
全国専門学校情報教育協会調査委員会 平成 15 年度視察報告 

大学コンソーシアム京都 
 

１. 設立趣意及び経緯 

 京都は大学が多数集積しており、歴史的にも大学都市として発展し、学術研究・文化芸術活動

等を通じて、大学と地域社会及び産業界の繋がりや大学相互の結びつきが育まれている。学術の

進展、技術革新による産業構造の変化、国際化・情報化の進展等によって社会が大きく変化を告

げつつある今日、大学はあらためてその存在意義を問われている。大学教育に対する社会の期待

や学生ニーズの多様化にさらに対応していくためには、大学、地域社会及び産業界との連携や大

学相互の結びつきをより一層深めていくことが必要である。このような中にあって、財団法人大

学コンソ-シアム京都は、大学、地域社会及び産業界との協力による大学教育改善のための調査研

究、情報発信交流、社会人教育に関する企画調整事業等を行い、これらを通じて大学と地域社会

及び産業界の連携を強めるとともに大学相互の結びつきを深め、教育研究のさらなる向上とその

成果の地域社会・産業界への還元を図り、我が国の学術研究と高等教育の発展に寄与することを

設立趣意としている。 

本コンソーシアムの設立は産官学の連携を目的とした「大学のまち・京都２１プラン」の策定（京

都市）に端を発している。また、このプラン策定に至った経緯は 1986 年から一部大学施設の市外

移転に伴う「大学のまち京都」からの大学流出が起因している。本コンソーシアムの主な活動目

的として以下の３項目が挙げられる。 

 

① 産・官・学間の連携事業 

② 地域社会への貢献事業 

③ 京都のシンクタンク的役割 

 

本事業はプラン策定から 2003 年で 10 年目を迎える、その経緯を以下に示す。 

 

 時 期                沿  革                 

1993年3月 「大学のまち・京都２１プラン」策定（京都市） 

1993年7月 「大学センター設立推進会議」（40大学・短期大学） 

1994年3月 京都・大学センター発足（45大学・短期大学、京都市、京都府参加） 

1998年3月 財団法人大学コンソーシアム京都設立許可（京都経済同友会、京都商工会議所等

経済4団体参加） 

2000年9月 キャンパスプラザ京都（京都市大学のまち交流センター）オープン 
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【キャンパスプラザ京都】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この施設は、大学における学術研究の成果その他の知的資産を活用することにより豊かな地域社会の形成に資する

ため、大学相互の間及び大学と産業界、地域社会等の間の連携及び交流を促進する活動その他の活動の用に供す

るために設置されました。（設置者：京都市）  

 住所・連絡先 

〒600-8216 
京都市下京区西洞院通塩小路下ル 
（JR 京都駅ビル駐車場西側・京都中央郵便局西側）

 
TEL（075）353-9111 
FAX（075）353-9121 
 
¥ 開館時間・休館日¥ 

【開館時間】 
 ●午前 9:00～午後 9:30 
 
【休館日】 
 ●毎週月曜日 
 ●年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日） 

 

館内主要施設 

6 階 京都デジタルアーカイブ研究センター 

5 階 第 1 講義室、第 1～4 演習室、共同研究室 

4 階 第 2～4 講義室 

3 階 放送大学京都学習センター 

2 階 第 1～3 会議室、ホール、和室 

1 階 情報交流プラザ、大学コンソーシアム京都事務室、カフェ 

地 階 駐車場 

規模概要 

敷地面積 2631.84 平方メートル 

建築面積 2076.34 平方メートル 

延床面積 11677.47 平方メートル 

構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階・地上６階建て 
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２. 事業概要 

【組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加盟団体】（2003 年 4 月 1日現在） 

 国立大学 

京都大学 

京都教育大学 

京都工芸繊維大学 

 公立大学・短期大学 

京都府立大学 

京都府立医科大学 

京都府立医科大学医療技術短期大学部 

京都市立看護短期大学 

京都市立芸術大学 

 私立大学・短期大学 

池坊短期大学 

大谷大学 

大谷大学短期大学部 

華頂短期大学  

京都医療技術短期大学 

京都外国語大学 

京都外国語短期大学 

京都学園大学  

京都経済短期大学  

京都光華女子大学 

京都光華女子大学短期大学部 

京都嵯峨芸術大学 

京都嵯峨芸術大学短期大学部  

京都産業大学 

京都女子大学 

京都女子大学短期大学部 

京都精華大学 

京都創成大学  

京都造形芸術大学  

京都橘女子大学 

京都短期大学  

京都ノートルダム女子大学  

京都文教大学 

京都文教短期大学 

京都薬科大学 

種智院大学 

西山短期大学 

成安造形大学 

成安造形短期大学 

聖母女学院短期大学  

同志社大学 

同志社女子大学  

花園大学 

佛教大学 

平安女学院大学 

平安女学院大学短期大学部 

明治鍼灸大学 

明治鍼灸大学医療技術短期大学部  

立命館大学 

龍谷大学 

龍谷大学短期大学部 

大阪成蹊大学芸術学部 

大阪医科大学  

方公共団体 

京都市   

 経済団体 

京都商工会議所 

京都経営者協会 

社団法人 京都経済同友会 

社団法人 京都工業会 
 

  ＊現在約 16 万人の学生が会員として登録している。 
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【事業計画】（2003 年度） 

（１）教育事業部  

＜教育事業＞  

１）単位互換  

①コーディネート科目の充実－「京都学」「２１世紀学」に関する総合的な学習機会の提供 

②持ち出し科目・既存科目の充実 

③単位互換運営・事務のシステム化 

２）シティーカレッジ  

＜高大連携事業＞  

１）高大連携プラットフォーム事業 

①「京都高大連携研究協議会」の設置－京都府域における高大連携推進機関の設置  

②高大連携教育プログラムの研究開発  

２）高大連携「学び」発信事業  

①「京都の大学『学び』フォーラム２００３」の開催  

②「高大連携推進室」の設置－大学コンソーシアム京都内推進組織の設置 

３）リメディアル教育プログラム提供事業  

①メディアル教育プログラムの提供 

４）ＦＤ（ファカルティー・ディベロップメント）事業  

①ＦＤフォーラムの開催  

②ＦＤ研究会の開催 

＜学生課外事業＞ 

１）短期大学学生対象キャリアサポートプログラム（就業体験プログラム） 

①「短期大学生キャリアサポートプログラム」の実施  

２）就職活動継続者対象支援プログラム 

３）「就職キャンパス２００４」の実施 

４）学生課外学習プログラム  

 

（２）企画事業部  

＜大学政策・情報化企画支援事業＞ 

１）大学政策・調査広報事業 

①「大学政策委員会」の設置 

②高等教育研究紀要等の発刊 

２）大学コンソーシアム京都長期計画策定  

３）情報企画事業 

①情報発信交流事業 

・学術情報の国際的発信 

・大学情報等の発信 
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・大学コンソーシアム京都情報の発信  

②情報化支援事業 

・遠隔隔講義・ネット授業の技術支援 

・情報化支援人材の育成・コーディネート 

・大学コンソーシアム京都事業に係る事務運営のシステム化  

４）デジタルアーカイブ事業  

５）国際交流事業 

①京都地域留学生住宅保証制度  

＜大学事務共同化・アウトソーシング事業＞  

１）大学事務共同化・アウトソーシング事業 

①大学事務共同化・アウトソーシング調査企画  

②職員共同研修 

・ビジネスマナー研修（主に新人職員対象） 

・キャリアカウンセラー人材育成  

③アドミニストレータ人材育成プログラム策定 

・「大学マネジメント研究会（仮称）」の発足 

・高等教育政策研究セミナーの開催  

 

（３）産官学連携・共同研究事業部  

＜共同研究事業＞ 

１）学術コンソーシアム事業 

①共同研究プロジェクトの推進  

②プラザカレッジ事業  

③単位互換等への講座提供  

④普及・出版・アーカイブ事業  

⑤研究交流事業  

２）京都地域シンクタンク事業 

①京都地域・行政政策シンクタンク機能の確立  

＜産官学連携人材育成事業＞  

１）ベンチャー人材育成事業 

①京都起業家学校（経済産業省・京都市プラットフォーム事業） 

②学生ベンチャースタートアップスクール（同上）  

③ＭＯＴ（Management of Technology）事業（経済産業省・京都府プラットフォーム事業）  

２）離職者訓練講座事業（厚生労働省・京都府委託事業）  

 

（４）リエゾン事業部  

＜リエゾン事業＞ 
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１）リエゾンオフィスの活動強化 

①受託研究等の件数増加  

②人文系・社会系・芸術系リエゾンオフィス等の連携  

③リエゾンオフィスコーディネーター等体制の強化  

＜インターンシップ事業＞  

１）インターンシッププログラムの実施 

①ビジネスコース  

②ベンチャービジネスコース  

③行政コース  

④ＮＰＯコース  

  ２）インターンシッププログラム研究開発  

＜学生交流事業＞  

１）京都学生祭典  

２）芸術系大学作品展（ART UNIV2003）  

３）京都学生スポーツ振興支援事業＜新規＞ 

①大学、地域、スポーツの連携・交流事業支援  

 

（５）管理運営事業  

１）キャンパスプラザ京都管理運営  

２）大学コンソーシアム京都の組織運営  

 

３．これまでの事業実施状況 

 １）大学間交流 

①単位互換（1994 年から実施） 

・44 大学で実施、411 科目、出願数 12369、履修数 9981（2002 年） 

・大学間での協定により全ての授業が単位として認定される 

但し、授業内容は教養科目が中心となる 

②研修交流（1995 年から実施） 

・ＦＤ（ファカルティー・ディベロップメント）フォーラム教授法研究 

参加のべ人数 906 人、142 大学が参加 

③学生交流（2000 年から実施） 

・「京都学生フェスティバル」を実施 

出演者 1479 人、89 団体 31 大学、来場者 30000 人 

２）生涯学習 

①シティーカレッジ（1997 年から実施） 

・京都市からの委託事業 

シティーカレッジは、社会人の学習ニーズの高度化に応えるものとして京都の各大
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学・短期大学より提供された科目を、正規学生と同様（科目等履修生・聴講生として）

に受講することができる制度 

②プラザカレッジ（2001 年 10 月から実施） 

・公開講座「京都学」、「21 世紀学」など 

土曜日午後に 1講座 90 分で実施 

３）産官学連携 

①インターンシップ（1998 年から実施） 

・定員 650 人、出願 890 人（2003 年度） 

インターンシップ・プログラムは、企業や行政機関および NPO・NGO 団体などにおいて、

２週間～1ヶ月程度の就業体験を行う「教育プログラム」受入先の部門としては、管理・

総務・営業・製造現場・研究開発部門等多岐にわたっており、正社員もしくは準社員

として実習を行う 2003 年度は、企業において就業体験を行う「ビジネスコース」、企

業のなかでもベンチャー企業において創業者の理念に触れる「ベンチャーコース」、行

政機関などにおいて就業体験を行う「行政コース」、NPO・NGO などにおいて就業体験を

行う「NPO コース」の４コースを開講 

②京都起業家学校（2000 年 10 月から実施） 

・京都市・経済産業省からの委託事業 

③高度人材育成事業 

・離職者訓練講座（2001 年から実施）定員 20 名で年２回実施 

・京都 MOT（技術者の経営学）プログラム（2001 年から実施） 

・厚生労働省からの委託事業 

 ４）研究交流（シンクタンク） 

①京都地域の調査・研究 

・伝統産業、商業街の活性化、観光イメージ、環境問題など 

・政策課題誌「都市研究・京都」の編集 

②学術コンソーシアム 

・大学・地域・産業界の連携による「京都学」、「21 世紀学」研究 

５）情報交流・発信 

①京都地域研究者データベース 

  ・48 大学、8800 件、遠隔講義の推進を行う 

②高大連携の推進 

・京都の大学「学び」フォーラム（2002 年から実施） 

来場者－東京 2300 人、大阪 3000 人 

・リメディアル教育（2000 年から実施） 

7 大学、26 講座（国語表現方法の教育など） 

・「京都高大連携研究協議会」（2003 年 5 月から実施） 
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財団法人 大学コンソーシアム京都 

（http://www.consortium.or.jp） 

添付資料（下記パンフレットの表紙） 

・インターンシップ実習生募集ガイド 

・プラザカレッジ「京都学講座」 

・京都学生祭典 

・京都の大学「学び」フォーラム 

・学術コンソーシアム 

・京都デジタルアーカイブ研究センター 
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【インターシップ事業】           【プラザカレッジ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京都学生祭典】              【「学び」フォーラム】 

 

 

 9



●全国専門学校情報教育協会調査委員会 平成 15 年度視察報告 

 10

【学術コンソーシアム】           【京都デジタルアーカイブセンター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


