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第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は，大学コンソーシアム佐賀（以下「コンソーシアム」という。）と称す

る。 

（目的） 

第２条 コンソーシアムは，佐賀県の大学等が相互に連携・協力し，それぞれの教育研究

の質的向上に資するとともに，地域社会の振興に貢献することを目的とする。 

（事業） 

第３条 コンソーシアムは，前条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

(1) 大学等相互の連携及び交流に関する事業 

(2) 大学等と地域社会との連携及び交流に関する事業 

(3) 大学等の広報に関する事業 

(4) その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業 

（自己点検評価等） 

第３条の２ コンソーシアムは，第２条の目的を達成するため，コンソーシアムの活動等

の状況について自ら点検及び評価を行うとともに，その結果についてコンソーシアム以外

の者による検証を受ける。 

２ 前項に掲げる点検及び評価並びに検証については，別に定める。 

第２章 会員 

（会員） 

第４条 コンソーシアムは，別表Ⅰに掲げる正会員をもって構成する。なお，必要に応じ

準会員，特別会員及び賛助会員を置くことができる。 

２ 正会員は，第２条に掲げる目的及び前条に掲げる事業に賛同する佐賀県内の大学等と



する。 

３ 正会員，準会員，特別会員及び賛助会員に関し必要な事項は，第７条の運営協議会の

議を経て，別に定める。 

第３章 役員 

（役員） 

第５条 コンソーシアムに，次に掲げる役員を置く。 

(1) 会長 

(2) 副会長 ２人 

(3) 監事 ２人 

２ 役員は，別表Ⅱに基づき、運営協議会で決定する。 

３ 役員の任期は，３年とする。 

４ 役員が欠員となった場合の後任の役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（役員の職務） 

第６条 会長は，コンソーシアムを代表する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠員となったときは，そ

の職務を代行する。 

３ 監事は，会計を監査する。 

第４章 運営協議会 

（運営協議会） 

第７条 コンソーシアムに，運営協議会を置く。 

２ 運営協議会は，正会員である大学等の学長等で構成する。 

３ 運営協議会は，次に掲げる事項を審議する。 

(1) コンソーシアムの運営に関する重要事項 

(2) 会員の入退会に関すること。 

(3) 役員の選任に関すること。 

(4) コンソーシアムの予算の決議及び決算の承認に関すること。 

４ 運営協議会に議長を置き，第５条第１項第１号の者をもって充てる。 

５ 議長は，運営協議会を招集する。 

（議事） 

第８条 運営協議会は，協議会員の全員の出席がなければ，議事を開くことができない。 

２ 都合により協議会員が出席できない場合は，代理者（副学長等）の出席を認め，議決

に加わることができるものとする。 

（議決） 

第９条 運営協議会の議事は，出席した協議会員の過半数をもって決し，可否同数のとき

は，議長の決するところによる。 

第５章 推進委員会等 



（推進委員会） 

第１０条 運営協議会に，コンソーシアムの事業を企画・立案し，及び推進するため，推

進委員会を置く。 

２ 推進委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 正会員である大学等から推薦された教職員 各２人 

(2) 推進委員会が必要と認めた者 若干人 

３ 推進委員会は，次に掲げる業務を行う。 

(1) コンソーシアム事業の企画・立案及び推進 

(2) 予算及び決算の調整 

(3) その他コンソーシアム事業の実施に関すること。 

（委員長及び副委員長） 

第１１条 推進委員会に，委員長及び副委員長を置き，委員長は，会長が指名し，副委員

長は，委員のうちから委員長が指名する。 

２ 委員長の任期は３年とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 委員長は，推進委員会を招集し，その議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。 

（議事） 

第１２条 推進委員会は，各大学等からの委員各１人以上が出席し，かつ，委員の過半数

の出席がなければ，議事を開くことができない。 

２ 都合により委員が出席できない場合は，代理者の出席を認め，議決に加わることがで

きるものとする。 

（議決） 

第１３条 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第１４条 推進委員会が必要と認めたときは，推進委員会に委員以外の者の出席を求め，

意見を聴くことができる。 

（部会） 

第１５条 推進委員会に，必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会に関し必要な事項は，別に定める。 

（臨時の委員会） 

第１６条 第１０条から前条までに規定する推進委員会のほか，コンソーシアムの事業を

推進するための委員会を別に置くことができる。 

２ 前項の委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

第６章 事務局 

（事務局） 



第１７条 コンソーシアムの事務局を，会長の所属する大学等に置く。 

第７章 会計 

（会計） 

第１８条 コンソーシアムの運営のための経費は，会員の会費，寄附金，補助金及びその

他の収入をもって充てることとし，その内容及び使途は，運営協議会において審議する。 

２ 会計年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

３ 監事は，年１回の監査を行い，その結果を運営協議会に報告する。 

第８章 個人情報の取扱い 

第１９条 第３条に規定する事業を推進するため，業務上作成し，又は取得した個人情報

は，関係法令，別に定める取扱方針，各正会員が定める個人情報の管理に関する規則等に

基づき適切に取り扱わなければならない。 

第９章 雑則 

（規約の改廃） 

第２０条 この規約の改廃については，運営協議会で審議する。 

（その他） 

第２１条 この規約に定めるもののほか，コンソーシアムの運営に関し必要な事項は，運

営協議会の議を経て，会長が別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規約は，平成１９年１２月１８日から施行する。 

２ この規約施行後，最初に選任される役員の任期は，第５条第３項の規定にかかわら

ず，平成２１年３月３１日までとする。 

附 則（平成２１年３月１０日改正） 

１ この規約は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規約の施行の際現に改正前の佐賀短期大学の名称を用いて取り交わされた「大学

コンソーシアム佐賀に関する包括協定書」，「大学コンソーシアム佐賀における単位互換

に関する協定書」及び「大学コンソーシアム佐賀における単位互換の実施に関する覚書」

（以下「協定書等」という。）は，当該協定書等中「佐賀短期大学」とあるのは「西九州

大学短期大学部」と，「佐賀短期大学長」とあるのは「西九州大学短期大学部学長」と，

それぞれ名称を変更し，取り交わされたものとみなす。 

附 則（平成２１年１１月２５日改正） 

この規約は，平成２１年１１月２５日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月２１日改正） 

この規約は，平成２４年１１月２１日から施行し、平成２４年９月２７日から適用する。 

附 則（平成２８年４月１９日改正） 



この規約は，平成２８年４月１９日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年３月１０日改正） 

この規約は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年８月６日改正） 

この規約は，令和２年８月６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

 

 

別表Ⅰ（第４条関係）正会員 

（構成機関名）  （代表者） 

佐賀大学  学長 

西九州大学  学長 

九州龍谷短期大学  学長 

佐賀女子短期大学  学長 

西九州大学短期大学部  学長 

放送大学佐賀学習センター  所長 

 

 

別表Ⅱ（第５条関係）  

役員は、運営協議会の委員の中から、下表の順番に基づき選出する。 

 

順番 会  長 副 会 長 監  事 

１ 佐賀女子短期大学 佐賀大学 西九州短期 
大学部 

放送大学 九州龍谷短期 
大学 

２ 西九州大学 佐賀女子短期 
大学 

佐賀大学 放送大学 西九州短期 
大学部 

３ 九州龍谷短期大学 西九州大学 佐賀女子短期 
大学 

放送大学 佐賀大学 

４ 西九州短期大学部 九州龍谷短期大
学 

西九州大学 放送大学 佐賀女子短期 
大学 

５ 佐賀大学 西九州短期 
大学部 

九州龍谷短期 
大学 

放送大学 西九州大学 


