
 

令和３年度 第２回学長選考会議（対面・オンライン併用） 
 

 

Ⅰ 日  時  令和３年９月１６日（木）１６時００分～１７時００分 

 

Ⅱ 場  所  千葉大学事務局棟５階 第一会議室 ※オンラインでの参加も可 

 

Ⅲ．前回議事録について 

 

Ⅳ．議  事 

 １．国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う学長選考に関する規程の 

改正について                        （資料１～２） 

 

 

 

 

 

 ２．学長選考における教育学部からの要望について          （資料 ２） 

 

 

 

 

 

 

 ３．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【配布資料】 

 ・国立大学法人千葉大学 学長選考会議委員名簿 

 ・令和３年度第１回学長選考会議議事録（案） 

 ・資料1-1 国立大学法人の一部を改正する法律案の概要 

 ・資料1-2 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行（令和4年4月1日）に 

伴う学長選考に関する規程の改正について 

 ・資料 ２ 国立大学法人千葉大学学長選考における学内意向聴取対象者について 

 



経営協議会選出委員（７名）

氏　　名 任 期 現　　職 備考

学外委員 有　馬　龍　夫 R2. 4. 1～R4.3.31 公益財団法人中東調査会 特別顧問

犬　養　俊　輔 R2. 4. 1～R4.3.31 株式会社帆風　取締役相談役

河　田　悌　一 R2. 4. 1～R4.3.31
一般社団法人大学基金推進機構　理事長
前日本私立学校振興・共済事業団　理事長

黒　木　登志夫 R2. 4. 1～R4.3.31
独立行政法人日本学術振興会
学術システム研究センター 顧問

島　田　精　一 R2. 4. 1～R4.3.31
学校法人津田塾大学　理事長
元日本ユニシス株式会社　代表取締役社長

銭　谷　眞　美 R2. 4. 1～R4.3.31
独立行政法人国立文化財機構
東京国立博物館　 館長

宮　坂　信　之 R2. 4. 1～R4.3.31 東京医科歯科大学　名誉教授

教育研究評議会選出委員（７名）

氏　　名 任 期 現　　職 備考

学内委員 小　澤　弘　明 R3. 4. 1～R5. 3.31 大学院国際学術研究院長

佐  藤　利  典 R3. 4. 1～R5. 3.31 大学院理学研究院長

佐  藤　之  彦 R2. 4. 1～R4. 3.31 大学院工学研究院長

松　岡　延　浩 R3. 4. 1～R5. 3.31 大学院園芸学研究院長

松　原　久　裕 R3. 4. 1～R5. 3.31 大学院医学研究院長

諏　訪　さゆり R3. 4. 1～R5. 3.31 大学院看護学研究院長

横  手　幸太郎 R2. 4. 1～R4. 3.31 医学部附属病院長

国立大学法人千葉大学 学長選考会議委員名簿 

R3.4.1　現在

　（国立大学法人千葉大学学長選考会議規程第２条第１項第１号委員）

委員区分

　（国立大学法人千葉大学学長選考会議規程第２条第１項第２号委員）

委員区分



1 

 

令和３年度 第１回学長選考会議（対面・オンライン併用）議事録（案） 

 

Ⅰ．日 時  令和３年５月２０日（木）１６時０８分～１６時３１分 

Ⅱ．場 所  千葉大学けやき会館 レセプションホール（３階） 

 

Ⅲ．出席者  犬養、黒木、島田、銭谷、宮坂、小澤、佐藤（利）、佐藤（之）、 

松原、諏訪、横手各委員 

  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  手島事務局長、角倉、山本各監事 

（欠席者：有馬、河田、松岡各委員） 

        

 

   宮坂議長から、令和３年度の新たな学長選考会議委員の紹介があった。 

 

Ⅳ．前回議事録について 

前回の議事録（案）について、原案のとおり承認された。 

 

Ⅴ．議  事 

１．議長代理の指名について 

宮坂議長から、学長選考会議規程第４条第３項に基づき、小澤委員を議長

代理に指名したい旨提案があり、承認された。 

 

２．国立大学法人千葉大学学長の選考手続に関する細則の一部改正（案）に 

ついて 

宮坂議長から、国立大学法人千葉大学学長の選考手続に関する細則の一部

改正（案）について、審議願いたい旨発言があった後、事務局から、資料に

基づき説明があり、審議の結果、承認された。 

 

３．学長の業績評価について 

宮坂議長から、学長の業績評価について確認したい旨の発言があった後、

事務局から、業績評価の手順について、資料に基づき説明があり、各委員に

書面審査いただいた結果を、６月４日（金）までに事務局へ提出することが

確認された。 

 

４．今年度の学長選考の在り方について 

宮坂議長から、今年度の学長選考の在り方について確認したい旨の発言が

あった後、事務局から、資料に基づき説明があり、今年度の検討事項等が確

認された。 

以上 



国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、学長選考会議に学長の職務執行の状況の報告を求める
権限を付与し、その名称を学長選考・監察会議とすること、監事の体制を強化すること等の措置を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産
大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講ずる。

趣 旨

概 要

１．中期計画の記載事項の追加並びに年度計画及び年度評価の廃止
①中期計画の記載事項として、目標の実施状況に関する指標を追加する
②年度計画及び各事業年度に係る業務の実績等に関する評価（年度評価）を廃止する

２．国立大学法人等の組織体制の見直し
（１）学長選考会議の権限の追加等

①学長選考会議の名称を「学長選考・監察会議」とする
②同会議は、（３）③の報告を受けたとき又は学長の解任要件に該当するおそれがあると認めるときは、学長に職務の執行状況について報告を求める

ことができることとする
③同会議の委員について、学長を加えることができないこととするとともに、理事は教育研究評議会において選出された場合に委員となることができ

ることとする
（２）指定国立大学法人の理事の員数の増加

指定国立大学法人の理事は、２名まで増員できることとする
（３）監事の体制の強化

①複数の大学を設置する国立大学法人に置く監事の員数を、設置する大学の数に応じて増員する
②監事のうち少なくとも一人は常勤とする
③監事は、学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議又は機構長選考・監察会議に報告することとする

３．国立大学法人等による出資の範囲の拡大
①指定国立大学法人のみに限定している研究成果活用事業者への出資を全ての国立大学法人等について可能とする(③に関するものを除く)

②教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び当該施設等の他の大学、研究機関その他の者の利用の促進に係る事業者への出資を可能とする

③指定国立大学法人について、大学発ベンチャー（大学の研究成果を活用して商品等の開発・提供を行う事業者）への出資を可能とする
４．国立大学法人の統廃合

①国立大学法人小樽商科大学及び国立大学法人北見工業大学を国立大学法人帯広畜産大学に統合する
②国立大学法人奈良教育大学を国立大学法人奈良女子大学に統合する

１施行期日 令和４年４月１日（ただし、概要中４．のうち準備行為に係る規定は公布日)

国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要

【第31条第２項第3号】

【第２条第７項及び第31条の２第１項】

【第12条第２項】

【第17条第４項】

【旧第12条第３項の削除等】 ※大学共同利用機関法人の「機構長選考会議」についても①～③と同様の措置を講ずる【第26条等】

【別表第一備考第３号】

【第10条第１項】

【第10条第２項等】

【第11条の２等】

【第22条第１項第７号等】

【第22条第１項第６号等】

【第34 条の５第１項】【別表第一】

【附則第１条】

資料1-1
3.9.9学長選考会議



第12条第2項
の改正

会議の名称変
更

（参考）
国立大学法人千葉大学の組織に関
する規則

〇 第9条第1項 ・条ずれ（第17条第4項⇒第17条第5項）

（参考）
国立大学法人千葉大学監事監査規
程

第15条 ・学長選考・監察会議への報告を追加する改正

国立大学法人千葉大学学長選考会
議規程

〇 第2条第1項第2号

評議会から選出された委員に理事を含めることによる改
正
⇒ 旧：評議会規程第2条第1項第3号から5号までに

新：評議会規程第2条第1項第2号から5号までに

国立大学法人千葉大学学長の任期
に関する規程

〇

国立大学法人千葉大学学長選考規
程

〇

国立大学法人千葉大学学長の選考
手続に関する細則

〇

国立大学法人千葉大学学長の選考
手続に関する学長選考会議申合せ

〇

国立大学法人千葉大学学長解任申
出規程

〇
第1条
第2条の2追加

・条ずれ（第17条第4項⇒第17条第5項）
・第2条の2を新設し、法人法第17条第4項に定める条項
を追加

国立大学法人千葉大学学長解任申
出手続細則

〇

国立大学法人千葉大学学長の業績
評価に関する要項

〇

国立大学法人千葉大学学長の業績
評価の実施について

〇

国立大学法人千葉大学学長の再任
審査に関する要項

〇

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行（令和4年4月1日）に伴う学長選考に関する規程の改正について

第12条第3項削除 第17条第4項新設 第11条の2の改正

委員について
・学長を加えることができない
・理事は評議会選出の場合に可

監事からの報告又は解任要件に該当するときに、職務の執行状況について
学長に報告を求めることができる

監事は、学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選
考・監察会議に報告することとする

資料1-2
3.9.16学長選考会議
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○国立大学法人千葉大学の組織に関する規則 

（平成１６年４月１日） 

改正 平成１７年４月１日 平成１７年４月２０日 平成１７年１１月１日 

平成１８年４月１日 平成１９年４月１日 平成２０年４月１日 

平成２０年５月１日 平成２０年６月２７日 平成２０年１１月１９日 

平成２１年４月１日 平成２１年１０月１日 平成２２年４月１日 

平成２２年１０月１日 平成２３年４月１日 平成２３年７月８日 

平成２３年１０月１日 平成２４年１月１日 平成２４年２月１日 

平成２４年４月１日 平成２５年４月１日 平成２５年１０月１日 

平成２６年４月１日 平成２６年７月１日 平成２６年１０月１日 

平成２７年１月１日 平成２７年４月１日 平成２７年１０月１日 

平成２８年４月１日 平成２８年１０月１日 平成２９年４月１日 

平成３０年４月１日 平成３０年８月１日 平成３１年４月１日 

令和元年７月１日 令和元年１０月１日 令和２年４月１日 

令和２年１０月１日 令和３年４月１日 令和３年８月１日 

    
 

 第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法人法」とい

う。）の定めるところにより設立される国立大学法人千葉大学（以下「法人」とい

う。）の組織に関し必要な事項を定める。 

（主たる事務所） 

第２条 法人の主たる事務所は，千葉県千葉市稲毛区弥生町１番３３号に置く。 

（大学の設置） 

第３条 法人は，法人法の定めるところにより，千葉大学（以下「大学」という。）を設

置する。 

第２章 役員 

（役員） 

第４条 法人に，役員として，その長である学長，理事７人及び監事２人を置く。 

２ 学長は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９２条第３項に規定する職務を行

うとともに，法人を代表し，法人の業務を総理する。 

３ 理事は，学長の定めるところにより，学長を補佐して法人の業務を掌理し，学長に事

故があるときはその職務を代理し，学長が欠員のときはその職務を行う。 

４ 理事の任期は２年とし，再任することができる。ただし，理事の任期は，当該理事を

任命する学長の任期の終期を超えることができない。 



５ 監事は，法人の業務を監査する。この場合において，監事は，国立大学法人法施行規

則（平成１５年文部科学省令第５７号。以下「法人法施行規則」という。）第１条の

２の定めるところにより，監査報告を作成しなければならない。 

６ 監事は，いつでも，役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求

め，又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

７ 監事は，法人が法人法又は準用通則法（法人法第３５条において準用する独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）をいう。）の規定による認可，承認，認定及

び届出に係る書類並びに報告書その他の法人法施行規則第１条の３で定める書類を文

部科学大臣に提出しようとするときは，これらの書類を調査しなければならない。 

８ 監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，学長又は文部科学大臣に

意見を提出することができる。 

第３章 副学長，学長特別補佐及び副理事 

（副学長） 

第５条 大学に，副学長を置くことができる。 

２ 副学長は，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる。 

３ 副学長は，学長が任命する。 

４ 副学長の任期は２年とし，再任することができる。ただし，副学長の任期は，当該副

学長を任命する学長の任期の終期を超えることができない。 

５ 前３項の規定に関わらず，理事は，副学長と称することができる。 

（学長特別補佐） 

第５条の２ 法人に，学長特別補佐を置くことができる。 

２ 学長特別補佐は，学長からの特命事項について学長に具申する。 

３ 学長特別補佐は，学長が任命する。 

４ 学長特別補佐の任期は１年とし，再任することができる。ただし，学長特別補佐の任

期は，当該学長特別補佐を任命する学長の任期の終期を超えることができない。 

（副理事） 

第５条の３ 法人に，副理事を置くことができる。 

２ 副理事は，法人の業務について，理事と連携しながら，特定の業務を遂行する。 

３ 副理事は，学長が任命する。 

４ 副理事の任期は２年とし，再任することができる。ただし，副理事の任期は，当該副

理事を任命する学長の任期の終期を超えることができない。 

第４章 役員会等 

（役員会） 

第６条 法人に，学長が法人法第１１条第３項に規定する議を経るため，国立大学法人千

葉大学役員会（以下「役員会」という。）を置く。 

２ 役員会に関し必要な事項は，別に定める。 



（経営協議会） 

第７条 法人に，法人法第２０条の規定に基づき，法人の経営に関する重要事項を審議す

る機関として，国立大学法人千葉大学経営協議会（以下「経営協議会」という。）を

置く。 

２ 経営協議会に関し必要な事項は，別に定める。 

（教育研究評議会） 

第８条 法人に，法人法第２１条の規定に基づき，大学の教育研究に関する重要事項を審

議する機関として，国立大学法人千葉大学教育研究評議会（以下「教育研究評議会」

という。）を置く。 

２ 教育研究評議会に関し必要な事項は，別に定める。 

（学長選考会議） 

第９条 法人に，法人法第１２条第２項，第１５条第１項及び第１７条第４項に規定する

学長の選考等を行うため，国立大学法人千葉大学学長選考会議（以下「学長選考会議」

という。）を置く。 

２ 学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は，議長が学長選考

会議に諮って定める。 

（経営戦略会議） 

第１０条 法人に，経営戦略に関する重要事項を審議する機関として，国立大学法人千葉

大学経営戦略会議（以下「経営戦略会議」という。）を置く。 

２ 経営戦略会議に関し必要な事項は，別に定める。 

（大学運営会議） 

第１０条の２ 法人に，大学運営を戦略的かつ機動的に進めるため，国立大学法人千葉大

学運営会議（以下「大学運営会議」という。）を置く。 

２ 大学運営会議に関し必要な事項は，別に定める。 

第５章 大学の組織 

第１節 組織 

（学部） 

第１１条 大学に，次の学部を置く。 

国際教養学部 

文学部 

法政経学部 

教育学部 

理学部 

工学部 

園芸学部 

医学部 



薬学部 

看護学部 

（大学院） 

第１２条 大学に，大学院を置く。 

２ 大学院に，次の研究科，学府及び研究科等連係課程実施基本組織を置く。 

人文公共学府 

専門法務研究科 

教育学研究科 

融合理工学府 

園芸学研究科 

医学薬学府 

看護学研究科 

総合国際学位プログラム 

３ 大学院に，次の研究院を置く。 

国際学術研究院 

人文科学研究院 

社会科学研究院 

理学研究院 

工学研究院 

園芸学研究院 

医学研究院 

薬学研究院 

看護学研究院 

（図書館） 

第１３条 大学に，附属図書館を置く。 

２ 附属図書館に，本館のほか次の分館を置く。 

附属図書館亥鼻分館 

附属図書館松戸分館 

（病院） 

第１４条 医学部に，附属の教育研究施設として，医学部附属病院を置く。 

（共同利用教育研究施設） 

第１５条 大学に，次の共同利用教育研究施設を置く。 

環境リモートセンシング研究センター 

真菌医学研究センター 

アカデミック・リンク・センター 

共用機器センター 



統合情報センター 

先進科学センター 

グローバル関係融合研究センター 

海洋バイオシステム研究センター 

ソフト分子活性化研究センター 

ハドロン宇宙国際研究センター 

分子キラリティー研究センター 

デザイン・リサーチ・インスティテュート 

フロンティア医工学センター 

環境健康フィールド科学センター 

バイオメディカル研究センター 

社会精神保健教育研究センター 

予防医学センター 

未来医療教育研究センター 

再生治療学研究センター 

子どものこころの発達教育研究センター 

植物分子科学研究センター 

アイソトープ実験施設 

２ 前項に定める施設のうち，環境リモートセンシング研究センター及び真菌医学研究セ

ンターは，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１４３条の３第２

項に定める共同利用・共同研究拠点として，大学の教員その他の者で当該施設の目的

たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものとする。 

３ 第１項に定める施設のうち，アカデミック・リンク・センターは，学校教育法施行規

則第１４３条の２第２項に定める教育関係共同利用拠点として，他の大学の利用に供

するものとする。 

（学部等附属の教育研究施設） 

第１６条 学部並びに研究科及び学府並びに研究院に，次の教育研究施設を置く。 

教育学部附属教員養成開発センター 

工学部附属創造工学センター 

医学薬学府附属薬用資源教育研究センター 

工学研究院附属次世代モビリティパワーソース研究センター 

工学研究院附属インテリジェント飛行センター 

医学研究院附属クリニカル・スキルズ・センター 

医学研究院附属法医学教育研究センター 

医学研究院附属超高齢社会研究センター 

医学研究院附属国際粘膜免疫・アレルギー治療学研究センター 



医学研究院附属治療学人工知能（AI）研究センター 

医学研究院附属バイオリソース教育研究センター 

医学研究院附属動物実験施設 

看護学研究院附属看護実践・教育・研究共創センター 

看護学研究院附属専門職連携教育研究センター 

２ 前項に定める施設のうち，看護学研究院附属看護実践・教育・研究共創センターは，

学校教育法施行規則第１４３条の２第２項に定める教育関係共同利用拠点として，他

の大学の利用に供するものとする。 

（附属学校） 

第１７条 教育学部に，次の附属学校を置く。 

教育学部附属幼稚園 

教育学部附属小学校 

教育学部附属中学校 

教育学部附属特別支援学校 

第２節 組織の長 

（学部長） 

第１８条 学部に，学部長を置く。 

２ 学部長の選考及び任期については，別に定める。 

（学科長等） 

第１９条 理学部，園芸学部及び薬学部に置かれる学科に学科長を置くことができる。 

２ 学科長の選考及び任期については，当該学部が定める。 

（研究科長等） 

第２０条 研究科に，研究科長を置く。 

２ 学府に学府長を置く。 

３ 研究科等連係課程実施基本組織に学位プログラム長を置く。 

４ 研究院に研究院長を置く。 

５ 研究科長，学府長，学位プログラム長及び研究院長の選考及び任期については，別に

定める。 

（図書館長） 

第２１条 附属図書館に，館長を置く。 

２ 館長の選考及び任期については，別に定める。 

３ 附属図書館分館に分館長を置く。 

４ 分館長の選考及び任期については，附属図書館が定める。 

（病院長） 

第２２条 医学部附属病院に，病院長を置く。 

２ 病院長の選考及び任期については，別に定める。 



（共同利用教育研究施設の長） 

第２３条 第１５条に規定する共同利用教育研究施設に，長を置く。 

２ 前項に規定する施設長の選考及び任期については，別に定める。 

（学部等附属の教育研究施設の長） 

第２４条 第１６条に規定する学部等附属の教育研究施設に，長を置く。 

２ 前項に規定する施設長の選考及び任期については，当該学部等が定める。 

（附属学校長） 

第２５条 各附属学校に，校長（附属幼稚園にあっては園長）を置く。 

２ 校長の選考及び任期については，教育学部が定める。 

（副学部長等） 

第２６条 第１８条，第２０条，第２２条及び第２３条に定める学部長等は，その職務を

補佐するため，副学部長等を置くことができる。 

第３節 教授会等 

（教授会） 

第２７条 各学部，各研究科（教育学研究科を除く。），各学府，各研究科等連係課程実

施基本組織及び各研究院に，教授会を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。 

（学部等運営会議） 

第２８条 前条第１項に規定する学部等に，当該学部等の管理運営に係る重要事項を審議

するため，学部等運営会議等を置くことができる。 

第６章 事務組織 

（事務組織） 

第２９条 法人に，その事務を遂行させるため，事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長を置く。 

３ 事務局長は，学長の監督の下に事務局の事務を掌理し，第５項に規定する事務部の事

務について総括し，及び調整する。 

４ 事務局に次の部を置く。 

企画総務部 

財務部 

研究推進部 

学務部 

施設環境部 

５ 学部等に，その事務を遂行させるため，次の事務部を置く。 

西千葉地区事務部 

亥鼻地区事務部 

松戸地区事務部 



柏の葉地区事務部 

墨田地区事務部 

附属図書館事務部 

医学部附属病院事務部 

６ 事務局の部及び事務部に置く課等の組織，職制及び事務の分掌に関し必要な事項は，

別に定める。 

第７章 法人の組織 

（基幹） 

第３０条 法人に，次の基幹を置く。 

グローバルプロミネント研究基幹 

国際未来教育基幹 

グローバル・キャンパス推進基幹 

経営戦略基幹 

２ 基幹に，基幹長を置く。 

３ 基幹に関し必要な事項は，別に定める。 

（機構） 

第３１条 法人に，次の機構を置く。 

運営基盤機構 

学術研究・イノベーション推進機構 

総合安全衛生管理機構 

人文社会科学系教育研究機構 

自然科学系教育研究機構 

未来医療教育研究機構 

２ 機構に，機構長を置く。 

３ 機構に関し必要な事項は，別に定める。 

（広報戦略本部） 

第３２条 法人に，広報戦略本部を置く。 

２ 広報戦略本部に，本部長を置く。 

３ 広報戦略本部に関し必要な事項は，別に定める。 

第８章 監査室 

（監査室） 

第３３条 法人に，監査室を置く。 

２ 監査室に，室長を置く。 

３ 監査室に関し必要な事項は，別に定める。 

第９章 医学部附属病院監査委員会 

（医学部附属病院監査委員会） 



第３４条 法人に，医学部附属病院監査委員会を置く。 

２ 医学部附属病院監査委員会に，委員長を置く。 

３ 医学部附属病院監査委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

第１０章 大学間交流協定に基づき設置する大学の組織 

（国際共同教育研究施設） 

第３５条 大学に，海外の大学との大学間交流協定に基づき，それぞれの大学における教

員その他の者が共同して教育又は研究を行う施設として，次の国際共同教育研究施設

を置く。 

千葉大学・上海交通大学国際共同研究センター 

２ 国際共同教育研究施設に，長を置く。 

３ 国際共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

第１１章 学長企画室 

（学長企画室） 

第３６条 法人に，学長企画室を置く。 

２ 学長企画室に，室長を置く。 

３ 学長企画室に関し必要な事項は，別に定める。 

第１２章 職員 

（職員の種類） 

第３７条 法人に，次の職員を置く。 

教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

副校（園）長 

主幹教諭 

教諭 

養護教諭 

栄養教諭 

事務職員 

技術職員 

教務職員 

技能職員 

労務職員 

その他の職員 



２ 教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の特に優れた知識，能力及び

実績を有する者であって，学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。 

３ 准教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の優れた知識，能力及び実

績を有する者であって，学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。 

４ 講師は，教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

５ 助教は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の知識，能力及び実績を有す

る者であって，学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。 

６ 助手は，その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

７ 副校（園）長は，校（園）長を助け，命を受けて校（園）務をつかさどる。 

８ 主幹教諭は，校（園）長及び副校（園）長を助け，命を受けて校（園）務の一部を整

理し，並びに児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。 

９ 教諭は，児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。 

１０ 養護教諭は，児童生徒又は幼児の養護をつかさどる。 

１１ 栄養教諭は，児童生徒又は幼児の栄養の指導及び管理をつかさどる。 

１２ 事務職員は，庶務，会計，学務等の事務に従事するとともに，法人運営等の企画・

立案に参画する。 

１３ 技術職員は，技術に関する職務に従事する。 

１４ 教務職員は，教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。 

１５ 技能職員は，技能に関する職務に従事する。 

１６ 労務職員は，労務に関する職務に従事する。 

第１３章 雑則 

（雑則） 

第３８条 この規則に定めるもののほか，法人の組織に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日） 

 
 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年４月２０日） 

 
 

この規則は，平成１７年４月２０日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月１日） 

 
 

この規則は，平成１７年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１８年４月１日） 

 
 



この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月１日） 

 
 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。ただし，第１６条中「地域観光創造

センター」を加える改正規定は，平成１８年１２月２０日から適用し，同条中「予防医学

センター」を加える改正規定は，平成１９年６月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。ただし，第４条第２項及び第１９条

の改正規定は，平成１９年１２月２６日から適用する。 

附 則（平成２０年５月１日） 

 
 

この規則は，平成２０年５月１日から施行する。ただし，改正後の第３５条から第４

２条まで及び第４４条から第５１条までの規定は，平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（平成２０年６月２７日） 

 
 

この規則は，平成２０年６月２７日から施行する。 

附 則（平成２０年１１月１９日） 

 
 

この規則は，平成２０年１１月１９日から施行する。 

附 則（平成２１年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月１日） 

 
 

この規則は，平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１０月１日） 

 
 

この規則は，平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年７月８日） 

 
 

この規則は，平成２３年７月８日から施行する。 



附 則（平成２３年１０月１日） 

 
 

この規則は，平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１月１日） 

 
 

この規則は，平成２４年１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年２月１日） 

 
 

この規則は，平成２４年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１０月１日） 

 
 

この規則は，平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年４月１日） 

 
 

１ この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 法経学部は，平成２６年３月３１日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなく

なる日までの間存続するものとし，なお従前の例による。 

附 則（平成２６年７月１日） 

 
 

この規則は，平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月１日） 

 
 

この規則は，平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１月１日） 

 
 

この規則は，平成２７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１０月１日） 

 
 

この規則は，平成２７年１０月１日から施行する。ただし，第１５条第３項の改正規

定は，平成２７年７月３０日から適用する。 



附 則（平成２８年４月１日） 

 
 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１０月１日） 

 
 

この規則は，平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日） 

 
 

１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 人文社会科学研究科，理学研究科，工学研究科及び融合科学研究科は，平成２９年３

月３１日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間存続す

るものとし，なお従前の例による。 

附 則（平成３０年４月１日） 

 
 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年８月１日） 

 
 

この規則は，平成３０年８月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日） 

 
 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１日） 

 
 

この規則は，令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年１０月１日） 

 
 

この規則は，令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日） 

 
 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１０月１日） 

 
 

この規則は，令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日） 

 
 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年８月１日） 

 
 

この規則は，令和３年８月１日から施行する。 



○国立大学法人千葉大学監事監査規程 

（平成１７年４月１日） 

改正 平成２７年４月１日 令和３年４月１日 

   
 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法人法」とい

う。）第１１条第６項から第８項まで及び第１１項並びに第１１条の２の規定に基づ

き，国立大学法人千葉大学（以下「本学」という。）の監事が行う監査，調査，意見

の提出及び報告に関し必要な事項を定めるものとする。 

（監査の目的） 

第２条 監査は，本学の業務の適正かつ効率的な運営を確保するとともに，会計経理の適

正を期することを目的とする。 

（監査の対象） 

第３条 監査は，本学の業務及び会計について行う。 

（監査の種類） 

第４条 監査は，定期監査及び臨時監査とする。 

２ 前項の定期監査のうち，業務の監査は，毎事業年度１回行い，会計の監査は，毎事業

年度の決算時に行う。 

３ 第１項の臨時監査は，監事が必要と認める場合に行う。 

（監査の方法） 

第５条 監査は，書面監査及び実地監査により行う。 

２ 監事は，監査を実施するに当たっては，本学における業務の円滑な実施及び教育研究

の特性に十分配慮しなければならない。 

（監査計画） 

第６条 監事は，毎事業年度初めに監査計画を作成し，学長に通知するものとする。ただ

し，臨時監査についてはこの限りでない。 

（監査の事務補助） 

第７条 監事は，監査室の職員に監査に関する事務を補助させることができる。 

２ 監事は，必要と認めるときは，学長の承認を得て，前項の職員以外の職員に監査に関

する事務を補助させることができる。 

３ 監査に関する事務を補助する職員は，監査の実施に当たって知り得た事項を他に漏ら

してはならない。 

（監事への協力） 

第８条 監事は，監査の必要に応じて，役員及び職員に対して質問をし，又は説明若しく

は資料の提出を求めることができる。 



２ 役員及び職員は，監事（監査の事務補助に従事する職員を含む。）が行う監査に協力

しなければならない。 

（監査結果報告書の作成等） 

第９条 監事は，監査の結果に基づき，監査結果報告書を作成し，監査終了後，速やかに

学長に提出するものとする。 

２ 監事は，必要があると認めるときは，監査結果報告書に意見を付すことができる。 

３ 学長は，監査結果報告書に基づき改善すべき事項がある場合には，速やかに改善措置

を講じ，その結果を監事に回答しなければならない。 

４ 監事は，第１項に定めるもののほか，国立大学法人法施行規則（平成１５年文部科学

省令第５７号。以下「法人法施行規則」という。）第１条の２第５項に定める事項を

記載した監査報告を作成しなければならない。 

（役員会等への出席） 

第１０条 監事は，役員会，経営協議会，教育研究評議会その他重要な会議に出席し，意

見を述べることができる。 

（監事に回付する文書） 

第１１条 次の各号に掲げる文書は，監事に回付しなければならない。 

一 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他の重要な文書 

二 文部科学大臣からの認可又は承認の文書その他の重要な文書 

三 国立大学法人評価委員会に提出する重要な文書及び国立大学法人評価委員会から

受領した重要な文書 

四 会計検査院に提出する重要な文書及び会計検査院から受領した重要な文書 

五 前各号以外の官公庁に提出する重要な文書及び前各号以外の官公庁から受領した

重要な文書 

六 業務に関する重要な報告書その他の重要な文書 

（監事の調査を受ける書類） 

第１２条 前条第１号に定める文書のうち，法人法又は準用通則法（法人法第３５条にお

いて準用する独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）をいう。）の規定に

よる認可，承認，認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の法人法施行規則第１

条の３で定める書類を提出しようとするときは，監事の調査を受けなければならない。 

（文部科学大臣への意見の提出） 

第１３条 監事は，法人法第１１条第１１項に基づき，文部科学大臣に意見を提出すると

きは，あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。 

（事故又は異例事態等の監事への報告） 

第１４条 役員（監事を除く。以下同じ。）及び職員は，業務上の事故又は異例の事態が

発生したとき，役員及び職員が不正の行為をし若しくは当該行為をするおそれがある



とき，又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実がある

ときは，速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。 

（役員の不正行為等の学長等への報告） 

第１５条 監事は，役員が不正の行為をし，若しくは当該行為をするおそれがあると認め

るとき，又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ

ると認めるときは，遅滞なく，その旨を学長に報告するとともに，文部科学大臣に報

告しなければならない。 

（雑則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか，監事監査の実施に関し必要な事項は，監事が別

に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年度国立大学法人千葉大学監事監査に関する要領（平成１６年４月１日制定）

は廃止する。ただし，平成１６年度の監査については，なお従前の例による。 

附 則（平成２７年４月１日） 

 
 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日） 

 
 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 



国立大学法人千葉大学学長選考会議規程の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正

及び第１２条第３項の削除） 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長選考会議規

程 
国立大学法人千葉大学学長選考・監察

会議規程 

  
（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人千葉大学の

組織に関する規則第９条第２項の規定に基

づき，国立大学法人千葉大学学長選考会議

（以下「学長選考会議」という。）に関し必

要な事項を定める。 

第１条 この規程は，国立大学法人千葉大学の

組織に関する規則第９条第２項の規定に基

づき，国立大学法人千葉大学学長選考・監

察会議（以下「学長選考・監察会議」とい

う。）に関し必要な事項を定める。 
（構成） （構成） 

第２条 学長選考会議は，次に掲げる者をもっ

て組織する。 
第２条 学長選考・監察会議は，次に掲げる者

をもって組織する。 
一 国立大学法人千葉大学経営協議会規程

第２条第１項第４号に掲げる者の中から

経営協議会において選出された者 ７名 

一 （同左） 

二 国立大学法人千葉大学教育研究評議会

規程第２条第１項第３号から第５号まで

に掲げる者の中から教育研究評議会にお

いて選出された者 ７名 

二 国立大学法人千葉大学教育研究評議会

規程第２条第１項第２号から第５号まで

に掲げる者の中から教育研究評議会にお

いて選出された者 ７名 

２ （略） ２ （略） 
（審議事項） （審議事項） 

第３条 学長選考会議は，次に掲げる事項を審

議する。 
第３条 学長選考・監察会議は，次に掲げる事

項を審議する。 

一 学長の選考に関する事項 一  
二 学長の任期に関する事項 二   （同左） 
三 学長の解任に関する事項 三  

四 学長の業績評価に関する事項 四  
五 その他学長選考会議に関し必要な事項 五 その他学長選考・監察会議に関し必要

な事項 
（議長） （議長） 

第４条 学長選考会議に議長を置き，委員の互

選によって定める。 
第４条 学長選考・監察会議に議長を置き，委

員の互選によって定める。 



２ 議長は，学長選考会議を主宰する。 ２ 議長は，学長選考・監察会議を主宰する。 

３ 議長に事故あるときは，議長があらかじめ

学長選考会議の議を経て指名した委員が，

その職務を行う。 

３ 議長に事故あるときは，議長があらかじめ

学長選考・監察会議の議を経て指名した委

員が，その職務を行う。 
（会議） （会議） 

第５条 学長選考会議は，議長が必要と認める

とき，開催するものとする。 
第５条 学長選考・監察会議は，議長が必要と

認めるとき，開催するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員の３分の１

以上の請求があるときは，議長は学長選考

会議を開催するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員の３分の１

以上の請求があるときは，議長は学長選

考・監察会議を開催するものとする。 
（議事） （議事） 

第６条 学長選考会議は，委員の３分の２以上

が出席しなければ，議事を開き，議決する

ことができない。 

第６条 学長選考・監察会議は，委員の３分の

２以上が出席しなければ，議事を開き，議

決することができない。 

２ 学長選考会議の議事は，出席委員の過半数

で決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

２ 学長選考・監察会議の議事は，出席委員の

過半数で決し，可否同数のときは，議長の

決するところによる。 
第７条・第８条 （略） 第７条・第８条 （略） 

（専門部会） （専門部会） 

第９条 学長選考会議は，必要と認めるとき

は，専門的事項について調査検討及び学長

選考又は解任の申出に係る実務を行わせる

ため，専門部会をおくことができる。 

第９条 学長選考・監察会議は，必要と認める

ときは，専門的事項について調査検討及び

学長選考又は解任の申出に係る実務を行わ

せるため，専門部会をおくことができる。 
２ （略） ２ （略） 

（議事録） （議事録） 

第１０条 学長選考会議の議事進行の過程及

び決定事項は，議事録に記録する。 
第１０条 学長選考・監察会議の議事進行の過

程及び決定事項は，議事録に記録する。 
（庶務） （庶務） 

第１１条 学長選考会議の庶務は，企画総務部

総務課において処理する。 
第１１条 学長選考・監察会議の庶務は，企画

総務部総務課において処理する。 

（雑則） （雑則） 
第１２条 この規程に定めるもののほか，学長

選考会議に関し必要な事項は，議長が学長

選考会議に諮って，別に定める。 

第１２条 この規程に定めるもののほか，学長

選考・監察会議に関し必要な事項は，議長

が学長選考・監察会議に諮って，別に定め

る。 

  
 附 則 

 この規程は，令和４年４月１日から施行す

る。 
 



国立大学法人千葉大学学長の任期に関する規程の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長の任期に関

する規程 
国立大学法人千葉大学学長の任期に関

する規程 

  
第１条・第２条 （略）  第１条・第２条 （略） 

（改正の手続） （改正の手続） 

第３条 この規程は，国立大学法人千葉大学学

長選考会議において出席者の３分の２以上

の同意を得なければ，改正することができ

ない。 

第３条 この規程は，国立大学法人千葉大学学

長選考・監察会議において出席者の３分の

２以上の同意を得なければ，改正すること

ができない。 

 附 則 

 この規程は，令和４年４月１日から施行す

る。 

 
 



国立大学法人千葉大学学長選考規程の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長選考規程 国立大学法人千葉大学学長選考規程 

  

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（選考の基準） （選考の基準） 

第３条 学長の選考は，人格が高潔で，学識が

優れ，かつ，大学における教育研究活動を

適切かつ効果的に運営することができる能

力を有する者のうちから，国立大学法人千

葉大学学長選考会議（以下「学長選考会議」

という。）が定める基準により，行うもの

とする。 

第３条 学長の選考は，人格が高潔で，学識が

優れ，かつ，大学における教育研究活動を

適切かつ効果的に運営することができる能

力を有する者のうちから，国立大学法人千

葉大学学長選考・監察会議（以下「学長選

考・監察会議」という。）が定める基準に

より，行うものとする。 

２ 学長選考会議は，前項に規定する基準を定

め，又は変更したときは当該基準を遅滞な

く公表するものとする。 

２ 学長選考・監察会議は，前項に規定する基

準を定め，又は変更したときは当該基準を

遅滞なく公表するものとする。 

（選考機関） （選考機関） 

第４条 学長の選考は，学長選考会議が行う。 第４条 学長の選考は，学長選考・監察会議が

行う。 

（学内の意向の聴取） （学内の意向の聴取） 

第５条 学長選考会議は，学長の選考にあた

り，学内の意向を聴取する。 

第５条 学長選考・監察会議は，学長の選考に

あたり，学内の意向を聴取する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の規定にかかわらず，国立大学法人

千葉大学学長選考会議規程（以下「選考会

議規程」という。）第２条第１項第２号の

委員は，学長選考の公正を期すため，学内

意向聴取対象者としない。 

４ 第２項の規定にかかわらず，国立大学法人

千葉大学学長選考・監察会議規程（以下「選

考・監察会議規程」という。）第２条第１

項第２号の委員は，学長選考の公正を期す

ため，学内意向聴取対象者としない。 

（選考の公示） （選考の公示） 

第６条 学長選考会議は，学長の選考を行うと

きは，選考日程その他必要な事項を定め，

学内意向聴取を行う日の１月前までに公示

するとともに，別に定める部局の長並びに

学内意向聴取対象者に通知しなければなら

ない。 

第６条 学長選考・監察会議は，学長の選考を

行うときは，選考日程その他必要な事項を

定め，学内意向聴取を行う日の１月前まで

に公示するとともに，別に定める部局の長

並びに学内意向聴取対象者に通知しなけれ

ばならない。 

（学長候補者の推薦） （学長候補者の推薦） 



第７条 学長候補者の推薦は，２０名以上２５

名以内の学内意向聴取対象者の推薦による

ものとする。 

第７条 （同左） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の推薦は，推薦される者の同意を得

たうえで，推薦人代表者が，公示の日から

２１日以内に学長選考会議議長に対して行

うものとする。 

３ 第１項の推薦は，推薦される者の同意を得

たうえで，推薦人代表者が，公示の日から

２１日以内に学長選考・監察会議議長に対

して行うものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず，選考会議規程

第２条第１項第１号に規定する委員は，学

長候補者を推薦するこができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず，選考・監察会

議規程第２条第１項第１号に規定する委員

は，学長候補者を推薦するこができる。 

第８条 （略） 第８条 （略） 

（学長候補者の公示） （学長候補者の公示） 

第９条 学長選考会議は，学長候補者の氏名を

五十音順により公示するとともに，学内意

向聴取対象者に通知するものとする。 

第９条 学長選考・監察会議は，学長候補者の

氏名を五十音順により公示するとともに，

学内意向聴取対象者に通知するものとす

る。 

（情報提供） （情報提供） 

第１０条 学長選考会議は，学長候補者に係る

情報を学内意向聴取対象者に提供する。 

第１０条 学長選考・監察会議は，学長候補者

に係る情報を学内意向聴取対象者に提供す

る。 

（所信等説明会） （所信等説明会） 

第１１条 学長選考会議は，学長候補者が所信

等を学内意向聴取対象者に説明する機会を

設けるものとする。 

第１１条 学長選考・監察会議は，学長候補者

が所信等を学内意向聴取対象者に説明する

機会を設けるものとする。 

（学内意向聴取） （学内意向聴取） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 学長選考会議は，学内意向聴取の結果を公

示する。 

２ 学長選考・監察会議は，学内意向聴取の結

果を公示する。 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

（学内意向聴取の管理） （学内意向聴取の管理） 

第１４条 学内意向聴取は，学長選考会議専門

部会が管理する。 

第１４条 学内意向聴取は，学長選考・監察会

議専門部会が管理する。 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

（学長となるべき者の選考） （学長となるべき者の選考） 

第１６条 学長選考会議は，学長候補者の所信

等を聴取のうえ，学内意向聴取の結果を参

考にして，学長となるべき者１名を選考す

る。 

第１６条 学長選考・監察会議は，学長候補者

の所信等を聴取のうえ，学内意向聴取の結

果を参考にして，学長となるべき者１名を

選考する。 

２ 学長選考会議は，学長となるべき者及び選 ２ 学長選考・監察会議は，学長となるべき者



考理由を公示する。 及び選考理由を公示する。 

（再任の審査による選考） （再任の審査による選考） 

第１７条 第２条第１項第１号の規定により

学長の選考を行う場合であって，別に定め

る学長の業績評価の結果，現に在職する学

長（再任された者を除く。）の就任後３年

間の業績が優れたものであると学長選考会

議が認め，かつ，当該学長に再任の意思が

あるときは，当該学長のみを学長候補者と

して第５条から第１５条まで（第７条及び

第８条を除く。）の規定を適用する。ただ

し，第６条の規定の適用については，同条

中「１月前」とあるのは「２週間前」と読

み替えるものとする。 

第１７条 第２条第１項第１号の規定により

学長の選考を行う場合であって，別に定め

る学長の業績評価の結果，現に在職する学

長（再任された者を除く。）の就任後３年

間の業績が優れたものであると学長選考・

監察会議が認め，かつ，当該学長に再任の

意思があるときは，当該学長のみを学長候

補者として第５条から第１５条まで（第７

条及び第８条を除く。）の規定を適用する。

ただし，第６条の規定の適用については，

同条中「１月前」とあるのは「２週間前」

と読み替えるものとする。 

２ 前項の場合において，学長選考会議は，前

条第１項の規定にかかわらず，別に定める

ところにより，学内意向聴取の結果を参考

にして，当該学長の再任の可否を審査し，

再任を可とした場合は，当該学長を学長と

なるべき者として選考する。 

２ 前項の場合において，学長選考・監察会議

は，前条第１項の規定にかかわらず，別に

定めるところにより，学内意向聴取の結果

を参考にして，当該学長の再任の可否を審

査し，再任を可とした場合は，当該学長を

学長となるべき者として選考する。 

（学長となるべき者の選考が行われたとき

の公表事項） 

（学長となるべき者の選考が行われたとき

の公表事項） 

第１８条 学長選考会議は，学長となるべき者

として選考された者について，当該選考の

結果，当該者を選考した理由及び選考の過

程を公表する。 

第１８条 学長選考・監察会議は，学長となる

べき者として選考された者について，当該

選考の結果，当該者を選考した理由及び選

考の過程を公表する。 

（学長となるべき者の辞退等） （学長となるべき者の辞退等） 

第１９条 学長となるべき者が辞退を申し出

たとき及び欠けたときの取扱いは，学長選

考会議が定める。 

第１９条 学長となるべき者が辞退を申し出

たとき及び欠けたときの取扱いは，学長選

考・監察会議が定める。 

（細則等） （細則等） 

第２０条 この規程の実施に関し必要な事項

は，学長選考会議が別に定める。 

第２０条 この規程の実施に関し必要な事項

は，学長選考・監察会議が別に定める。 

２ この規程の解釈について疑義があるとき

は，学長選考会議がこれを決定する。 

２ この規程の解釈について疑義があるとき

は，学長選考・監察会議がこれを決定する。 

（改正の手続） （改正の手続） 

第２１条 この規程は，学長選考会議において

出席者の３分の２以上の同意を得なけれ

ば，改正することができない。 

第２１条 この規程は，学長選考・監察会議に

おいて出席者の３分の２以上の同意を得な

ければ，改正することができない。 

  

 附 則 



 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 
 



国立大学法人千葉大学学長の選考手続に関する細則の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長の選考手続

に関する細則 
国立大学法人千葉大学学長の選考手続

に関する細則 

  
第１条 （略） 第１条 （略） 

（意向聴取対象者名簿） （意向聴取対象者名簿） 

第２条 学長選考会議は，選考規程第５条第２

項から第４項までに定める学内意向聴取対

象者の資格を調査し，学内意向聴取対象者

名簿を作成するものとする。 

第２条 学長選考・監察会議は，選考規程第５

条第２項から第４項までに定める学内意向

聴取対象者の資格を調査し，学内意向聴取

対象者名簿を作成するものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 学長選考会議は，前項の日から７日間，学

内意向聴取対象者名簿を選考規程第６条に

定める部局（以下「部局」という。）にお

いて縦覧に供するものとする。 

４ 学長選考・監察会議は，前項の日から７日

間，学内意向聴取対象者名簿を選考規程第

６条に定める部局（以下「部局」という。）

において縦覧に供するものとする。 

５ （略） ５ （略） 

６ 学内意向聴取対象者は，学内意向聴取対象

者名簿に脱漏，誤記載等があると認めると

きは，縦覧期間内に書面をもって学長選考

会議に申し出ることができる。 

６ 学内意向聴取対象者は，学内意向聴取対象

者名簿に脱漏，誤記載等があると認めると

きは，縦覧期間内に書面をもって学長選

考・監察会議に申し出ることができる。 

７ 学長選考会議は，前項の申出の適否を決定

し，その結果を申立人に通知するものとし，

当該申出が適当であると決定したときは，

直ちに学内意向聴取対象者名簿を修正する

ものとする。 

７ 学長選考・監察会議は，前項の申出の適否

を決定し，その結果を申立人に通知するも

のとし，当該申出が適当であると決定した

ときは，直ちに学内意向聴取対象者名簿を

修正するものとする。 

８ （略） ８ （略） 

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略） 

（欠席者の取扱い） （欠席者の取扱い） 

第７条 選考規程第１６条第１項の学長選考

会議が行う所信等の聴取に欠席した学長候

補者は，学長選考会議が特に理由があると

認めたとき以外は，失格とする。 

第７条 選考規程第１６条第１項の学長選

考・監察会議が行う所信等の聴取に欠席し

た学長候補者は，学長選考・監察会議が特

に理由があると認めたとき以外は，失格と

する。 

第８条 （略） 第８条 （略） 

（所信等説明会） （所信等説明会） 



第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 説明会の開催に関する事項は，学長選考会

議が別に定める。 

２ 説明会の開催に関する事項は，学長選考・

監察会議が別に定める。 

（投票） （投票） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 学内意向聴取対象者は，学内意向聴取の当

日，自ら所属部局所在地区の投票所に行き，

入場券を受付に提出し，投票用紙を受け取

り，投票を行うものとする。ただし，第１

３条第１項に定める投票立会人は，その立

ち会う投票所において，投票するものとす

る。 

２ （同左） 

３ 前項の規定にかかわらず，学長選考会議が

必要と認めたときは，所属部局の長の申出

により，投票所を変更することができるも

のとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，学長選考・監察

会議が必要と認めたときは，所属部局の長

の申出により，投票所を変更することがで

きるものとする。 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

（投票管理責任者） （投票管理責任者） 

第１２条 学長選考会議議長は，選考規程第１

２条の投票及びその開票を管理させるた

め，学長選考会議専門部会（以下「専門部

会」という。）の委員の中から，投票管理

責任者を指名するものとする。 

第１２条 学長選考・監察会議議長は，選考規

程第１２条の投票及びその開票を管理させ

るため，学長選考・監察会議専門部会（以

下「専門部会」という。）の委員の中から，

投票管理責任者を指名するものとする。 

（投票立会人） （投票立会人） 

第１３条 学長選考会議議長は，教育研究評議

会評議員の中から，選考規程第１２条の投

票の立会人（以下「投票立会人」という。）

として，７名を指名するものとする。 

第１３条 学長選考・監察会議議長は，教育研

究評議会評議員の中から，選考規程第１２

条の投票の立会人（以下「投票立会人」と

いう。）として，７名を指名するものとす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１４条～第１６条 （略）  第１４条～第１６条 （略） 

（事務） （事務） 

第１７条 学長選考に関する事務は，学長選考

会議の管理の下に事務局企画総務部が担当

する。 

第１７条 学長選考に関する事務は，学長選

考・監察会議の管理の下に事務局企画総務

部が担当する。 

２ 選考規程及びこの細則に規定する学長選

考に係る事務処理及び取扱いの時間は，原

則として執務時間内とする。ただし，特別

の事情があるときは，学長選考会議議長が

その都度定めるものとする。 

２ 選考規程及びこの細則に規定する学長選

考に係る事務処理及び取扱いの時間は，原

則として執務時間内とする。ただし，特別

の事情があるときは，学長選考・監察会議

議長がその都度定めるものとする。 

  



別表１・別表２ （略） 別表１・別表２ （略） 

  

 附 則 

 この細則は，令和４年４月１日から施行する。 
 



国立大学法人千葉大学学長の選考手続に関する学長選考会議申合せの一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長の選考手続に

関する学長選考会議申合せ 
国立大学法人千葉大学学長の選考手続に

関する学長選考・監察会議申合せ 

  

１ 学長選考会議委員は，その職務を行うにあた

っては，常に中立・公正の立場を保持しなけ

ればならない。 

１ 学長選考・監察会議委員は，その職務を行う

にあたっては，常に中立・公正の立場を保持

しなければならない。 

２ 国立大学法人千葉大学学長選考規程（以下

「選考規程」という。）第７条第１項の推薦

がなかった場合の取扱いは，学長選考会議が，

その都度定める。 

２ 国立大学法人千葉大学学長選考規程（以下

「選考規程」という。）第７条第１項の推薦

がなかった場合の取扱いは，学長選考・監察

会議が，その都度定める。 

３～７ （略） ３～７ （略） 

  

 附 則 

 この申合せは，令和４年４月１日から実施す

る。 

 
 



国立大学法人千葉大学学長解任申出規程の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正及び

第１７条第４項の新設） 

 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長解任申出規程 国立大学法人千葉大学学長解任申出規程 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人法（平成１５

年法律第１１２号）第１７条第４項に基づく

国立大学法人千葉大学長（以下「学長」とい

う。）の解任申出に関し，必要な事項を定め

る。 

第１条 この規程は，国立大学法人法（平成１５

年法律第１１２号）第１７条第５項に基づく

国立大学法人千葉大学長（以下「学長」とい

う。）の解任申出に関し，必要な事項を定め

る。 

（解任申出の要件） （解任申出の要件） 

第２条 国立大学法人千葉大学学長選考会議（以

下「学長選考会議」という。）は，学長が次

の各号の一に該当するときは，文部科学大臣

に学長の解任を申し出ることができる。 

第２条 国立大学法人千葉大学学長選考・監察会

議（以下「学長選考・監察会議」という。）

は，学長が次の各号の一に該当するときは，

文部科学大臣に学長の解任を申し出ることが

できる。 

一 心身の故障のため職務の遂行に堪えない

と認められるとき。 

一  

二 職務上の義務違反があるとき。 二  

三 職務の執行が適当でないため，本学の業

務の実績が悪化した場合であって，学長に

引き続き職務を行わせることが適当でない

と認められるとき。 

三   （同左） 

四 その他学長たるに適しないと認められる

とき。 

四  

 （職務執行状況の報告） 

 第２条の２ 学長選考・監察会議は，国立大学法

人千葉大学監事監査規程第１５条による報告

を受けたとき，又は学長が前条に規定する場合

に該当するおそれがあると認めるときは，学長

に対し，職務の執行の状況について報告を求め

ることができる。 

（解任の請求及びその審議） （解任の請求及びその審議） 

第３条 学長選考会議は，次の各号に掲げる場合 第３条 学長選考・監察会議は，次の各号に掲げ



には，当該請求等について審議する。 る場合には，当該請求等について審議する。 

一 （略） 一 （略） 

二 学長選考会議の３分の１以上の委員から

学長解任の請求がなされたとき。 

二 学長選考・監察会議の３分の１以上の委

員から学長解任の請求がなされたとき。 

三 学長選考会議議長が必要と認めたとき。 三 学長選考・監察会議議長が必要と認めた

とき。 

２ 学長選考会議は，前項に規定する請求につい

ての審議に際し，必要に応じて，学長，請求

者若しくはその他必要な者から事情聴取を行

うことができる。 

２ 学長選考・監察会議は，前項に規定する請求

についての審議に際し，必要に応じて，学長，

請求者若しくはその他必要な者から事情聴取

を行うことができる。 

（調査委員会） （調査委員会） 

第４条 学長選考会議は，前条に規定する請求に

ついての審議に際し，必要に応じて調査委員

会を設置することができる。 

第４条 学長選考・監察会議は，前条に規定する

請求についての審議に際し，必要に応じて調

査委員会を設置することができる。 

２ 前項の調査委員会の構成は学長選考会議で

審議し，決定する。 

２ 前項の調査委員会の構成は学長選考・監察会

議で審議し，決定する。 

（解任申出是非の審議） （解任申出是非の審議） 

第５条 学長選考会議は，第３条に規定する請求

についての審議の結果，当該請求が正当であ

ると判断した場合，学長の解任申出の是非に

ついて審議を行う。 

第５条 学長選考・監察会議は，第３条に規定す

る請求についての審議の結果，当該請求が正

当であると判断した場合，学長の解任申出の

是非について審議を行う。 

２ 第７条に規定する意向聴取があった場合は，

学長選考会議は，その結果を参考にして解任

申出の是非を審議する。 

２ 第７条に規定する意向聴取があった場合は，

学長選考・監察会議は，その結果を参考にし

て解任申出の是非を審議する。 

（弁明の機会） （弁明の機会） 

第６条 学長選考会議は，前条に規定する解任申

出是非の審議に際し，適切な機会に，学長に

書面又は口頭による弁明の機会を与えなけれ

ばならない。 

第６条 学長選考・監察会議は，前条に規定する

解任申出是非の審議に際し，適切な機会に，

学長に書面又は口頭による弁明の機会を与え

なければならない。 

（解任申出に係る学内の意向聴取） （解任申出に係る学内の意向聴取） 

第７条 学長選考会議は，第５条に規定する解任

申出是非の審議に際し，学内の意向を聴取す

ることができる。 

第７条 学長選考・監察会議は，第５条に規定す

る解任申出是非の審議に際し，学内の意向を

聴取することができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（解任申出是非の決議） （解任申出是非の決議） 

第８条 第５条に規定する審議において，解任申

出是非の決議は，国立大学法人千葉大学学長

選考会議規程第６条の規定にかかわらず，学

長選考会議委員定数の３分の２以上の賛成が

なければならない。 

第８条 第５条に規定する審議において，解任申

出是非の決議は，国立大学法人千葉大学学長

選考・監察会議規程第６条の規定にかかわら

ず，学長選考・監察会議委員定数の３分の２

以上の賛成がなければならない。 



２ 学長選考会議は，前項に規定する決議結果を

学長に通知するとともに学内に公示する。 

２ 学長選考・監察会議は，前項に規定する決議

結果を学長に通知するとともに学内に公示す

る。 

３ （略） ３ （略） 

４ 学長選考会議は，第１項に規定する決議にお

いて解任申出を是とした場合，文部科学大臣

に学長解任の申出を行う。 

４ 学長選考・監察会議は，第１項に規定する決

議において解任申出を是とした場合，文部科

学大臣に学長解任の申出を行う。 

（細則等） （細則等） 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は，学

長選考会議が別に定める。 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は，学

長選考・監察会議が別に定める。 

２ この規程の解釈について疑義があるときは，

学長選考会議がこれを決定する。 

２ この規程の解釈について疑義があるときは，

学長選考・監察会議がこれを決定する。 

（改正の手続） （改正の手続） 

第１０条 この規程は，学長選考会議において出

席者の３分の２以上の同意を得なければ，改

正することができない。 

第１０条 この規程は，学長選考・監察会議にお

いて出席者の３分の２以上の同意を得なけれ

ば，改正することができない。 

  

（別表） （略） （別表） （略） 

  

 附 則 

 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 
 



国立大学法人千葉大学学長解任申出手続細則の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長解任申出手続

細則 
国立大学法人千葉大学学長解任申出手続

細則 

  

第１条 （略） 第１条 （略） 

（請求についての審議結果の通知） （請求についての審議結果の通知） 

第２条 学長選考会議は，解任申出規程第３条に

規定する解任の請求についての審議の結果，

当該請求が正当であると判断された場合は，

その結果を学長及び請求者に通知し，正当で

ないと判断された場合は，その結果を請求者

に通知するものとする。 

第２条 学長選考・監察会議は，解任申出規程第

３条に規定する解任の請求についての審議の

結果，当該請求が正当であると判断された場

合は，その結果を学長及び請求者に通知し，

正当でないと判断された場合は，その結果を

請求者に通知するものとする。 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（意向聴取対象者名簿） （意向聴取対象者名簿） 

第４条 学長選考会議は，解任申出規程第７条に

規定する学長解任申出に係る学内意向聴取

（以下「解任申出に係る意向聴取」という。）

に際して，学内意向聴取対象者名簿を作成す

るものとする。 

第４条 学長選考・監察会議は，解任申出規程第

７条に規定する学長解任申出に係る学内意向

聴取（以下「解任申出に係る意向聴取」とい

う。）に際して，学内意向聴取対象者名簿を

作成するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

第５条～第８条 （略）  第５条～第８条 （略） 

（投票） （投票） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 学内意向聴取対象者は，学内意向聴取の当

日，自ら所属部局所在地区の投票所に行き，

入場券を受付に提出し，投票用紙を受け取り，

投票を行うものとする。ただし，第１２条第

１項に定める投票立会人は，その立ち会う投

票所において，投票するものとする。 

２ （同左） 

３ 前項の規定にかかわらず，学長選考会議が必

要と認めたときは，所属部局の長の申出によ

り，投票所を変更することができるものとす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず，学長選考・監察会

議が必要と認めたときは，所属部局の長の申

出により，投票所を変更することができるも

のとする。 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 



（投票管理責任者） （投票管理責任者） 

第１１条 学長選考会議議長は，解任申出に係る

意向聴取の投票及びその開票を管理させるた

め，学長選考会議会専門部会の委員の中から，

投票管理責任者を指名するものとする。 

第１１条 学長選考・監察会議議長は，解任申出

に係る意向聴取の投票及びその開票を管理さ

せるため，学長選考・監察会議専門部会の委

員の中から，投票管理責任者を指名するもの

とする。 

（投票立会人） （投票立会人） 

第１２条 学長選考会議議長は，教育研究評議会

評議員の中から，解任申出に係る意向聴取の

投票の立会人（以下「投票立会人」という。）

として，７名を指名するものとする。 

第１２条 学長選考・監察会議議長は，教育研究

評議会評議員の中から，解任申出に係る意向

聴取の投票の立会人（以下「投票立会人」と

いう。）として，７名を指名するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

第１３条・第１４条 （略） 第１３条・第１４条 （略） 

（事務） （事務） 

第１５条 学長解任申出に関する事務は，学長選

考会議の管理の下に事務局企画総務部が担当

する。 

第１５条 学長解任申出に関する事務は，学長選

考・監察会議の管理の下に事務局企画総務部

が担当する。 

２ 解任申出規程及びこの細則に規定する学長

解任申出に係る事務処理及び取扱いの時間

は，原則として勤務時間内とする。ただし，

特別の事情があるときは，学長選考会議議長

がその都度定めるものとする。 

２ 解任申出規程及びこの細則に規定する学長

解任申出に係る事務処理及び取扱いの時間

は，原則として勤務時間内とする。ただし，

特別の事情があるときは，学長選考・監察会

議議長がその都度定めるものとする。 

  

 附 則 

 この細則は，令和４年４月１日から施行する。 

 
 



国立大学法人千葉大学学長の業績評価に関する要項の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長の業績評価に

関する要項 
国立大学法人千葉大学学長の業績評価に

関する要項 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要項は，国立大学法人千葉大学学長

選考会議規程第３条第４号に規定する学長の

業績評価（以下「業績評価」という。）に関

し，必要な事項を定める。 

第１条 この要項は，国立大学法人千葉大学学長

選考・監察会議規程第３条第４号に規定する

学長の業績評価（以下「業績評価」という。）

に関し，必要な事項を定める。 

（業績評価の実施） （業績評価の実施） 

第２条 学長選考会議は，毎年６月末日までに業

績評価を実施するものとする。 

第２条 学長選考・監察会議は，毎年６月末日ま

でに業績評価を実施するものとする。 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（業績評価の方法） （業績評価の方法） 

第４条 学長選考会議は，学長に対し，前条に定

める各評価項目に係る就任以降の業績を記載

した業績調書を４月末日までに提出するよう

求め，書面による審査及びヒアリングを実施

するものとする。この場合において，業績調

書は，A４判で任意の様式とし，原則として各

年度当たり１０頁程度で作成するものとす

る。 

第４条 学長選考・監察会議は，学長に対し，前

条に定める各評価項目に係る就任以降の業績

を記載した業績調書を４月末日までに提出す

るよう求め，書面による審査及びヒアリング

を実施するものとする。この場合において，

業績調書は，A４判で任意の様式とし，原則と

して各年度当たり１０頁程度で作成するもの

とする。 

２ 学長選考会議は，業績評価を実施するに当た

り，監事と意見交換を行うものとする。 

２ 学長選考・監察会議は，業績評価を実施する

に当たり，監事と意見交換を行うものとする。 

３ 学長選考会議は，必要があると認めるとき

は，委員以外の者に意見を求めることができ

る。 

３ 学長選考・監察会議は，必要があると認める

ときは，委員以外の者に意見を求めることが

できる。 

４ 前項の委員以外の者は，学長選考会議が選考

する。 

４ 前項の委員以外の者は，学長選考・監察会議

が選考する。 

（評価結果の通知） （評価結果の通知） 

第５条 学長選考会議は，業績評価の結果を学長

に通知するものとする。 

第５条 学長選考・監察会議は，業績評価の結果

を学長に通知するものとする。 

（評価結果の公表） （評価結果の公表） 

第６条 学長選考会議は，業績評価を実施したと

きは，その結果を公表する。 

第６条 学長選考・監察会議は，業績評価を実施

したときは，その結果を公表する。 



２ （略） ２ （略） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

  

 附 則 

 この要項は，令和４年４月１日から実施する。 

 
 



国立大学法人千葉大学学長の業績評価の実施についての一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長の業績評価の

実施について 
国立大学法人千葉大学学長の業績評価の

実施について 

  

国立大学法人千葉大学学長の業績評価に関す

る要項（以下「要項」という。）第７条に基づき

業績評価の実施に関し必要な事項を以下のとお

り定める。 

（同左） 

１ 評価方法等 １ 評価方法等 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 要項第４条第１項に定めるヒアリ

ングは，学長選考会議に学長の出席を求めて

行う。 

（４） 要項第４条第１項に定めるヒアリ

ングは，学長選考・監察会議に学長の出席を

求めて行う。 

（５） 学長選考会議は，書面による審査，

ヒアリング並びに監事及び要項第４条第３項

に定める委員以外の者の意見等を踏まえて業

績を審査する。 

（５） 学長選考・監察会議は，書面によ

る審査，ヒアリング並びに監事及び要項第４

条第３項に定める委員以外の者の意見等を踏

まえて業績を審査する。 

２ （略） ２ （略） 

  

様式１・様式２ （略） 様式１・様式２ （略） 

  

 
 



国立大学法人千葉大学学長の再任審査に関する要項の一部改正（案）について 

【改正理由】 

 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（法人法第１２条第２項の改正） 

 

新 旧 対 照 表 

改正前 改正後 

国立大学法人千葉大学学長の再任審査に

関する要項 
国立大学法人千葉大学学長の再任審査に

関する要項 

  

第１条 （略） 第１条 （略） 

（再任審査の実施） （再任審査の実施） 

第２条 学長選考会議は，学長の任期満了の前年

９月末日までに再任審査を実施するものとす

る。 

第２条 学長選考・監察会議は，学長の任期満了

の前年９月末日までに再任審査を実施するも

のとする。 

（再任審査の方法） （再任審査の方法） 

第３条 選考規程第１７条第１項に定める学長

の再任の意思の確認は，学長選考会議議長が

行う。 

第３条 選考規程第１７条第１項に定める学長

の再任の意思の確認は，学長選考・監察会議

議長が行う。 

２ 学長選考会議は，学長に対して経歴及び再任

された場合の任期に係る所信を学長選考会議

が定める日までに提出するよう求める。 

２ 学長選考・監察会議は，学長に対して経歴及

び再任された場合の任期に係る所信を学長選

考・監察会議が定める日までに提出するよう

求める。 

３ 学長選考会議は，所信等を聴取のうえ，選考

規程第１２条に定める学内意向聴取の結果を

参考にして，再任の可否を審査する。 

３ 学長選考・監察会議は，所信等を聴取のうえ，

選考規程第１２条に定める学内意向聴取の結

果を参考にして，再任の可否を審査する。 

４ 学長選考会議は，無記名の投票により，再任

の可否を決定する。 

４ 学長選考・監察会議は，無記名の投票により，

再任の可否を決定する。 

第４条 （略） 第４条 （略） 

  

 附 則 

 この要項は，令和４年４月１日から実施する。 

 
 



千大人社総第１３３号

令 和 ３ 年 ３ 月 ９ 日

国立大学法人千葉大学

学長選考会議議長 殿

千葉大学教育学部長

小宮山 伴与志

国立大学法人千葉大学学長選考における

学内意向聴取対象者について

 このことについては、国立大学法人千葉大学学長選考規程第５条第２項で定められて

いるところですが、下記の者についても、学内意向聴取対象者としてお認めいただきた

く要望いたします。

記

１．要望する学内意向聴取対象者の範囲

副校（園）長、主幹教諭の職にある全ての者。

《参考：対象者数の一覧》  R2.10.1 現在 

学校名 副校(園)長 主幹教諭 教 諭 養護教諭 栄養教諭 計 

附属幼稚園 １（１） ０（０） ５（５） １（０） ０（０） ７（６） 

附属小学校 １（０） １（１） ３１（５） １（０） １（１） ３５（７） 

附属中学校 １（１） ２（１） ２５（２） １（０） ０（０） ２９（４） 

附属特別 

支援学校 
１（０） ０（０） ２５（０） １（０） ０（０） ２７（０） 

計 ４（２） ３（２） ８６（１２） ４（０） １（１） ９８（１７） 

※ 本学採用の教諭等及び人事交流に関する協定に基づき採用された在籍者の総数を示し、

（ ）内は、本学採用の教諭等を内数で示す。

２．要望理由

附属学校（園）の教諭等のうち、副校（園）長は、校（園）長を助け、命を受

けて校（園）務をつかさどる立場にあること。同様に、主幹教諭は、校（園）長

及び副校（園）長を助け、命を受けて校（園）務の一部を整理するとともに児童・

生徒の教育又は幼児の保育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育指導

の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う立場にあり、規程上の「専任

の教授、准教授、講師、助教及び助手」に比して遜色のない業務を行っているも

のと考える。また、両職においては、現在、半数以上を本学採用の教諭等として

いることからも、今後、学内意向聴取対象者として、要望するものである。

３．希望する改正時期

本件承認後、速やかに。

資料 ２
3.9.16学長選考会議



◆学長選考に係る学内意向聴取における附属学校教員の取扱いについて（第三群及び旧六大学）
【凡例】 意向聴取対象者あり(6) 意向聴取対象者なし(3) 意向聴取なし(3) 附属学校園なし(7)

北 海 道 × 〇
東 北 × ×

筑 波 〇 ×※ ※

東 京 〇 〇 ×
東 京 農 工 × 〇
東 京 工 業 〇 〇 〇
一 橋 × 〇

名 古 屋 〇 〇 〇

京 都 × 〇
大 阪 × 〇
神 戸 〇 〇 〇
広 島 〇 ×
九 州 × 〇
千 葉 〇 〇 ×

新 潟 〇 〇 〇

金 沢 〇 〇 〇

岡 山 〇 〇 ×
長 崎 〇 ×

熊 本 〇 〇 〇

・各大学HPに掲載されている規程集等から確認し、規程集等から判断できない（「別に定める」等）場合は、メールにより照会した。
・本学、金沢大学及び岡山大学は第三群でもあるが、便宜上、旧六大学に記載した。

有の場合、対象となる職種

第
三
群

校長、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教
諭、寄宿舎指導員、実習助手（「常勤の教職員（役
員を含む。）」と規定）

※学長選考会議による意向調査投票は廃止
→教育研究評議会から学長候補者を推薦するための意
見聴取(電子アンケート)を実施(学長選考会議による選
考には影響しない。)

区分 大 学 名 附属学校園
の有無

意向聴取
の有無

　　附属学校園における意向聴取対象者の有無
備　　　　　考

副校長、主幹教諭

副校長、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助
教諭、養護助教諭

副校園長、主幹教諭、指導教諭

旧
　
六

副校園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護
教諭、栄養教諭
校園長、教頭（「係長相当職以上の職員」に該当する
職のみ）

副校園長、教頭、主幹教諭、附属特別支援学校各部
の学部主事



【参考】

茨 城 〇 〇 〇
宇 都 宮 〇 ×

群 馬 〇 △※ 〇

埼 玉 〇 △※ 〇

東 京 学 芸 〇 〇 〇

お 茶 の 水 〇 〇 〇

横 浜 国 立 〇 〇 〇
山 梨 〇 〇 〇

※群馬及び埼玉大学については、意向聴取投票はマストではなく、あくまで「できる規定」となっている為、実施した場合の対象者となる。

備　　　　　考
有の場合、対象となる職種

関
 
東

全て（「附属学校教員」と規定）

教頭

国立大学法人群馬大学学長選考規程
第5条　学長選考会議は，学長候補者の選考に当た
り，参考として教職員等の意向聴取を実施することができ
る。ただし，学長適任者が１人の場合は，意向聴取を実
施しない。

副校園長

区分 大 学 名 附属学校園
の有無

意向聴取
の有無

　　附属学校園における意向聴取対象者の有無

副校園長及び教頭

国立大学法人埼玉大学学長選考規則
第5条　第1項及び第2項(略)
３ 前２項に定めるもののほか、必要と判断する場合には
学長候補者の決定の際の参考とするため、一次候補者の
面接審査若しくは学内の教職員からの意向聴取の
いずれか一方又は両方を実施することができるものとする。

全て（「本学の常勤の職員」と規定）
イ　各附属学校の副校長(副園長を含む。)及び主幹
教諭
ロ　各附属学校の教諭、養護教諭及び栄養教諭のう
ち、各附属学校から選出された次に掲げる人数の教員
附属幼稚園　3人
附属小学校　13人
附属中学校　10人
附属高等学校　9人
副校長


	Ⅲ．前回議事録について
	学長選考会議委員名簿
	R3.4.1

	
	令和３年度　第１回学長選考会議（対面・オンライン併用）議事録（案）
	Ⅰ．日　時　　令和３年５月２０日（木）１６時０８分～１６時３１分
	Ⅱ．場　所　　千葉大学けやき会館　レセプションホール（３階）
	Ⅲ．出席者　　犬養、黒木、島田、銭谷、宮坂、小澤、佐藤（利）、佐藤（之）、
	松原、諏訪、横手各委員

	資料
	改正を要する規程一覧（学長選考関係）
	会議資料

	○国立大学法人千葉大学の組織に関する規則
	○国立大学法人千葉大学監事監査規程
	01.国立大学法人千葉大学学長選考会議規程
	02.国立大学法人千葉大学学長の任期に関する規程
	03.国立大学法人千葉大学学長選考規程
	04.国立大学法人千葉大学学長の選考手続に関する細則
	05.国立大学法人千葉大学学長の選考手続に関する学長選考会議申合せ
	06.国立大学法人千葉大学学長解任申出規程
	07.国立大学法人千葉大学学長解任申出手続細則
	08.国立大学法人千葉大学学長の業績評価に関する要項
	09.国立大学法人千葉大学学長の業績評価の実施について
	10.国立大学法人千葉大学学長の再任審査に関する要項
	空白ページ

	資料
	学内意向聴取対象者に係る要望書
	学長選考に係る学内意向聴取における附属学校教員の取扱いについて（第3群、旧6及び関東）
	R2.8調べ (2)





