2 つのコンソーシアムを通じた地域交流

国府台コンソーシアム
国府台コンソーシアムは市川市国府台地区及び近隣の教育機関と医療機関が連携し、相
互の発展と地域の活性化に資するべく2017年12月に設立されました。参加機関は千葉
商科大学、
和洋女子大学、東京医科歯科大学教養部、千葉商科大学付属高等学校、
和洋国府
台女子中学校高等学校、千葉県立国府台高等学校、市川市立第一中学校、市川市立国府台
小学校、筑波大学附属聴覚特別支援学校、国立国際医療研究センター国府台病院、市川市
です。年1回総会を開催し、活動についての評価、新たな取組みなどについて意見交換を
行うとともに、
具体的な活動は幹事会を設け、推進しています。

大学コンソーシアム市川
大学コンソーシアム市川は千葉県市川市に所在する5つの高等教育機関（千葉商科大学、
和洋女子大学、東京医科歯科大学教養部、昭和学院短期大学、東京経営短期大学）が、教育
資源や機能等の活用を図りながら幅広い分野で相互に連携協力し、教育研究の質的向上
を図り、地域社会の発展に資することを目的として、2018年11月に設立しました。さら
に、市川市の発展を目的とした地域課題の解決に対し協働して取組むため、大学コン
ソーシアム市川は、市川市、市川商工会議所と産官学連携包括協定を締結し、大学コン
ソーシアム市川産官学連携プラットフォームを形成しました。

その他

千 葉 商 科 大 学

地 域 連 携 推 進センター

CUC 地域連携フォーラム
地域社会に期待される大学として成長する事を目的に、2010年度より「地域連携推進会
議」(地域の産学官民を代表する方々で構成)と「CUC地域連携フォーラム」を開催してい
ます。
「CUC地域連携フォーラム」では、地域連携推進センターにおける1年間の事業活動
を総括して報告するとともに、
地域連携のあり方や大学の使命、
センターに寄せる期待や
要望について、
市民をはじめ学内外の関係者からご意見をいただく機会としています。
ま
た、
いただいたご意見を今後に活かしていくことは勿論のこと、
関係者や市民の方々に本
学の地域連携活動について共通の理解を深めていただく機会としても活用しています。
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教育プログラムや学生のボランティア活動など、市川市との包括協定を
核としたセンターの多彩な事業活動をご紹介しています。

主要事業の紹介

本紙では地域のニーズに対応した生涯学習･社会人教育、小学生を対 象とした教育プログラムや学生のボランティア活動など、
※詳細は本学 Web サイトをご確認ください。
市川市との包括協定を核としたセンターの多彩な事業活動をご紹介し ています。

地域活動団体とつながるための主要事業
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事業の趣旨
公開講座のように、大学の「知」を地域社会

学生の地域に対する関心を呼び起こすための活動
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金制度（ヒト・カネの提供）
、CUC 市民活動
サポートプログラム（情報の提供）
、CUC
地域連携推進室の無償貸出（モノ・場所の提
供）という 3 つの具体的施策を通じて、従来

ことで学生の地域に対する関心を呼び起こす
国内研修プログラム、公開講座等の従来型の
地域連携活動、地域の子供たち向けのイベン
トの主催、２つのコンソーシアムを通じた地
域交流と合わせて、地域と大学の新しいつな
がり方を模索し続けます。

