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Ⅰ 市民・大学交流センターについての認識 

 
１ 新・相模原市総合計画における市民・大学交流センターの位置付け 

相模原市は、政令指定都市への移行に伴い、計画期間を 2010（平成 22）年度～2019（平

成 31）年度とする「新・相模原市総合計画」を発表し、実行に移しています。計画は「人・

自然・産業が共生する活力あるさがみはら」を期間中に実現する都市像に定め、基本目標

として「Ⅰ．誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市」「Ⅱ．学びあい人と地域を

はぐくむ教育・文化都市」「Ⅲ．安らぎと潤いがあふれる環境共生都市」「Ⅳ．活力にあふ

れ多様な交流が生まれる広域交流拠点都市」「Ⅴ．市民とともに創る自立分権都市」の５つ

の目標を掲げて推進しています。 
 

なかでも特に優先的・重点的な取組である 38 の重点プロジェクトは、都市像実現の先

導役として大きな期待が寄せられています。重点プロジェクト「（仮称）市民・大学交流セ

ンターの整備・運営」は、市民と行政との協働により創造する「自立分権都市」の中心的

な役割を果すものとして位置付けられており、指定管理者として、まちづくりの主体であ

る市民と幅広く連携し、相模原市とのパートナーシップの下、都市像の実現に鋭意取り組

みます。 
 
 
 
 
 
２ センターの使命は「快適で魅力あるまちづくり」 

センターの設置目的には、市民と大学の緊密な連携により、希望と活力のある未来志向

のまちづくりを目指す相模原市の考えが宣明されています。指定管理者は、設置目的に沿

って、「市民と大学の連携」「地域課題の解決」「地域活性化」「まちづくりの推進」に取り

組みます。 

 
 

「快適で魅力あるまち」は、次のような言葉に置き換えられると考えます。 
希望と未来を感じさせるまち、わくわく感のするまち、様々な人と交流できるまち、

ア 施設の管理運営に係る基本的な理念 

【設置目的】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、福祉、健康、環境等、様々な分野に関する地域課題の解決や地域の活性化

を図り、快適で魅力あるまちづくりを推進するために設置する。（出典：相模原市立市

民・大学交流センター指定管理者募集要項） 

【自立分権プロジェクト】（仮称）市民・大学交流センターの整備・運営：（仮称）市民・

大学交流センターを整備・運営することにより、多彩な学びの場を提供するとともに、

まちづくりの担い手の育成を図ります。（出典：新・相模原市総合計画） 
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豊かな体験のできるまち、若さと知恵のあふれるまち、自己を高める活動ができるま

ち、ぜいたくな時間の流れるまち、暮らしの質感の高いまち 
相模原に生活しこのまちと人生を重ねることを誇りに思う「シビックプライド」を感じ

ながら、魅力あるまちづくりに関わることを喜びとしています。 
 
３ センターのモットーは「自立」「創意」「対等」「協働」「共感」 
 センターには、様々な価値観や経験をもち、市域を超えた各地から多数の市民がつどい、

交流します。年齢層も多様です。そのような不特定多数の方々に共有され尊重されるモッ

トーとは何か。市民協働を進める指定都市にふさわしいそれらを考えました。 
■自立した個として関わる【自立】 
■知恵を出し工夫する【創意】 
■対等の立場で関わる【対等】 
■互いに助け合い支え合う【協働】 
■喜びを分かち合い感動を糧とする【共感】 

 
４ センターの役割は「広域交流・情報拠点」 

  相模原市は、首都圏南西部における広域交流拠点都市を目指しています。センターは、

市民・大学連携協働の「広域交流・情報拠点」としてその一翼を担うものと認識します。

具体的には各主体から次の役割を期待されています。 
■市民にとって様々な活動を通じて達成感と自己実現を実感できる。 
■大学にとって学生の学びの機会が広がり社会活動を通じてその成長を期待できる。 
■地域にとって意識的な市民の社会参加により活力と魅力にあふれるまちを指向でき

る。 
広域交流・情報拠点を表すキーワードは、「多様性の尊重」「異世代交流」「学際」（学融

合による新たな価値の創造）「業際」（業種や職種の枠を超えた連携）「地際」（地域に立脚

しながら地域を超えたグローバルな活動）で表すことができるでしょう。 
 
５ 目的達成に向けた目標 

  設置目的を達成するために８つの目標を設定します。（１）（２）はセンターの存在に関

わる目標、（３）（４）は交流・発信機能、（５）（６）は学習・研究機能、（７）（８）はリ

エゾン（橋渡し）機能に関わる目標です。特に（８）では地域活性化を持続的に担う人材

の育成を取り上げました（下線はセンターの３つの機能に該当、下段は評価指標例を示す）。 

（１）市民と大学の連携が緊密になり活動領域も広がる。 
   連携取組数、参加者数、活動領域比較、参加者満足度 

（２）市民と大学の特色ある連携協働体として広く知られる。 
  訪問者数、照会件数、Site 訪問数、文献紹介・引用数 

（３）様々な人々がつどい交流が活発になる。 
  来場者数、催事参加者数、会員登録数、参加者満足度、主催者評価 

 （４）地域情報の発信が活発に行われ利用者の満足度も高い。 
   情報誌発行数／読者感想、HP 発信数／Site 訪問数、映像情報数／視聴率、情報満足度 
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 （５）興味・関心に応じた様々な学習ができ受講者の満足度も高い。 
   講座開設数、受講者数、受講者満足度、学習達成度、教授側評価 

 （６）まちづくりの様々な取組が研究され連携協働の下に実施される。 
   企画数、参加者数、協働実践数、実践者達成度、地域関係者評価 

 （７）地域の課題が共有され解決にむけた取組により状況が改善する。 
   地域課題数、改善取組数、実践者達成度、改善度、地域関係者評価 

 （８）地域の次代を担う人材が育ち地域活性化の取組が活発になる。 
   育成プログラム数、育成人数、活性化取組数、実践者達成度、地域関係者評価 

 
６ 目標達成に必要な機能 

目標達成には「つながる」「広める」「学ぶ」「支え合う」「むすびつける」「育てる」と

いった機能が網羅され、それらが如何なく発揮されることです。交流・発信、学習・研究、

リエゾン（橋渡し）の各事業に反映すべき機能を具体化しました（下線は前述３）のキーワー

ドに該当）。 
交流・発信機能： 
①【つながる】目的をもった市民がつどう：多様な人々と出会う。興味・関心をたぐり

よせる。異世代で交流する。出会いを楽しむ。目的を共有する。つながり合う。 
②【広める】市民や大学、企業・団体が行う活動を紹介・発信する：地域情報を発信す

る。テーマを見つける。きっかけをつくる。情報を交換する。ネットワークを拡げる。 
学習・研究機能： 
③【学ぶ】暮らしの知恵や地域のことなどを学習する：趣味を楽しむ。教養を深める。

専門性を育む。発見する。一緒に楽しむ。暮らしを豊かにする。地域の課題を知る。 
④【支えあう】まちづくりの様々な取組を企画し協働する：話し合う。知恵を出し合う。

協力する。企画提案する。協働する。連携する。実践する。地域の課題を研究する。 
リエゾン（橋渡し）機能： 
⑤【むすびつける】多様な市民と大学をむすびつける：相談にのる。助言する。協働の

機会をつくる。参加を呼びかける。登録する。ネットワーク化する。価値を創造する。 
⑥【育てる】地域の次代を担う人材を育てる：地域の魅力を再発見する。地域の資源を

むすびつける。地域の事業所を振興する。地域の課題を解決する。他の地域とつながる。 
 
７ センターの機能を象徴する副呼称「ユニコムプラザさがみはら」 

ユニコム(unicom)は、大学・ユニバーシティ(university)と、地域社会・コミュニティ

(community)のそれぞれの接頭辞を用いた合成語です。様々な市民が交流するセンターを

象徴する副呼称として広く使われることを期待しています。各事業には次の名称を当てて

いきます。 
  交流・発信事業：総合相談員「ユニコムコンシェルジュ(Unicom Concierge)」、情報誌

「ユニコム(Unicom)」、HP「ユニコム」、映像情報「ユニコム」 
 学習・研究事業：「ユニコム大学」 
 リエゾン（橋渡し）事業：地域プロモーター「ユニコムプロモーター(Unicom 

 Promotor)」 
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Ⅱ センターの管理運営に関わる基本的な考え方 

 
１ 不特定多数の方々の利用を配慮した「丁寧な応対」（ホスピタリティー） 
・来場者・相談者には、「丁寧な応対」と「親身な相談」をモットーとして接遇します。 
・総合相談コーナーには、大学や地域・市民活動に詳しく相談者の仲立ちができる総合相

談員「ユニコムコンシェルジュ」を配置し、利用者の要望を充足する、求めているもの

を一緒に探す、きっかけを求めている人の背中を後押しする、協働の機会を求める市民

と大学をむすびつけるなど一歩踏み込んだ積極的な関わり方をします。 
 
２ 市民サービス水準の向上を目指す「満足感の充足」（ユーザーサティスファクション） 
・利用者の満足感を満たすことを念頭においた業務運営にあたります。 
・明るく気持ちのよい雰囲気、清潔で快適な施設環境を創造します。 
・市民サービス水準の向上を目指し、来場者と入居者に対するアンケート調査を行い、寄

せられた意見や要望を管理運営に反映します。 
・広く市民の声を伺う目的で、ホームページ上に「シビックボイス」を設け、今後の施設

運営や事業計画の策定に活用します。 
・上記の意見や要望は、対応内容も含めて適切な方法で公開します。 
 
３ 快適性と安全性を配慮した「施設の適切な維持管理」（セーフティコントロール） 
・設備保守点検、清掃、環境衛生、警備など快適性と安全性を配慮した日常の施設維持管

理（業務委託）を行います。 
・トラブル発生防止を徹底し、万一問題が生じたときも即応できる体制をとります。 
・不測の事故や災害、危機から利用者を守るための危機管理体制を構築し運用します。 
・相模原市環境基本条例に基づく環境基本計画、地球温暖化対策実行計画、洗剤対策推進

方針に沿った環境配慮の取組を推進します。 

 
４ 公共性を重視した「透明で開かれた業務運営」（オープンマネジメント） 
・利用者の便宜をはかり満足度を高めるために、施設の利用承認手続きなどの業務運営に

あたっては、公共施設として不可欠の「公平で透明な業務運営」に徹します。 
・運営機構として運営委員会、利用団体協議会、第三者評価委員会をおき、「開かれた業務

運営」を目指します。 
 
５ 設置目的達成に向けた「発展的な事業活動」（エンロールメントマネジメント） 
・「自主事業の自律的な発展」を目指します。 
・市民活動・地域活動を促進するために中期事業構想を策定し、各年度の事業計画を定め

ます。 
・交流・発信事業、学習・研究事業、リエゾン（橋渡し）事業ごとに多彩な活動に取り組

み、担い手の育成にもあたります。 
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・他と比較・重点化するベンチマーキング、業績評価も重視します。 
・自主事業参加者（受講者）に対するアンケート調査を行い、各事業の改善に反映します。 
 
６ 意識的な「見える化の取組」（ビジュアリゼーション） 
・事業計画や個々の取組を構造化し、模式化して分かりやすく表現します。 
・それらの情報をセンター独自の情報誌やホームページ、プロモーション映像、デジタル

サイネージを通じてマルチ方向に発信し、つねに「見える化」を念頭においた情報発信

に取り組みます。 
・有識者意見による見える化の測定も継続的に行います。 
 
７ 効率化を目指す「目標管理」(マネジメントオブジェクティブス） 
・「目標管理による事業活動の効率化」を目指します。 
・自主事業、共同事業はもちろん、利用団体事業（貸館業務）についても到達目標を重視

します。 
・８つの目標のそれぞれに評価指標を設定し達成度を評価します。目標管理では第三者評

価意見も取り入れ改善活動に活かします。 
 

Ⅲ “わたしの相模原”と誇らしく語るまちを目指して

 
センターの究極の目的は、このまちにいるだけでポジティブな気分になり、人間的で活

き活きとした生活のできるまちづくりであると考えます。市民が相模原に住むことを誇り

に思い、“わたしの相模原”と誇らしく語るような、「シビックプライド」の形成を意識し

た連携協働活動に、センターを拠点として取り組みます。 
 
 

 

Ⅰ 施設等の維持管理の方針 

 

１ 清潔で快適な施設環境の創造と利用者の安全確保を維持管理の基本とします。 
２ 利用者が快適かつ安全に施設を利用できるよう、「指定管理者が行う業務及び管理の実

施基準」に基づき、日常の施設設備の維持管理を行います。 

３ 法令に定める保守点検・定期点検・法定点検は、適切な請負業者に業務を委託し、有

資格者による点検・検査を行います。 

４ 相模原市の定める環境基本計画、地球温暖化対策実行計画、洗剤対策推進方針に沿っ

た環境配慮の取組を推進します。 

 

イ センターの施設等の維持管理に関する業務の具体的な計画 
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市民と大学等が連携し、地域課題の解決や地域活性化の取組を通じて、市民が相模原を

誇りに思い、そこで過ごす時間を大切にし、それぞれの誇りある人生を重ね合わせる、魅

力的なまちづくりを目指します。 
 

Ⅰ 地域課題の解決又は地域活性化の事業の方針 

 
１ 地域課題の解決又は地域活性化の事業（以下「自主事業」という。）が次々に発展する

好循環（自律的発展）を生み出します。 
２ 自らすすんで参加し、楽しみ、達成感と満足感を満たす事業を企画運営します。 
３ まちづくりの担い手を育成します。 
４ 市民活動・地域活動を促進する中期事業構想と各年度の事業計画を定めます。 
５ 目標管理の下、他団体や他地域との比較、業績評価を行います。 
６ 参加者（受講者）に対するアンケート調査を行い、各事業の改善に反映します。 
 
 
 
 
 

Ⅰ 業務体制の方針 

 

１ コアタイム・コモンタイムに応じた職員の重点的配置 

センターの開業時間帯（08:30～22:00）は、コアタイム（08:30～17:00）とコモンタイ

ム（17:00～22:00）に分け、来場者数が多いと予想されるコアタイムには常時４人以上、

やや少ないと予想されるコモンタイムには常時３人以上をセンター管理事務室・総合相

談コーナーに配置します。 
 
２ 職務混成チームによる総合的な業務運営 

開業時間帯は常時、職務の異なる管理責任者、総合相談員、窓口担当者にてチームを構

成し、総合的な業務運営にあたります。 
08:30                                         17:00                       22:00 

コアタイム 
職員４人以上 

管理責任者＋総合相談員＋窓口担当者 

コモンタイム 
職員３人以上 

管理責任者＋総合相談員＋窓口担当者 
 

ウ 市民と大学等との連携により地域の課題の解決又は地域の活

性化を図るための事業の実施に関する業務の具体的な計画 

エ センターの利用の承認等に関する業務の体制等 
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業務委託

３ 平日とウイークエンドを考慮した職員の配置 
一週間を平日（月曜日～金曜日）とウイークエンド（土曜日・日曜日・祝日（法定休日

を含む））に分け、ウイークエンドは来場者数の増加を配慮し、平日よりも管理責任者

（専任職員）、事業推進者（専任職員）を厚く配置します。 
 

４ 適切な職員数の確保 

・センター管理事務室の職員数（常勤枠）は９人。内訳は次のとおりです。 

管理責任者３人：センター長１人、副センター長２人：専任職員３人 

事業推進者２人：専任職員２人 

総合相談員２人：嘱託職員１人（２交替制 実人員２人）、臨時職員１人（２交替制 実

人員２人） 
窓口担当者２人：臨時職員２人（３交替制 実人員 10 人） 

・２交替制・３交替制により実人員は 19 人。交替制による嘱託職員・臨時職員の月間延

べ人員は 217 人となります。（センター管理事務室構成員表を参照） 
 

センター管理事務室構成員表 
 

区分 担当業務 雇入身分 職員数 
（常勤枠）

予算人員

 
実人員 

 
延べ人員 
（月） 

備考 

管理責任者 施設維持 
管理業務 

専任職員

(管理職) 
３ ３ ３  公社職員

常駐・支援

事業推進者 センター 
自主事業 

専任職員 １ １ １   
出向職員 １  １  

総合相談員 総合相談 
業務 

嘱託職員 １ １ ２ ３１ ２交替制

臨時職員 １ １ ２ ３１ ２交替制

窓口担当者 利用承認 
業務 

臨時職員 ２ ２ １０ １５５ ３交替制

計   ９ ８ １９ ２１７  
 

５ チェック機構を利かせた施設維持管理業務の体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

管理責任者 

（正副センター長） 

業務担当者 

 
事業推進者（自主事業） 
総合相談員（総合相談） 
窓口担当者（利用承認等）

施設維持管理者 

(施設維持管理業務) 

委託業者 
 
施設維持管理業務 
自主事業の一部 

指示・報告

指示・報告
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Ⅱ 受付窓口の人的及び物的な体制

 

１ 人的体制 

・総合相談コーナーには常時３～４人以上、コアタイムにおいては４～８人の職員を配置

（前述エ「人員配置の基本的な考え方」を参照）します。 

・管理責任者１～２人、総合相談員１～２人、窓口担当者１～２人が常時チームとなって

業務にあたります。 

・事業推進者２人が随時チームに加わります。 

 

２ 物的体制 

・総合相談コーナーに設置されたパソコン６台には予約照会システムを搭載し、共有シス

テムとします。 

 

Ⅲ 業務の分担体制 

 

１ 施設維持管理業務 

・管理責任者（センター長又は副センター長）が所掌します。 

・管理責任者は、施設の維持管理業務をはじめ施設の利用承認業務、センター自主事業の

企画運営業務を統括します。 

・管理責任者の職務はセンター長が所掌しますが、勤務ローテーションの関係でセンター

長が不在のときは副センター長が代行します。 

・施設の維持管理状況について日報を作製し、定期的に相模原市都市整備公社職員の点検

を受けます。 

 

２ センター自主事業 

・管理責任者及び事業推進者が行います。 

・前述ウ「事業の実施に関する業務の具体的な計画」の各事業を実施します。 
・総合相談事業以外の事業についても必要に応じて総合相談員が支援します。 
 
３ 総合相談業務 
・総合相談員が行います。 
・来場者に対して常時相談に応じ、相談内容については日報にて報告します。 

・入居者に対して定期的に相談・助言を行います。 

・必要に応じて管理責任者や事業推進者が支援します。 
 
４ 利用承認業務 
・窓口担当者が行います。 
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・利用承認については、予約照会システム（施設予約システム、受講申し込み・課金管理

システムを含む）を備えた双方向ホームページを構築し、運用します。 
・利用予約から利用申請、受付、利用承認、利用料金払い込みほかの手順を「受付業務フ

ローチャート」に表し、業務を円滑に行えるようにします。 
・管理責任者の承認を得て、予約照会システムにより利用承認を行います。 
・備品の貸し出し、点検管理も行います。 
・執行業務は日報にて報告します。 
 
５ 利用料金の徴収と管理 
・窓口担当者が行います。 
・管理責任者の承認を得て、予約照会システムにより利用料金の納付を請求します。 
・銀行口座への納金確認、滞納に伴う督促業務も行います。 
・利用料金は課金システムにより銀行口座に振り込まれるので、直接現金を扱うことはあ

りません。ただし、予約照会システムを介さない利用があったときは、現金を収受し金

庫に保管します。納金表を作製し管理責任者に報告します。 
・徴収した現金はすみやかに銀行口座に納付します。 
・執行業務は日報にて報告します。 
 
 
 

 

 

Ⅰ 危機・安全・衛生管理の方針

 
１ 利用者の安全第一を基本として安全確保に取り組みます。 
２ 事故、災害、危機の発生を未然に防止するために安全管理体制を構築し運用します。 
３ 急事態発生に備えた危機管理体制を構築し緊急時に対処します。 
４ 事故、災害、危機を想定した教育訓練に力をいれます。 
５ 施設内の衛生管理、現金の保管、書類の管理に万全の配慮をします。 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 人材確保、採用計画等の方針

 

オ 危機・安全・衛生管理に関する考え方（利用者への安全確保、

現金等の保管、食中毒の防止、災害時の対応等） 

カ 人材確保、採用計画等の考え方 
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１ センターの使命・目的と管理運営の基本的な考え方を理解した人材を確保します。 
２ 新規採用者の募集にあたっては公募制によります。 
３ 職員に共通して求められる能力、各業務に要する職能を満たす人材を採用します。 
４ 職員の採用配置は開所時(2013.03)に充足します。 
５ 清掃や警備業務など特殊専門職については外部委託とし、運営の効率化に努めます。 
 

Ⅱ センターの目的、管理運営方針を理解した人材の確保

 
１ 相模原のまちづくりに貢献できる人材の確保 
・センターの使命の「希望と活力のある未来志向のまちづくり」及び設置目的の「市民と

大学の連携」「地域課題の解決」「地域活性化」「まちづくりの推進」を理解し、希望と

活力のある相模原のまちづくりに貢献できる意欲的な人材を確保します。 
・さらに、管理運営の基本的な考え方に示した７つの方針を理解し、それらを体現できる

人材を迎え入れます。 
 

Ⅲ 公募制による採用 

 
１ 公正な就職機会の確保 
・平等で均等な就職機会を確保することは、法令の定めるところですし、公共施設の管理

運営をあずかる者として当然の責務ですので、新規採用者は一般公募により採用します。 
・採用選考の公正性を確保するために、職員採用選考委員会を設置し、公正で適正な選考

試験を実施します。 
 
２ 公募の時期 
・公募の時期は、開所前の教育訓練期間を勘案して、2013 年１月を予定します。公募要領

にて募集します。 
 

Ⅳ 採用計画 

 
１ 新規採用人数 
・交替制により、実人員 19 人の職員が必要です。この中からすでに本法人の専任職員で

ある４人を除き、15 人の職員を新規に採用します。 
・内訳は、施設維持管理業務を担当する専任職員(管理職)１人、総合相談業務を担当する

嘱託職員２人、総合相談業務を担当する臨時職員２人、施設利用承認等の業務を担当す

る臨時職員 10 人となっています。（採用計画（表１）を参照） 
・職種はすべて事務職です。 
 

採用計画（表１） 
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担当業務 雇入身分 職種 雇用形態 職員数 

(常勤枠) 
実人員

 
採用数 

 
採用時期 

施設維持 
管理業務 

専任職員

(管理職) 
事務 期間の定めなし ３ ３ １ 2013.3 採用 

センター 
自主事業 

専任職員 〃 期間の定めなし １ １   
出向職員 〃 有期雇用(１年) １ １  

 
総合相談 
業務 

嘱託職員

※１ 
〃 有期雇用(１年) １ ２ ２ 2013.3 採用 

臨時職員

※２ 
〃 有期雇用(６カ月) １ ２ ２ 2013.3 採用 

利用承認 
業務 

臨時職員

※３ 
〃 有期雇用(６カ月) ２ １０ １０ 2013.3 採用 

計    ９ １９ １５  
 

※１嘱託職員：２交替制による。労働時間は 7.5 時間と 6.0 時間タイプの組み合わせ 
※２臨時職員：２交替制による。労働時間は 6.0 時間 
※３臨時職員：３交替制による。労働時間は 5.0 時間と 4.5 時間タイプの組み合わせ 
 
２ 職員に求める職能 
・意欲的で優秀な人材を迎え入れるために、選考試験では、「職員に共通して求められる能

力」と「必要な職能」をともに満たす人材を選考します。 
・「職員に共通して求められる能力」 

その１：感ずるこころ（ハート） 
      これは傾聴性、通意性、関係性認識力、コミュニケーション能力、チームワー

クなどの基礎的能力が該当します。 
その２：組織人としての資質・能力・態度 

誠実性、共感性、実行力、達成力、向上心が該当します。 
その３：事務職として必要な基本的な知識と実務能力 
（詳細は人材育成及び研修体制の考え方で後述します） 

・「必要な職能」は担当業務ごとに次の内容を求めます。（採用計画（表２）を参照） 
 

採用計画（表２） 
 

担当業務 雇入身分 必要な職能 免許資格 待遇 
施設維持 
管理業務 

専任職員

(管理職) 
管理監督者としての幅広い視野と高い識見、部下を指

導・統率できる能力、対外的な折衝能力 
特に問わ

ない 
法人の規

定による

センター 
自主事業 

専任職員 担当業務に精通し、豊かな発想と独創性に富み、企画

力、職務に必要な幅広い人脈、粘り強い実行力 
  

出向職員

総合相談 
業務 

嘱託職員 豊かな経験と専門知識に基づく的確な判断・助言能力 〃 〃 
臨時職員 地域活動・市民活動に詳しく的確な助言のできる能力 〃 〃 

利用承認 
業務 

臨時職員
施設利用承認、備品貸し出し、料金取り扱い等の実務

能力 
〃 〃 
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計     
 

・免許資格は、業務に関連した免許資格を有していれば望ましいですが、募集にあたって

は特に問うことはありません。 
 
 
 
 
 

Ⅰ 人材育成及び研修体制の方針

 
１ 管理運営の基本的な考え方を体現する人材を育成します。 
２ 求められる職員像を策定し人材育成の目標とします。 
３ 目標管理型職務執行評価制度を導入し職員の能力向上に努めます。 
４ 施設維持管理、センター自主事業、利用承認業務に対応した研修計画を策定します。 
５ 各研修を通じて職員の職務能力・態度の育成に取り組みます。 
 

Ⅱ 管理運営の基本的な考え方を体現する人材の育成

 
１ 不特定多数の方々の利用を配慮した「丁寧な応対」 
・利用者が親しみと好感をいだいてくださるよう、相模原市民文化財団の支援をいただき

ながら、全職員を対象とした接遇法の研修を行います。 
 
２ 市民サービス水準の向上を目指す「満足感の充足」 
・ビジネスマナー、ホスピタリティー、クレーム対応について、加盟機関の指導員により

全職員を対象とした研修を実施します。 
・個人情報保護、市民アンケートの扱い方法について、管理責任者から窓口担当者に指導

します。 
 
３ 快適性と安全性を配慮した「施設の適切な維持管理」 
・普通救命講習会、AED 講習会に参加し、緊急時の対処法を習得します。 
・快適性と安全性を配慮した日常の施設維持管理業務の基礎知識、トラブル発生防止とそ

の対処法、危機管理体制の運用法について、相模原市都市整備公社の支援をいただきな

がら全職員を対象とした研修を行います。 
 
４ 公共性を重視した「透明で開かれた業務運営」 
・全国公益法人協会が行う研修会に参加し、公益法人の管理運営、予算制度、会計、法令

の手続きなどを習得します。 
・相模原市、神奈川県、及び職域団体が行う各種説明会・講習会・研修会に参加し、法人

キ 人材育成及び研修体制の考え方 
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運営に関わる専門知識・技能を習得します。 
・指定管理者として重要な「開かれた業務運営法」を他の指定団体と情報交換し、職員の

間で共有します。 
 
５ 設置目的達成に向けた「発展的な事業活動」 
・自主事業の自律的な発展を目指すために、全国大学コンソーシアム協議会が企画する職

員研修会に参加し、モデル事業などの情報を収集します。 
・各大学や市民活動団体・地域活動団体が主催するセミナーや研究会に参加し、参考事例

の収集、ネットワークの拡大に資するようにします。 
 
６ 意識的な「見える化の取組」 
・個々の取組の構造化や模式化の手法を加盟機関から学びます。 
・ホームページ、プロモーションビデオ、デジタルサイネージを通じた情報発信の仕方を、

事業に関わる専門家から学びます。 
 
７ 効率化を目指す「目標管理」 
・目標管理による事業活動の効率化のために、個々の事業に目標を設定します。 
・目標管理型職務執行評価制度を導入し、事業目標と関連付け、目標達成と能力向上をと

もに実現します。 
 

Ⅲ 求められる職員像の策定 

 
１ 求められる職員像の考え方 
・求められる職員像は、個々の職員にとっては成長目標となり、組織にとっては育成目標

となるので、明確な職員像を示すことは必須と考えます。前述の「管理運営の基本的な

考え方を体現する人材の育成」を踏まえて具体化に努めます。 
 

Ⅳ 各業務に対応した研修計画の策定

 
１ 職員に共通して求められる能力 
・具体的な研修計画を策定する上で必要な、職員に共通して求められる能力を示します。 

その１：感ずるこころ（ハート） 
      職員は日々、利用者の意見を伺い、要望を受け止め、それを伝え、実務に代え

ていくことが仕事です。また一人ではなくチームで仕事を行います。 
傾聴性、通意性、関係性認識力、コミュニケーション能力、チームワークなど

の基礎的能力が重視されます。 
その２：組織人としての資質・能力・態度 

誠実性：相手の要望を正しく受け止め、真摯にかなえる態度 
共感性：おもいやり 
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実行力：要望や意見を実現しようとする意欲 
達成力：目標達成に向けた知識・技能・態度の総合的な遂行能力 
向上心：業務の改善改革への意欲、自己研鑽、自己管理能力 

その３：事務職として必要な基本的な知識と実務能力 
 
２ 研修計画の考え方 
・研修計画については、職員に共通して求められる能力と、各担当業務の水準・内容に応

じて具体化に努めます。研修体系は職場指導、集合研修、外部研修、自己啓発支援を考

えています。 
職場指導(OJT)：職員の資質・能力の向上を上位者が日常業務を通じて働きかけます 
集合研修(OFF-JT)：職場を離れて行う全員又は担当業務ごとの研修です 
外部研修：担当業務に必要な知識・技能を外部機関の行う講習会などで習得します 
自己啓発支援：業務に関連した技能資格取得、通信講座受講を支援します 

 
 
 
 
 
 

Ⅰ 職員の労働条件の確保に関する方針

 
１ 労働関係法令を遵守します。 
２ 労働条件の確保と質の高いサービスの提供を両立した雇用を行います。 
３ 適切な労働時間の設定による良好な勤務体制を維持します。 
４ 労働安全衛生を確保し意欲的に働ける職場環境を創出します。 
５ 障がい者や高齢者の雇用を配慮します。 
 

Ⅱ 労働関係法令の遵守 

 
１ 職員の適切な労働条件の確保 
・労働基準法、 低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律など労働関係法令に従い、

専任職員、出向職員、嘱託職員、臨時職員、非常勤職員の雇い入れ身分ごとに就業規則

と給与規程を定めて労働条件を明確にし、適切な労働条件の確保に努めます。なお、職

員各職の勤務時間は、2013年１月１日から始業08:30、終業17:00（ともに30分繰上げ）

に改定します。 
 http://sagamachi.jp/consortium/teikan.html 
 
２ 職員の安全管理 
・職員が安全で快適に働くことのできる職場環境づくりを目指します。職員の安全衛生教

ク 職員の労働条件（想定する雇用関係、勤務体制（勤務時間、休

日設定等）、業務内容、必要な職能（資格、技能）等） 
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育に取り組み、無事故・無災害を目標とする安全活動を行います。 
・具体的には、設備の取り扱いについて入職時及び日常の安全教育を実施します。普通救

命講習会や AED 講習会を受講し、急病人の対処法を身に付けます。ボーノ(BONO)施設

管理組合の実施する防災訓練に参加し、職員自身を含めた緊急時の避難、誘導、消火活

動を習得します。 
 
３ 職員の健康管理 
・職員の労働安全衛生を確保し意欲的に働ける職場環境を創出します。 
・具体的には、労働安全衛生法で定められた健康診断を実施します。公益財団法人相模原

市勤労者福祉サービスセンターの電話健康相談を活用し、職員の健康管理を支援します。 
・仕事と家庭を両立し、意欲的に働き続けられる職場環境を目指して、「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）」2007 憲章を推進します。育児休業、子の看護休暇、子

育て中の短時間勤務の適用、介護休業、介護休暇、介護短時間勤務の適用、又は超過勤

務の免除等ができるように就業規則（第 15 条４項）に盛り込んでいます。 
 http://sagamachi.jp/consortium/pdf/401.pdf 
 
４ 障がい者や高齢者の雇用 
・障がい者や高齢者の雇用に配慮した、担当業務ごとの受け入れ条件を設定します。 
・障がい者の雇用は、法定雇用率を達成するように努めます。 
 

Ⅲ 担当業務に対応した雇用形態

 
１ 雇い入れ身分の定義 
・雇い入れ身分については、指定管理者の定める「事務局組織規程」第３条（職制）にお

いて専任職員を、第６条において「第３条に規定する職制以外に参事、調査役、非常勤

職員、臨時職員、嘱託職員その他の職員を置くことができる」として専任職員以外の者

を規定しています。センターの職員についてはこれに基づき、担当業務ごとに、労働条

件の確保と質の高いサービスの提供を両立できる人材の雇い入れを行います。 
 
２ 担当業務別の雇い入れ身分 
・施設維持管理業務は、管理責任者（センター長又は副センター長）の所掌としており、

幅広い視野と高い識見を有し、指導力、統率力、折衝能力を合わせ持った管理監督者の

職務を行うには、それにふさわしい能力を備えた専任職員（期間を定めず正規に雇用さ

れた者、常勤）３人をあてます。 

・センター自主事業は、主に事業推進者が行います。担当業務に精通し、豊かな発想と独

創性に富み、企画力、職務に必要な幅広い人脈、粘り強い実行力が求められるので、専

任職員２人をあてます。１人は大学からの出向職員（出向期間１年、常勤）をあてます。 

・総合相談業務は総合相談員が担当します。利用者からの様々な質問や相談に対し、豊か

な経験と専門知識に基づく的確な判断と助言能力が求められるので、それにふさわしい
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知識・技能を有する嘱託職員（任用期間１年、常勤）１人、及び地域活動・市民活動に

詳しく的確な助言のできる臨時職員（任用期間６か月以内、常勤）１人をあてます。 
・利用承認業務は窓口担当者が担当します。利用者の施設利用承認、備品貸し出し、利用

料金の徴収と管理の実務を行うので、それにふさわしい技能・態度を備えた臨時職員（任

用期間６か月以内、常勤）２人をあてます。 
 

Ⅳ 担当業務別の労働条件等 

 
・担当業務、雇い入れ身分、職種、雇用形態、人数、勤務形態、交替制、労働条件、必要

な職能、免許資格の関係を表すと次のとおりです。 
 
担当業務 雇入身分 職種 雇用形態 人数 勤務形態 労働条件 
施設維持 
管理業務 

専任職員

(管理職) 
事務 期間の定めなし 

３ ２交替/日 
7.5 時間/日、37.5 時間/

週、4 週 8 休 
センター 
自主事業 

専任職員 〃 期間の定めなし １  7.5 時間/日、37.5 時間/

週、4 週 8 休 出向職員 〃 有期雇用(１年) １  
 
総合相談 
業務 

嘱託職員

※１ 
〃 

有期雇用(１年) １ 
２交替/日 7.5 時間以内/日、37.5

時間以内/週、4 週 8 休

臨時職員

※２ 
〃 

有期雇用(６カ月) １ 
２交替/日 6.0 時間/日、30.0 時間/

週、4 週 8 休 
利用承認 
業務 

臨時職員

※３ 
〃 

有期雇用(６カ月) ２ 
３交替/日 5.0 時間以内/日、25.0

時間以内/週、4 週 8 休

計    ９   
 

※１嘱託職員：２交替制により延べ 31 人/月。労働時間は 7.5 時間と 6.0 時間タイプの組み合わせ 
※２臨時職員：２交替制により延べ 31 人/月。労働時間は 6.0 時間 
※３臨時職員：３交替制により延べ 155 人/月。労働時間は 5.0 時間と 4.5 時間タイプの組み合わせ 
 

 

担当業務 雇入身分 必要な職能 免許資格 備考 
施設維持 
管理業務 

専任職員

(管理職) 
管理監督者としての幅広い視野と高い識見、部下を指

導・統率できる能力、対外的な折衝能力 
※４ ※５ 

センター 
自主事業 

専任職員 担当業務に精通し、豊かな発想と独創性に富み、企画

力、職務に必要な幅広い人脈、粘り強い実行力 
〃  

出向職員

総合相談 
業務 

嘱託職員 豊かな経験と専門知識に基づく的確な判断・助言能力 〃  
臨時職員 地域活動・市民活動に詳しく的確な助言のできる能力 〃  

利用承認 
業務 

臨時職員 施設利用承認、備品貸し出し、料金取り扱い等の実務

能力 
〃  

 
計     

 

※４施設維持管理業務の免許資格：施設の維持管理に必要な、甲種防火管理者、電気主任技術者、建築物

環境衛生管理者など有資格者の業務についてはビル管理会社（又は専門業者）に委託 
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※５急病人への対応：管理職１人が普通救命講習受講済み 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 個人情報保護及び情報公開の方針

 
１ 個人情報保護法及び相模原市個人情報保護条例第 53 条の規定に基づき、個人情報の

取り扱いについては適正な管理に努め、必要な措置を講じます。 
具体的には、個人情報は指定管理者の定める「個人情報保護に関する基本方針（プラ

イバシーポリシー）」及び「個人情報保護規程」に従い、適正に取り扱います。 
２ 個人情報保護に関する業務従事者（職員、役員、派遣社員など）の教育研修を行いま

す。 
３ 情報公開については、法令、相模原市情報公開条例第30条の２及び定款の規定に基づ

き、情報公開の促進に努め、必要な措置を講じます。 
 具体的には、指定管理者の定める「情報公開規程」に従い、情報公開請求への対応を

はじめ、積極的な情報公開に取り組みます。 
 

Ⅱ 個人情報保護の取組 

 
１ 個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）の遵守 
・指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことを法

人の基本理念として、プライバシーポリシーを定め、個人情報の保護に努めています。 
・その内容は、①法令等の遵守、②適法かつ公正な手段による個人情報の取得、③個人情

報の目的外利用の禁止、④個人情報の共同利用先及び外部業務委託先への指導監督、⑤

利用目的の本人通知又は公表、⑥個人情報の第三者への同意なき提供の禁止、⑦個人情

報の安全管理措置、⑧個人情報の開示・訂正・利用停止・消去への本人請求への対応、

⑨個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定及び研修・教育、⑩個人情報に関

する問合わせ・苦情窓口について定め、遵守します。 
 http://sagamachi.jp/consortium/pdf/305.pdf 
 
２ 個人情報保護規程に基づく個人情報の適正な取り扱い 

・プライバシーポリシーに従い、指定管理者は、個人情報の取扱いに関する基本的事項を

定め、事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益の保護を目的とした

「個人情報保護規程」を制定し、運用しています。 
・規程は、①総則、②個人情報の取得、③個人情報の利用及び第三者提供、④個人データ

の管理、⑤保有個人データの公表、開示等、⑥組織及び体制、⑦補則の７章 37 条から

ケ 個人情報の取扱いや施設の管理運営に係る情報公開について

の考え方 
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なり、業務従事者（職員、役員、派遣社員など）に対して個人情報の適正な取り扱いと

遵守を求めています。これらの活動を継続します。 
http://sagamachi.jp/consortium/pdf/306.pdf 
 

３ 個人情報保護に関する業務従事者の教育研修 
・職員をはじめ業務従事者に対して個人情報保護の重要性を認識する研修を行います。 
・本人からの情報収集、収集の目的外での使用禁止などについて、文書により周知し、法

令、条例及び規程の遵守を徹底します。 
・個人情報の保管に関わり、紙媒体・電子媒体とも外部持ち出し禁止を徹底します。 
・個人情報の流出など不測の事態に備えて、「個人情報事故対応マニュアル」を作製し、関

係者に周知して、不正の拡大を防ぎます。 
・個人情報の取り扱いに関する苦情については、相談窓口にて適切かつ迅速に対応するよ

う指導します。 
・委託業者等の外部団体が個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護規程に基づき、契

約時に文書を取り交わすなど適切な措置を講じます。 
 

Ⅲ 情報公開の取組 

 
１ 情報公開規程に基づく情報公開の促進 
・指定管理者は、社会一般に対する情報公開の趣旨を尊重するとともに、個人情報がみだ

りに公開されないよう 大限の配慮をすることを法人の基本理念として、情報公開規程

を定め、積極的な情報公開に取り組んでいます。 
・情報公開の対象資料は、①定款、②役員等名簿、③社員名簿、④事業計画書、⑤収支予

算書、⑥資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、⑦貸借対照表、⑧損益計算書

（正味財産増減計算書）、⑨事業報告書、⑩附属明細書、⑪監査報告書・会計監査報告書、

⑫財産目録、⑬キャッシュ・フロー計算書、⑭運営組織及び事業活動の状況の概要及び

これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類、⑮役員等に対する報酬等の支給

基準、⑯特定費用準備資金算定根拠、⑰特定財産の取得・改良充当資金、寄附等による

受入れ財産・資金の明細を定め、閲覧請求があったときは一般の閲覧に供しています。

引き続き情報公開の促進に取り組みます。 
http://sagamachi.jp/consortium/pdf/304.pdf 
 

２ ホームページを活用した情報公開の取組 
・指定管理者は、公益法人の指導監督基準に従い、ホームページにおいて、①定款、②役

員等名簿、④事業計画書、⑤収支予算書、⑦貸借対照表、⑧損益計算書（正味財産増減計

算書）、⑨事業報告書、⑫財産目録を公開しています。 
 http://sagamachi.jp/consortium/project.html 



 

 20

 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 意見聴取の方針 

 
１ アンケート調査を通じて利用者の満足度向上に取り組みます。 
２ 利用者をはじめ広く市民の声を聴くサイトを設け、意見や要望を把握します。 
３ それらの意見や要望を施設運営や自主事業の実施に活かします。 
４ 意見や要望は、対応内容も含めて適切な方法で公開します。 
５ 上記の取組を通じて市民サービス水準の確保を目指します。 
 
 

【特徴的な取組】情報公開促進の観点から、法令に定めるもの以外に、③社員名簿、⑭運

営組織及び事業活動の状況の概要（数値情報を含む）、さらに法人の全規程、社員総会及

び理事会の議事抄録をホームページにおいて公開してきました。 

コ 施設利用者の意見聴取とその反映方法 
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【参考資料】 
 
 
 
 

Ⅰ 相模原・町田大学地域コンソーシアムについて 

 
公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム（以下「さがまち」という。）は、「大

学、NPO、企業、団体、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『魅力あふれる地域社会の創造』」を目的とする大学と地域の協働団体です。 
 

さがまちは、相模原市長・町田市長の呼びかけに応じて 2002 年に発足した大学地域連

携方策研究会を前身とし、2010 年 4 月にそれまでの任意団体から一般社団法人に発展し、

同年 10 月には公益社団法人として内閣総理大臣の認定を受け、発足以来今年で 10 年とな

ります。加盟機関は大学、専門学校、NPO、企業、経済団体、公益法人、行政など 36 機

関にのぼり、その所在地は相模原市・町田市を中心に横浜市、八王子市に広がります。 
 

各地の大学コンソーシアムで構成される全国大学コンソーシアム協議会（本部京都、

2004 年設立）には 48 団体が加盟していますが、活動目標を「地域市民の生活の質（QOL）
の向上」に集約している団体はさがまちの他になく、都市型社会において広範な市民協働

に取り組む特色ある団体として、協議会の中でも注目されています。 
事業の柱は教育学習事業、人材育成事業、地域発展事業の３事業とし、コンソーシアム

大学をはじめ地域プロモーターの育成、学生インターンシップ、学生キャリア形成支援、

地域情報誌制作、CATV 番組制作など公共的な 11 の個別事業に加盟機関の特色を活かし

ながら取り組んでいます。 
 

教育学習事業（２事業）では、５年目を迎えた「さがまちコンソーシアム大学」（101
講座、受講生延べ 5,316 人、2008.2~2012.3）は、生活者の視点に立ったテーマと演習な

ど実技系の実践的な内容が受講生から好評を戴いています。４年目を迎えた「相模原市・

座間市市民大学（受託事業）」（102 講座、受講生延べ 7,115 人、2009.4~2012.3）は、教

養・総合系の内容で構成され、初心者にも分かりやすいとの評価をいただいています。 
 

人材育成事業（３事業）では、相模大野駅周辺商店会連合会との共催による「相模大野

宣伝部」まちづくりワークショップにおいて、学生が商店街や自治会の方々と理想とする

まちづくりについて、互いの考えを活かしています。東林間商店街主催の「東林間サマー

わぁ！ニバル」（2011~2012）、「東林ふるさとまつり」（2011~2012）では、商店街活性化

の広報活動（広報誌「わぁ！」創刊号制作、東林間商店街 TV-CM 制作）、オリジナル商品

の開発に学生・地域プロモーターが携わり、地域活動の担い手として成長しています。 
 

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアムの概要 
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【参考資料】 
地域発展育成事業（６事業）では、学生のキャリア形成支援を目的とする「実践型ライタ

ー育成講座（さがみはら産業創造センター、日刊工業新聞社共催）」（協力企業 23 社、参

加学生 55 人、2008~2010）を開講し、学生によるものづくりの現場の調査研究を通じて、

地域産業への理解と自分自身の役割について認識を深めてきました。学生が企画編集する

情報紙「さがまち」（年２回、通算 13 号（2006.9~2012.9）、参加学生 288 人）は、青年の

視点から地域の魅力を紹介する記事が斬新だと好評を博しています。 
 

2012 年９月１日～２日には、全国大学コンソーシアム協議会主催、さがまちコンソーシ

アム共催による「第９回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」を相模大野グリー

ンホール・相模女子大学において開催しました。フォーラムは一般市民を含む過去 多の

471 人が参加し、テーマ「活力あふれる魅力的な地域社会の創造」に沿って、当団体の特

色を活かした基調講演、シンポジウムが行われ、また６つの分科会では事例発表を中心に

白熱した討論が展開され、実りある大会だったと評価しています。 
 

Ⅱ 地域や他団体との連携の方針

 
１ 地域との連携を重視し、市民をはじめ自治会、商店街、市民活動団体、企業等と協働

したまちづくりの取組を推進します。 
２ 大学、NPO、企業、経済団体、公益法人など多様な加盟機関の特色をまちづくりの取

組に活かします。 
３ 加盟大学においては学生の組織化を進め、まちづくりの担い手を育てます。 
４ 近隣の大学コンソーシアム（多摩、八王子、首都圏西部、横浜）と人的交流や課題の

共有について、連携協力します。 
５ 全国大学コンソーシアム協議会（48 団体）の一員として、センターの意義や特色ある

まちづくりの取組を加盟団体に紹介します。 
 

Ⅲ 連携協働によるまちづくりの取組

 
１ 自治会との連携協働の推進 
・「相模大野宣伝部」まちづくりワークショップ（2012.2~3、各回約 100 人）に自治会員

が参加し、学生とまちづくりの考えを語り合う機会をもちました（継続中）。これらの

取組をさらに拡げます。 
 
２ 商店街との連携協働の推進 
・商店街との連携協働の実績は次のとおりです。 
東林間商店街：東林間サマーわぁ！ニバル 2011~2012、東林ふるさとまつり 2011~2012

の共催、学生による商店街活性化の広報活動（東林間商店街広報誌「わぁ！」創刊 
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【参考資料】 
号制作、東林間商店街 TV-CM 制作）、オリジナル商品の開発など 
 相模大野駅周辺商店会連合会：「相模大野宣伝部」まちづくりワークショップの共催、学

生参加 2011~2012、相模女子大学学生アンテナショップの開設 2010 
 淵野辺商店街：麻布大学学生「淵野辺ボンバイエ」2009~2010 
・今後は東林間、相模大野、小田急相模原、相武台、古淵、淵野辺、相模原西門、橋本の

各商店街と連携した商店街活性化の取組を進めます。 
 
３ 市民活動団体、企業、高等学校等との連携協働の推進 
・市民活動団体との連携協働の実績は次のとおりです。 
 さがまちコンソーシアム大学講座の企画運営：相模原 ST-ART、CCCNET（各年度） 
 インターンシップ学生の受け入れ：さがみはら市民会議 2010~2011 

さがみはら環境まつり：さがみはら環境活動ネットワーク会議 2009~2011 
相模大野宣伝部：チームさがみはらプラス 2011~2012 

 
・企業、公益団体等との連携協働の実績は次のとおりです。 
 さがまちコンソーシアム大学講座の企画運営：㈱さがみはら産業創造センター、㈱八千

代銀行、㈱横浜銀行（各年度） 
インターンシップ学生の受け入れ：FM さがみ 2004~2011、J:COM2010~2011、相模大

野図書館 2011 
こどもアントレ・インターンシップ受け入れ：㈱さがみはら産業創造センター 2010 

 実践型ライター育成講座（MONO MONO）2008~2010：延べ 23 企業 
アイダエンジニアリング㈱、㈱アトラス、永進テクノ㈱、大浩研熱㈱、マイクロテ

ック・ラボラトリー㈱、㈱和広、㈱向洋技研、㈱コバヤシ精密工業、権田金属工業

㈱、㈱ジャパンセル、㈱オハラ、湘南デザイン㈱、㈱マーク電子、㈱イノウエ、ク

ラフト㈱、エイト技工㈱、㈱志成データム、㈱日本油機、㈱共立、(有)ケミカル電

子、三光機械㈱、日本サーモニクス㈱、㈱クライムエヌシーデー 
キャリア支援 4 Step Program 2011~2012：延べ 37 企業 

㈱アトリエヨシノ、㈱イーエムシージャパン、㈱イノウエ、㈱オーディオテクニカ、

オルガノ㈱開発センター、㈱オンザウエイ、㈱カイゼン・マイスター、㈱共立、㈱

ギオン、㈱ケーユーホールディングス、相模湖リゾート㈱（プレジャーフォレスト）、

㈱ジャパン・アドバンスト・ケミカルズ、相陽建設㈱、（社）竹清会、㈱東京ガス

ライフバル澤井、ホテルザ・エルシイ町田、ブックオフコーポレーション㈱、マル

マテクニカ㈱、モランボン㈱、レボックス㈱、 
相模大野宣伝部：野村不動産㈱ 
その他活動を通じて交流中の団体：㈱大塚商会、神奈川県国民年金基金、㈱廣済堂、㈱

進研アド、㈱常永、㈱テレビ神奈川 
 
・高等学校との連携協働の実績は次のとおりです。 
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相模原交通安全デーの取組（春季・秋季）：市内県立・私立高等学校 20 校 2010~2012 
 
４ 多様な加盟機関の特色を活かしたまちづくりの取組 
 
・大学、専門学校、NPO、企業、経済団体、公益法人、行政のそれぞれの特色を活かした

取組を今後も企画運営します。さがまちコンソーシアム加盟機関（36 機関） 
大学（18）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,
女子美術大学,玉川大学,多摩美術大学,東京家政学院大学,東京女学館大学,東京

造形大学,法政大学,山野美容芸術短期大学,和光大学 
専門学校（1) 町田・デザイン専門学校 
NPO(4)   相模原エスティアート,さがみはら市民会議,CCCNET,チームさがみはらプラス

企業（5） 小田急電鉄,紀伊國屋書店,さがみはら産業創造センター,八千代銀行,横浜銀行 
経済団体（2）相模原商工会議所,町田商工会議所 
公益法人（4）相模原市都市整備公社,相模原市民文化財団,相模原市薬剤師会,相模原市みど

りの協会 
行政（2） 相模原市,町田市 

 

Ⅳ 他の大学コンソーシアムとの連携

 
１ 近隣の大学コンソーシアム（多摩、八王子、首都圏西部、横浜）との連携 
・職員の交流や情報交換、共同プログラムの検討などを通じて、本法人の充実発展を目指

します。 
 
２ 全国大学コンソーシアム協議会における紹介活動 
・全国大学コンソーシアム協議会（48 団体加盟）における活動実績は次のとおりです。 
 2004 年 協議会設立 

第１回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム（京都）、ポスター参加 
 2005 年 第２回研究交流フォーラム（金沢）、ポスター参加 
 2006 年 第３回研究交流フォーラム（八王子）、ポスター参加 

2007 年 第４回研究交流フォーラム（広島）、ポスター参加 
2008 年 第５回研究交流フォーラム（名古屋）、ポスター参加 
2009 年 第６回研究交流フォーラム（函館）、分科会発表、ポスター参加 

      発表「さがまち人材育成・地域発展事業の取組みについて」 
2010 年 第７回研究交流フォーラム（堺）、ポスター参加 
2011 年 第８回研究交流フォーラム（熊本）、分科会発表、ポスター参加 

発表「さがまちコンソーシアムの組織運営の現状と課題」 

2012 年 第９回研究交流フォーラム（相模原）、共催・企画運営、分科会発表、ポスタ 
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      ー参加、フォーラム参加者 470 人（一般参加者 160 人を含む） 

      第１分科会主管「学生・市民が担うまちづくり」、分科会参加者 92 人 
           学生発表「情報誌さがまちによる地域情報発信」 
 


