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第１ 当委員会設置の目的等 

１ 調査・検証委員会の設置の目的 

大分大学は、令和元年９月２日、国立大学法人大分大学のガバナンス改革

の一環として平成２７年４月１日に施行された「国立大学法人大分大学学部

長等の選考に関する規程（平成２７年規程第３号）」に基づく学長による経

済学部長（現経済学部長の理事就任に伴い、任期は、令和元年１０月１日か

ら令和２年３月３１日までの現経済学部長の残任期間）の指名に際し、経済

学部の教職員が執った当該規程に違反する行為など、その経緯等を明らかに

するとともに、関係法令等に照らしてこれを検証し、将来にわたる経済学部

の適正な管理運営を確保するため、「経済学部長の指名と国立大学法人大分

大学のガバナンスに関する調査・検証委員会設置要綱」（以下「当委員会設

置要綱」という。）を制定し、当委員会を設置した。 

２ 調査・検証方法など 

当委員会設置要綱第４条１項には「委員会は、調査・検証に当たっては、

総務部総務課、経済学部事務部等関係部署から必要な文書、録音等の提出を

求め、関係教職員の証言等に基づき本件問題の経緯等を調査するとともに、

関係する法令、規程等に照らしてこれを検証する。」と定められており、同

条２項は、「経済学部事務部、総務部総務課等関係部署及び関係教職員は、

委員会の調査・検証に誠実に協力しなければならない。」と規定している。 

よって、当委員会は、同規定に基づき、文書等の提出を求め、関係者の意

見陳述を聴取し、本件について必要な調査・検証を行った。 

 

第２ 当委員会の調査・検証事項 

当委員会設置要綱第３条により、当委員会が調査・検証すべき事項は次の

とおりである。 

（１）経済学部長の指名に至るまでの経緯等の調査 

（２）「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」と経済学部   

の「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等との関係及び   

その運用状況 

（３）その他国立大学法人大分大学におけるガバナンスの確立に関し必要   
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と認められる事項  

 

第３ 経済学部長選考に関する大分大学及び経済学部の規定 

１ 「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」 

同規程第４条及び第５条は、学部長の選考手続について次のとおり定めて

いる。 

 

第４条 学長は、学部長等を選考するに当たり、現に学部長等である者又

は当該学部若しくは研究科（以下「学部等」という。）の職員に、学部

等の状況、課題等及び学部長等としてふさわしい資質・能力等について

意見を聴取するものとする。 

２ 学長は、学部長等を選考する場合は、大学運営における自らの方針を

提示した上で、前条に規定する選考の基準に該当する者のうちから、１

人又は複数の者を選考し、現に学部長等である者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により選考された者は、同項の方針を踏まえ、その方針に 

 対する見解及び学部等の運営に関する構想について、所信調書（別記様  

式）を提出する。 

４ 学長は、前項の規定による所信調書を提出した者について、面談を実 

 施し、必要に応じ、現に学部長等である者又は学部等の職員の意見を聴  

取し、学部長等を選考するものとする。 

 

第５条 学長は、前条に規定する選考の手続を経て、学部長等を任命する。 

  

２ 「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」 

同要項第２は、学部長候補者の選出について次のとおり定めている。 

 

第２ 経済学部教授会（以下「教授会」という。）は、候補者選出のため

の選挙を行う。 

２ 前項の選挙有資格者は、経済学部の教授、准教授、専任講師及び助教  

とする。  

３ 第１項による選挙の結果、有効投票数の過半数を得た者を当選者とす



3 
 

る。 

４ 前項に該当する者がないときは、得票多数の２人について選挙を行う。 

５ 前項による選挙の結果、有効投票数の過半数を得た者を当選者とし、  

得票同数の場合は、先任順とする。 

 

３ 「学部長候補者の選挙に関する経済学部教授会確認事項」 

    同確認事項には、次のとおり規定されている。 

 

Ⅰ 投票方法及び得票発表形式 

（１）大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項第２に基づく投票を 

  行い、得票順に得票数を発表する。本投票において有効投票数の過半 

  数を得た者を学部長候補者とする。 

（２）（１）の投票において学部長候補者が決定しない場合は、得票上位  

２位までについて最終投票を行い、得票順に得票数を発表した上で、 

得票上位者を学部長候補者に決定する。 

（３）（２）の投票において、得票最高位者が複数の場合の順序決定につ 

  いては、本学部教授の先任順とし、これが同順位の場合は、准教授の 

  先任順とする。なお、その順位まで同じ場合は、年長の順とする。 

Ⅲ 辞退 

  学部長候補者に選出された者は、正当な理由なく辞退できない。  

 

第４ 調査・検証事項（１）経済学部長の指名に至るまでの経緯等 

    本件の経済学部長の指名に至るまでの経緯は次のとおりである。 

１ 令和元年７月２２日 

（１）北野正剛学長（以下「学長」という。）が、前経済学部長大崎美泉教授

（以下「大崎前学部長」という。）に対し、口頭で令和元年１０月１日付

けでの理事就任の要請を行い、大崎前学部長がこれを了承した。 

同日、学長が、大崎前学部長に対し、口頭で、次期経済学部長選任のス

ケジュールとして、８月９日までに次期学部長候補者を連絡、８月１６日

までに当該候補者に所信調書提出を依頼、８月１９日～８月２２日までの

間で学部長候補者と学長との面談を行うことを伝えた。 
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（２）大崎前学部長は、学長との面談後、直ちに経済学部に戻り、四役会を開 

  催し大崎前学部長の理事就任と次期学部長選考スケジュールを報告した。 

 四役会では、学長の示した次期学部長選考スケジュールを基に経済学部

における次期学部長選考のスケジュールを協議し、８月７日と８日に臨時

教授会を開催し、７日に経済学部の現状、問題点、課題、解決の方向性に

ついて議論し、８日に次期学部長候補者選出のための選挙を実施すること

を確認した。 

２ 同年８月７日 

経済学部教授会開催 

３ 同年８月８日 

（１）経済学部教授会で、次期経済学部長候補者選出のための選挙が行われ、 

   石井まこと教授（以下「石井教授」という。）が次期学部長候補者に選 

  出された。 

（２）教授会終了後、大崎前学部長が、次期経済学部長候補者として石井教授 

  １名のみが記載された、令和元年８月８日付け、同人作成名義の「学部等 

  の現状、課題等及び学部長等にふさわしい資質・能力等について」と題す 

  る文書を持参し、学長と面談したが、同文書の提出には至らず、学長の求 

  めに応じ、教授会における選挙によって次期経済学部長として得票のあっ 

  た５人の氏名、肩書きを回答した。 

（３）学長が、高見博之教授（以下「高見教授」という。）に対し、「所信調 

書」の提出を依頼した。 

（４）学長から、大崎前学部長及び高見教授に対して「令和元年１０月１日付 

  け次期学部長選考のスケジュールについて」と題する文書がメール送信さ 

  れた。 

４ 同年８月８日～８月１６日までの経済学部の動き 

（１）８月８日、大崎前学部長が、経済学部の四役会に、学長との面談の際に 

  持参した令和元年８月８日付け、同人作成名義の「学部等の現状、課題等 

  及び学部長等にふさわしい資質・能力等について」と題する文書の提出に 

  至らなかったこと、学長の求めに応じ、教授会における選挙によって次期 

  経済学部長として得票のあった５人の氏名、肩書きを回答したことを報告 

  したところ、その対応について厳しい非難を受けた。 
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   この日又は８月９日の四役会において学長宛に同文書を再度提出するこ

と、経済学部としての対応について協議するため８月１９日に教授会を開

催することが決められた。 

（２）８月９日、大崎前学部長が、再度、学長宛に令和元年８月８日付け、同 

  人作成名義の「学部等の現状、課題等及び学部長等にふさわしい資質・能 

  力等について」と題する文書を提出しようとしたが、学長は、これを受領 

  しなかった。 

（３）８月１２日、市原宏一教授（以下「市原教授」という。）が、経済学部

のメーリングリストに「学部長選挙結果が反映されていないことについて

の要請」と題するメールを掲載した。 

（４）８月１６日、高見教授が、学長宛、メールで「所信調書」を提出した。 

（５）その後開かれた同日の四役会で、再度、学長宛に、令和元年８月８日付 

  け、大崎前学部長作成名義の「学部等の現状、課題等及び学部長等にふさ 

  わしい資質・能力等について」と題する文書を提出すること、令和元年８ 

  月１６日付け、大崎前学部長作成名義の「次期学部長適任者に関わる意見 

  聴取における経済学部長の瑕疵について」と題する文書、令和元年８月１ 

  ６日付け、大崎前学部長作成名義の「高見博之候補による所信調書提出取 

  りやめについて」と題する文書を提出することが決められた。 

なお、この日の四役会には、構成員以外の経済学部教員複数名も立ち会

っていた。 

（６）高見教授が、学長宛に、「所信調書」を撤回させてもらいたいとのメー 

  ルを送信した。 

（７）上記四役会終了後、大崎前学部長は、経済学部の他の教員立ち会いのも 

  と上記（５）記載の３通の文書を学長室に持参したが、学長はこれを受け 

  取らなかった。 

５ 同年８月１９日 

（１）経済学部教授会開催 

（２）大崎前学部長が、上記４の（５）記載の３通の文書を再度学長宛提出し 

  ようとしたが、学長はこれを受け取らなかった。 

（３）高見教授が、既に提出済みの「所信調書」に捺印した。  
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第５ 調査・検証事項（２）「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する

規程」と経済学部の「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等 

との関係及びその運用状況 

１ 「国立大学法人大分大学内部規則等の制定改廃等に関する規程」について

「国立大学法人大分大学内部規則等の制定改廃等に関する規程」第２条  

（３）は「『内部規則』とは、法人規則、学則（大学院学則を含む。以下同

じ。）、規則、規程、細則及び内規をいう。」と定め、国立大学法人大分大

学における規程等の体系及びその序列を定めている。 

また、同規程第１０条１項は「細則は、法人規則、学則、規則又は規程を

実施するために必要な事項について規定するものとし、学長又は部局長等が

定める。」と規定し、同第１１条は「内規は、規程及び細則の解釈・運用上

の約束事項について規定するものとし、学長又は部局長等が定める。」と規

定しており、規程の下位規定である細則、内規は上位規定である規程の規定

内容に抵触しない範囲で制定されることが定められている。 

２ 「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」及び「学部長候補者の

選挙に関する経済学部教授会確認事項」（以下「大分大学経済学部長候補者

の選出に関する要項」等という。）の位置づけ 

「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等は、「国立大学法人

大分大学内部規則等の制定改廃等に関する規程」第２条（３）に規定する「内

部規則」の体系に含まれない、経済学部教授会において定められた自主的な

規定というべきであるが、その性質上、国立大学法人大分大学の内部規則に

抵触することが許されないことは明らかである。 

３ 「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」の規定内容 

（１）「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」第４条１項は、

「学長は、学部長等を選考するに当たり、現に学部長等である者又は当該 

学部若しくは研究科（以下「学部等」という。）の職員に、学部等の状況、

課題等及び学部長等としてふさわしい資質・能力等について意見を聴取す

るものとする。」と規定しており、意見聴取の方法について特に限定を設

けていないことから、学長は、その裁量により広く、任意の方法で意見聴

取することができると解される。 



7 
 

   また、同規程は、「学部等の状況、課題等及び学部長等としてふさわし 

  い資質・能力等について意見を聴取するものとする。」と定めており、学 

  部等が特定の個人１人を学部長候補者として推薦することを予定していな 

  い。 

   このことは、同規程が、後記経緯により制定されたものであることから 

  も明らかである。 

（２）また、同規程第４条２項は、「学長は、学部長等を選考する場合は、大 

  学運営における自らの方針を提示した上で、前条に規定する選考の基準に 

  該当する者のうちから、１人又は複数の者を選考し、現に学部長等である 

  者に通知するものとする。」と定めており、同条３項は「前項の規定によ 

  り選考された者は、同項の方針を踏まえ、その方針に対する見解及び学部 

  等の運営に係る構想について、所信調書（別記様式）を提出する。」と規 

  定している。 

   さらに、同条４項は「学長は、前項の規定による所信調書を提出した者 

  について、面談を実施し、必要に応じ、現に学部長等である者又は学部等 

  の職員の意見を聴取し、学部長等を選考するものとする。」と規定してい 

  る。 

   よって、上記規定内容から、学長は、自らの基準に基づき選考した１人 

  又は複数の者に対して、所信調書の提出を求めることができ、所信調書を 

  提出した者から、学部長等を選考することになるものと認められる。   

４ 「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」（平成２７年１月

２６日制定）が制定されるに至った経緯 

（１）大分大学では、従前、学部長の選考について「国立大学法人大分大学学 

  部長選考規程」（平成１６年４月１日制定、平成２７年３月３１日廃止） 

  が存在し、同規程第２条は「学部長は、学部の教授（教授予定者を含む。） 

  のうちから、当該学部の教授会の議に基づき、学長が選考し、任命する。」 

  と規定していた。また、これを受けて規定された経済学部の「大分大学経 

  済学部長選考規程」（平成１６年４月１日制定、平成２７年３月９日廃止） 

  では、学部長候補者は教授会の選挙により選出するものと規定されていた 

  （同規程第４条）。 
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このため、大分大学では、学部長は、教授会で選挙された候補者１名を

学長が任命する取扱いとなっていた。 

（２）しかしながら、その後、国の中央教育審議会大学分科会において「大学

のガバナンス改革の推進について」の審議が行われ、平成２６年２月１２

日に取り纏められた「審議まとめ」では「学長等は、学長のビジョンや大

学の経営方針を共有して適切な役割を果たすことのできる学部長を任命す

ることが必要である。しかしながら、現状の学部長の選考は、「当該学部

の教授会の議に基づき、学長が行う。」としている教育公務員特例法に由

来する慣行から、教授会での意向投票の結果がそのまま尊重される場合が

多く、持ち回りになっている場合すら見られる。学部長についても、その 

職責を果たすにふさわしい人材を選考できる仕組みになっているかどうか

大学全体で再点検すべきである。例えば、複数の候補者の中から学部長を

指名するなど最終的には、理事会や学長の判断により学部長を任命すべき

である。」との提言がなされた。 

（３）これを受けて、大分大学は、「国立大学法人大分大学のこれからの在り

方検討懇談会」を設置し、同懇談会は、平成２６年９月１０日付け「第一

次答申」の「２ 学部長等の選考・業績評価について」の項において、「学

部長の任命については、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）に『教

授会の議に基づき学長がこれを行う。』と規定されている。しかしながら、

教特法が適用されなくなった法人化後にあっても大分大学では、『学部の

教授会の議に基づき、学長が選考し、任命する。』と規定しており（国立

大学法人大分大学学部長選考規程第２条）、学部長は学部教授会で選出さ

れた候補者１人を学長が任命しているため、学長の選考権限は形式的なも

のとなっている。」と指摘した上で、選考方法について「学部長の選考に

ついては、学長が、将来像・将来ビジョン、経営方針を共有できる人物を、

自ら責任をもって指名すべきである。なお、学部長は学部の運営に責任を

持つ立場であることから、学長が選考するに当たっては、学部からの適切

な情報を得ることも不可欠であり、必要に応じ、学部の意見を聴取するこ

とも考えられる。」との提言を行った。 

（４）このような経過を経て、大分大学では、従前の「国立大学法人大分大学 
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  学部長選考規程」（平成１６年４月１日制定、平成２７年３月３１日廃止） 

  を廃止し、新たに「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」 

  （平成２７年１月２６日制定）を制定するに至ったものである。 

   よって、「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」と経済 

  学部の「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等との関係及び 

  その運用状況については、以上の経過を十分に踏まえた上で検証する必要 

  がある。 

５ 「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」と経済学部の「大 

分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等との関係及びその運用状況

について 

（１）前記のとおり、「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」 

  第４条１項は、学長は、学部等の状況、課題等及び学部長等としてふさわ 

  しい資質・能力等について意見を聴取すると定めているが、学長が、意見 

  聴取の中で、学部等が学部長等としてふさわしいと考える特定の個人につ 

  いて意見聴取することは予定していない。 

   これは、前記、「中央教育審議会大学分科会」の平成２６年２月１２日 

  付けの提言及び「国立大学法人大分大学のこれからの在り方検討懇談会」 

  の平成２６年９月１０日付け「第一次答申」を受け、従前の「国立大学法 

  人大分大学学部長選考規程」を廃止し、学部長は、教授会において選挙さ 

  れた者１人を学長が任命するとの取扱いを抜本的に改めた結果である。 

   また、「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」第４条１ 

  項は、意見聴取の方法について何ら制限を設けておらず、学長は、任意の 

  方法で意見聴取することができると解される。 

（２）これに対し、経済学部の「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要

項」（平成２８年１月１３日経済学部教授会決定）等（以下「要項等」と

いう。）は、学部長候補者については、教授会の選挙により１名を選出す

るものと定めており、学部長は、学長から、学部長選考について意見を求

められた場合には教授会の選挙で選ばれた者１名を候補者として伝達する

との運用がなされている。 

（３）このような、要項等の規定内容及び運用は、大分大学において、従来行 
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  われていた、学部長は教授会において選挙された１名を学長が任命すると 

  の制度を抜本的に改め、現行の「国立大学法人大分大学学部長等の選考に 

  関する規程」を制定したことと明らかに矛盾しており、要項等の規定内容 

  及びその運用は、上記規程に抵触するものといわなければならない。 

   また、要項等は、現行の「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関す 

  る規程」（平成２７年１月１６日制定）が制定された際、これと平仄を合 

  わせるため、学部長候補者を教授会の選挙により選出すると定めていた経 

  済学部の「大分大学経済学部長選考規程」（平成１６年４月１日制定、平 

  成２７年３月９日廃止）が廃止されたにもかかわらず、その後に、教授会 

  で決定された（平成２８年１月１３日経済学部教授会決定）ものであり、 

  この点からも要項等の規定及びその運用は、「国立大学法人大分大学学部 

  長等の選考に関する規程」に抵触するというべきである。 

（４）さらに、前記のとおり、今回の学部長選考に当たり、経済学部は、学長 

 が提出に及ばないとした石井教授１名が学部長候補として記載された令和 

 元年８月８日付け、大崎前学部長作成名義の「学部等の現状、課題等及び 

 学部長等にふさわしい資質・能力等について」と題する文書をその後３度 

 にわたり、学長宛提出しその受領を求めている。 

   このような行動は、学部長選考に際し、学部教授会で選挙された１人を

学長が任命するという従来の取扱いを廃し、学長は、各学部から特定の候

補者について推薦を受けるのではなく、任意の方法で、学部等の状況、課

題等及び学部長等としてふさわしい資質・能力等について意見を聴取する

と定めた「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」に抵触す

る。 

   また、このような行動は、学部長は、学部教授会で選挙された１人のみ 

  を学部長候補者として学長に報告しなければならず、学長もまた、これを 

  受領すべきであり、これを受領しない以上「学部等の現状、課題等及び学 

  部長等にふさわしい資質・能力等について」聴取したことにはならないと 

  の考えに基づくものと判断されるが、前記「国立大学法人大分大学学部長 

  等の選考に関する規程」制定の経緯及び同規程の規定内容からして、その 

  ような考え方が同規程と相容れないものであることもまた明らかである。 
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（５）なお、当委員会の意見聴取において、教授会での選挙は単に学部として 

  の適任者を選考するものにすぎず、学長は、これに拘束されないから「大 

  分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等は「国立大学法人大分大 

  学学部長等の選考に関する規程」に抵触しないとの意見も述べられた。 

 しかしながら、「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等の

制定経緯、規定内容及び運用から見て、要項等は上記意見を前提としても

「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」に抵触するものと

判断される。 

（６）また、意見聴取では、過去２回の経済学部長選考においては、選挙の実 

  施により１人のみを学部長候補者とした意見聴取が行われたにもかかわら 

  ず、今回、何の事前連絡もなく上記方法による意見聴取が行われなかった 

  ことは「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」に則った運 

  用とはいえず、経済学部が大崎前学部長作成名義の「学部等の現状、課題 

  等及び学部長等にふさわしい資質・能力等について」と題する文書を３度 

  にわたり、学長宛提出しその受領を求めたのは「国立大学法人大分大学学 

  部長等の選考に関する規程」に則った運用を求めたにすぎないとの意見も 

  述べられた。 

   確かに、過去２回の経済学部長選考においては、選挙の実施により１人 

  のみを学部長候補者とした意見聴取が行われたことが認められるが、前記 

  のとおり、「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」第４条 

  １項は、学長の意見聴取の方法について特に制限を設けておらず、規程上、 

  学長が、学部長候補者１人のみを記載した「学部等の現状、課題等及び学 

  部長等にふさわしい資質・能力等について」と題する文書を受領する方法 

  により意見聴取を行わなければならないものとは認められない。 

（７）さらに、学長が、高見教授に対し、所信調書の提出を求め、同人が所信 

  調書を提出したのに対し、経済学部が、これを撤回するように求めたこと 

  は、学長が、自らの基準に基づき選考した１人又は複数の者に対して、所 

  信調書の提出を求めることができ、所信調書を提出した者から、学長が学 

  部長等を選考すると規定した「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関 

  する規程」に基づく手続を妨げるものであり、同規程に抵触するものと判 
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  断される。 

６ 当委員会の結論 

以上のことから、当委員会は、経済学部の「大分大学経済学部長候補者の

選出に関する要項」等及びその運用は、「国立大学法人大分大学学部長等の

選考に関する規程」に抵触するものと判断する。 

 

第６ 調査・検証事項（３）その他国立大学法人大分大学におけるガバナンス 

  の確立に関し必要と認められる事項 

当委員会は、調査・検証事項（１）経済学部長の指名に至るまでの経緯等

及び同（２）「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」と経済

学部の「大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項」等との関係及びそ

の運用状況について調査・検証を行ったが、当委員会で調査が可能であった

事実関係の範囲は上記調査・検証事項に関するものに限られていたことから、

国立大学法人大分大学におけるガバナンスの確立に関し必要と認められる事

項一般について、当委員会の意見を形成することは困難と判断し、同事項に

ついての判断は留保することとした。 

                                                              以上 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１２月１７日 

 

 

 

 

 

経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する 

調査・検証委員会 

 

 

経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する 

調査･検証委員会 資料１～１５ 

 



  

資料１ 

 経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する調査・検 

証委員会設置要綱 

資料２ 

  経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する調査・検

証委員会委員名簿 

資料３ 

 経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する調査・検

証委員会における調査・検証の状況 

資料４ 

  国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程 

資料５ 

  大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項 

資料６ 

  学部長候補者の選挙に関する経済学部教授会確認事項 

資料７ 

    国立大学法人大分大学内部規則等の制定改廃等に関する規程 

資料８ 

  国立大学法人大分大学学部長選考規程（旧規程） 

資料９  

  大分大学経済学部長選考規程（旧規程）  

資料１０ 

  令和元年８月８日付け、大崎前学部長作成名義の「学部等の現状、 課題

等及び学部長等にふさわしい資質・能力等について」と題する文書 

資料１１ 

令和元年８月１２日付けの市原宏一教授及び西村善博教授作成の「学部長

選挙結果が反映されていないことについての要請」と題するメール 

資料１２ 

    令和元年８月１６日付け、大崎前学部長作成名義の「次期学部長適任者に 

関わる意見聴取における経済学部長の瑕疵について」と題する文書 

資料１３ 

    令和元年８月１６日付け、大崎前学部長作成名義の「高見博之候補者によ

る 所信調書提出取りやめについて」と題する文書 

資料１４ 

令和元年８月１６日付け、大崎前学部長作成名義の「学長への書類の提出

について」と題するメール 

資料１５ 

    令和元年８月１６日付け、大崎前学部長作成名義の「追伸」と題するメー 

 ル 



 

 

経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する調査・検証委員会設置要綱 

                   令和元年９月２日制定 

学 長 裁 定 

（設置） 

第１条 国立大学法人大分大学のガバナンス改革の一環として平成２７年４月１日に施行された，

「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程（平成２７年規程第３号）」に基づく学長

による経済学部長（現経済学部長の理事就任に伴い，任期は，令和元年１０月１日から令和２年

３月３１日までの現経済学部長の残任期間）の指名に際し，経済学部の教職員が執った当該規程

に反する行為など，その経緯等を明らかにするとともに，関係法令等に照らしてこれを検証し，

将来にわたる経済学部の適正な管理運営を確保するため，経済学部長の指名と国立大学法人大分

大学のガバナンスに関する調査・検証委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

 （構成） 

第２条 委員会は，弁護士，公認会計士等外部の有識者３人の委員により構成し，委員の互選によ

り委員長を選任する。 

２ 委員は，その職務上知り得た情報をみだりに第三者に漏えいしてはならないものとする。 

 

 （調査・検証事項） 

第３条 委員会が調査し，検証する事項は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１） 経済学部長の指名に至るまでの経緯等の調査 

（２） 「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程」と経済学部の「大分大学経済学

部長候補者の選出に関する要項」等との関係及びその運用の状況  

（３） その他国立大学法人大分大学におけるガバナンスの確立に関し必要と認められる事項 

 

 （調査・検証の方法，関係者の協力義務等） 

第４条 委員会は，調査・検証に当たっては，総務部総務課，経済学部事務部等関係部署から必要

な文書，録音等の提出を求め，関係教職員の証言等に基づき本件問題の経緯等を調査するととも

に，関係する法令，規程等に照らしてこれを検証する。 

２ 経済学部事務部，総務部総務課等関係部署及び関係教職員は，委員会の調査・検証に誠実に協

力しなければならない。 

 

 （委員会の傍聴） 

第５条 委員会の傍聴については，委員会において決定する。 

 

 （調査・検証結果報告書） 

第６条 委員会は，調査・検証が終了したときは，速やかに学長に対し，調査・検討結果報告書を

提出するものとする。 

 

（設置期間） 

第７条 委員会の設置期間は，令和元年９月から調査・検討の終了までの期間とする。 

 

 （事務局） 

第８条 委員会の事務局は，総務部総務課とし，その事務処理に当たっては，必要に応じ，経済学

部事務部及び総務部人事課の協力を得て，これを行うものとする。 

 

附 則 

 この要綱は，令和元年９月２日から施行する。 

資料１ 



 

 

〇 調査・検証委員会委員名簿 

 

氏  名 現  職 

委 員 長 

岡 村 邦 彦 
岡村法律事務所 弁護士  

貞 閑 孝 也 貞閑公認会計士事務所 公認会計士 

三 浦 洋 一 
一般財団法人大分大学経済学部同窓会 四極会 会長代行 

（元 大分銀行副頭取） 

 

 

 

 

 

資料２ 



資料３ 

経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する 

調査・検証委員会における調査・検証の状況 

 

委員会 調査・検討事項 日時・場所 

第１回 
委員長互選，委員会の設置に至った経緯等の説明， 

調査・検証スケジュール 

令和元．１0．８（火） 

10:00～12:00 

大分大学事務局棟３階 

第２会議室 

第２回 

意見陳述及び質問 

・市原宏一教授（元経済学部長） 

・下田憲雄教授（元経済学部長） 

令和元．１１．５（火） 

15:00～17:00 

ホルトホール大分内 

サテライトキャンパスおお

いた講義室 

第３回 

意見陳述及び質問 

・大崎美泉理事（前経済学部長） 

・高見博之経済学部長 

令和元．１１．２８（木） 

10:00～12:00 

ホルトホール大分内 

サテライトキャンパスおお

いた講義室 

第４回 「調査・検証結果報告書」（案）作成，検討 

令和元．１２．６（金） 

10:00～12:00 

ホルトホール大分内 

サテライトキャンパスおお

いた講義室 

第５回 「調査・検証結果報告書」（案）作成，検討 

令和元．１２．１３（金） 

10:00～12:00 

ホルトホール大分内 

サテライトキャンパスおお

いた講義室 

第６回 「調査・検証結果報告書」決定 

令和元．１２．１７（火） 

10:00～10:30 

大分大学 

事務局棟３階 

第２会議室 



 

国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程 

平成２７年１月２６日制定 全部改正  

平 成 ２ ７ 年 規 程 第 ３ 号 

 

 国立大学法人大分大学学部長選考規程（平成１６年規程第４１号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人法施行規則（平成１５年文部科学省令第５７号）第７条の２

及び国立大学法人大分大学法人規則（平成１８年規則第４号）第８条第３項の規定により，学

部長及び大学院研究科長（以下「学部長等」という。）に関し必要な事項を定める。 

 

（選考の事由） 

第２条 学部長等の選考は，次の各号の一に該当する場合に行う。 

（１） 学部長等の任期が満了するとき。 

（２） 学部長等が辞任を申し出たとき。 

（３） 学部長等が欠員となったとき。 

（４） 学部長等が解任されたとき。 

 

（選考の基準） 

第３条 学部長は，当該学部の教授（教授予定者を含む。）のうちから選考する。 

２ 福祉健康科学研究科長は，当該大学院研究科を担当する教授（教授予定者を含む。）のうちか

ら選考する。 

３ 福祉健康科学研究科長以外の大学院研究科長は，別表の学部長の欄に規定する学部長をもっ

て充てる。 

 

（選考の手続） 

第４条 学長は，学部長等を選考するに当たり，現に学部長等である者又は当該学部若しくは研

究科（以下「学部等」という。）の職員に，学部等の状況，課題等及び学部長等としてふさわし

い資質・能力等について意見を聴取するものとする。 

２ 学長は，学部長等を選考する場合は，大学運営における自らの方針を提示した上で，前条に

規定する選考の基準に該当する者のうちから，１人又は複数の者を選考し，現に学部長等であ

る者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により選考された者は，同項の方針を踏まえ，その方針に対する見解及び学部等

の運営に係る構想について，所信調書（別記様式）を提出する。 

４ 学長は，前項の規定による所信調書を提出した者について，面談を実施し，必要に応じ，現

に学部長等である者又は学部等の職員の意見を聴取し，学部長等を選考するものとする。 

 

（任命） 

第５条 学長は，前条に規定する選考の手続を経て，学部長等を任命する。 

 

（公表） 

第６条 学長は，前条の規定により学部長等を任命した場合は，次の各号に定める事項を公表す

る。 

（１） 氏名 

（２） 選考理由 

（３） 所信調書 

（４） その他必要と認める事項 

 

（任期） 

第７条 学部長等の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 学部長等に欠員が生じた場合における後任の学部長等の任期は，前任者の残任期間とする。 
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３ 定年退職日が前二項の規定による任期の満了する日前である学部長等の任期は，前二項の規

定にかかわらず，当該定年退職日までとする。 

４ 前項の適用を受けた学部長等の後任者の任期は，当該学部長に同項の規定の適用がないもの

とした場合における残任期間とする。 

 

（評価） 

第８条 学長は，学部長等の業務執行の状況について把握するよう努めるとともに，学部長等は，

学長に対し，その業務執行の状況を報告するものとする。 

２ 学長は，前項の規定による報告等に基づいて，毎年度学部長等を評価するものとする。 

３ 学部長等の評価に関する手続については，学長が別に定める。 

 

（解任） 

第９条 学長は，学部長等が次の各号の一に該当する場合は解任することができる。 

（１） 学部長等が，心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。 

（２） 学部長等に重大な職務上の義務違反があると認めるとき。 

（３） 前条第２項の規定よる評価において，引き続き学部長等として業務を執行することが

適当でないと認めるとき。 

２ 学部長等の解任に関する手続については，学長が別に定める。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程の実施に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 改正後の国立大学法人大分大学学部長等に関する規程第７条第１項本文の規定にかかわらず，

平成２７年９月３０日に任期が満了する学部長等については，その任期は平成２８年３月３１

日までとし，同年８月１６日に任命される学部長等については，その任期は同日から平成３０

年３月３１日までとする。 

（教育福祉科学部長に関する特例） 

３ 教育福祉科学部長については，平成２８年３月３１日において教育福祉科学部に在学する者

がいなくなる日までの間，教育学部長をもって充てる。 

（理工学部の設置の特例） 

４ 平成２９年４月１日に設置する理工学部の学部長については，第４条及び第５条の規定にか

かわらず，同年３月３１日において工学部長である者を任命することとし，その任期について

は，第７条第１項本文の規定にかかわらず，平成３０年３月３１日までとする。 

 （工学部長に関する特例） 

５ 工学部長については，平成２９年３月３１日において工学部に在学する者がいなくなる日ま

での間，理工学部長をもって充てる。 

 （福祉社会科学研究科長に関する特例） 

６ 福祉社会科学研究科長については，令和２年３月３１日において福祉社会科学研究科に在学

する者がいなくなる日までの間，福祉健康科学研究科長をもって充てる。 

 

   附 則（平成２８年規程第９５号） 

この規程は，平成２９年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年規程第１５－１号） 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年規程第６２号） 



 

この規程は，平成２９年１０月１０日から施行する。 

 

   附 則（令和元年規程第２２号） 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 



 

別表（第３条関係） 

大学院研究科長 学部長 

教育学研究科長 教育学部長 

経済学研究科長 経済学部長 

医学系研究科長 医学部長 

工学研究科長 理工学部長 

 



 

別記様式（第４条関係） 

 

所  信  調  書 

                         学 部 等 

                         職   名 

氏   名         ○印      

   

１ 大学運営における方針に対する見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学部運営に係る構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 この調書の内容は，学部長等選考の参考とし，学部長等に任命された場合は，公表されます。 



大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項 

 

平成２８年１月１３日経済学部教授会決定 

（趣旨） 

第１ この要項は，国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する規程（平成２７年規程第３号。以

下「法人規程」という。）第４条に規定する学部長の選考に資するため，経済学部長候補者（以下「候

補者」という。）の選出に関して，必要な事項を定める。 

 

（候補者の選出） 

第２ 経済学部教授会（以下「教授会」という。）は，候補者選出のための選挙を行う。 

２ 前項の選挙有資格者は，経済学部の教授，准教授，専任講師及び助教とする。 

３ 第１項による選挙の結果，有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。 

４ 前項に該当する者がないときは，得票多数の２人について選挙を行う。 

５ 前項による選挙の結果，有効投票数の過半数を得た者を当選者とし，得票同数の場合は，先任順

とする。 

 

（選挙の管理） 

第３ 第２に規定する選挙は，学部長候補者選挙管理委員会（以下「管理委員会」という。）が管理

する。 

２ 管理委員会は，教授会において選出した委員若干人をもって組織する。 

３ 管理委員会は，選挙期日を定めて公表するとともに，選挙を行う理由及び選挙の実施に伴う必要

な事項を選挙有資格者に通知する。 

４ 前項に規定する通知は，選挙期日の１０日前までに行なわなければならない。ただし，法人規程

第２条第３項及び同条第４項による場合は，選挙期日の５日前までに通知しなければならない。 

 

（投票） 

第４ 投票は，管理委員会が定める投票用紙で行い，単記無記名とする。 

２ 不在者投票は実施しない。 

３ 白票は無効とする。 

４ 投票の効力の有無については，管理委員会が決定する。 

５ 選挙は，候補者が決定するまで連続的に実施し，選挙実施中においては，選挙人は会議室に待機

するものとする。 

 

（事務） 

第５ 管理委員会の事務は，経済学部事務部総務係（以下「総務係」という。）において処理する。 
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（雑則） 

第６ この要項に定めるもののほか，学部長候補者選出に関し必要な事項は，教授会が別に定める。 

 

付 記 

この要項は，平成２８年１月１３日から実施する。 
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学部長候補者の選挙に関する経済学部教授会確認事項 

 
昭和４８年１０月３１日教授会決定   
昭和５１年 ６月 ９日一部改正  
平成１２年 ６月１４日一部改正  
平成１４年 ５月２９日一部改正  
平成１８年 ６月１４日一部改正  
平成２８年 １月１３日一部改正  

   

Ⅰ 投票方法及び  （１） 大分大学経済学部長候補者の選出に関する要項第２に基づく投票 

得票発表形式     を行い，得票順に得票数を発表する。本投票において有効投票数の 

過半数を得た者を学部長候補者とする。 

（２） （１）の投票において学部長候補者が決定しない場合は，得票上 

位２位までについて最終投票を行い，得票順に得票数を発表した上 

で，得票上位者を学部長候補者に決定する。 

（３） （２）の投票において，得票最高位者が複数の場合の順位決定に 

ついては，本学部教授の先任順とし，これが同順位の場合は，准教 

授の先任順とする。なお，その順位まで同じ場合は，年長の順とす 

る。 

 

Ⅱ 被 選 挙 者  （１） 本学部の教授である者及び教授任用内定者とする。 

の 範 囲  （２） 次の者は，被選挙者としない。ただし，当該者が発令予定日前に

任期満了となる場合は，この限りでない。 

① 副学長及び学長補佐 

② 学術情報拠点長 

③ 福祉社会科学研究科長 

④ 学部長に２期在任した者 

⑤ 発令予定日に内地留学又は外地留学中の者その他長期不在者 

⑥ ①～③の内定者 

 

Ⅲ 辞    退   学部長候補者に選出された者は，正当な理由なく辞退できない。 

 

Ⅳ 投票及び開票   事務長 

  立 会 人 
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国立大学法人大分大学内部規則等の制定改廃等に関する規程 

平成２０年１２月２２日制定 

平成２０年規程第８４号 

 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 国立大学法人大分大学（以下「法人」という。）における内部規則等の種類，制定改廃等

に関する手続等については，他に別段の定めがあるもののほか，この規程の定めるところによ

る。 

 

 （定義） 

第２条 この規程における用語の定義は，次の各号に掲げるところによる。 

 （１） 「内部規則等」とは，ポリシー等及び内部規則をいう。 

（２） 「ポリシー等」とは，ポリシー，宣言，ガイドライン，基本方針，規範をいう。 

 （３） 「内部規則」とは，法人規則，学則（大学院学則を含む。以下同じ。），規則，規程，

細則及び内規をいう。 

（４） 「制定権者」とは，内部規則を制定することができる学長又は第８号に規定する部局

長等をいう。ただし，学長選考会議が定める規則，規程，細則及び内規の制定権者は，

学長選考会議議長とする。 

（５） 「部局」とは，国立大学法人大分大学部局を定める規程（平成１６年規程第１４号）

第２条第２項第１号に規定する部局及び医学部附属病院とする。ただし，大分大学学内

共同教育研究施設等管理委員会規程（平成１６年規程第７３号）第１条に規定する施設

は，学内共同教育研究施設等と表し１部局とする。 

（６） 「部局長」とは，前項に規定する各部局を掌理する者をいう。この場合において，学

内共同教育研究施設等の部局長は，大分大学学内共同教育研究施設等管理委員会委員長

とする。 

（７） 「部門」とは，国立大学法人大分大学教員組織規程（平成２８年規程第６１号）第２

条に規定する部門をいう。 

（８） 「部局長等」とは，第６号に規定する部局長に，国立大学法人大分大学教員組織規程

第４条第１項に規定する部門長を加えた者とする。 

（９） 「主管課等」とは，当該内部規則等に係る事務を所掌する課・室及び学部事務部をい

う。 

２ 学長選考会議が定める規則，規程，細則及び内規は，第８条から第１１条までの規定にかか

わらず，学長選考会議が定める。 

 

 第２章 ポリシー等 

 （ポリシー等） 

第３条 ポリシー等は，法人の経営又は大分大学（以下「本学」という。）の教学に関する重要な

方針，政策，考え方等を学内外に示すために文章化するものとし，内容に応じて経営協議会又

は教育研究評議会における審議の後，役員会の議を経て，学長が定める。 

資料７ 



 

（ポリシー等の検討） 

第４条 ポリシー等の制定改廃を行うに当たっては，必要に応じて，関係委員会等において検討

を行うものとする。 

 

 （ポリシー等の制定手続） 

第５条 ポリシー等は，主管課等が起案し，制定改廃の手続をする。 

 

第３章 内部規則 

 （法人規則） 

第６条 法人規則は，法人の組織及び管理運営についての基本的な事項を規定するものとし，内

容に応じて経営協議会又は教育研究評議会における審議の後，役員会の議を経て，学長が定め

る。 

 

 （学則） 

第７条 学則は，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第８項及び学校教育法施

行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第４条に規定する事項を規定するものとし，内容に応

じて経営協議会又は教育研究評議会における審議の後，役員会の議を経て，学長が定める。 

 

 （規則） 

第８条 規則は，教育研究及び管理運営に関する重要事項を規定するものとし，内容に応じて経

営協議会又は教育研究評議会における審議の後，役員会の議を経て，学長が定める。 

 

 （規程） 

第９条 規程は，法人規則，学則，規則又は法令等に基づき，教育研究及び管理運営に必要な事

項を規定するものとし，次のとおり学長又は部局長等が定める。 

 （１） 学長が定める規程は，内容に応じて学長が必要と認める経営協議会若しくは教育研究

評議会の審議，又は役員会の議を経て定める。 

 （２） 部局長等が定める規程は，部局に設置された教授会，研究科委員会，学術情報拠点運

営会議，学内共同教育研究施設等管理委員会若しくは病院運営委員会又は部門に設置さ

れた人事会議の議を経て定める。 

 

 （細則） 

第１０条 細則は，法人規則，学則，規則又は規程を実施するために必要な事項について規定す

るものとし，学長又は部局長等が定める。 

２ 部局長等が定める細則は，部局に設置された教授会，研究科委員会，学術情報拠点運営会議，

学内共同教育研究施設等管理委員会若しくは病院運営委員会又は部門に設置された人事会議の

議を経て定める。 

 

 （内規） 



第１１条 内規は，規程及び細則の解釈・運用上の約束事項について規定するものとし，学長又

は部局長等が定める。 

 

 （内部規則の検討） 

第１２条 内部規則の制定改廃を行うに当たっては，必要に応じて，関係委員会等において検討

を行うものとする。 

 

 （付議の省略） 

第１３条 学長が定める規程において，次の各号のいずれかに該当する場合は，関係審議機関へ

の付議を省略できるものとする。 

 （１） 法令又は内部規則の改正に基づく法令名等名称の変更又は適用条項の変更による改正

を行う場合 

 （２） 組織の設置改廃等に伴う組織名又は職名の変更による改正を行う場合 

 （３） 用字，用語及び送り仮名の整備による改正を行う場合 

 （４） 元号の改正による改正を行う場合 

 （５） その他改正内容が形式的で軽微なものと学長が認める場合 

２ 前項に規定する付議の省略は，担当理事の責任の下に行うものとし，その判断が困難な場合

は，学長と調整するものとする。 

３ 部局長等が定める規程及び細則において，第１項各号のいずれかに該当する場合は，部局長

等の判断により関係審議機関への付議を省略できるものとする。この場合において，第１項第

５号の「学長」を「部局長等」に読み替えるものとする。 

 

 （内部規則の書式及び形式） 

第１４条 内部規則の書式は，Ａ４版の左横書きとする。 

２ 内部規則は，原則として，法令の形式によるものとする。 

 

 （事前相談） 

第１５条 内部規則を制定改廃しようとする主管課等の長は，総務部総務課長に事前相談をする

ものとする。ただし，第１３条に規定する付議の省略を行うときは，事前相談を要しないもの

とする。 

 

 （内部規則の制定手続） 

第１６条 学長が定める内部規則は，総務部総務課において起案し，制定手続をする。 

２ 部局長等が定める内部規則は，主管課等が起案し，制定手続をする。 

３ 部局長等は，前項により制定した内部規則を学長に報告するものとする。 

 

 （内部規則の記号及び番号） 

第１７条 内部規則は，その種類ごとに，当該種類の名称及び番号を付すものとする。 

２ 前項の番号は，毎年１月１日に始まり，１２月３１日に終わる一連番号とする。 

 



第４章 雑則 

 （周知） 

第１８条 ポリシー等及び内部規則の制定改廃を行ったときは，所定の方法により周知する。 

 

 （雑則） 

第１９条 この規程に定めるもののほか，ポリシー等及び内部規則の手続等に関し必要な事項は

別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は，平成２０年１２月２２日から施行する。 

２ この規程の施行の際，国立大学法人大分大学内部規則の基準に関する規程（平成１６年規程

第１３号）第２条第１項第３号の規定により定められた現に存する内規，要項，要領，申合せ，

基準及び指針は，当分の間，従前の例による。 

３ この規程の施行日の前日において，現に存する全学的なポリシー等は，この規程に基づき作

成されたものとみなす。 

４ 国立大学法人大分大学内部規則の基準に関する規程（平成１６年規程第１３号）は，廃止す

る。 

５ 第２条第５号の規定にかかわらず，福祉健康科学部が設置されるまでの間，同号中「及び医

学部附属病院」とあるのは，「，医学部附属病院及び福祉健康科学部設置室」とする。 

６ 第９条第２号及び第１０条第２項の規定にかかわらず，福祉健康科学部が設置されるまでの

間，福祉健康科学部の規程及び細則については，福祉健康科学部設置室に置かれた設置室会議

の議を経て定める。 

７ 第２条第５号の規定にかかわらず，大学院福祉健康科学研究科が設置されるまでの間，同号

中「及び医学部附属病院」とあるのは，「，医学部附属病院及び大学院福祉健康科学研究科設置

準備室」とする。 

８ 第９条第２号及び第１０条第２項の規定にかかわらず，大学院福祉健康科学研究科が設置さ

れるまでの間，大学院福祉健康科学研究科の規程及び細則については，大学院福祉健康科学研

究科設置準備室に置かれた設置準備室会議の議を経て定める。 

  

附 則（平成２５年規程第３４号） 

 この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第５３号） 

 この規程は，平成２７年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年規程第６９号） 

 この規程は，平成２９年１月１日から施行する。  

 

附 則（令和元年規程第１０号） 

 この規程は，令和元年９月１８日から施行する。 



国立大学法人大分大学学部長選考規程 

平成１６年４月１日制定 

 

（趣旨） 

第１条  この規程は，国立大学法人大分大学法人規則（平成１８年規則第４号）第８条第３項の

規定に基づき，学部長の選考に関し，必要な事項を定める。 

 

（選考機関） 

第２条  学部長は，学部の教授（教授予定者を含む。）のうちから，当該学部の教授会の議に基づ

き，学長が選考し，任命する。 

 

（選考の時期） 

第３条  学部長候補者の選考に関する教授会は，次の各号の一に該当する場合に行う。 

（１） 学部長の任期が満了するとき。 

（２） 学部長が辞任を申し出たとき。 

（３） 学部長が欠員となったとき。 

２  前項の選考は，第１号に該当する場合は，任期満了の１月前までに，第２号及び第３号に該

当する場合は，速やかに行わなければならない。 

 

（学部長候補者選定の方法） 

第４条 教授会は，学部長候補となるべき適任者を選定するため，学部長候補者選定委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は，次の委員をもって組織する。 

（１） 学部長又はその代理者 

（２） 当該学部の教授，准教授，専任講師，助教及び助手のうちから互選した者５人以上 

３  委員会は，大学の内外から学部長候補となるべき適任者２人ないし３人を選定し，教授会に

報告する。 

４  委員会の議事の運営方法は，教授会が定める。 

 

（選挙の方法） 

第５条  教授会は，前条第３項により選定された適任者のうちから，学部長候補者を選出するた

め，選挙を行う。 

２  前項の選挙有資格者は，当該学部の教授，准教授，専任講師，助教及び助手とする。 

３  選挙の当選者は，有効投票数の過半数を得た者とする。 

４  前項に該当する者がないときは，得票多数の２人についてさらに投票を行ない，得票多数の

者を当選者とする。この場合において，得票が同数であるときは，教授会が定めた者を当選者

とする。 

 

（選挙事務の管理） 

第６条  前条の選挙に関する事務は，学部長又はその代理者が管理する。 

 

 （学部長候補者の決定） 

第７条  教授会は，第５条の選挙の結果を参考として，学部長候補者を決定する。 

 

第８条  学部長は，前条により決定した学部長候補者を学長に報告する。 

 

 （学部長の任期） 

第９条  学部長の任期は，２年とする。ただし，再任は１回までとする。 

 

 （雑則） 

第１０条  この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て学部長が定める。 
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附  則（平成１６年規程第４１号） 

１  この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２  初代学部長の任期は，第９条の規定にかかわらず，「法人化後の大分大学における初代役員及

び初代役職者等の選考方針（平成１６年１月２１日開催評議会決定）」により次のとおりとする。 

  学部長名        任     期 

教育福祉科学部長 平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで 

経済学部長 平成１６年４月１日から平成１６年８月１５日まで 

医学部長 平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで 

工学部長 平成１６年４月１日から平成１８年１月２６日まで 

 

附  則（平成１７年規程第９８号） 

 この規程は，平成１７年１０月１日から施行する。 

 

附  則（平成１８年規程第７０号） 

 この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１９年規程第１０号） 

  この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 



大分大学経済学部長選考規程 

平成１６年４月１日制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大分大学学部長選考規程（平成１６年規程第４１号。以下「法

人規程」という。）第１０条に基づき，経済学部長候補者の選考に関して，必要な事項を定める。 

 

 （選定委員会） 

第２条 法人規程第４条の選定委員会の委員は，本学部教授会構成員をもって充てる。 

２ 委員会に委員長を置き，学部長をもって充てる。 

３ 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

４ 選定委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開き，議決することができな

い。 

 

 （候補者の選出） 

第３条 選定委員会は，単記無記名投票による選挙を行い，学部長候補者となるべき適任者３人

を選出する。 

２ 前項の選挙は，選定委員会が管理する。 

３ 委員長は，第１項の選挙の結果及び学部長候補者となるべき適任者３人の氏名及び略歴等を，

教授会に報告するとともにすみやかに選挙資格者に通報しなければならない。 

 

 （候補者の選出） 

第４条 教授会は，前条第３項の報告に基づき，学部長候補者選出のための選挙を行う。 

２ 前項による選挙の結果，有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。 

３ 前項に該当する者がないときは，得票多数の２人について選挙を行う。 

４ 前項による選挙の結果，有効投票数の過半数を得た者を当選者とし，得票同数の場合は，先

任順とする。 

 

 （選挙の管理） 

第５条 前条の選挙は，学部長候補者選挙管理委員会（以下「管理委員会」という。）が管理する。 

２ 管理委員会は，教授会において選出した委員若干人をもって組織する。 

 

 （投票） 

第６条 投票は，管理委員会が定める投票用紙で行い，単記無記名とする。 

２ 不在者投票は認めない。 

３ 白票は無効とする。 

４ 投票の効力の有無については，管理委員会が決定する。 

 

 （学部長の任期） 

第７条 学部長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，再任は１回までとする。 

 

 （事務） 

第８条 選定委員会及び管理委員会の事務は，経済学部事務部総務係において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，学部長選考に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則（平成１６年経済学部規程第２号） 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成２１年経済学部規程第２号） 

 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 
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