
大 コ あ － ３ 号 

令和３年４月１６日 

 

 

 

 

大学コンソーシアムあきた理事 各位 

 

 

大学コンソーシアムあきた理事会 

（公印省略） 

 

 

令和３年度第１回大学コンソーシアムあきた理事会（持ち回り）の 

審議結果について（通知） 

 

メール持ち回りにより開催しておりました標記委員会における議事「大学コンソーシアム 
あきた監事の交替について」について，審議の結果，了承された旨ご報告いたします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤 
住所：〒010-8502 
   秋田市手形学園町 1-1 
   秋田大学総合学務課内 
TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 
E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



  大コあ －  ２  号 
令和３年４月１２日 

 
大学コンソーシアムあきた理事 各位 

 
 

大学コンソーシアムあきた理事会 
（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和３年度第１回大学コンソーシアムあきた理事会（持ち回り）の開催に 

ついて（通知） 

 
 
下記の議事について，持ち回り（メール）により理事会を開催いたしますので，別紙回答様式

により４月１５日（木）までに下記担当宛ご回答くださいますようお願いいたします。 
なお，期限までに回答が無かった場合は，承認いただいたものとさせていただきます。 

 
【議事】 
１．大学コンソーシアムあきた監事の交替について 

下記のとおり，国際教養大学より監事の交替について申し出がございましたので，ご審議願

います。 

 
大学コンソーシアムあきた監事 推薦者 

氏名：兎 澤 繁 友（国際教養大学 事務局長） 
任期：令和３年４月１日から 令和２年度の監査報告を行うまで（前任者の残任期間） 

 
  ○添付資料 

令和３年度大学コンソーシアムあきた理事名簿 

       参考資料１ 大学コンソーシアムあきた監事の持ち回りについて 
    参考資料２ 大学コンソーシアムあきた規約 
    参考資料３ 令和２年度大学コンソーシアムあきた名簿(R3.2.1 現在) 
 

大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤  
住所：〒010-8502 
   秋田市手形学園町 1-1 
   秋田大学総合学務課内 
TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 
E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



                                      別   紙 

 
 

構成機関名：                     
 
 
 

議事１．大学コンソーシアムあきた監事の交替について 
（該当欄に○を付けてください。） 

 

可  

否  

 
 
自由記述欄（否の場合は，必ず理由・ご意見等を記載願います。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



名簿　１

N0. 構成機関名 役職 氏名 備考

1 秋田大学 学長 山　本　文　雄

2 秋田県立大学 学長 小　林　淳　一

3 国際教養大学 学長 鈴 木　典比古

4 ノースアジア大学 学長 小　泉　 　　健

5 秋田看護福祉大学 学長 小　泉　正　樹

6 日本赤十字秋田看護大学 学長 原　　　玲　子

7 秋田公立美術大学 学長 霜　鳥　秋　則

8 秋田栄養短期大学 学長 小　泉　 　　健

9 聖霊女子短期大学 学長 　マッテュ フィリップ

10 日本赤十字秋田短期大学 学長 原　　　玲　子

11 聖園学園短期大学 学長 門　戸　美　智

12 秋田工業高等専門学校 校長 植　松　 　　康

13 放送大学秋田学習センター 所長 西　田　 　　眞

14 秋田職業能力開発短期大学校 校長 後　藤　康　孝

15 秋田県あきた未来創造部 次長 久　米　　 　寿 特別委員

令和３年度大学コンソーシアムあきた理事名簿



大学コンソ－シアムあきた監事の持ち回りについて 

平成29年３月24日第2回理事会 審議・了承 

○設置当初から監事を務めていただいた秋田県立大学と他の構成機関から１名ずつ選出いただき，負担金

順に持ち回りとする。なお，事務局を置く機関及び設置形態が特殊な放送大学を除く。 

年度 理 事 長 副理事長 理  事 監  事（２名） 

H17 秋田大学 － 構成機関の長 秋田県立大学 ノースアジア大学（秋田経済法科大学）

H18 － 秋田看護福祉大学 

H19 － ノースアジア大学

H20 － ノースアジア大学

H21 － ノースアジア大学

H22 － ノースアジア大学

H23 － 聖霊女子短期大学 

H24 － 聖霊女子短期大学 

H25 － 聖霊女子短期大学 

H26 － 聖霊女子短期大学 

H27 － 聖霊女子短期大学 

H28 秋田県立大学 
日本赤十字秋田看護大学・ 

日本赤十字秋田短期大学 

H29 
ノースアジア大学，秋田看護福祉

大学，秋田栄養短期大学

H30 
ノースアジア大学，秋田看護福祉

大学，秋田栄養短期大学

R１ 国際教養大学 

R２ 国際教養大学 

R３ 
日本赤十字秋田看護大学， 

日本赤十字秋田短期大学 

R４ 
日本赤十字秋田看護大学， 

日本赤十字秋田短期大学 

R５ 秋田公立美術大学 

R６ 秋田公立美術大学 

R７ 秋田工業高等専門学校 

R８ 秋田工業高等専門学校 

R９ 聖霊女子短期大学 

R10 聖霊女子短期大学 

R11 聖園学園短期大学 

R12 聖園学園短期大学 

R13 秋田職業能力開発短期大学校 

R14 秋田職業能力開発短期大学校 

R15 ノースアジア大学，秋田看護福祉
大学，秋田栄養短期大学



大学コンソーシアムあきた規約 

                                         

                              第１章  総   則 

（名 称） 

第１条 この会は、大学コンソーシアムあきた（以下、「コンソーシアム」という。）とい

う。 

（目 的） 

第２条 この会は、秋田県内の高等教育機関が連携・交流することにより、それぞれの教 

育研究機能の強化を図り、その成果を地域社会に還元することにより、本県の学術文化

の振興、地域経済の発展並びに県民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 この会は、次の事業を行う。 

 (1) 高等教育機関間の連携・交流事業 

 (2) 高等教育機関の地域貢献の推進事業 

 (3) 教員間及び学生間の交流事業 

 (4) その他この会の目的に必要な事業 

（構成団体） 

第４条 この会は、秋田県内に所在する高等教育機関で、この会の趣旨に賛同する機関で 

構成する。 

                                         

 

                              第２章  会   計 

（会計年度） 

第５条 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日までとする。 

（事業費） 

第６条 この会の運営に必要な経費は、事業に伴う収入及び構成機関が負担する負担金等 

を充てる。 

                                         

 

                              第３章  役   員 

（種別及び選任） 

第７条 この会に、次の役員を置く。 

 (1) 理事長             １人 

(2) 副理事長             １人 

 (3) 理事(理事長、副理事長を含む) 構成機関の数 

 (4) 監事               ２人 

２ 理事は構成機関の長をもって充てる。 

３ 理事長は、理事の互選により定める。 

４ 副理事長は、理事長が指名する 

５ 監事は理事会において選任する。 

（職 務） 

第８条 理事長は、この会を代表し、業務を統括する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故等があるときは、副理事長がその職務を

代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 

４  監事は、この会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。 

user
スタンプ



（任 期） 

第９条 理事長、副理事長、理事の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。補欠又

は増員により選任された後任者の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

２ 監事の任期は、選任ののち、２年目の事業年度の監査報告を行うまでとする。ただし、

再任を妨げない。補欠又は増員により選任された後任者の任期は、前任者又は現任者の

残任期間とする。 

 

 

                              第４章  理 事 会 

（構 成） 

第 10条 理事会は、理事をもって構成する。 

（機 能） 

第 11条 理事会は、この会の運営に関する次の事項を議決する。 

 (1) 事業計画及び予算、決算 

 (2) 規約の制定及び変更 

 (3) 役員の選出 

 (4) その他運営に関する重要な事項 

（招 集） 

第 12条 理事会は、理事長が招集する。 

（議 長） 

第 13条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

（定足数） 

第 14条 理事会は、理事の２分の１以上の出席がなければ、開催することができない。 

（議 決） 

第 15条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。 

  

                                         

                              第５章  運営委員会 

（設 置） 

第 16条 この会の事業等を企画立案し、運営するため、運営委員会を設置する。 

（組 織） 

第 17条 委員には、構成機関の長が推薦する委員をもって充てる。 

２ 委員長は、理事長が指名する。 

３ 副委員長は、委員長が指名する 

４ 委員の任期については、理事長、副理事長、理事と同様に取り扱う。 

（運 営） 

第 18条 運営委員会は、理事長が招集する。 

２ 運営委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を

代行する。 

（業 務） 

第 19条 運営委員会は、理事長の指示の下に、次の業務を行う。 

 (1) 事業の企画及び運営 

 (2) 予算、決算の調製 

 (3) その他事業の実施に関すること 

                                         

 



                              第６章  事 務 局 

（事務局） 

第 20条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は当分の間、秋田大学に置く。 

 

 

                              第７章  雑   則 

（委任規定） 

第 21条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に 

定める。 

 

   附 則 

（経過措置） 

１ この会の設立当初の役員の任期は、第９条の規定にかかわらず、平成１９年３月３１ 

日までとする。 

（施行期日） 

２ この規約は、平成１７年３月２９日に施行する。 

 

附 則 

（経過措置） 

１ 平成２８年度に就任する副理事長及び副委員長の任期は、第９条第１項、第１７条第

４項の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日までとする。 

（施行期日） 

２ この規約は、平成２８年４月１日に施行する。 



2021.2.1  現在

機関名・理事名 運営委員会 企画開発部会 活動推進部会 連絡先

秋田大学 理事(教育・学生・国際担当)・副学長 講師 教授 総合学務課主査　伊藤　昌之

◆学長　山本　文雄 ◆後藤　猛 　吉沢　文武 ◆伊藤　成年 TEL018-889-2843　FAX018-889-3194

　 総合学務課　伊藤　昌之 総合学務課　伊藤　昌之 総合学務課　伊藤　昌之

秋田県立大学 理事兼副学長 教授 准教授 教育本部教務チーム　荻原　正幸

○学長　小林　淳一 　　吉澤　結子　 　水野　幸一 　猿田　和樹 TEL018-872-1527　FAX018-872-1670

教育本部教務チーム　荻原　正幸 教育本部教務チーム　荻原　正幸 教育本部教務チーム　荻原　正幸

国際教養大学 教職課程代表／教授 グローバル・スタディズ課程　助教 グローバル・スタディズ課程　助教 企画課企画チーム　佐藤　未優

　学長　鈴木　典比古 　佐藤　健公 　堀井　里子 　堀井　里子 TEL018-886-5932　FAX018-886-5910

　 企画課企画チーム　佐藤　未優 企画課企画チーム　佐藤　未優 企画課企画チーム　佐藤　未優

ノースアジア大学 教授 教授 教授 教務学生課　佐々木　裕貴

学長　小泉　健 　　藤本　剛 　鎌田　幸男 　　藤本　剛 TEL：018-836-4337　FAX：018-836-2485

教務学生課　佐々木　若菜 教務学生課　佐々木　若菜 教務学生課　佐々木　若菜

秋田看護福祉大学 看護福祉学部長・医療福祉学科長・教授 准教授 准教授 教務部教務課　主事補　奈良義智

　学長　小泉　正樹 　水木　暢子 　畠山　禮子 　畠山　禮子 TEL0186-45-1721　FAX0186-43-6711

　 教務部教務課　奈良義智 教務部教務課　奈良義智 教務部教務課　奈良義智

日本赤十字秋田看護大学 看護学部長 准教授　 講師

　学長　安藤　広子 　新田　純子 　齋藤　貴子 　　新沼　　剛

事務局　南部　直気 事務局　南部　直気 事務局　南部　直気 TEL018-829-2229　FAX018-829-3030

秋田公立美術大学 副理事長 教授 教授 事務局企画課　主席主査　佐藤　寛也　

　学長　霜鳥　秋則 　　堀井　満 　野々口　浩幸 　今中　隆介 事務局企画課　主事　　　　小松　洋平

事務局企画課 小松　洋平 事務局企画課　小松　洋平 事務局企画課 小松　洋平 TEL018-888-8478　FAX018-888-8101

秋田栄養短期大学 教授 教授 教授 教務学生課　佐々木　裕貴

　学長　小泉　健 　廣川　忠男 　　佐藤　実 　廣川　忠男 TEL：018-836-4337　FAX：018-836-2485

　 教務学生課　佐々木　裕貴 教務学生課　佐々木　裕貴 教務学生課　佐々木　裕貴

聖霊女子短期大学 教務部長・教授 教務部長・教授 教務部長・教授 事務局庶務係　松橋　明子

　学長　マッテュ フィリップ 　横溝　眞理 　横溝　眞理 　横溝　眞理 TEL018-845-4111(代)　FAX018-845-4222

　　 事務局　松橋　明子 事務局　松橋　明子 事務局　松橋　明子

日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科長　 准教授 准教授

　学長　安藤　広子 　　湊　直司 　髙橋　謙一 　藤沢　緑子

事務局　南部　直気 事務局　南部　直気 事務局　南部　直気 TEL018-829-2229　FAX018-829-3030

聖園学園短期大学 学生部長 学生部長 学生部長 事務局教務課主事　合田　直樹

　学長　門戸　美智 　永井　博敏 　永井　博敏 　永井　博敏 TEL018-862-0337　FAX018-862-0789

事務局教務課　合田　直樹 事務局教務課　合田　直樹 事務局教務課　合田　直樹

秋田工業高等専門学校 副校長（総務担当） 副校長（教育担当） 副校長（研究担当） 総務課総務係長　藤澤　惇也　

　校長　植松　康 　　安東　　至 　榊　秀次郎 　宮脇　和人 TEL018-847-6005　FAX018-857-3191

総務課　藤澤　惇也 総務課　藤澤　惇也 総務課　藤澤　惇也

放送大学秋田学習センター 所長 所長 所長 事務長　中井　正宏

　所長　西田　眞 　　西田　　眞 　　西田　　眞 　　西田　　眞 TEL018-831-1997　FAX018-837-4885

事務長　中井　正宏 事務長　中井　正宏 事務長　中井　正宏

秋田職業能力開発短期大学校 能力開発部長 講師 学務援助課長 能力開発部長　畑沢　寿一

　校長　山田　浩 　　畑沢　寿一 　菖蒲 大樹 　　小島　　健 TEL0186-42-5700　FAX0186-42-5719

能力開発部長　畑沢　寿一 能力開発部長　畑沢　寿一 能力開発部長　畑沢　寿一

秋田県あきた未来創造部 高等教育支援室長 高等教育支援室主幹兼班長 高等教育支援室主幹兼班長 あきた未来戦略課高等教育支援室主事　穗坂　瑞季

次長 　久米　寿 　伊藤　政仁 　　鈴木　　修 　　鈴木　　修 TEL018-860-1223　FAX018-860-3870

( 特 別 委 員 ) あきた未来戦略課　穂坂　瑞季 あきた未来戦略課　穂坂　瑞季 あきた未来戦略課　穂坂　瑞季 TEL018-825-5455　FAX018-836-5388　(カレッジプラザ)

【監   事】　 (敬称略)

【監   事】　

【事務局】事務局長

事務局次長

令和２年度大学コンソーシアムあきた(理事・運営委員会・企画開発部会・活動推進部会委員)名簿

事務局参事　南部　直気
学務課教務係主事　島垣　理沙

事務局参事　南部　直気
学務課教務係主事　島垣　理沙

佐藤　雅彦（秋田県立大学理事（総務・財務担当））

石川　定人（国際教養大学事務局長）

柳谷　勉（秋田大学総合学務課長） ＜備考＞氏名欄の◆は理事長，運営委員長，部会
長，○は副理事長，副委員長を示す。機関名の
は単位互換協定校を示す。
役員任期は2019～2020（令和2）年度の２年間。（監事
は，２年目の事業年度の監査報告を行うまで。）

岡村　宗夫（秋田大学総合学務課総括主査)

【事務局所在地】〒010-8502　秋田市手形学園町１番１号　秋田大学総合学務課内

 TEL018-889-2843　FAX018-889-3194　E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp
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