアム

さが みはら ＋  まち だ
＝ さがまちコンソーシアム

ロゴマーク

賑わいと活気・成熟

豊かな自然・若さ

豊かな自然・架け橋



主な事業内容

【構成団体】　　相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学等、
　　　　　　　NPO法人、企業（経済団体を含む）、公益法人等、
　　　　　　　行政（相模原市、町田市）
【組織体制】　　会 員  ： 正会員、賛助会員、名誉会員
　　　　　　　役 員  ：代表理事 (会長 )、理事 ( 副会長、業務執行理事 )
　　　　　　　　　　　監事

教育学習事業

教育学習事業

教育学習事業

人材育成事業

人材育成事業

地域発展事業

人材育成事業 地域発展事業

地域発展事業

地域情報発信

学びの楽しさを伝えることを目的に、加盟機
関の専門性を活かしながら、暮らしに役立つ
講座や社会的な課題の解決など、身近な話題
をテーマにした講座を提供しています。

さがまちカレッジ

加盟大学の学生が制作する「学生情報局 さ
がまちバンバン」。毎月担当の大学がさまざ
まな視点で制作したオリジナル番組をお送り
しています。ぜひご覧ください。

学生映像制作
さがまちバンバン

コンソーシアムの概要や事業に関する情
報に加え、コンソーシアムの加盟機関が
提供する学びの機会やイベントなどの情
報を集約したポータルサイト（毎週更新）
としての機能を重視しています。大学をよ
り身近な存在に感じられるようにデザイ
ン面でも工夫するなど、役に立つ・楽し
めるサイトを目指しています。

さがまちコンソーシアム ホームページ

講座の企画・カリキュラムづくり・当日の講
師まで一連の講座運営を学生グループに任せ
て実施するプログラムです。
写真：和光大学かわ道楽の学生による講座
　　　「たのしく環境を学ぼうin鶴見川」

情報誌さがまちは、地域の情報を
学生の視点から伝えることを目的
に、企画・取材・編集のすべてを
学生が担当しています。毎号、地
域のさまざまな場面で活躍して
いる人々へのインタビューや、実
際の街歩きから集めた情報を活
かしたマップなど、地域の方々と
直接ふれあいながら誌面づくりを
行っています。 

地域情報誌「さがまち」

昭和４０年から開催されている市民の学習機
会である市民大学を、平成２１年度から運営
を受託しています。

市民大学【受託事業】
主催：市民大学開催校・相模原市教育委員会・座間市教育委員会

これから就職活動を迎える学生を対象
に、魅力あるさまざまな企業を訪問し、キャ
リア意識を形成するためのきっかけづくり
となる体験型キャリア支援事業を行って
います。

キャリア支援 4 STEP PROGRAM

ユニコムプラザさがみはらは、地域活動や市民活動を行う市民と高度な専門性や豊富
な人材を有する大学が連携して、様々な分野に関する地域の課題解決や活性化を図る
拠点として設置されました。
さがまちコンソーシアムは、指定管理者として施設の管理運営を受任しています。

相模原市立市民・大学交流センター
（ユニコムプラザさがみはら）【指定管理者】

人材育成事業

相模原・町田に拠点をおく特色のある企業
やNPO法人、公的施設等で実践的に社会体
験することを目的とした中長期インターン
シップ事業を行っています。

さがまちインターンシップ

相模原・町田地域の学生が地域の活性化を
テーマに企画・実施していく学生主導型体
験プロジェクトです。『情報誌の制作』『イベ
ントへの参画』『PR 動画の制作』など、地域
のステークホルダーと協働し多様なまちづ
くり活動に参画しています。

さがまち学生 Club

人材育成事業

町田市内のひとり親家庭の子どもを対象とし
た無料学習教室の運営を受託しています。
講師は地域の大学生が担当し「まちの子ど
もたちを、まちの大学生が共育する」ことに
取り組んでいます。

まこちゃん教室【受託事業】

学生がTV-CMの企画からクライアントへの
提案、撮影、編集といったTV-CM制作の一連
の流れを体験する学生参加型プロジェクトで
す。制作したCMは実際に地元ケーブルテレビ
などで放映されています。

TV-CM制作プロジェクト

学生講師プログラム

主催：町田市



沿　　革

2002.6　  大学地域連携方策研究会
2003.6　  相模原・町田大学地域連携方策研究会
2004   　  文部科学省生涯学習まちづくり支援モデル事業採択①
2005   　  文部科学省生涯学習まちづくり支援モデル事業採択②
2006   　  大学と地域の連携のあり方に関する研究成果報告
2007.6　  相模原・町田大学地域コンソーシアム設立
2008～　  さがまちコンソーシアム大学（現 さがまちカレッジ）開講
2008～　  学生情報局さがまちバンバン放映開始
2009～　  市民大学受託（相模原市教育委員会・座間市教育委員会所管）
2010.4　  一般社団法人 相模原・町田大学地域コンソーシアム設立
2010.10　公益社団法人 相模原・町田大学地域コンソーシアム認定
2013.3 　相模原市立市民・大学交流センター（ユニコムプラザさがみはら）指定管理者
2016.4 　同指定管理者更新　さがみはら地域づくり大学運営受任
2019.4 　同指定管理者更新

【名称】　　公益社団法人 相模原・町田大学地域コンソーシアム
　　　　　（通称：さがまちコンソーシアム）
【住所】　　〒252-0307 神奈川県相模原市南区文京2-1-1
【TEL】　　042-703-8535
【FAX】　　042-703-8536
【E-mail】　info@sagamachi.jp
【URL】　　https://sagamachi.jp

加盟機関

制作：2021 年6月　デザイン：DSCL Inc.

【NPO法人】　  NPO法人さがみはら市民会議
　　　　　　　NPO法人CCCNET
【企業等】　　　有限会社アベレ
　　　　　　　小田急電鉄株式会社
　　　　　　　株式会社きらぼし銀行
       　　　　  株式会社さがみはら産業創造センター
　　　　　　　株式会社ＪＴＢ 相模原支店
　　　　　　　株式会社町田新産業創造センター
　　　　　　　株式会社横浜銀行
　　　　　　　相模原商工会議所
　　　　　　　町田商工会議所
【公益法人等】　一般財団法人町田市地域活動サポートオフィス
　　　　　　　一般財団法人町田市文化・国際交流財団
　　　　　　　公益財団法人相模原市まち・みどり公社
　　　　　　　公益財団法人相模原市民文化財団
　　　　　　　公益社団法人相模原市薬剤師会
【行政】　　　　相模原市
                     町田市

正 会 員

【大学等】 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 /相模女子大学短期大学部
サレジオ工業高等専門学校
昭和薬科大学
女子美術大学
多摩大学
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
山野美容芸術短期大学
和光大学

賛 助 会 員

【企業等】    アイワ広告株式会社
　　　　　株式会社 F-Design
　　　　　株式会社キープ・ウィルダイニング
　　　　　富士工業株式会社
　　　　　有限会社フロムサーティ ドリーム薬局
　　　　　公益社団法人相模原市観光協会
　　　　　一般社団法人ものづくり文化振興協会
　　　　　社会福祉法人相模原市社会福祉協議会
　　　　　社会福祉法人町田市社会福祉協議会
　　　　　社会福祉法人みずき福祉会
　　　　　COMMUNE BASE マチノワ

公式HP 公式 facebook


