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国立大学法人法の一部改正案に関する請願書 

 

一 請願の趣旨 

 今年 3 月 2 日に「国立大学法人法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在参議院で

審議されています。わたしたちはこの改正案が大きな問題をはらんでいることに鑑み、改正案

の修正を求めます。  

 政府提出の改正案は学長への牽制機能（業務の恒常的監視機能）を強化するために学長選考

会議や監事の権限を強化するとしていますが、こうした措置により学長による不正や法令違反

等を防ぐことは困難です。むしろ国立大学法人の自主性・自律性をこれまで以上に損ないなが

ら、研究・教育・医療の現場にある者と学長を中心とした大学執行部との亀裂を深めてしまう

恐れがあります。  

公共財としての国立大学法人が社会から付託された責務として研究・教育・医療の充実と地

域への貢献を図るためには、学内構成員によるボトムアップ型の意思決定の仕組みを再構築し、

相互の信頼に立つ安定した関係を築くことが不可欠です。そのため、①学長選考に関して学内

構成員の意向を最大限に尊重すること、②学長の通算任期の上限を設定すること、③学内構成

員の直接請求による学長解職制度を設けること、④教育研究評議会評議員の三分の二以上を部

局構成員の互選によるものとすることなどの措置により、学内構成員による「下から」の牽制

機能の整備充実を図ることを求めます。  

 

二 請願事項 

 

政府提出の「国立大学法人法の一部を改正する法律案」に対して、次のような修正を加える

ことを求めます。  

 

 学長選考に際しては、学内構成員の意向を最大限尊重する。（第 12 条第６項の修正）  

 学長の通算任期の上限を定める。（第 14 条第 6 項の新設）  

 学内構成員の直接請求による学長の解職規定を設ける。（第 14 条第 7 項・第 8 項の新

設） 

 教育研究評議会の評議員に部局構成員の互選により選出された者を含める。（第 21 条第 2

項第 3 号の修正）  

 教育研究評議会の委員の三分の二以上を部局構成員の互選による者とする。（第 21 条第４

項の新設）  

 教育研究評議会の議長を委員の互選とする。（第 21 条第６項の修正）  

 学長選考・監察会議の議長を教育研究評議会選出の学内委員とする。（第 12 条第３項の修

正）  

 学長選考・監察会議の手続きに関して必要な事項の変更は、教育研究評議会による承認を

必要とする。（第 12 条第５項の修正）  

 

 以下、それぞれの項目についての趣旨を記した上で、および具体的な修正のあり方を「新

旧対照表」形式で示します。 

  



・  学長選考に際しては、学内構成員の意向を最大限尊重する。（第 12 条第６項）  

➢  学長選考のあり方は各大学の自主性・自律性に委ねられるという原則から、国立大学法人法は

「意向投票」「意向調査」に言及していない。しかし、 2014 年の国立大学法人法・学校教育法

の改正にかかわる文科省通知（「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学

校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）」 2014

年 8 月 26 日）や 2019 年の閣議決定（「経済財政運営と改革の基本方針 2019」 2019 年 6 月 21

日）により、それまで内部的な慣行として行われてきた意向投票を廃止する行政的圧力がかか

り、実際に多くの大学が廃止したり、その仕組みを大きく変更したりしてきた。このような行

政指導の形式による圧力に抗するために、学長選考にあたって「学内構成員の意向を最大限尊

重する」という文言を挿入する。「最大限」という言葉は、学長候補者に不正や法令違反が発

覚した場合など学長選考・監察会議（以下、選考会議）が構成員の意向を覆す余地もないわけ

ではないことを示す。ただし、そうした場合に選考会議は学内外のステークホルダーに対する

詳細な説明という責務を負うことになる。  

 

・  学長の通算任期の上限を定める。（第 14 条第 6 項） 

➢  やはり 2014 年文科省通知や 2019 年閣議決定により学長の通算任期の上限を撤廃する圧力が

働き、実際に撤廃する大学が増加している。長期にわたるプロジェクトの遂行などがその理由

とされるが、プロジェクトの意義が理解されていれば、たとえ学長が交代してもプロジェクト

は継続するはずである。自民党総裁ですら連続 3 期 9 年という上限が定められていることを考

えれば、通算任期の上限が定められていない事態は異常であり、「学長独裁」の温床となって

いるために上限を設定する。  

 

・  学内構成員の直接請求による学長の解職規定を設ける。（第 14 条第 7 項・第 8 項） 

➢  学長の解職にかかわる規定は多くの国立大学で設けられているが、教育研究評議会や経営協議

会の発議に基づいて選考会議が判断する例が多い。こうした方式に加えて、自治体首長のリコ

ール制度のように学内構成員による直接請求の制度を設ける必要がある。その上で、たとえ解

職請求が成立したとしても、選考会議が正当な理由なく解職要求を棄却する可能性への歯止め

を設けるために、常勤職員の 1/3 以上の賛同により解職の発議、常勤職員の過半数の賛同によ

り解職の決定とする。  

 

・  教育研究評議会の評議員に部局構成員の互選により選出された者を含める。（第 21 条

第 2 項第 3 号）  

➢  現在の国立大学法人法では、部局長（学部長、研究科長、研究所長ら）が教育研究評議会の評

議員に含まれる。だが、2014 年文科省通知や 2019 年閣議決定により部局長が部局構成員の互

選（部局教授会の投票など）による者ではなく、学長指名となる大学が増加しつつある。評議

員たるべき者の基本的要件は部局構成員の互選たるべきことを明確化する  

。  

・  教育研究評議会の委員の三分の二以上を部局構成員の互選による者とする。（第 21 条

第４項）  

➢  部局長を部局構成員が互選で選出すると原則と合わせて、教育研究評議会評議員の三分の二以

上を部局構成員の互選で選ばれた者とする。これにより、学長指名の評議員を三分の一以下と

して、ボトムアップの牽制機能を実効化する。  

 

・  教育研究評議会の議長を委員の互選とする。（第 21 条第６項）  

➢  教育研究評議会が学長への牽制機能を働かせるために、教育研究評議会の議長を学長とする現

行制度を修正する。  



 

・  学長選考・監察会議の議長を教育研究評議会選出の学内委員とする。（第 12 条第３項） 

➢  学外委員が選考会議議長となった場合、総長選考後に退任し、選考過程の不透明さに対する説

明責任を放棄する事態が生じている。選考会議の議長が説明責任を果たせるようにするために、

教育研究評議会選出の学内委員とする。  

 

・  学長選考・監察選考会議の手続きに関して必要な事項の変更は、教育研究評議会による

承認を必要とする（第 12 条第５項）  

➢  学長選考にかかわる学内規則は本来ならば選考会議による恣意的判断の余地を狭める形で設

けられるべきだが、現状では選考会議が自らフリーハンドの権限を持つ方向で規則を変更して

しまう事例が見られる。その歯止めとして、教育研究評議会による承認という要件を含める。 

 

 

 

新旧対照表 

・国立大学法人法第 23 条までを対象としている。  

・下線は現行の国立大学法人法からの修正部分、波線は本請願書において修正・新設を求

める部分である。  

 

 

新  旧  

第一章  総則  

第一節  通則  

（目的）  

第一条  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

（定義）  

第二条  （略）  

２～６  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章  総則  

第一節  通則  

（目的）  

第一条  この法律は、大学の教育研究に対する

国民の要請にこたえるとともに、我が国の高

等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある

発展を図るため、国立大学を設置して教育研

究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに

大学共同利用機関を設置して大学の共同利用

に供する大学共同利用機関法人の組織及び運

営について定めることを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「国立大学法人」と

は、国立大学を設置することを目的として、こ

の法律の定めるところにより設立される法人

をいう。  

２  この法律において「国立大学」とは、別表第

一の第二欄に掲げる大学をいう。  

３  この法律において「大学共同利用機関法人」

とは、大学共同利用機関を設置することを目

的として、この法律の定めるところにより設

立される法人をいう。  

４  この法律において「大学共同利用機関」と

は、別表第二の第二欄に掲げる研究分野につ

いて、大学における学術研究の発展等に資す

るために設置される大学の共同利用の研究所

をいう。  

５  この法律において「中期目標」とは、国立大

学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立



 

 

 

 

 

 

 

（削る）  

 

 

 

 

 

７  （略）  

 

 

 

 

第三条  （略）  

 

 

 

第四条  （略）  

 

 

２  （略）  

 

 

 

第五条  （略）  

 

 

 

２  （略）  

 

 

 

 

 

第六条  （略）  

（資本金）  

第七条  （略）  

 

 

２～７  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学法人等」という。）が達成すべき業務運営

に関する目標であって、第三十条第一項の規

定により文部科学大臣が定めるものをいう。  

６  この法律において「中期計画」とは、中期目

標を達成するための計画であって、第三十一

条第一項の規定により国立大学法人等が作成

するものをいう。  

７  この法律において「年度計画」とは、準用通

則法（第三十五条において準用する独立行政

法人通則法（平成十一年法律第百三号）をい

う。以下同じ。）第三十一条第一項の規定によ

り中期計画に基づき国立大学法人等が定める

計画をいう。  

８  この法律において「学則」とは、国立大学法

人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研

究組織その他の学生の修学上必要な事項を定

めたものをいう。  

（教育研究の特性への配慮）  

第三条  国は、この法律の運用に当たっては、国

立大学及び大学共同利用機関における教育研

究の特性に常に配慮しなければならない。  

（国立大学法人の名称等）  

第四条  各国立大学法人の名称及びその主たる

事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一

欄及び第三欄に掲げるとおりとする。  

２  別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人

は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学

を設置するものとする。  

（大学共同利用機関法人の名称等）  

第五条  各大学共同利用機関法人の名称及びそ

の主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第

二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとす

る。  

２  別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機

関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研

究分野について、文部科学省令で定めるとこ

ろにより、大学共同利用機関を設置するもの

とする。  

（法人格）  

第六条  国立大学法人等は、法人とする。  

（資本金）  

第七条  各国立大学法人等の資本金は、附則第

九条第二項の規定により政府から出資があっ

たものとされた金額とする。  

２  政府は、必要があると認めるときは、予算で

定める金額の範囲内において、国立大学法人

等に追加して出資することができる。  

３  政府は、必要があると認めるときは、前項の

規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の

定着物及びその建物に附属する工作物（第六

項及び第三十四条の二において「土地等」とい

う。）を出資の目的として、国立大学法人等に

追加して出資することができる。  

４  政府は、前項の規定により土地を出資の目

的として出資する場合において、国立大学法



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  国立大学法人等は、準用通則法（第三十五条

において準用する独立行政法人通則法（平成

十一年法律第百三号）をいう。以下同じ。）第

四十八条本文に規定する重要な財産のうち、

文部科学大臣が定める財産を譲渡したとき

は、当該譲渡した財産に係る部分として文部

科学大臣が定める金額については、当該国立

大学法人等に対する政府からの出資はなかっ

たものとし、当該国立大学法人等は、その額に

より資本金を減少するものとする。  

 

第八条  （略）  

 

 

 

 

第二節  国立大学法人評価委員会  

第九条  （略）  

 

 

２～５  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章  組織及び業務  

人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したと

きは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で

文部科学大臣が定める基準により算定した額

に相当する金額を独立行政法人大学改革支

援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付

することができる。  

５  国立大学法人等は、第二項又は第三項の規

定による政府の出資があったときは、その出

資額により資本金を増加するものとする。  

６  政府が出資の目的とする土地等の価額は、

出資の日現在における時価を基準として評価

委員が評価した価額とする。  

７  前項の評価委員その他評価に関し必要な事

項は、政令で定める。  

８  国立大学法人等は、準用通則法第四十八条

本文に規定する重要な財産のうち、文部科学

大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲

渡した財産に係る部分として文部科学大臣が

定める金額については、当該国立大学法人等

に対する政府からの出資はなかったものと

し、当該国立大学法人等は、その額により資本

金を減少するものとする。  

 

 

（名称の使用制限）  

第八条  国立大学法人又は大学共同利用機関法

人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大

学法人又は大学共同利用機関法人という文字

を用いてはならない。  

 

第二節  国立大学法人評価委員会  

第九条  文部科学省に、国立大学法人等に関す

る事務を処理させるため、国立大学法人評価

委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。 

２  評価委員会は、次に掲げる事務をつかさど

る。  

一  国立大学法人等の業務の実績に関する評

価に関すること。  

二  その他この法律によりその権限に属させ

られた事項を処理すること。  

３  文部科学大臣は、大学の運営に関して高い

識見を有する外国人（日本の国籍を有しない

者をいう。次項において同じ。）を評価委員会

の委員に任命することができる。  

４  前項の場合において、外国人である評価委

員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評

価委員会を代表する者となることはできず、

当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の

五分の一を超えてはならない。  

５  前三項に定めるもののほか、評価委員会の

組織、所掌事務及び委員その他の職員その他

評価委員会に関し必要な事項については、政

令で定める。  

 

第二章  組織及び業務  



第一節  国立大学法人  

第一款  役員及び職員  

（役員）  

第十条  各国立大学法人に、役員として、その長

である学長（当該国立大学法人が設置する国

立大学の全部について第四項に規定する大学

総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条

第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三

項及び第五項を除き、以下同じ。）及び監事二

人（二以上の国立大学を設置する国立大学法

人にあっては、その設置する国立大学の数に

一を加えた員数）を置く。  

２  前項の規定により置く監事のうち少なくと

も一人は、常勤としなければならない。  

３  （略）  

 

 

４  国立大学法人が二以上の国立大学を設置す

る場合その他その管理運営体制の強化を図る

特別の事情がある場合には、第十二条第二項

に規定する学長選考・監察会議の定めるとこ

ろにより、当該国立大学法人に、その設置する

国立大学の全部又は一部に係る学校教育法

（昭和二十二年法律第二十六号）第九十二条

第三項に規定する職務（以下「大学の長として

の職務」という。）を行う理事（以下「大学総

括理事」という。）を置くことができる。  

３  （略）  

 

 

（役員の職務及び権限）  

第十一条  （略）  

 

 

 

 

２  （略）  

 

３  学長は、次の事項について決定をしようと

するときは、学長及び理事で構成する会議（第

五号において「役員会」という。）の議を経な

ければならない。  

一  中期目標についての意見（国立大学法人

等が第三十条第三項の規定により文部科学

大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。）

に関する事項  

二  この法律により文部科学大臣の認可又は

承認（第十三条の二第一項及び第十七条第

七項の承認を除く。）を受けなければならな

い事項  

 三～五  （略）  

 

 

 

 

第一節  国立大学法人  

第一款  役員及び職員  

（役員）  

第十条  各国立大学法人に、役員として、その長

である学長（当該国立大学法人が設置する国

立大学の全部について第三項に規定する大学

総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条

第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三

項及び第五項を除き、以下同じ。）及び監事二

人を置く。  

 

 

（新設）  

 

２  各国立大学法人に、役員として、それぞれ別

表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置

く。  

３  国立大学法人が二以上の国立大学を設置す

る場合その他その管理運営体制の強化を図る

特別の事情がある場合には、第十二条第二項

に規定する学長選考会議の定めるところによ

り、当該国立大学法人に、その設置する国立大

学の全部又は一部に係る学校教育法（昭和二

十二年法律第二十六号）第九十二条第三項に

規定する職務（以下「大学の長としての職務」

という。）を行う理事（以下「大学総括理事」

という。）を置くことができる。  

４  国立大学法人は、前項の規定により大学総

括理事を置くこととするときは、文部科学大臣

の承認を受けなければならない。  

（役員の職務及び権限）  

第十一条  学長は、大学の長としての職務（大学

総括理事を置く場合にあっては、当該大学総

括理事の職務に係るものを除く。）を行うとと

もに、国立大学法人を代表し、その業務を総理

する。  

２  理事長は、国立大学法人を代表し、その業務

を総理する。  

３  学長は、次の事項について決定をしようと

するときは、学長及び理事で構成する会議（第

五号において「役員会」という。）の議を経な

ければならない。  

一  中期目標についての意見（国立大学法人

等が第三十条第三項の規定により文部科学

大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。）

及び年度計画に関する事項  

二  この法律により文部科学大臣の認可又は

承認（第十三条の二第一項及び第十七条第

六項の承認を除く。）を受けなければならな

い事項  

三  予算の作成及び執行並びに決算に関する

事項  

四  当該国立大学、学部、学科その他の重要

な組織の設置又は廃止に関する事項  

五  その他役員会が定める重要事項  



４  （略）  

 

 

 

５  大学総括理事は、前項に規定する職務のほ

か、大学の長としての職務（第十二条第二項に

規定する学長選考・監察会議の定めるところ

により、当該大学総括理事が当該大学の長と

しての職務を行うものとされた国立大学に係

るものに限る。）を行うとともに、学長の定め

るところにより、国立大学法人を代表する。  

６～ 11 （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学長等への報告義務）  

第十一条の二  監事は、役員（監事を除く。）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、又はこの法律若し

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（当該役員が学長である場合に

あっては、学長及び次条第二項に規定する学

長選考・監察会議）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。  

（役員の任命）  

第十二条  （略）  

 

２  前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第

二号に掲げる委員各同数をもって構成する会

議（以下「学長選考・監察会議」という。）の

選考により行うものとする。  

 一  （略）  

 

４  理事は、学長の定めるところにより、学長を

補佐して国立大学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。  

５  大学総括理事は、前項に規定する職務のほ

か、大学の長としての職務（第十二条第二項に

規定する 学長選考会議 の定めるところによ

り、当該大学総括理事が当該大学の長として

の職務を行うものとされた国立大学に係るも

のに限る。）を行うとともに、学長の定めると

ころにより、国立大学法人を代表する。  

６  監事は、国立大学法人の業務を監査する。こ

の場合において、監事は、文部科学省令で定め

るところにより、監査報告を作成しなければ

ならない。  

７  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、

又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調

査をすることができる。  

８  監事は、国立大学法人がこの法律又は準用

通則法の規定による認可、承認、認定及び届出

に係る書類並びに報告書その他の文部科学省

令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。  

９  監事は、その職務を行うため必要があると

きは、国立大学法人の子法人（国立大学法人が

その経営を支配している法人として文部科学

省令で定めるものをいう。）に対して事業の報

告を求め、又はその子法人の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。  

10 前項の子法人は、正当な理由があるときは、

同項の報告又は調査を拒むことができる。  

11 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。  

（学長等への報告義務）  

第十一条の二  監事は、役員（監事を除く。）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、又はこの法律若し

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。  

 

 

（役員の任命）  

第十二条  学長の任命は、国立大学法人の申出

に基づいて、文部科学大臣が行う。  

２  前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第

二号に掲げる委員各同数をもって構成する会

議（以下「学長選考会議」という。）の選考に

より行うものとする。  

一  第二十条第二項第三号に掲げる者の中か

ら同条第一項に規定する経営協議会におい



 

二  第二十一条第二項第二号から第四号に掲

げる者の中から同条第一項に規定する教育

研究評議会において選出された者  

（削る）  

 

 

 

 

３  学長選考・監察会議に議長を置き、第二号に

掲げる委員の中から委員の互選によってこれ

を定める。  

４  議長は、学長選考・監察会議を主宰する。  

５  この条に定めるもののほか、学長選考・監察

会議の議事の手続その他学長選考・監察会議

に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に

諮り、教育研究評議会の議に基づいて定める。 

６  第二項に規定する学長の選考は、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、学長選考・監

察会議が定める基準により、学内構成員の意

向を確認してその結果を最大限尊重して行わ

なければならない。  

７  国立大学法人は、第二項に規定する学長の

選考が行われたときは当該選考の結果その他

文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察

会議が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、それぞれ遅滞なく公

表しなければならない。  

８  （略）  

第十三条  理事（大学総括理事を除く。次項、第

十五条第二項及び第十七条第六項において同

じ。）は、前条第六項に規定する者のうちから、

学長が任命する。  

２  （略）  

 

 

第十三条の二  大学総括理事は、第十二条第六

項に規定する者のうちから、学長選考・監察会

議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を

得て、学長が任命する。  

２・３  （略）  

 

 

 

 

第十四条  学長又は文部科学大臣は、それぞれ

理事又は監事を任命するに当たっては、その

任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職

員でない者（以下「学外者」という。）が含ま

れるようにしなければならない。  

２  別表第一の各項の第四欄に定める理事の員

数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げ

る国立大学法人（学外者が学長に任命されて

て選出された者  

二  第二十一条第二項第三号又は第四号に掲

げる者の中から同条第一項に規定する教育

研究評議会において選出された者  

３  前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議

の定めるところにより、学長又は理事を学長

選考会議の委員に加えることができる。ただ

し、その数は、学長選考会議の委員の総数の三

分の一を超えてはならない。  

４  学長選考会議に議長を置き、委員の互選に

よってこれを定める。  

 

５  議長は、学長選考会議を主宰する。  

６  この条に定めるもののほか、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。  

７  第二項に規定する学長の選考は、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、学長選考会

議が定める基準により、行わなければならな

い。  

 

８  国立大学法人は、第二項に規定する学長の

選考が行われたときは当該選考の結果その他

文部科学省令で定める事項を、学長選考会議

が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、それぞれ遅滞なく公表し

なければならない。  

９  監事は、文部科学大臣が任命する。  

第十三条  理事（大学総括理事を除く。次項、第

十五条第二項及び第十七条第五項において同

じ。）は、前条第七項に規定する者のうちから、

学長が任命する。  

２  学長は、前項の規定により理事を任命した

ときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ると

ともに、これを公表しなければならない。  

第十三条の二  大学総括理事は、第十二条第七

項に規定する者のうちから、学長選考会議の

意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、

学長が任命する。  

２  前項の承認は、国立大学法人の申出に基づ

いて行うものとする。  

３  学長は、第一項の規定により大学総括理事

を任命したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。  

第十四条  学長又は文部科学大臣は、それぞれ

理事又は監事を任命するに当たっては、その

任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職

員でない者（以下「学外者」という。）が含ま

れるようにしなければならない。  

２  別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員

数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げ

る国立大学法人（学外者が学長に任命されて

➡  

➡  

➡  



いるものを除く。）の理事の任命に関する前項

の規定の適用については、同項中「含まれる」

とあるのは、「二人以上含まれる」とする。  

（役員の任期）  

第十五条  学長の任期は、二年以上六年を超え

ない範囲内において、学長選考・監察会議の議

を経て、各国立大学法人の規則で定める。  

２  （略）  

 

 

 

３  大学総括理事の任期は、六年を超えない範

囲内において、学長選考・監察会議の議を経

て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、

大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括

理事を任命する学長の任期の末日以前でなけ

ればならない。  

４・５  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  前項の規定にかかわらず、学長は引き続き

６年を超えてその任に就くことはできない。  

７  当該大学の３分の１以上を超える常勤職員

が署名をもって学長選考・監察会議に対して

学長の解職を請求したときは、学長選考・監察

会議は、請求があった日から 30 日以内に、常

勤職員を有権者とする解職投票を実施しなけ

ればならない。有効投票の過半数が賛成すれ

ば、学長は失職するものとする。  

８  前項により学長が失職した場合、学長選考・

監察会議は、すみやかに後任の学長を選考し

なければならない。この場合、失職した学長を

改めて学長に選考することはできない。  

 

第十六条  （略）  

 

 

 

 

 

（役員の解任等）  

第十七条  （略）  

 

 

 

２・３  （略）  

 

いるものを除く。）の理事の任命に関する前項

の規定の適用については、同項中「含まれる」

とあるのは、「二人以上含まれる」とする。  

（役員の任期）  

第十五条  学長の任期は、二年以上六年を超え

ない範囲内において、学長選考会議の議を経

て、各国立大学法人の規則で定める。  

２  理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学

長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当

該理事を任命する学長の任期の末日以前でな

ければならない。  

３  大学総括理事の任期は、六年を超えない範

囲内において、学長選考会議の議を経て、各国

立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括

理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任

命する学長の任期の末日以前でなければなら

ない。  

４  監事の任期は、その任命後四年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する準用

通則法第三十八条第一項の規定による同項の

財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠

の監事の任期は、前任者の残任期間とする。  

５  役員は、再任されることができる。この場合

において、当該役員がその最初の任命の際現

に当該国立大学法人の役員又は職員でなかっ

たときの前条の規定の適用については、その

再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職

員でない者とみなす。  

（新設）  

 

（新設）  

 

 

 

 

 

 

（新設）  

 

 

 

（役員の欠格条項）  

第十六条  政府又は地方公共団体の職員（非常

勤の者を除く。）は、役員となることができな

い。  

２  前項の規定にかかわらず、教育公務員で政

令で定める者は、非常勤の理事又は監事とな

ることができる。  

（役員の解任）  

第十七条  文部科学大臣又は学長は、それぞれ

その任命に係る役員が前条の規定により役員

となることができない者に該当するに至った

ときは、その役員を解任しなければならない。 

２  文部科学大臣又は学長は、それぞれその任

命に係る役員が次の各号のいずれかに該当す

➡  

➡  

➡  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定

による報告を受けたとき、又は学長が前二項

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。  

５  第二項及び第三項の規定により文部科学大

臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の

学長選考・監察会議の申出により行うものと

する。  

６  （略）  

 

 

 

７  第二項及び第三項の規定により学長が行う

大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の

意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、

行うものとする。  

８  第十三条の二第二項及び第三項の規定は、

第一項から第三項までの規定による大学総括

理事の解任について準用する。この場合にお

いて、同条第二項中「前項」とあるのは、「第

十七条第七項」と読み替えるものとする。  

 

第十八条  （略）  

 

 

 

第十九条  （略）  

 

 

 

 

（経営協議会）  

第二十条  （略）  

 

 

２～４  （略）  

 

 

 

 

 

 

るとき、その他役員たるに適しないと認める

ときは、その役員を解任することができる。  

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。  

二  職務上の義務違反があるとき。  

３  前項に規定するもののほか、文部科学大臣

又は学長は、それぞれその任命に係る役員（監

事を除く。）の職務の執行が適当でないため当

該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合

であって、その役員に引き続き当該職務を行

わせることが適当でないと認めるときは、そ

の役員を解任することができる。  

４  前二項の規定により文部科学大臣が行う学

長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会

議の申出により行うものとする。  

 

 

５  学長は、第一項から第三項までの規定によ

り理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学

大臣に届け出るとともに、これを公表しなけ

ればならない。  

６  第二項及び第三項の規定により学長が行う

大学総括理事の解任は、学長選考会議の意見

を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行う

ものとする。  

７  第十三条の二第二項及び第三項の規定は、

第一項から第三項までの規定による大学総括

理事の解任について準用する。この場合にお

いて、同条第二項中「前項」とあるのは、「第

十七条第六項」と読み替えるものとする。  

 

 

 

 

（役員及び職員の秘密保持義務）  

第十八条  国立大学法人の役員及び職員は、職

務上知ることのできた秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も、同様とする。  

（役員及び職員の地位）  

第十九条  国立大学法人の役員及び職員は、刑

法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則

の適用については、法令により公務に従事す

る職員とみなす。  

第二款  経営協議会等  

（経営協議会）  

第二十条  国立大学法人に、国立大学法人の経

営に関する重要事項を審議する機関として、

経営協議会を置く。  

２  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。 

一  学長  

二  学長が指名する理事及び職員  

三  当該国立大学法人の役員又は職員以外の

者で大学に関し広くかつ高い識見を有する

もののうちから、次条第一項に規定する教

育研究評議会の意見を聴いて学長が任命す



 

 

 

 

 

 

５  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。 

一  （略）  

 

二  中期計画に関する事項のうち、国立大学

法人の経営に関するもの  

三～六  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６・７  （略）  

 

 

（教育研究評議会）  

第二十一条  （略）  

 

 

 

２  （略）  

 

 

 

 

 

 

三  学部、研究科、大学附置の研究所その他

の部局において構成員の互選により選出さ

れた者のうち、教育研究評議会が定める者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るもの  

３  前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事

を置く場合には、当該大学総括理事を委員と

する。  

４  経営協議会の委員の過半数は、第二項第三

号の委員でなければならない。  

５  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。 

一  中期目標についての意見に関する事項の

うち、国立大学法人の経営に関するもの  

二  中期計画及び年度計画に関する事項のう

ち、国立大学法人の経営に関するもの  

三  学則（国立大学法人の経営に関する部分

に限る。）、会計規程、役員に対する報酬及

び退職手当の支給の基準、職員の給与及び

退職手当の支給の基準その他の経営に係る

重要な規則の制定又は改廃に関する事項  

四  予算の作成及び執行並びに決算に関する

事項  

五  組織及び運営の状況について自ら行う点

検及び評価に関する事項  

六  その他国立大学法人の経営に関する重要

事項  

６  経営協議会に議長を置き、学長をもって充

てる。  

７  議長は、経営協議会を主宰する。  

（教育研究評議会）  

第二十一条  国立大学法人に、当該国立大学法

人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の

教育研究に関する重要事項を審議する機関と

して、教育研究評議会を置く。  

２  教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組

織する。  

一  学長  

二  学長（当該国立大学に係る大学の長とし

ての職務を行う大学総括理事を置く場合に

あっては、学長又は当該大学総括理事）が

指名する理事  

三  学部、研究科、大学附置の研究所その他

の教育研究上の重要な組織の長のうち、教

育研究評議会が定める者  

四  その他教育研究評議会が定めるところに

より学長（当該国立大学に係る大学の長と

しての職務を行う大学総括理事を置く場合

にあっては、当該大学総括理事。次項及び

第五項において同じ。）が指名する職員  

３  前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学

に係る大学の長としての職務を行う大学総括

理事を置く場合にあっては当該大学総括理事

を、学校教育法第九十二条第二項の規定によ

り副学長（同条第四項の規定により教育研究

に関する重要事項に関する校務をつかさどる

者に限る。）を置く場合にあっては当該副学長

（当該副学長が二人以上の場合には、その副

学長のうちから学長が指名する者）を評議員

とする。  

➡  

➡  



４  教育研究評議会の委員の三分の二以上は、

第二項第三号の委員でなければならない。  

５  教育研究評議会は、次に掲げる事項につい

て審議する。  

一  （略）  

 

二  中期計画に関する事項（前条第五項第二

号に掲げる事項を除く。）  

三～九  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  教育研究評議会に議長を置き、委員の互選

によってこれを定める。  

 

７  （略）  

 

 

（業務の範囲等）  

第二十二条  国立大学法人は、次の業務を行う。 

 一～五  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六  当該国立大学法人から委託を受けて、当

該国立大学法人が保有する教育研究に係る

施設、設備又は知的基盤（科学技術・イノ

ベーション創出の活性化に関する法律（平

成二十年法律第六十三号）第二十四条の四

に規定する知的基盤をいう。以下この号及

び第二十九条第一項第五号において同じ。）

の管理及び当該施設、設備又は知的基盤そ

の他の大学、研究機関その他の者による利

用の促進に係る事業を実施する者に対し、

出資を行うこと。  

七  当該国立大学における研究の成果を活用

する事業（第三十四条の五第一項に規定す

（新設）  

 

４  教育研究評議会は、次に掲げる事項につい

て審議する。  

一  中期目標についての意見に関する事項

（前条第五項第一号に掲げる事項を除く。） 

二  中期計画及び年度計画に関する事項（前

条第五項第二号に掲げる事項を除く。）  

三  学則（国立大学法人の経営に関する部分

を除く。）その他の教育研究に係る重要な規

則の制定又は改廃に関する事項  

四  教員人事に関する事項  

五  教育課程の編成に関する方針に係る事項  

六  学生の円滑な修学等を支援するために必

要な助言、指導その他の援助に関する事項  

七  学生の入学、卒業又は課程の修了その他

学生の在籍に関する方針及び学位の授与に

関する方針に係る事項  

八  教育及び研究の状況について自ら行う点

検及び評価に関する事項  

九  その他国立大学の教育研究に関する重要

事項  

５  教育研究評議会に議長を置き、学長をもっ

て充てる。  

 

６  議長は、教育研究評議会を主宰する。  

 

第三款  業務等  

（業務の範囲等）  

第二十二条  国立大学法人は、次の業務を行う。 

一  国立大学を設置し、これを運営すること。 

二  学生に対し、修学、進路選択及び心身の

健康等に関する相談その他の援助を行うこ

と。  

三  当該国立大学法人以外の者から委託を受

け、又はこれと共同して行う研究の実施そ

の他の当該国立大学法人以外の者との連携

による教育研究活動を行うこと。  

四  公開講座の開設その他の学生以外の者に

対する学習の機会を提供すること。  

五  当該国立大学における研究の成果を普及

し、及びその活用を促進すること。  

 （新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡  



る事業を除く。）であって政令で定めるもの

を実施する者に対し、出資を行うこと。  

八～十  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

２  国立大学法人は、前項第六号から第八号ま

でに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務

のうち出資に関するものを行おうとするとき

は、文部科学大臣の認可を受けなければなら

ない。  

３  （略）  

 

 

 

 

第二十三条  （略）  

 

 

 

 

 

第二節  大学共同利用機関法人  

第一款  役員及び職員  

 

（以下、略）  

 

 

六  当該国立大学における技術に関する研究

の成果の活用を促進する事業であって政令

で定めるものを実施する者に対し、出資（次

号に該当するものを除く。）を行うこと。  

七  産業競争力強化法（平成二十五年法律第

九十八号）第二十一条の規定による出資並

びに人的及び技術的援助を行うこと。  

八  前各号の業務に附帯する業務を行うこ

と。  

２  国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務

及び同項第七号に掲げる業務のうち出資に関

するものを行おうとするときは、文部科学大

臣の認可を受けなければならない。  

 

３  国立大学及び次条の規定により国立大学に

附属して設置される学校の授業料その他の費

用に関し必要な事項は、文部科学省令で定め

る。  

（大学附属の学校）  

第二十三条  国立大学に、文部科学省令で定め

るところにより、幼稚園、小学校、中学校、義

務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支

援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学

校を附属させて設置することができる。  

 

第二節  大学共同利用機関法人  

第一款  役員及び職員  

 

（以下、略）  

 

 


