
平成29（2017）年度　多摩大学産官学民連携プロジェクト一覧表（20170912)

１．研究
No. 学部 研究プロジェクト名 連携先名

1 経営情報
多摩の「健康まちづくり産業」に関する研究③～地域に
おける新産業構想の方法論

多摩市、（株）ファンケルヘルスサイエンス、株式会社
エムール、グリナード永山会

◎松本、久保田

2 経営情報
多摩地域の創業実態に関する調査研究（第7回多摩地
域における採用実態調査）

多摩信用金庫 ◎松本、小林、丹下

3 経営情報

中小企業によるグローカルビジネスのマネジメント手法
に関する実証研究(科研採択)
(更新する)科研に採択されたため別途、奥山、金、
バートルの3名で3年計画で研究を進める。

グローカルビジネスを展開している中小企業(8月に中
国や香港に進出している日本企業のフィールドワーク
を実施する)

◎奥山(明治大)、金、バートル

4 経営情報
グローカルビジネス人材によるグローカル志向獲得プ
ロセスに関する研究

グローカルビジネスを展開している中小企業(国内企
業のフィールドワークを実施する)

◎丹下、金、バートル、奥山(明治大)

5 経営情報
「高大接続アクティブ・ラーニング研究会」の創設とAL
技法の共同研究

目黒中高校、聖ヶ丘中高校、目黒区、多摩市、神奈川
県いちょう団地、藤沢市、ミュージックセキュリティーズ
社、日本政策金融公庫など。

6 経営情報 「健康まちづくり産業」プロジェクト
多摩市、（株）ファンケルヘルスサイエンス、株式会社
エムール、グリナード永山会

◎松本、久保田

7 経営情報 「創業支援プラットフォーム」プロジェクト 多摩市、多摩信用金庫 ◎松本、小林、丹下

8 経営情報
「ビッグデータ活用による大いなる多摩創生」プロジェク
ト

カスタマー・コミュニケーションズ(株) ◎佐藤、松本、今泉、久保田

9 SGS 「湘南藤沢におけるインバウンド」プロジェクト 藤沢市 ◎堂下、安田、橋詰、太田、田中、竹内

     

研究メンバー（敬省略）

◎金、村山、佐藤、中村その子、大森、浜田、小西、下井、松本、趙、久恒、杉田、田
中(SGS)、水嶋、池田、森島(高大教職員合計25名:多摩大教員13名、多摩大職員3
名、目黒高校3名、聖ヶ丘高校6名)



２．教育

No. 学部 プロジェクト名 連携先名 ゼミ名（授業）
担当教員名
（敬称略）

1 経営情報 多摩市諏訪小学校放課後こども教室｢英語であそぼう」 多摩市立諏訪小学校 石川ゼミ 石川

2 経営情報 みんなの食卓プロジェクト2017
聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会、多摩市青少
年問題協議会連光寺･聖ヶ丘地区委員会、多摩市立
聖ヶ丘小学校、連光寺小学校

梅澤ゼミ 梅澤

3 経営情報 多摩グリーンライブプロジェクト2017
多摩市立グリーンライブセンター、多摩GV連絡会、一
本杉公園みどりの会

梅澤ゼミ 梅澤

4 経営情報 近隣交流七輪プロジェクト2017 聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会 梅澤ゼミ 梅澤

5 経営情報
世代間交流八王子駅前サロンプロジェクト
（平成29年度大学コンソーシアム八王子学生企画事業
補助金対象事業）

八王子市地域包括支援センター旭町、八王子市社会
福祉協議会第4地区委員会

梅澤ゼミ 梅澤

6 経営情報 地域学生センター UR,多摩市役所、聖ヶ丘コミュニティセンター 梅澤、中庭、中澤

7 経営情報 さくらプロジェクト 株式会社ウィズチャイルド、株式会社MNHほか
奥山ゼミ（地域産業・中小企業研究室）、
野坂ゼミ、丹下ゼミ

奥山、野坂、丹下

8 経営情報 志企業の会社案内プロジェクト
多摩信用金庫、株式会社弘久社、地域中堅・中小企
業、中央大学酒井ゼミ

丹下ゼミ、野坂ゼミ、梅澤ゼミ 梅澤、丹下

9 経営情報 地域ビジネス研究プロジェクト 島根県商工会連合会、浅利観光株式会社ほか 奥山ゼミ（地域産業・中小企業研究室） 奥山

10 経営情報 地域産業研究プロジェクト 小豆島ヘルシーランド社ほか 奥山ゼミ（地域産業・中小企業研究室） 奥山

11 経営情報 日の出町産業振興プロジェクト
日の出町、日の出商工会、日の出町観光ガイドの会
ほか

丹下ゼミ 丹下

12 経営情報 産業社会特講　デジタル時代のメディア実践
産業社会特講　デジタル時代のメディア
実践

木村

13 経営情報 プロジェクションマッピング企画と実施 諏訪商店街 彩藤ゼミ 彩藤  

14 経営情報 ファンケルプロジェクト
（株）ファンケル、多摩市、グリナード永山（新都市セン
ター開発）

酒井ゼミ 酒井

15 経営情報
コミュニティツーリズム資源調査とスタディツアー開発
富士吉田市

富士吉田市 中庭ゼミ 中庭

16 経営情報
コミュニティツーリズム資源調査とスタディツアー開発
八王子市Ａ

八王子市 中庭ゼミ 中庭

17 経営情報
コミュニティツーリズム資源調査とスタディツアー開発
八王子市Ｂ

八王子市 中庭ゼミ 中庭

18 経営情報
コミュニティツーリズム資源調査とスタディツアー開発
日野市

日野市 中庭ゼミ 中庭

19 経営情報 高山市若手事業者調査 高山市 中庭ゼミ 中庭

20 経営情報 武蔵境自動車教習所イベント企画 武蔵境自動車教習所 中村その子ゼミ 中村その子

21 経営情報 多摩テレビ番組制作プロジェクト 多摩テレビ 中村その子ゼミ 中村その子



22 経営情報
コミュニティラジオ局での大学情報発信番組の制作出
演

FM西東京 中村その子ゼミ 中村その子

23 経営情報
農作物収穫体験に関する学びと振り返り（タイトル未
定）

聖ヶ丘中学校・高等学校 野坂ゼミ 野坂

24 経営情報 多摩祭野外イベントプロジェクト
BAR＜SCREW　DRIVER＞の野外イベントチームS.O.S
等

松本ゼミ 松本

25 経営情報 奥多摩活性化事業開発プロジェクト NPO法人奥多摩カヌーセンター等 松本ゼミ 松本

26 経営情報 銚子市活性化事業開発プロジェクト【夏合宿】 ＮＰＯ法人ちょうしがよくなるくらぶ 松本ゼミ 松本



２．教育

No. 学部 プロジェクト名 連携先名 ゼミ名（授業）
担当教員名
（敬称略）

27 経営情報 産業社会特講（実践的ビジネスプラン入門講座） 　 見山

28 経営情報
若者にとって魅力ある多摩地域の創生～地域内高齢
者を活用した若者呼び込みの可能性と提案～ 多摩市 インターゼミ（多摩学班） ◎丹下、野坂、荻野

29 経営情報 (仮)モンゴルのユーラシア交流史

モンゴル史と所縁のある地域・訪問先(福岡・大阪・京
都・宮城など)と交渉中。
モンゴル大使館(9月に寺島学長・久恒・金・バートルが
訪問予定)。

インターゼミ(アジアダイナミズム班) ◎金、水盛

30 経営情報 　 　
インターゼミ（サービス・エンターテインメン
ト班）

◎バートル、安田、田
中、韓

31 経営情報 インターゼミ（AI班） ◎久保田、木村

32 経営情報 春学期三重県中堅企業ALプログラム
三重県津市役所、現地企業（おぼろタオル、東海アヅ
ミテクノ）

オープンプログラム、帝塚山大学連携事
業

◎丹下、金他

33 経営情報
秋学期岐阜県中堅企業ALプログラム

岐阜県高山市役所と現地企業と交渉中。
オープンプログラム、帝塚山大学連携事
業

◎丹下、中庭、金他

34 経営情報
「高大接続アクティブ・ラーニング研究会」が企画する高
大連携プロジェクト(10プログラム)

目黒中高校、聖ヶ丘中高校、目黒区、多摩市、神奈川
県いちょう団地、藤沢市、ミュージックセキュリティーズ
社、日本政策金融公庫など。

オープンプログラム、金ゼミ、村山ゼミ、丹
下ゼミ、野坂ゼミ、インターゼミ(多摩学
班)、趙ゼミ、田中(SGS)ゼミなど。

◎金、村山、佐藤、中
村その子、大森、浜
田、小西、下井、松本、
趙、丹下、野坂、久恒、
杉田、田中(SGS)、堂
下(SGS)、韓(SGS)、水
嶋、池田、森島。

35 経営情報
多摩大学起業特別プログラム

ビジネススクエア多摩 オープンプログラム
◎松本、金、小林、志
賀、久恒、奥山(明治
大)、宮地

36 SGS ぶらりごみ拾い
藤沢市役所、藤沢市環境事業センター、藤沢市資源
回収協同組合、日本大学生物資源科学部

ぶらりごみ拾い実行委員会 橋詰

37 SGS 市民講座 藤沢市役所 地域活性化マネジメント委員会 清水、満岡



３．社会貢献 ・産学連携
No. 学部 事業名 連携先名 担当部署

1 経営情報 「英語で脳トレ」 茅ケ崎市勤労福祉会館 飯田健雄

2 経営情報
第10期寺島学長監修リレー講座

学長室

3 経営情報 T-Studio公開講座 学長室

4 経営情報 公開講義「世代間交流健康トレーニング」 　

5 経営情報

文科省・大学の世界展開力強化事業委員会(委員:寺
島学長)・岡山大学キャンパスアジア事業(日中韓共同
によるグローバル人材育成)
(更新する)

岡山大学・中国吉林大学・韓国成均館大学

6 経営情報 多摩市若者会議実行委員会 多摩市役所 地域活性化マネジメント委員会

7 経営情報 自動車産業に関する共同研究 (株)現代文化研究所 総合研究所

8 経営情報 多摩市創業支援事業（ビジネススクエア多摩運営） 多摩市経済観光課・多摩信用金庫 総合研究所

9 経営情報 昭島市産業振興プロジェクト 昭島市、多摩信用金庫 総合研究所

10 経営情報 羽村市　シティプロモーション実践研修 羽村市 総合研究所

11 経営情報
ＮＰＯマーケティングプログラム2016　ＮＰＯ「マーケソ
ン」

（特活）ＮＰＯサポートセンター、パナソニック株式会社 総合研究所

12 経営情報
神奈川県　ボランタリー団体成長支援事業「かながわ
ボランタリーエースプログラム」

関内イノベーションイニシアティブ(株)、神奈川県 総合研究所

13 経営情報 シニアアルカディア研究 （株）ジー・エフ 総合研究所

14 SGS
湘南台地区商店会 支援：七夕まつり・灯籠流し・湘南
台まつり・湘南台ファンタジア・イルミネーション（ボラン
ティア）

湘南台地区協力者会議等 学生課

15 SGS ふじさわ産業フェスタ出展 藤沢商工会議所
地域活性化マネジメント委員会・入試委員
会・l国際交流委員会

松本

松本

中庭

◎金(キャンパスアジア事業共通教科書編
纂委員会副委員長)、バートル(日中韓経
済学教科書の分担執筆)、下井(同分担執
筆)。日中韓経済学教科書は、2015年版、
2016年改訂版の刊行を経て、2017年改訂
版を発刊する予定。

◎梅澤、大澤

今泉、中澤、梅澤、齋藤S、佐藤、増田、中
庭、小林、小西、飯田、下井

◎金、小林、高野、久恒、中庭、志賀、
バートル、増田、中澤、良峯、佐藤、小西、
丹下、水盛、野坂

飯田健雄

担当メンバー(敬省略)

マクシェーン・総務課・入試課・国際交流
課

学生会を中心としたボランティア

松本

松本

松本

松本

松本



16 SGS 藤沢市民まつり 藤沢市役所 地域活性化マネジメント委員会

17 SGS 遊行の盆コンテスト 藤沢商工会議所 学生会 学生会メンバー

総務課



４．教育連携（小中高大との連携）
No. 学部 事業名 連携先名 担当部署

1 経営情報 みんなの食卓プロジェクト2017 多摩市立聖ヶ丘小学校

2 経営情報 みんなの食卓プロジェクト2017 多摩市立連光寺小学校

3 経営情報 多摩市立聖ヶ丘中学校学習会支援ボランティア 多摩市立聖ヶ丘中学校

4 経営情報
中堅企業ALプログラム(改革支援機構タイプ3産学連携
対策)(更新する)

帝塚山大学 学長室

5 経営情報 未定 多摩大学聖ヶ丘中学校高等学校
高大接続アクティブ・ラーニング研究会、
地域活性化マネジメント委員会

6 経営情報
農作物収穫体験に関する学びと振り返り（タイトル未
定）

多摩大学聖ヶ丘中学校高等学校

7 経営情報 未定 多摩大学目黒中学高等学校 高大接続アクティブ・ラーニング研究会

8 SGS 六会中学校との交流（文化祭、学園祭交流） 六会中学校 学生会

9 SGS 英語の授業づくり研修講座 神奈川県立総合教育センター 地域活性化マネジメント委員会

10 SGS
「学術交流及び連携に関する包括協定（平成28年1月5
日）に基づく、公立名桜大学との諸活動

名桜大学 地域活性化マネジメント委員会

11 SGS とにかく親子でサイエンス 六会小学校 地域活性化マネジメント委員会

12 SGS 日本国際文化学会事務局 会員の属する主要大学

５．来年度からの準備案件
No. 学部 事業名 連携先名 担当部署

1 SGS 国立長崎大学との連携 国立長崎大学

No. 氏名 委員会等名 役職等 自治体委員会等名

1 出原　至道 大学コンソーシアム八王子産学公連携部会 部会員 八王子市

2 梅澤　佳子 地域学生センターに係る連絡会議　 委員 多摩市

3 梅澤　佳子 多摩市学びあい育ちあい推進審議会 委員 多摩市

4 梅澤　佳子 多摩市教育連携支援事業推進委員会 委員 多摩市

5 梅澤　佳子 大学コンソーシアム八王子産学公連携部会 部会員 八王子市

金、杉田、久恒、松本、清松、野坂

丹下、金

大森拓哉、教職履修者を中心とした多摩
大学生（平成27年度実績4名）

梅澤

梅澤

担当メンバー（敬称略）

安田

担当メンバー

大場、西井

金本プロジェクトゼミ

安田、堂下、田中、韓、太田、橋詰

大場、イングリッシュ

学生会メンバー

金、杉田、久恒

野坂、松本

６．自治体委員会・行政機関等への協力



6 清松　敏雄
多摩市立八ヶ岳少年自然の家における指定管理者候
補者選定に関する委員会

委員 多摩市

7 小林　英夫 多摩市内企業等懇談会 委員 多摩市

8 齋藤S．裕美 相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会 委員 相模原市

9 齋藤S．裕美 特定個人情報保護評価専門部会 副部会長 相模原市

10 齋藤S．裕美 保健医療センター職員のための情報セキュリティ 講師 藤沢市

11 齋藤S．裕美 多摩市特別職等報酬審議会 委員 多摩市

12 齋藤S．裕美
若年者ものづくり競技大会競技委員会　競技委員　中
央職業能力開発協会

委員 厚生労働省所管特別民間法人

13 清水　克己
未来につなぐ東京オリンピッ・パラリンピック藤沢市支
援委員会作業部会

委員 藤沢市

14 下井　直毅 多摩市国民健康保険運営協議会 会長代行 多摩市

15 丹下　英明 横須賀市「横須賀産業ビジョン 2011 推進委員会」委員 委員 横須賀市

16 趙　佑鎮 産業振興財団新産業政策研究所 客員研究員 川崎市



No. 氏名 委員会等名 役職等 自治体委員会等名

17 中庭　光彦 八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会 委員 八王子市

18 中庭　光彦
八王子市新たな拠点施設の整備に向けた基本計画の
検討に係る懇談会

委員・座長 八王子市

19 中庭　光彦 八王子市産業振興会議 委員・座長 八王子市

20 中庭　光彦 多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会 委員長 多摩市

21 中村　その子 多摩ボランティアまつり実行委員会 委員 多摩市

22 中村　その子 多摩地域ふれあいフォーラム運営委員会 委員 多摩市

23 中村　その子
多摩市社会福祉協議会機関紙　ふくしまつり
運営委員会

アドバイザー 多摩市

24 中村　その子 多摩市社会福祉協議会 委員 多摩市

25 中村　その子 多摩ボラセン　企業連携強化専門委員会 委員 多摩市

26 野坂　美穂 大学コンソーシアム八王子産学公連携部会 部会員 八王子市

27 橋詰　博樹 秦野市廃棄物対策審議会 委員 秦野市

28 橋詰　博樹 藤沢市環境審議会 委員 藤沢市

29 橋詰　博樹 藤沢市廃棄物減量等推進審議会 委員 藤沢市

30 橋詰　博樹 藤沢市特定空き家審査会 委員 藤沢市

31 橋詰　博樹 鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会 委員 鎌倉市

32 橋詰　博樹 逗子市廃棄物減量等推進審議会 副会長 逗子市

33 橋詰　博樹 川口市戸塚環境センター施設整備基本構想・基本計画策定審議会副会長 川口市

34 橋詰　博樹 中間貯蔵・環境安全事業株式会社入札監視委員会 委員
中間貯蔵・環境安全事業株式会社（環境
省所管の特殊会社）

35 早河　智春 六会協力者会議 委員 藤沢市

36 早河　智春 湘南台協力者会議 委員 藤沢市

37 早河　智春 藤沢市民祭り実行委員会 委員 藤沢市

38 松本  祐一 ビジネススクエア多摩 事業運営統括者 多摩市

６．自治体委員会・行政機関等への協力



39 松本  祐一 地域雇用開発支援ワーキングチーム 委員 厚生労働省職業安定局地域雇用対策室

40 松本  祐一 昭島市総合戦略策定推進委員会 委員長 昭島市

41 松本  祐一 昭島市総合戦略推進検討委員会 委員長 昭島市

42 松本  祐一 藤沢市都市政策懇話会 委員 藤沢市

43 松本  祐一 日野市生活課題産業化協議会 座長 日野市

44 松本  祐一 まち・ひと・しごと創生計画推進懇談会 会長 羽村市

45 見山　謙一郎 中央環境審議会（循環型社会部会） 委員 環境省

46 見山　謙一郎 地球環境基金 評価専門委員 独立行政法人環境再生保全機構

47 見山　謙一郎 墨田区廃棄物減量等推進審議会 委員・副会長 墨田区

48 見山　謙一郎
総務省地域経済応援ポイントの導入等による消費拡
大方策検討会

構成員（有識者） 総務省

49 安田　震一
未来につなぐ東京オリンピッ・パラリンピック藤沢市支
援委員会

委員 藤沢市

50 安田　震一 ふじさわシティプロモーション委員会 委員 藤沢市


