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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、例規システムの導入に伴い、この規則の施行の際、現に施行されている公

立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）の規則及び規程（以下「既存の法人の規則

等」という。）について、公立大学法人首都大学東京の規則等の制定改廃に関する規則（平成

１７年度法人規則第１号）第３条第９項第３号及び第４号に定める用字、用語等の形式的な整

理を行うとともに、当該整理について同規則の特例を定めるものとする。 

 

 （整理の内容） 

第２条 既存の法人の規則等の用字、用語等で、修正、統一その他の形式的な整理を必要とする

もの（様式中のものを除く。）については、その内容及び効力に影響を及ぼさない限度におい

て、次項及び第３項に定めるところにより、整理するものとする。 

２ 既存の法人の規則等に使用している漢字の範囲等は、東京都公文規程（昭和４２年東京都訓

令第１０号）の定めるところにより、次に掲げるものに適合させるものとする。 

（１）常用漢字表（昭和５６年内閣告示第１号） 

（２）現代仮名遣い（昭和６１年内閣告示第１号） 

（３）送り仮名の付け方（昭和４８年内閣告示第２号） 

３ 前項に定めるもののほか、第１項に定める形式的な整理は、おおむね次のとおりとする。 

（１）句読点の修正を行うこと。 

（２）接続詞の修正及び整備を行うこと。 

（３）既存の法人の規則等、条文等の引用の修正を行うこと。 

（４）誤字脱字の修正を行うこと。 

（５）促音として用いる「つ」の表記を小書きにすること。 

（６）略称規定の整理を行うこと。 

（７）表の罫線及び表中の丸囲み数字の整理を行うこと。 
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（８）前各号に定めるもののほか、形式的な整理として必要なこと。 

 

（整理の手続及び形式） 

第２条の２ この規則による既存の法人の規則等の整理の形式は、次条に定めるものを除くほか、

次のとおりとする。 

（１）この規則による既存の法人の規則等の用字、用語等の削除は、当該用字等を赤字で記載す

るとともに、当該用字等に見え消し線を引く方法によるものとする。 

（２）この規則による既存の法人の規則等の用字、用語等の追加は、当該用字等を赤字で加筆す

るとともに、当該用字等に下線を引く方法によるものとする。 

２ 既存の法人の規則等には、この規則による整理についての施行期日に関する規定及び改正履

歴を置かない。 

 

（表の罫線及び表中の丸囲み数字の整理） 

第３条 既存の法人の規則等の表の罫線を同一の実線とする。 

２ 既存の法人の規則等の表中の丸囲み数字を右片括弧付き数字に改める。 

 

第２章 規則（法人組織運営）の整理 

（公立大学法人首都大学東京役員規則の整理） 

第４条 公立大学法人首都大学東京役員規則（平成１７年度法人規則第２号）の一部を次のよう

に整理する。 

  

（理事） 

第３条 組織規則第９条に規定する副学長のうち理事長が指名する者及び同規則第１０条に 

規定する学生サポートセンター長は、理事とする。 

 

 （公立大学法人首都大学東京組織規則の整理） 

第５条 公立大学法人首都大学東京組織規則（平成１７年度法人規則第３号）の一部を次のよう

に整理する。 

    

（首都大学東京経営・教学戦略委員会） 

第２条の５ 首都大学東京の設立目的の実現及び中期計画の確実な実施のため、理事長及び学

長からの諮問に基づき、教育研究の活性化及び効果的かつ効率的な業務運営の実現に向けた、

中長期的及び短期の戦略並びに及びその実施方法等を検討するため、首都大学東京経営・教

学戦略委員会を置く。 

（学長特任補佐等の職責） 

第２３条の２ 学長特任補佐は、首都大学東京本学の教育研究等の推進について全学的な立場

から学長の職務を補佐する。 

（専攻長及び、学域長の職責） 

第２９条の３ （略） 

２ 学域長は、研究科長の命を受け、学域に係る事務を処理する。 

（分掌事務） 

第３４条 事務組織の分掌事務は、次のとおりとする。 

経営企画室 

企画財務課  

 法人における以下の事務（他の部署に属するものを除く。）をつかさどる。 

（２）業務の進行管理及び、調整に関すること。 
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（１１）都及び国等、関係機関との連絡調整に関すること。 

（１３）理事長及び、事務局長に関すること。 

首都大学東京管理部 

 学長室 

  首都大学東京に係る次の事務をつかさどる。 

（３）南大沢キャンパスの校地及び校舎の管理及び南大沢キャンパス内の取締りに関するこ

と。 

教務課 

大学教育センターの運営に係る次の事務をつかさどる。 

  （６）教務に係る企画支援及び総合的な調整に関すること。 

 入試課 

大学教育センターの運営に係る次の事務をつかさどる。 

（１）予算、決算及び会計に関すること（入学試験に関するものに限る。）。 

学術情報基盤センター事務室 

学術情報基盤センターの運営に係る次の事務をつかさどる。 

（３）学内の学術情報資料の収集、管理及び、運用の総合調整に関すること。 

（４）首都大学東京図書館（分館及び、部局図書室を含む。以下同じ。）の事務の連絡調整   

に関すること。 

理系管理課 

都市教養学部理工学系、都市環境学部、理工学研究科、都市環境科学研究科、人間健康科学

研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域及び並びに南大沢キャンパスのその他の教育研究

組織のうち理系分野に係る次の事務をつかさどる。 

東京都立産業技術高等専門学校管理部 

高専品川キャンパス管理課 

高等専門学校に係る次の事務をつかさどる（略）。 

（２）東京都立産業技術高等専門学校運営会議に関すること。 

 

（公立大学法人首都大学東京事案決定規則の整理） 

第６条 公立大学法人首都大学東京事案決定規則（平成１７年度法人規則第４号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（事案の決定の臨時代行等） 

第１６条 （略） 

２ 第５条から第１３条までの規定により次の表の左欄に掲げる者の決定の対象とされた事

案（前条第２項の規定により副学長又は部局長の決定の対象とされた事案、前条第３項の規

定により副校長の決定の対象とされた事案及び前条第４項の規定により同項の表の右欄に

掲げる者の決定の対象とされた事案を除く。）について至急に決定を行う必要がある場合に

おいて当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が決定するものと

する。 

（事案決定の例外措置） 

第１８条 （略） 

２ 第３条、第１４条から前第１７条まで及び前項の規定により事案の決定を行う者を事案の

決定権者という。 

（協議） 

第２０条 事案決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案であって、当該事案を主管する事務局長、

学長、校長、学生サポートセンター長、部長、部局長、課長、ものづくり工学科長、創造工学専

http://reiki.bunsyo.tocho.tokyo/reiki/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss000019B4/guest&SYSID=5113&FNM=g1010134041604151.html&NAMETAG=J3#J3
http://reiki.bunsyo.tocho.tokyo/reiki/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss000019B4/guest&SYSID=5113&FNM=g1010134041604151.html&NAMETAG=J3#J3
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攻長、教務主事又は学生主事の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、

前条第１項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表右欄に掲げる事務局長、学長、

校長、学生サポートセンター長、部長、部局長、課長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、

教務主事若しくは又は学生主事に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。 

（略） 

部局長が決定する事案 

管理部長、課長、系長又は部局長補佐（部局長補佐を置かな

いときは、教授。当該事案により受ける直接の影響が所管部

署全般に及ぶ場合は、部長又は部局長。） 

（略） 

（事案の審議又は協議の臨時代行） 

第２２条 第１９条又は第２０条の規定により次の表の左欄に掲げる者の審議又は協議の対 

象とされた事案について至急に審議又は協議を行う必要がある場合において、当該事案につ

いて、審議又は協議を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が審議又は協議を行

うものとする。 

  

（公立大学法人首都大学東京教育研究審議会規則の整理） 

第７条 公立大学法人首都大学東京教育研究審議会規則（平成１７年度法人規則第６号）の一部

を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規則は、首都大学東京及び産業技術大学院大学（以下「両大学」という。）の教育

研究審議会（略）に関し、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （公立大学法人首都大学東京人事委員会規則の整理） 

第８条 公立大学法人首都大学東京人事委員会規則（平成１７年度法人規則第７号）の一部を次

のように整理する。 

 

（委員会の職務） 

第２条 人事委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

（５）採用、昇任、再任及び、業績評価に関する審査 

（委員会の構成） 

第３条 （略） 

２ 前項第４号に定める者は、次の表の左欄に掲げる検討・審査事項について、同表右欄に掲

げる者とする。 

 

 

 

 

      

（運営） 

第５条 （略） 

２ 委員長は、検討・審査の結果を取とりまとめ、その内容について、理事長又は学長に報告

をする。 

３ 理事長又は学長は報告内容について必要と認めた時ときは、経営審議会又は教育研究審議

会に付議する。 

 （教員選考委員会） 

（略） 

採用、昇任、再任及び、業績評価

に関する審査 

【首都大学東京に係る事項】 （略） 

【産業技術大学院大学に係る事項】（略） 

（略） 
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第６条 人事委員会の部会として、法人の教員の採用等に係る選考及び、審査を実施すること

を目的として、教員選考委員会を置く。 

（教員選考委員会の職務） 

第７条 教員選考委員会は、専門的見地から教員の採用、昇任及び、再任の選考並びに及び異

動、降任、解雇及び、懲戒処分に係る審査を実施する。 

（教員選考委員会の構成等） 

第８条 教員選考委員会は、教員の採用、昇任及び、再任に係る選考を行う場合は、次の各号

の委員をもって構成する。 

（教員選考委員会の運営） 

第９条 （略） 

３ 委員長は、個別教員の選考及び、審査の結果を人事委員会へ報告しなければならない。 

 

 （公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則の整理） 

第９条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則（平成１９年度法人規則第

３２号）の一部を次のように整理する。 

 

（委員会の職務） 

第２条 高専教員人事委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

（５）採用、昇任、再任及び、業績評価に関する審査 

 （運営） 

第５条 （略） 

２ 委員長は、検討・審査の結果を取とりまとめ、その内容について、理事長に報告をする。 

３ 理事長は、報告内容について必要と認めたとき時は、経営審議会又は高専運営会議に付議

する。 

 （教員選考委員会） 

第６条 高専教員人事委員会の部会として、高専教員の採用等に係る選考、及び審査を実施す

ることを目的として、教員選考委員会を置く。 

（教員選考委員会の職務） 

第７条 教員選考委員会は、専門的見地から教員の採用、昇任及び、再任の選考並びに及び異

動、降任、解雇及び、懲戒処分に係る審査を実施する。 

（教員選考委員会の構成等） 

第８条 教員選考委員会は、教員の採用、昇任及び、再任に係る選考を行う場合は、次の各号

の委員をもって構成する。 

 （教員選考委員会の運営） 

第９条 （略） 

３ 委員長は、個別教員の選考及び、審査の結果を高専教員人事委員会へ報告しなければなら

ない。 

 

 （公立大学法人首都大学東京運営委員会規則の整理） 

第１０条 公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（平成１７年度法人規則第５号）の一部を

次のように整理する。 

  

（目的） 

第１条 この規則は、公立大学法人首都大学東京組織規則（略）第２条の４の規定に基づき、

公立大学法人首都大学東京（略）に設置する運営委員会の名称、所掌事項、運営に係る基本

事項等、運営委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
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（運営委員会） 

第２条 （略） 

２ 理事長は、別表に定める運営委員会のほか、組織規則第２条の４第２項に掲げる場合に該

当し、必要と認めるとき場合には、新たに運営委員会を設置することができる。（略） 

５ 特定の事項について取り扱うために時限的に設置する運営委員会については、本規則別表

の整理を要しないこととする。 

（部会） 

第３条 （略） 

２ 前項に定める部会は、第６条各項に該当する場合及び次の各号に該当する場合に置くこと

ができる。 

（１）運営委員会の所掌事項の一部を専門的かつ、具体的に検討することが必要なとき。 

 （運営委員会の職務） 

第５条 運営委員会は、理事長又は学長等の定める方針の下、以下の職務を遂行する。 

（１）各運営委員会規程に職務として定める事項及び理事長又は学長等から指示される事項に

関する調査及び、審議 

４ 運営委員会は、期限内に取とりまとめを行い、理事長若しくは又は学長等に報告をし、又

は事務を執行しなくてはならない。 

附 則（平成１７年度法人規則第５号） 

２ 公立大学法人首都大学東京が設置する東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立

保健科学大学に次の委員会を置く。 

（１）東京都立大学 学生委員会、教務委員会、教職課程委員会、教育実習委員会及び、学芸

員委員会 

（３）東京都立保健科学大学 教務委員会及び、学生委員会 

別表（第２条関係） 

２ 大学を単位として設置するもの 

（１）首都大学東京 

運営委員会名 所掌事項 

（略） 

首都大学東京研究費評価・配分委

員会 

研究テーマ並びに、研究費の評価及び配分に関す

ること。間接経費の配分に関すること。 

（略） 

首都大学東京自己点検・評価委員会 
教育研究分野における自己点検・評価の基本方針

の策定及び、実施に関すること。 

首都大学東京ＦＤ委員会 大学教育及び、大学院教育の改善に関すること。 

（略） 

（２）産業技術大学院大学 

運営委員会名 所掌事項 

（略） 

産業技術大学院大学研究費評価・

配分委員会 

研究テーマ並びに、研究費の評価及び配分に関す

ること。間接経費の配分に関すること。 

（略） 

 

 （首都大学東京経営・教学戦略委員会規則の整理） 

第１１条 首都大学東京経営・教学戦略委員会規則（平成１７年度法人規則第１３８号）の一部

を次のように整理する。 
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 （役割） 

第２条 理事長及び首都大学東京学長（以下「学長」という。）からの諮問に基づき、首都大学

東京（以下「大学」という。）の設立目的の実現及び中期計画の確実な実施のため、教育研究

の活性化及び効果的かつ効率的な業務運営の実現に向けた、中長期的及び短期の戦略並びに

及びその実施方策等を検討するため、委員会を置く。 

（諮問事項） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項について理事長及び学長の諮問を受け、検討を行う

ことを職務とする。 

（１）大学の設立目的を実行するための将来に向けた構想及び、戦略に関する事項 

 （委員以外からの意見の聴取） 

第７条 委員長は、理事長又はまたは学長の指名により、議事に関係のある教職員又はまたは

学外の学識経験者の出席を求めることができる。 

 

 （首都大学東京国際化推進本部規則の整理） 

第１２条 首都大学東京国際化推進本部規則（平成２５年度法人規則第３２号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

 （本部の職務） 

第２条 国際化推進本部は、次の各号に掲げる事項に関する方針の決定を職務とする。 

（４）その他首都大学東京本学の国際活動に関すること。 

 

 （東京都立産業技術高等専門学校運営会議規則の整理） 

第１３条 東京都立産業技術高等専門学校運営会議規則（平成１９年度法人規則第２９号）の一

部を次のように整理する。 

 

  （検討事項） 

第３条 運営会議は、次に掲げる東京都立産業技術高等専門学校（略）の運営に関する事項に

ついて校長が必要と認めたときは、校長の求めに応じて検討を行う。 

 

（首都大学東京大学教育センター規則の整理） 

第１４条 首都大学東京大学教育センター規則（平成２０年度法人規則第３７号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （構成員） 

第４条 センターに、組織規則第１２条に定めるセンター長及び、同規則第１４条の２に定め

る副センター長のほか、入試部門長、全学共通教育部門長及びＦＤ・評価支援部門長（以下

「部門長」という。）並びに専任教員及び兼担教員を置く。 

 

（首都大学東京国際センター規則の整理） 

第１５条 首都大学東京国際センター規則（平成２０年度法人規則第３８号）の一部を次のよう

に整理する。 

  

 （部門及び業務） 

第３条 （略） 

２ 国際交流部門は、国際交流委員会との連携のもと、次の各号に掲げる業務を行う。 
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（４）大学の知見を生かした活かした国際協力に関すること。 

 

（首都大学東京学術情報基盤センター規則の整理） 

第１６条 首都大学東京学術情報基盤センター規則（平成２３年度法人規則第４３号）の一部を

次のように整理する。 

 

（総合調整） 

第１０条 部局長は、分館並びに及び図書室及び、学術情報を備え付けるその他施設（略）の

管理及び、運営に関して、センター長が定める方針を尊重するとともに、それぞれの業務に

ついて相互に緊密な連携を図り、一体となって機能発揮しなければならない。 

 

（首都大学東京総合研究推進機構規則の整理） 

第１７条 首都大学東京総合研究推進機構規則（平成２５年度法人規則第３１号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（教授会） 

第１０条 （略） 

３ 前各項に定めるもののほか、機構の教授会に関しては、公立大学法人首都大学東京教授会規

則（平成１７年度法人規則第８号）の定めるところによる。 

（運営委員会との連携） 

第１１条 機構は、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（平成１７年度法人規則第５号）

に定める首都大学東京研究推進委員会、首都大学東京都連携推進委員会及び、首都大学東京産

学連携推進委員会と連携を図るものとする。 

 

（産業技術大学院大学オープンインスティテュート規則の整理） 

第１８条 産業技術大学院大学オープンインスティテュート規則（平成１８年度法人規則第１号）

の一部を次のように整理する。 

  

 （ＯＰＩ長の職務） 

第３条 （略） 

３ ＯＰＩ長は、当該年度の事業経過、次年度の基本計画案など、必要な事項を教育研究審議

会又はまたは経営審議会に報告し、その承認を得なければならない。（略） 

４ ＯＰＩ長は、ＯＰＩ長に事故があるとき、ＯＰＩ長が欠けたとき又は、またはその他の理

由により代行者が必要であると認められるた場合に備えては、ＯＰＩ長の職務を代行する者

を、あらかじめ指名することができる。 

 

（産業技術大学院大学附属図書館管理規則の整理） 

第１９条 産業技術大学院大学附属図書館管理規則（平成１８年度法人規則第２号）の一部を次

のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、産業技術大学院大学学則（略）第４条第５項の規定に基づき、産業技術

大学院大学（以下「本学」という。）における図書館活動の基本的事項を定めることを目的と

する。 

 （施行細則） 

第６条 図書館の管理、その他この規則の実施について必要な事項は、図書館長が別に定める。 
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 （東京都立産業技術高等専門学校附属図書館管理規則の整理） 

第２０条 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館管理規則（平成２０年度法人規則第１８号）

の一部を次のように整理する。 

 

 （図書館長の任務）  

第４条 図書館長（公立大学法人首都大学東京組織規則（平成１７年度法人規則第３号）第１

３条に規定する附属図書館長をいう。以下同じ。）は、図書館の業務を掌理する。 

 

 （公立大学法人首都大学東京教授会規則の整理） 

第２１条 公立大学法人首都大学東京教授会規則（平成１７年度法人規則第８号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （構成） 

第３条 （略） 

２ 当該組織の長は、必要に応じ、当該組織の准教授、助教授、その他教職員を教授会の構成

員に加えることができる。 

 （代議員会） 

第１０条 （略） 

３４ 代議員会は、学部長又は研究科長が指名した者をもって構成する。 

４５ 前項により指名された者の任期は、２年とする。 

５６ 第３条から、第４条、第５条、第６条まで、第８条及び第９条の規定は、代議員会にお

いて準用する。 

   附 則（平成１７年法人規則第８号） 

２ この規則は、公立大学法人首都大学東京が設置する東京都立大学、東京都立科学技術大学

及び東京都立保健科学大学（以下「旧大学」とい言う。）の教授会において準用する。 

 

第３章 規則（人事・任用）の整理 

 （公立大学法人首都大学東京部局長等任命規則の整理） 

第２２条 公立大学法人首都大学東京部局長等任命規則（平成１７年度法人規則第１３号）の一

部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、公立大学法人首都大学東京教職員の任命等に関する規則（略）第４条第

４項の規定に基づき、部局長等（略）及び部局長補佐等（同規則第１４条の２に定める大学

教育センター副センター長、同規則第１５条に定める部局長補佐、同規則第１５条の２に定

める学科長、コース長及び、専攻科長、同規則第１５条の３に定める専攻長及び、学域長並

びに及び公立大学法人首都大学東京オープンユニバーシティ規則（略）第３条第２項に定め

る主査をいう。以下同じ。）の選任方法、任期等を定めることを目的とする。 

（選任の時期） 

第２条 （略） 

２ 部局長等の選任は、前項第１号の場合は、任期満了の３０日以前に、第２号又は第３号の

場合は、できる限り速やかにすみやかに行うものとする。 

（選任方法） 

第４条 （略） 

２ 学長は、部局長の選任に当たってあたって、当該組織の意向を聴取することができる。 
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 （公立大学法人首都大学東京高等専門学校副校長等任命規則の整理） 

第２３条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校副校長等任命規則（平成１９年度法人規則第

３９号）の一部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の任命等に関する規則（略）

第４条第２項の規定に基づき、副校長等（略）及び教務主事等（組織規則第１５条の４に定

めるものづくり工学科長及び創造工学専攻長並びに、同規則第１５条の５に定める教務主事

及び学生主事をいう。以下同じ。）の選任方法、任期等を定めることを目的とする。 

（選任の時期） 

第２条 （略） 

２ 副校長等の選任は、前項第１号の場合は、任期満了の３０日以前に、第２号又は第３号の

場合は、できる限り速やかにすみやかに行うものとする。 

 

 （公立大学法人首都大学東京副学長の任命等に関する規則の整理） 

第２４条 公立大学法人首都大学東京副学長の任命等に関する規則（平成２１年度法人規則第１

号）の一部を次のように整理する。 

 

 （教員への採用）  

第６条 副学長（略）として任命される前に大学の教授等であった者が、６５歳に達する日以

後における最初の３月３１日以前の日に役員を退任し、かつ、本人が教員への採用を希望す

る場合、理事長は、学長の申し出に基づき、その者を副学長として任命する前の同じ職に引

き続き採用することができる。 

 

 （公立大学法人首都大学東京学長特任補佐及び学長補佐の任命等に関する規則の整理） 

第２５条 公立大学法人首都大学東京学長特任補佐及び学長補佐の任命等に関する規則（平成２

７年度法人規則第９号）の一部を次のように整理する。 

 

 （教員への採用）  

第７条 学長特任補佐（略）として任命される前に大学の教授であった者が、６５歳に達する

日以後における最初の３月３１日以前の日に役員を退任し、かつ、本人が教員への採用を希

望する場合、理事長は、学長の申し出に基づき、その者を学長特任補佐として任命する前の

同じ職に引き続き採用することができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京大学教員の任期に関する規則の整理） 

第２６条 公立大学法人首都大学東京大学教員の任期に関する規則（平成１７年度法人規則第１

４号）の一部を次のように整理する。 

 

（任期制の種類等） 

第２条 教員に適用する任期制の種類は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）大学が定め、又は参画する特定の計画に基づき教育研究を行う職に就く教員に適用する

もの 

（休職等期間の扱い） 

第４条 前条第１項の規定にかか関わらず、理事長は、教員が別表１の任期の期間内において、

教職員就業規則第１３条第１項各号に掲げる事由により休職となった場合若しくは同規則第
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２１条に掲げる事由により休養した場合、公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業

規則（略）第２条の規定による育児休業若しくは同規則第１２条第２項に定める介護休業の

うち日を単位とした休業を取得した場合、公立大学法人首都大学東京教職員配偶者同行休業

規則（略）第２条の規定による配偶者同行休業を取得した場合又は地方公務員災害補償法（略）

の適用を受けて休業した場合で、本人の申し出があるときは、当該教員について定められた

任期の定めのある任用期間に、別表３右欄に掲げる年数を加えた期間雇用することができる。 

（期間の定めのない雇用契約への転換） 

第７条 （略） 

２ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通

算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。

ただし、有期雇用契約が締結されていない期間（略）が６月（当該空白期間の直前に満了し

た一の有期雇用契約の契約期間（当該一の有期雇用契約を含む２以上の有期雇用契約の契約

期間の間に空白期間がないときは、当該２以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。

以下この項において同じ。）が１年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の

有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間）以上であるときは、

当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 

５ 理事長は、第１項の規定による申し出を受理したときは、別記第２号様式により、速やか

に申出者本人に通知しなければならない。 

別表２（第３条関係） 

再任基準 助教 

准教授 

教授 
准教授に任命されて

から１０年を超えな

い期間に係る任期 

准教授に任命されて

から１０年を超える

期間に係る任期 

大学院の博士後期課程

の研究指導を担当する

能力を有すること。 

否 否 要 要 

大学院の博士前期課程

の研究指導を担当する

能力を有すること。 

否 要 要 要 

任期評価の総合評価が

「Ｂ」以上であること。 
要 要 要 要 

別表３（第４条関係） 

休職等期間 年数 

６月以上１年６月未満存するとき。 １年 

１年６月以上２年６月未満存するとき。 ２年 

２年６月以上存するとき。 ３年 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の任期に関する規則の整理） 

第２７条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の任期に関する規則（平成１９年度法人

規則第４１号）の一部を次のように整理する。 

 

（休職等期間の扱い） 

第４条 前条第１項の定めにかか関わらず、理事長は、教員が別表１の任期の期間内において、

教職員就業規則第１３条第１項各号に掲げる事由により休職となった場合若しくは同規則第



12 

 

２１条に掲げる事由により休養した場合、公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業

規則（略）第２条の規定による育児休業若しくは同規則第１２条第２項に定める介護休業の

うち日を単位とした休業を取得した場合、公立大学法人首都大学東京教職員配偶者同行休業

規則（略）第２条の規定による配偶者同行休業を取得した場合又は地方公務員災害補償法（略）

の適用を受けて休業した場合で、本人の申し出があるときは、当該教員について定められた

任期の定めのある任用期間に、別表２右欄に掲げる年数を加えた期間雇用することができる。 

第４条の２ （略） 

２ 理事長は、前項の申出に係る任期の延長について、特に必要があると認めるときは、第３

条第１項の定めにかか関わらず、任期の定めのある任用期間が５年を超えない範囲で任期を

延長することができる。 

（期間の定めのない雇用契約への転換） 

第７条 （略） 

２ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通

算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。

ただし、有期雇用契約が締結されていない期間（略）が６月（当該空白期間の直前に満了し

た一の有期雇用契約の契約期間（当該一の有期雇用契約を含む２以上の有期雇用契約の契約

期間の間に空白期間がないときは、当該２以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。

以下この項において同じ。）が１年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の

有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間）以上であるときは、

当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 

４ 理事長は、第１項の規定による申し出を受理したときは、別記第２号様式により、速やか

に申出者本人に通知しなければならない。 

別表２（第４条関係） 

休職等期間 年数 

６月以上１年６月未満存するとき。 １年 

１年６月以上２年６月未満存するとき。 ２年 

２年６月以上存するとき。 ３年 

 

（公立大学法人首都大学東京職員の任期に関する規則の整理） 

第２８条 公立大学法人首都大学東京職員の任期に関する規則（平成１７年度法人規則第１３６

号）の一部を次のように整理する。 

 

（期間の定めのない雇用契約への転換） 

第５条 第１条に定める職員のうち、法人との間で締結された期間の定めのある雇用契約（略）

の契約期間を通算した期間（略）が５年を超える職員は、現に締結している有期雇用契約の

契約期間の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約転換申込書（略）を提出するこ

とにより、当該満了する日の翌日から雇用契約の期間の定めのない職員となることができる。 

２ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通

算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。

ただし、有期雇用契約が締結されていない期間（略）が６月（当該空白期間の直前に満了し

た一の有期雇用契約の契約期間（当該一の有期雇用契約を含む２以上の有期雇用契約の契約

期間の間に空白期間がないときは、当該２以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。

以下この項において同じ。）が１年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の

有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間）以上であるときは、

当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。（略） 
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４ 理事長は、第１項の規定による申し出を受理したときは、別記第２号様式により、速やか

に申出者本人に通知しなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京非常勤教員の任期に関する規則の整理） 

第２９条 公立大学法人首都大学東京非常勤教員の任期に関する規則（平成２６年度法人規則第

５２号）の一部を次のように整理する。 

 

 （期間の定めのない雇用契約への転換） 

第４条 （略） 

２ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通

算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。

ただし、有期雇用契約が締結されていない期間（略）が６月（当該空白期間の直前に満了し

た一の有期雇用契約の契約期間（当該一の有期雇用契約を含む２以上の有期雇用契約の契約

期間の間に空白期間がないときは、当該２以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。

以下この項において同じ。）が１年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の

有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間）以上であるときは、

当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 

５ 理事長は、第１項の規定による申し出を受理したときは、別記第２号様式により、速やか

に申出者本人に通知しなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の任命等に関する規則の整理） 

第３０条 公立大学法人首都大学東京教職員の任命等に関する規則（平成１７年度法人規則第

１５号）の一部を次のように整理する。 

 

（任命） 

第４条 （略） 

５ 組織規則第１９条に定める教授は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者もののうち

から、学長の申出に基づき、理事長が命ずる。 

（３）学校教育法第９２条第１項に定める准教授相当以上の職を５年以上務めた者、又はこれ

に準じる経験を有する者 

６ 組織規則第１９条に定める准教授は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者もののう

ちから、学長の申出に基づき、理事長が命ずる。 

（３）学校教育法第９２条第１項に定める助教相当以上の職を３年以上務めた者、又はこれに

準じる経験を有する者 

７ 組織規則第１９条に定める助教は、大学設置基準第１６条の２に定める助教の資格を有す

る 者もののうちから、学長の申出に基づき、理事長が命ずる。 

１１ 組織規則第３章に定める職への派遣職員（職員のうち公益法人等への一般職の地方公務 

員の派遣等に関する法律その他の関係法令等により東京都又はその他の団体から派遣される

者ものをいう。以下同じ。）の任命は、法人と東京都又はその他の団体との間で締結する協

定書等の定めるところにより行う。 

（任命の手続） 

第５条 （略） 

２ 学長は、前条第５項から第７項までに定める教授、准教授及び助教の兼務による任命並び  

に同条第８項に定めるその他の教員の任命に係るかかる申出を行う場合は、当該教員が所属

する部局（略）の部局長（略）の指名を踏まえるものとする。 
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（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の任命等に関する規則の整理） 

第３１条 高等専門学校教員の任命等に関する規則（平成１９年度法人規則第４３号）の一部

を次のように整理する。 

  

 （任命） 

第２条 公立大学法人首都大学東京組織規則（略）に定める職の任用の必要が生じた場合にお

いては、理事長は、採用、再任、昇任、異動（転任又は配置換をいう。）、兼務又は降任のい

ずれか一の方法により、任期を定めて、又は任期を定めずに教員を任命することができる。 

３ 組織規則第１９条第２項に定める教授は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者もの

のうちから、校長の申出に基づき、理事長が命ずる。 

（２）学校教育法第１２０条第１項に定める准教授相当以上の職を５年以上務めた者、又はこ

れに準じる経験を有する者 

４ 組織規則第１９条第２項に定める准教授は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者も

ののうちから、校長の申出に基づき、理事長が命ずる。 

（２）学校教育法第１２０条第１項に定める助教相当以上の職を３年以上務めた者、又はこれ

に準じる経験を有する者 

５ 組織規則第１９条第２項に定める助教は、高等専門学校設置基準第１３条の２に定める助

教の資格を有するもの者のうちから、校長の申出に基づき、理事長が命ずる。 

 

（公立大学法人首都大学東京大学名誉教授規則の整理） 

第３２条 公立大学法人首都大学東京大学名誉教授規則（平成１７年度法人規則第１６号）の一

部を次のように整理する。 

 

 （首都大学東京名誉教授の資格要件） 

第２条 首都大学東京名誉教授は、首都大学東京の学長、副学長又は専任の教授として退職し、

次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

（１）首都大学東京の学長又は、副学長として、教育上又は学術上顕著な功績があった者 

 （選考） 

第３条 部局長は、第２条の各号に該当する者（略）があったときは、学長に推薦するものと

する。 

附 則（平成１７年法人規則第１６号） 

５ 平成１８年４月１日から平成２３年４月１日までに名誉教授の称号を受けた者は、旧大学

の名誉教授の称号も受けることができる。 

７ 廃止前の大学の学長又は専任の教授として退職した者で、首都大学東京の発足に特に顕著

な功績があった者ものに、首都大学東京名誉教授の称号を授与することができる。この場合

においては、第２条及び第３条の規定を準用し、「首都大学東京の」とあるのは「廃止前の大

学の」と読み替えるものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校名誉教授規則の整理） 

第３３条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校名誉教授規則（平成２０年度法人規則第４６

号）の一部を次のように整理する。 

 

（名誉教授の資格要件） 

第２条 名誉教授の称号は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）の校長、

副校長又は教授として退職し、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

（１）本校の校長又は、副校長として、教育上又は学術上功績があった者 
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（選考） 

第３条 校長は、前条第１項各号の各項に該当する者もの（校長を除く。）があったときは、推

薦者を決定する。 

３ 前条第１項第１号に該当する者のうち、校長にあっては後任の校長が、運営会議の議を経 

て、名誉教授の称号授与を決定する。 

 

（首都大学東京名誉学長規則の整理） 

第３４条 首都大学東京名誉学長規則（平成２１年度法人規則第５号）の一部を次のように整理

する。 

 

 （手続） 

第３条 後任の学長は、前第２条に該当する者があったときは、教育研究審議会の議を経て、

名誉学長の称号授与を決定するものとする。 

（名誉教授） 

第４条 名誉学長の称号付与に当たってあたって、名誉教授の称号付与を妨げるものではない。 

 

（首都大学東京名誉博士称号授与規則の整理） 

第３５条 首都大学東京名誉博士称号授与規則（平成２６年度法人規則第２７号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（授与の要件） 

第３条 名誉博士の称号は、次の各号の一に該当する者ものに授与することができる。 

 

 （公立大学法人首都大学東京客員教員規則の整理） 

第３６条 公立大学法人首都大学東京客員教員規則（平成１７年度法人規則第１７号）の一部を

次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校

（以下「大学等」という。）における客員教員の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（客員教員） 

第２条 （略） 

２ 客員教員の名称は客員教授及び、客員准教授とし、次の各号に定めるところにより付与す

る。 

 

（公立大学法人首都大学東京客員研究員規則の整理） 

第３７条 公立大学法人首都大学東京客員研究員規則（平成１７年度法人規則第１８号）の一部

を次のように整理する。 

    

 （目的） 

第１条 この規則は、首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校

（以下「大学等」という。）における客員研究員の取扱いについて必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

第４章 規則（就業・労務）の整理 
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（公立大学法人首都大学東京役員退職手当規則の整理） 

第３８条 公立大学法人首都大学東京役員退職手当規則（平成１７年度法人規則第２０号）の一

部を次のように整理する。 

 

 （勤続期間の計算） 

第５条 （略） 

４ 役員が退職した場合において、その者が退職の日又はまたはその翌日に再び役員となった 

ときは、前２項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。 

５ 前各項前４項の規定により計算した在職期間に１年未満の端月数がある場合には、６月以

上の端月数はこれを１年とし、６月未満の端月数はこれを切り捨てる。 

 （退職手当の支給の一時差止め） 

第６条 退職手当の支給の一時差止めの取扱いについては、退職手当規則第１５条の規定を準

用する。 

（退職手当の返納） 

第７条 退職手当の返納の取扱いについては、退職手当規則第１６条の規定を準用する。 

（退職手当の特例） 

第８条 第５条の第１項に定める在職期間には、都の職員から法人の要請に応じて、引き続い

て役員となった者の都の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 

２ 役員が、国、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第

１項に定める独立行政法人をいう。）、地方公共団体、法人以外の地方独立行政法人又は国家

公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に定める公庫等のうち、

理事長が指定するもの（以下「国等」という。）のうち当該国等の退職手当（これに相当する

給与を含む。以下同じ。）に関する規程において、当該国等に雇用される者（当該国等の退職

手当に関する規程において退職手当の支給対象とされている者に限る。）（以下「国家公務員

等」という。）が、法人の要請に応じて、引き続いて役員となるために退職し、かつ、引き続

いて役員として在職した後引き続いて再び国等の職員となった場合、退職手当を支給しない

ことに定めているものの国家公務員等に引き続きなったときは、この規則による退職手当は、

支給しない。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員就業規則の整理） 

第３９条 公立大学法人首都大学東京教職員就業規則（平成１７年度法人規則第２１号）の一部

を次のように整理する。 

 

（提出書類） 

第６条 教職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかにすみやかに提出しな

ければならない。（略） 

２ 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、教職員は、所要の書類により、その都

度速やかにすみやかに届け出なければならない。 

（結核休養） 

第２１条 教職員（略）は、結核性疾患となったときは、次の各号に定める期間のうち休養を

要する程度に応じ個々の場合について理事長が必要と認める期間（略）休養することができ

る。 

４ 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、１年を超え２年以内に結核性疾患により再休養する

場合には、前の休養についての第１項各号に定める休養期間から、既にすでに休養した期間

を控除した期間に次の各号に定める休養期間を附加することができる。（略） 

７ 第１９条の規定は、結核休養に準用する。この場合において、同条中「休職」とあるのは
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を「休養」と、「第１４条各号」とあるのはを「第１項各号」と読み替えるものとする。 

（解雇） 

第２５条 （略） 

２ 教職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇する。（略） 

（２）禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

（解雇制限） 

第２６条 前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間にあって

は解雇しない。ただし、第１号の場合において、療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病

が治癒せず、地方公務員災害補償法（略）に基づく傷病補償年金を受けているとき、又は同

日後において傷病補償年金を受けることとなったときは、この限りでない。 

（退職者の責務） 

第２８条 教職員が退職し、又は解雇された場合は、職員証、公立学校共済組合員証、その他

法人から借用している物品を速やかにすみやかに返還しなければならない。 

（職務専念義務等） 

第３０条 教職員は、地方独立行政法人法（略）に定める公立大学法人の使命と業務の公共性

を自覚し、誠実かつ、公正に職務に専念しなければならない。 

（信用失墜行為等の禁止） 

第３２条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）法人の名誉又は若しくは信用を失墜させる行為 

（収賄の禁止） 

第３５条 教職員は職務上の地位を利用して、自己又は第三者のために、金銭、物品等の利益

の融通又は贈与、若しくは便宜の供与を受けてはならない。 

（教職員の着任） 

第３９条 新たに教職員となった者、又は配置換等を命ぜられた教職員は、速やかにす 

みやかに着任しなければならない。 

（協力義務） 

第５３条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法等のほか、上司の命

令に従うとともに、法人が行う安全及び、衛生に関する措置に協力しなければならない。 

（安全・衛生教育） 

第５４条 教職員は、法人が行う安全及び、衛生に関する教育及び訓練を受けなければならな

い。 

（非常災害時の措置） 

第５５条 教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあること

を知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司その他の関係者（略）に連絡して、

その指示に従い、被害を最小限に食い止めるくいとめるように努力しなければならない。 

（安全及び衛生に関する遵守事項） 

第５６条 教職員は、安全及び衛生を確保するため、次の事項を守らなければならない。 

（２）常に職場を整理し、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。 

（３）安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を無断で移動し、

又は許可なく当該地域及び、施設に立ち入らないこと。 

（健康診断） 

第５７条 （略） 

２ 健康診断の結果に基づき、理事長が必要と認める場合には、教職員の就業の禁止、勤務時

間の制限等、当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 

（出張） 

第６０条 （略） 
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２ 出張を命ぜられた教職員が出張を終えたときには、速やかにすみやかに報告しなければな

らない。 

附 則（平成１７年法人規則第２１号） 

（適用除外） 

２ 地方独立行政法人法第５９条第２項の規定により法人の教職員となった者には、第３条か

ら第７条までの規定は適用しない。 

 

（非常勤教職員就業規則の整理） 

第４０条 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員就業規則（平成１７年度法人規則第３６号）

の一部を次のように整理する。 

 

（適用範囲） 

第２条 （略） 

２ 東京都又はその他の団体から派遣された職員のうち常時勤務することを要しない職 員に

ついては、前項の規定にかかわらず、法人と東京都又は当該団体との間で締結する取決書に

記載がある事項については、当該取決書の記載に従い、記載がない事項については、この規

則を適用する。 

（提出書類） 

第６条 非常勤教職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかにすみやかに提

出しなければならない。（略） 

２ 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、非常勤教職員は、所要の書類により、

その都度速やかにすみやかに届け出なければならない。 

（その他の退職） 

第１２条 （略） 

２ 前項第１号の規定は、雇用契約を更新するとき又は、非常勤教員任期規則第４条の規定若

しくは職員任期規則第５条の規定により雇用契約期間満了日の翌日から雇用契約の期間の定

めのない非常勤教職員となるときは適用しない。 

（解雇） 

第１３条 （略） 

２ 非常勤教職員が次の各号の一に該当する場合は、解雇する。（略） 

（２）禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

（退職者の責務） 

第１６条 非常勤教職員が退職し、又は解雇された場合は、職員証、健康保険被保険者証、そ

の他法人から借用している物品を速やかにすみやかに返還しなければならない。 

（職務専念義務等） 

第１８条 非常勤教職員は、地方独立行政法人法（略）に定める公立大学法人の使命と業務の

公共性を自覚し、誠実かつ、公正に職務に専念しなければならない。 

（信用失墜行為等の禁止） 

第２０条 非常勤教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）法人の名誉又は若しくは信用を失墜させる行為 

（収賄の禁止） 

第２３条 非常勤教職員は職務上の地位を利用して、自己又は第三者のために、金銭、物品等

の利益の融通又は贈与、若しくは便宜の供与を受けてはならない。 

（非常勤教職員の着任） 

第２７条 新たに非常勤教職員となった者、又は配置替等を命ぜられた非常勤教職員は、速や

かにすみやかに着任しなければならない。 
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（協力義務） 

第４０条 非常勤教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法等のほか、上

司の命令に従うとともに、法人が行う安全及び、衛生に関する措置に協力しなければならな

い。 

（安全・衛生教育） 

第４１条 非常勤教職員は、法人が行う安全及び、衛生に関する教育及び訓練を受けなければ

ならない。 

（非常災害時の措置） 

第４２条 非常勤教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあ

ることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司その他の関係者（略）に連

絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるくいとめるように努力しなければなら

ない。 

（安全及び衛生に関する遵守事項） 

第４３条 非常勤教職員は、安全及び衛生を確保するため、次の事項を守らなければならない。 

（２）常に職場を整理し、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。 

（３）安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を無断で移動し、

又は許可なく当該地域及び、施設に立ち入らないこと。 

（健康診断） 

第４４条 （略） 

２ 健康診断の結果に基づき、理事長が必要と認める場合には、非常勤教職員の就業の禁止、

勤務時間の制限等、当該非常勤教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京教員の就業に関する規則の整理） 

第４１条 公立大学法人首都大学東京教員の就業に関する規則（平成１７年度法人規則第１３９

号）の一部を次のように整理する。 

  

（選考方法） 

第２条 教員の採用及び、昇任の選考は、公立大学法人首都大学東京教職員の任命等に関する

規則（略）によるものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員出向規則の整理） 

第４２条 公立大学法人首都大学東京教職員出向規則（平成１７年度法人規則第２２号）の一部

を次のように整理する。 

 

（共済組合等） 

第９条 出向者の共済組合及び、雇用保険は、法人での加入を継続し、保険料に係る事業者の

負担金は、出向先が負担する。 

 （懲戒） 

第１１条 出向者の懲戒は、法人と出向先とで協議の上、いずれか一方において、それぞれの

定めるところにより行う。（略） 

（その他） 

第１４条 出向者の取扱いについて、この規則に定めのない事項が生じたとき、又はこの規則

の定めと異なる取扱いをする必要があるときは、法人と出向先とで協議の上、定めるものと

する。 

 

（公立大学法人首都大学東京学長、副学長、校長等の教授等兼務に関する規則の整理） 
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第４３条 公立大学法人首都大学東京学長、副学長、校長等の教授等兼務に関する規則（平成２

１年度法人規則第３号）の一部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、公立大学法人首都大学東京定款第２章に定める役員のうち、公立大学法

人首都大学東京組織規則（略）第７条、第７条の２及び第９条に定める職にある者並びに第

９条の２に定める学長特任補佐（略）が組織規則第１９条第１項に定める教授、准教授、助

教及び助手（略）又は第１９条第２項に定める教授、准教授、助教及び助手（略）を兼務す

るに当たりあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の兼業等に関する規則の整理） 

第４４条 公立大学法人首都大学東京教職員の兼業等に関する規則（平成１７年度法人規則第２

３号）の一部を次のように整理する。 

 

（兼業許可の原則） 

第５条 許可権者は、申請に係る教職員が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときに、

兼業の許可をするものとする。 

（１）兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すきたすおそれがないこと。 

（営利企業の役員兼業） 

第６条 第２条第１号に定める営利企業の役員兼業は、原則として次の兼業とする。 

（５）産業成果活用兼業 営利企業等において培われた高度な知識及び、経験を活用するため

に法人に採用された教員が、引き続き当該営利企業等の役員の職を兼ねる場合の兼業をいう。

（略） 

（兼業許可の基準） 

第８条 第６条各号及び前第７条各号に定める兼業並びに第２条第３号に定めるその他の兼業

の具体的な許可基準については、理事長が定める。 

（許可の取消し） 

第１０条 教職員が、第３条の規定により兼業の許可を受けた後のち、許可権者が、当該兼業

に係る許可の基準に該当しないと認めるに至ったいたったときは、兼業に従事する日等を変

更させ、又は許可を取り消すものとする。 

第１４条 教職員は、兼職（略）しようとするときは、承認権者に届け出ることにより承認に

代えることができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の整理） 

第４５条 公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成１７

年度法人規則第２４号）の一部を次のように整理する。 

 

（休日の振替え） 

第１４条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、前条の規定にかかわらず、その日は、

休日としない。この場合（略）において、第３条第２項の規定により所定勤務時間の割り振

りを定められた教職員については、その日に振り替えて、前条各号に掲げる日以外の日を休

日とする。 

２ 前項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の所定勤務時

間が割り振られている日（その日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の前後各２月

以内の日）に振り替えることにより行うものとする。 

（年次有給休暇の単位） 
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第１７条 （略） 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、規則第３条第２項に規定する教職員については、１

回の勤務に割り振られた所定勤務時間の全てすべてを勤務しないときは、一の年度において

５日の範囲内で１時間を単位として与えることができる年次有給休暇に含まない。（略） 

（年次有給休暇の繰越し） 

第１８条 （略） 

３ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。 

（２）第１６条、次条（略）及び、第２０条に定める休暇並びに及び育児・介護休業規則によ 

る育児休業又は介護休業により勤務しなかった期間 

（妊娠出産休暇） 

第２２条 （略） 

２ 前項本文に定める期間のうち、出産予定日以前に少なくとも６週間（略）及び、出産後に 

少なくとも８週間、妊娠出産休暇を与えるものとする。（略） 

（１時間を単位として使用した特別休暇の端数等） 

第３５条の２ １時間を単位として使用した第２８条から第２９条まで、第３４条及び第３４

条の２に規定する休暇の残日数の全てすべてを使用しようとする場合において、当該残日数

に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てすべてを使用することができる。 

（管理監督者等に対する特例） 

第３８条 理事長は、管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者の勤務時 間、

休憩時間等について、第２条、第３条、第５条から第８条まで及び第１３条から第１５条ま

での規定にかかわらず、別に定めることができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の整理） 

第４６条 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平

成１７年度法人規則第３７号）の一部を次のように整理する。 

 

（所定勤務時間） 

第２条 非常勤教職員の所定勤務時間は、第７条に定める休憩時間を除き、１日７時間４５分

を超えず、かつ、１週３８時間４５分に満たない範囲で、職務の性質に応じて理事長が定め

る時間とする。 

（休日の振替え） 

第１３条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、前条の規定にかかわらず、その日は、

休日としない。この場合（略）において、第３条第２項の規定により所定勤務時間の割り振

りを定められた非常勤教職員については、その日に振り替えて、前条各号に掲げる日以外の

日を休日とする。 

２ 前項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の所定勤務時

間が割り振られている日（その日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の前後各２月

以内の日）に振り替えることにより行うものとする。 

（年次有給休暇） 

第１５条 （略） 

６ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。 

（２）この条、第１８条（略）及び、第１９条に定める休暇並びに及び育児・介護休業規則に

よる育児休業又は介護休業により勤務しなかった期間 

（年次有給休暇の単位） 

第１６条 （略） 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、規則第３条第２項に規定する非常勤教職員について

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010355001.html#j2#j2
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は、１回の勤務に割り振られた所定勤務時間の全てすべてを勤務しないときは、一の年度に

おいて、５日の範囲内で１時間を単位として与えることができる年次有給休暇に含まない。

（略） 

（妊娠出産休暇） 

第２１条 （略） 

２ 前条本文に定める期間のうち、出産予定日以前に少なくとも６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、１４週間）及び、出産後に少なくとも８週間、妊娠出産休暇を与えるものとする。

（略） 

（１時間を単位として使用した特別休暇の端数等） 

第３１条の２ １時間を単位として使用した第２７条に規定する休暇の残日数の全てすべてを

使用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、第２７条第

２項の規定にかかわらず、当該残日数の全てすべてを承認することができる。 

（管理監督者等に対する特例） 

第３４条 理事長は、管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者の勤務時間、

休憩時間等について、第２条、第３条、第５条から第８条まで、及び第１２条から第１４条

までの規定にかかわらず、別に定めることができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の１月以内の期間の変形労働時間制に関する規則の整理） 

第４７条 公立大学法人首都大学東京教職員の１月以内の期間の変形労働時間制に関する規則

（平成１７年度法人規則第１４４号）の一部を次のように整理する。 

 

 （対象となる労働者の範囲並びに変形期間及び変形期間の起算日等） 

第２条 （略） 

２ 各日の始業及び終業の時刻並びに、休憩時間は別表のとおりとし、各人ごとに定める勤務

表により各４週間が始まる７日前までに通知するものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業規則の整理） 

第４８条 公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業規則（平成１７年度法人規則第３８

号）の一部を次のように整理する。 

 

（育児休業の承認の申請等） 

第４条 （略） 

３ 理事長は、育児休業申請書が提出されたされたときは、当該申請にかかる期間について申

請者の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、速やかにす

みやかにこれを承認しなければならない。（略） 

（育児休業の申出の撤回等） 

第６条 （略） 

２ （略）この場合において、申請者は、原則として当該事由が発生した日以後速やかにすみ

やかに、理事長にその旨を通知しなければならない。 

（育児休業の期間等） 

第７条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（略）の定めるところにより休業開始予定日の指定を行なうことができ

る。 

（育児休業の期間の延長等） 

第８条 （略） 

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010355001.html#j2#j2
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２ 育児休業中の教職員は、理事長に対し、休業終了予定日の１週間前までに申し出ることに

より、休業終了予定日の繰上げ変更を行なうことができる。 

（介護休業の申請の手続等） 

第１１条 （略） 

２ 理事長は、介護休業申請書が提出されたときは、速やかに当該介護休業申請書の申請者に

対し、介護休業取扱通知書を交付する。介護休業の承認に当たりあたり、必要最小限度の各

種証明書の提出を求めることができる。 

第１２条 （略） 

３ （略）ただし、当該日の他の休暇（略）、職務専念義務の免除等及び当該介護休業によりそ

の日の全てすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該

介護休業は承認しない。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事長は育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予

定日の指定を行なうことができる。 

 （復職後の勤務） 

第１６条 （略） 

２ 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合

には、所属及び勤務の変更を行なうことがある。（略） 

（年次有給休暇） 

第１７条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たってあたっては、育児・介護

休業をした日を出勤したものとみなす。 

 

（公立大学法人首都大学東京大学教員給与規則の整理） 

第４９条 公立大学法人首都大学東京大学教員給与規則の整理）（平成１７年度法人規則第２５

号）の一部を次のように整理する。 

 

（職務基礎額の基準） 

第７条 理事長は、全てすべての教員の職を、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、

別表３に定める標準的な職務の分類に従い、職務基礎額表に掲げる職務の級（以下単に「職

務の級」という。）のいずれかに格付けし、職務基礎額を支給する。 

４ 教員の職務基礎額の昇給は、前の年度におけるその者の勤務成績に応じて、当該年度の全

てすべての期間を良好な成績で勤務した教員の昇給の号給数を４号給とすることを標準とし

て理事長が定める基準に従って行い、又は行わないものとする。 

（管理職等加算） 

第９条 管理職等加算は、次の各号に掲げる教員に支給する。 

（１）教員のうち管理又は監督の地位にある者もの 

（２）前号に定める教員のほか、特に職務の責任の度が高い者と認められる者もの 

（業績給の不支給） 

第１２条 基準日から当該基準日に対応する業績給支給日（略）の前日までの間に教職員就業

規則第４８条第５号の規定による懲戒解雇の処分を受け、若しくは同規則第２５条第２項第

２号若しくは第３号の規定により解雇された教員、又は基準日前１箇月以内若しくは基準日

から当該基準日に対応する業績給支給日の前日までの間に退職し、若しくは解雇された教員

で、その退職し、若しくは解雇された日から当該業績給支給日の前日までの間に禁錮禁錮
こ

以

上の刑に処せられた教員など、業績給を不支給とすることが適当と認められる事由のある教

員として理事長が別に定める者には、前条第１項の規定にかかわらず、業績給は支給しない。 

第１４条及びから第１５条まで 削除 

第１６条及びから第１７条まで 削除 
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（超過勤務手当） 

第２０条 （略） 

（１）週休日（略）及び休日等（略）における勤務（次条第１項ただし書きの規定により、休

日給を支給しないとされる日における勤務を除く。） １００分の１３５ 

５ 前各項４項の規定にかかわらず、管理又は監督の地位にある教員（略）には超過勤務手当

は支給しない。 

（超過勤務等の勤務時間の集計） 

第２３条 前３条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の

基礎となる勤務時間数は、一の月に係るものを、手当の種類及び、支給割合の区分ごとに集

計するものとし、その集計時間数に１時間未満の端数があるときは、その端数が３０分以上

のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

（日割計算） 

第３１条 （略） 

３ 前条の規定により教員の基本給等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以

外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の基本給等は、その月の現

日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（休職者等の基本給等） 

第３４条 （略） 

２ 前項の規定が適用される期間における教員の基本給等の支給額の算定に当たってあたって

は、第３１条に定める日割計算の方法に準じる。 

別表５（第９条関係） 

適用号数 職 年額 

（１） （略） 

（２） 

（略） 

（略） 

首都大学東京の人文科学研究科、社会科学研究科及び、理

工学研究科に置かれる専攻長並びに、都市環境科学研究

科、システムデザイン研究科及び、人間健康科学研究科に

置かれる学域長 

（略） 

３６６，０００円 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規則の整理） 

第５０条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規則（平成１９年度法人規則第４９

号）の一部を次のように整理する。 

 

（職務基礎額の基準） 

第７条 理事長は、全てすべての教員の職を、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、

別表３に定める標準的な職務の分類に従い、職務基礎額表に掲げる職務の級（以下「職務の

級」という。）のいずれかに格付けし、職務基礎額を支給する。 

４ 教員の職務基礎額の昇給は、前の年度におけるその者の勤務成績に応じて、当該年度の全

てすべての期間を良好な成績で勤務した教員の昇給の号給数を４号給とすることを標準とし

て理事長が定める基準に従って行い、又は行わないものとする。 

（業績給の不支給） 

第１１条 基準日から当該基準日に対応する業績給支給日（略）の前日までの間に教職員就業

規則第４８条第５号の規定による懲戒解雇の処分を受け、若しくは同規則第２５条第２項第

２号若しくは第３号の規定により解雇された教員、又は基準日前１箇月以内若しくは基準日
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から当該基準日に対応する業績給支給日の前日までの間に退職し、若しくは解雇された教員

で、その退職し、若しくは解雇された日から当該業績給支給日の前日までの間に禁錮禁錮
こ

以

上の刑に処せられた教員など、業績給を不支給とすることが適当と認められる事由のある教

員として理事長が別に定める者には、前条第１項の規定にかかわらず、業績給は支給しない。 

５ 前各項４項の規定により計算した在職期間に１年未満の端月数がある場合には、６月以上

の端月数はこれを１年とし、６月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第７条の規定

による退職手当を計算する場合については、これを１年とする。 

（超過勤務手当） 

第１６条 （略） 

（１）週休日（略）及び休日等（略）における勤務（次条第１項ただし書きの規定により、休

日給を支給しないとされる日における勤務を除く。） １００分の１３５ 

５ 前各項４項の規定にかかわらず、管理又は監督の地位にある教員（略）には超過勤務手当

は支給しない。 

（超過勤務等の勤務時間の集計） 

第１９条 前３条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の

基礎となる勤務時間数は、一の月に係るものを、手当の種類及び、支給割合の区分ごとに集

計するものとし、その集計時間数に１時間未満の端数があるときは、その端数が３０分以上

のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

（日割計算） 

第２７条 前条の規定により教員の基本給等を支給する場合であって、月の初日から支給する

とき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の基本給等は、その

月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（休職者等の基本給等） 

第３０条 （略） 

２ 前項の規定が適用される期間における教員の基本給等の支給額の算定に当たってあたって

は、第２７条に定める日割計算の方法に準じる。 

 

（公立大学法人首都大学東京職員給与規則の整理） 

第５１条 公立大学法人首都大学東京職員給与規則（平成１８年度法人規則第６１号）の一部を

次のように整理する。 

 

（給与体系） 

第２条 （略） 

３ 教職員就業規則第２３条第４項の適用を受けて定年となった職員のうち、一年を超えない

範囲で任期を付して継続雇用される職員で引き続き教職員就業規則の適用を受けることとな

った者（略）については、第１項に定める基本給、扶養手当及び、住居手当は支給しない。 

（職務給の基準） 

第６条 理事長は、全てすべての職員の職を、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、

別表３に定める標準的な職務の分類に従い、職務給表に掲げる給料の級（以下「給料の級」

という。）のいずれかに格付けし、職務給を支給する。 

４ 職員の職務給の昇給は、前の年度におけるその者の勤務成績に応じて、当該年度の全てす

べての期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給とすることを標準として理

事長が定める基準に従って行い、又は行わないものとする。 

（扶養手当） 

第８条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の道みちがなく主としてその職員の扶養を
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受けているものをいう。 

（扶養親族の届出） 

第９条 （略） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員

となった日、扶養親族がない職員に前項第１号に掲げる事実が生じた場合においてはその事

実が生じた日の属する月の翌月（略）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又

はまたは死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又はまたは死亡した日、扶養手当

を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者ものの全てすべてについて同

項第２号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月（略）をもっ

て終わる。（略） 

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合、扶養

手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者ものの一部について同項

第２号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係

る者もののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、

これらの事実が生じた日の属する月の翌月（（略）からその支給額を改定する。（略） 

（超過勤務手当） 

第１２条 所定勤務時間を超えて教職員勤務時間規則第８条の規定により勤務することを命ぜ

られた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第３

５条の規定により算定された勤務１時間当たりの給与額（略）に所定勤務時間を超えてした

勤務の区分に応じて次の各号に定める割合（略）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給

する。 

（１）週休日（略）及び休日等（略）における勤務（次条第１項ただし書きの規定により、休

日給を支給しないとされる日における勤務を除く。） １００分の１３５ 

５ 前各項４項の規定にかかわらず、管理職員には超過勤務手当は支給しない。 

（超過勤務等の勤務時間の集計） 

第１５条 前３条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の

基礎となる勤務時間数は、一の月に係るものを、手当の種類及び、支給割合の区分ごとに集

計するものとし、集計後の時間数に１時間未満の端数があるときは、その端数が３０分以上

のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

（賞与の不支給） 

第１８条 基準日から当該基準日に対応する賞与支給日（略）の前日までの間に教職員就業規

則第４８条第５号の規定による懲戒解雇の処分を受け、若しくは同規則第２５条第２項第２

号若しくは第３号の規定により解雇された職員、又は基準日前１箇月以内若しくは基準日か

ら当該基準日に対応する賞与支給日の前日までの間に退職し、若しくは解雇された職員で、

その退職し、若しくは解雇された日から当該賞与支給日の前日までの間に禁錮禁錮
こ

以上の刑

に処せられた職員など、賞与を不支給とすることが適当と認められる事由のある職員として

理事長が別に定める者には、前条第１項の規定にかかわらず、賞与は支給しない。 

（給与の支給方法） 

第２１条 職員の給与は、次の各号に定めるところにより支給する。 

（１）基本給等、管理職手当、扶養手当及び、住居手当は、月１回、一の月に係るものをその

月の給与支給日に支給する。 

（日割計算） 

第２６条 前条の規定により職員の基本給等を支給する場合であって、月の初日から支給する

とき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の基本給等の支給額

は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算す

る。 
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（休職者等の基本給等） 

第２９条 （略） 

２ 前項の規定が適用される期間における職員の基本給等の支給額の算定に当たってあたって

は、第２６条に定める日割計算の方法に準じる。 

（年俸の支給方法） 

第３３条 年俸適用者の年俸は、毎月の給与支給日に支給する。その際、各月（略）の支給額

は、年俸を１７で除して得られた額（１，０００円未満切捨て。）に、次の各号に掲げる月の

区分に応じて、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。（略） 

（年俸の日割計算） 

第３４条 年俸の支給に当たりあたり、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の

末日まで支給するとき以外のときは、その年度の年俸の支給額は、その年度の現日数から土

曜日、日曜日及び休日（略）の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（特別な月給の適用） 

第３４条の２ （略） 

３ 第１項の規定により月給を支給する職員の給与は、月給、通勤手当、超過勤務手当、休日

給、夜勤手当及び、賞与とする。 

 

（公立大学法人首都大学東京非常勤教職員給与規則の整理） 

第５２条 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員給与規則（平成１７年度法人規則第３９号）

の一部を次のように整理する。 

 

（時給、日給及び月給の水準） 

第４条 時給、日給及び月給の水準は、法人の経営状態及び予算、並びに物価等の社会経済の

動向並びに及び民間事業の従事者における給与水準の動向等を勘案し、職に応じて理事長が

定める。 

（月給の初任給及び昇給） 

第４条の３ 新たに職員となった者（退職又は任期満了の日又は若しくはその翌日に再び職員

となった者を除く。）で月給制適用者のうち、前条の給料表の適用を受ける者の月給は１号給

とする。 

（超過勤務手当） 

第６条 （略） 

（１）週休日（略）及び休日等（略）における勤務で１週当たりの勤務日数が５日を超える勤

務（次条第１項ただし書きの規定により、休日給を支給しないとされる日を除く。）１００分

の１３５ 

（超過勤務等の勤務時間の集計） 

第９条 前３条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の基

礎となる勤務時間数は、一の月に係るものを、手当の種類及び、支給割合の区分ごとに集計

するものとし、その集計時間数に１時間未満の端数があるときは、その端数が３０分以上の

ときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

（月給の日割計算） 

第２３条 前条の規定により月給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外の

とき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の月給の支給額は、その月の現

日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

 

（公立大学法人首都大学東京退職手当規則の整理） 

第５３条 公立大学法人首都大学東京退職手当規則（平成１７年度法人規則第３３号）の一部を
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次のように整理する。 

 

（退職手当の支給） 

第３条 （略） 

２ 退職手当は、教職員が退職し、又は解雇された日から起算して１月以内に支給する。（略） 

（４）その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続に支障がある場合 

（遺族の範囲及び順位） 

第４条 前条に定める遺族は、次の各号に掲げる者とする。 

（２）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計

を維持していた者もの 

（４）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しないも者の 

（定年等退職等の場合の退職手当） 

第７条 教員については満年齢６５歳、期間を定めずに雇用する職員については満年齢６０歳

（略）に達する日の属する年度の末日（略）に退職した者（定年等に達した者で、理事長が

特に必要があると認める場合、又は教職員就業規則第２３条第４項の規定により、定年等退

職日以後引き続き勤務した後退職し、又は解雇された者を含む。）に対して支給する退職手当

の額は、退職手当算定基礎額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げ

る割合を乗じて得た額の合計額とする。 

（早期退職者に対する退職手当に係る特例） 

第９条 第７条第２項各号の規定に該当する教職員（略）のうち、定年等退職日の属する会計

年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間（この条において「勤続期間」とは、第

１１条第１項から第４項までの規定、並びに第１７条第１項及び第２項の規定により計算し

た在職期間をいう。）が２５年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢が

その者に係るかかる定年等から１０年を減じた年齢以上であるものに対する第７条の規定の

適用については、これらの規定中「退職手当算定基礎額」とあるのは、「退職手当算定基礎額

及び当該退職手当算定基礎額にその者に係るかかる定年等と退職の日の属する会計年度の末

日の年齢との差に相当する年数１年につき１００分の２を乗じて得た額の合計額」とする。 

（勤続期間の計算） 

第１１条 （略） 

３ 教職員が退職した場合（次条第１項各号の一に該当する場合を除く。）において、その者が

退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、前２項の規定による在職期間の計算に

ついては、引き続いて在職したものとみなす。 

（懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給の差止め） 

第１２条の２ 退職し、又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、

当該退職をし、又は解雇された者に対し、当該退職に係る退職手当の支給を差し止めること

ができる。 

（１）当該退職をし、又は解雇された者が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（略）第６編に定める略式手続

によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前に退職し、又は解

雇されたとき。 

２ （略） 

（１）当該退職をし、又は解雇された者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者

が逮捕されたとき、又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実

に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支

給することが法人に対する都民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持

する上で支障を生ずると認めるとき。 
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３ 死亡による退職をした者の遺族（略）が当該退職に係る退職手当の支給を受ける前に死亡

したことにより当該退職手当の支給を受ける権利を承継した者を含む。以下、この項におい

て同じ。）に対しまだ当該退職手当が支給されていない場合において、前項第２号に該当する

ときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職手当の支給を差し止めることができる。 

５ 第１項又は第２項の規定による差止処分を行った理事長は、次の各号のいずれかに該当す

るに至った場合には、速やかに当該差止処分を取り消さなければならない。（略） 

（１）当該差止処分を受けた者について、当該払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る

刑事事件につき無罪の判決が確定した場合 

（退職又は解雇後、禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１２条の３ （略） 

（１）当該退職をし、又は解雇された者が刑事事件（当該退職、又は解雇後に起訴をされた場

合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職、又は解雇後に禁

錮禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

（３）理事長が、当該退職をし、又は解雇された者（略）について、当該退職、又は解雇後に

当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受

けるべき行為をしたと認めたとき。 

（退職し、又は解雇された者の退職手当の返納）  

第１２条の４ （略） 

（１）当該退職をし、又は解雇された者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以

上の刑に処せられたとき。 

２ 前第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から５年

以内に限り、行うことができる。 

（遺族の退職手当の返納） 

第１２条の５ （略） 

３ 第２０条の３の規定は、前項において準用する前条第３項の規定による意見の聴取につい

て準用する。 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１２条の６ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職をし、又は解雇された日から６月以内に在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の刑に

処せられた後において第１２条の４第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をし、又は解雇された者が当該刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の

刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

ることができる。 

（人事委員会による審査） 

第２０条の２ （略） 

２ 理事長は、第１２条の３第１項第３号若しくは第２項、第１２条の４第１項、第１２条の

５第１項又は第１２条の６第１項から第５項までの規定による処分（略）を行おうとすると

きは、人事委員会に諮問しなければならない。 

３ 人事委員会は、第１２条の３第２項、第１２条の５第１項又は第１２条の６第１項から第

５項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受ける

べき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 

４ 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に

関し、当該処分を受けるべき者又は理事長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求め

ること、その他必要な調査をすることができる。 
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６ 前各項に規定するもののほか、退職手当の支給制限等の処分についての審査に関し必要な

事項は、公立大学法人首都大学東京人事委員会規則（平成１７年度法人規則第７号）及び公

立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則（平成１９年度法人規則第３２号）

を準用する。 

（聴聞手続） 

第２０条の３ 聴聞手続については、公立大学法人首都大学東京教員の懲戒手続に関する規則

（平成１７年度法人規則第１４１号）第７条第２項及び並びに第３項並びに及び公立大学法

人首都大学東京職員の懲戒手続に関する規則（平成１７年度法人規則第１４３号）第７条第

２項及び並びに第３項の規定を準用する。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の旅費規則の整理） 

第５４条 公立大学法人首都大学東京教職員の旅費規則（平成１７年度法人規則第３４号）の一

部を次のように整理する。 

 

（旅費の支給） 

第３条 （略） 

３ 教職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、教職員就業規則第２５条

第２項第２号、第３号若しくは同規則第４７条各号に掲げる事由、非常勤教職員就業規則第

１３条第２項第２号、第３号若しくは同規則第３４条各号に掲げる事由、又はこれらに準ず

る事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、

支給しない。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者（略）が、その

出発前に次第４条第３項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、

当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額

を旅費として支給することができる。 

（旅行命令等） 

第４条 （略） 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更（略）する必要があると認める場合で、前

項の規定に該当する場合には、自ら又は次第５条第１項若しくは第２項の規定による旅行者

の申請に基づき、これを変更することができる。 

（旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 （略） 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行

命令等に従わないで旅行した後、速やかにすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申

請をしなければならない。 

（宿泊料） 

第２１条 （略） 

２ 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊費を要する場合、又は鉄

道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊費を要する場合に限り、支給する。 

（食卓料） 

第２２条 （略） 

２ 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に食費を要する場合、又は鉄道

賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。 

（本邦通過の場合の旅費） 

第２９条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、

前章に定めるところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を
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出発し、又は本邦に到着した場合における船賃、又は航空賃及び本邦を出発した日からの日

当及び食卓料、又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に定めるとこ

ろによる。 

（鉄道賃） 

第３２条 鉄道賃の額は、次の各号に定める旅客運賃（略）、急行料金及び寝台料金（略）の範

囲内の実費額による。 

（１）運賃の等級を３以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に定める運賃の範

囲内で理事長が定める運賃 

イ 部長級（略）、課長級（略）、教授（略）及び、准教授（略）の職務にある者につい

ては、最上級の運賃 

（船賃） 

第３３条 船賃の額は、次の各号に定める旅客運賃（略）及び寝台料金（略）の範囲内の実費

額による。 

（１）運賃の等級を２以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に定める運賃の範

囲内で理事長が定める運賃（最下級の運賃による場合を除く。） 

ロ イの最上級の運賃を更に４以上に区分する船舶による旅行の場合には、部長級、課

長級、教授及び、准教授の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、そ

れ以外の職務にある者については、部長級、課長級、教授及び、准教授の職務にある

者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃 

ハ イの最上級の運賃を更に３に区分する船舶による旅行の場合には、部長級、課長級、

教授及び、准教授の職務にある者については中級の運賃、それ以外の職務にある者に

ついては下級の運賃 

（移転料） 

第３６条 （略） 

３ 第２５条第２項の規定は、前２項の規定による移転料の額の計算について、第２３条第２

項の規定は前項の規定による移転料の額についてそれぞれ準用する。この場合において、第

２３２７条第２項中「別表１」とあるのは「別表２」と読み替えるものとする。 

（研究費の特例） 

第４６条 本規則に定める日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族

移転料については、公立大学法人首都大学東京研究費取扱規則（略）第２条に定める研究費

に限り、旅行命令権者の承認がある場合には、定額を上限として減額すること、又は支給し

ないことができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京通勤手当規則の整理） 

第５５条 公立大学法人首都大学東京通勤手当規則（平成１７年度法人規則第４０号）の一部を

次のように整理する。 

 

（通勤手当） 

第２条 通勤手当は、次に掲げる教職員（ただし、次第２項第２号に掲げる非常勤教職員のう

ち理事長が別に定める非常勤教職員を除く。）に支給する。 

２ 通勤手当は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める期間（以下「支給

対象期間」という。）につき、法人が定める日に支給する。 

（１）前第１条に定める教職員（略） 月の初日からその月以後の月の末日までの１箇月を単

位として第５条に定める期間 

３ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（２）第１項第２号に掲げる教職員 別表第１に掲げる教職員の区分及び自転車等の片道の使
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用距離の区分に応じて同表に定める額に支給月数を乗じて得た額（前第２項第１号に定め

る教職員のうち、１箇月当たりの通勤回数が平均１０回に満たない非常勤教職員にあって

は、その額から１００分の５０を乗じて得た額を減じた額） 

４ 就業の場所を異にする異動又は在勤する部署の移転（略）に伴い、通勤の実情に変更を生

ずることとなった教職員（ただし、第２条第２項に定める非常勤教職員を除く。）のうち、当

該就業の場所を異にする異動の直前の住居（略）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急

行列車その他の交通機関等でその利用が基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するも

のであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等（略）を負担することを常

例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき算出したそ

の者の通勤に要する特別料金等の額の２分の１に相当する額（略）及び同項の規定による額

の合計額とする。 

（支給範囲の特例） 

第３条 前第２条第１項に定める通勤することが困難である教職員とは、次の各号のいずれか

に該当する教職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが

困難であると任命権者が認めるものをいう。 

第８条 （略） 

３ 前２項前号までの規定にかかわらず、第２条第２項第２号に定める非常勤教職員に関し必

要な事項は、理事長が定める。 

（併用者の区分及び支給額） 

第１０条（略） 

２ 前項までの規定にかかわらず、第２条第２項第２号に定める非常勤教職員に関し必要な事

項は、理事長が定める。 

第１８条 （略） 

２ 第１６条第１号及び第２号の異動等事由における前条第２号の返納額は、異動等事由が生

じたことにより通勤に要しないこととなった通勤経路に係る通勤手当の額の算出方法に応じ

て、次に定める額の総額とする。 

（３）前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が第２条第３項第１号又は若しくは第３号の規

定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が５５，０００円を超えるため

に、５５，０００円に支給月数を乗じて得た額が支給されている教職員の前条第２号の返納

額は、５５，０００円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。 

 

（公立大学法人首都大学東京非常勤教職員労働者災害補償規則の整理） 

第５６条 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員労働者災害補償規則（平成１７年度法人規則

第４２号）の一部を次のように整理する。 

 

（支給の決定） 

第７条 理事長は、前条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかにすみや

かに支給に関する決定を行わなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則の整理） 

第５７条 公立大学法人首都大学東京教職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則（平

成１７年度法人規則第１４５号）の一部を次のように整理する。 

 

（公務災害障害見舞金） 

第６条 公務災害障害見舞金は、教職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったなおった

とき法別表に定める程度の障害が存する場合に、当該教職員に支給する。 
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（通勤災害障害見舞金） 

第６条の２ 通勤災害障害見舞金は、教職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った

なおったとき法別表に定める程度の障害が存する場合に、当該教職員に支給する。 

（見舞金の額の調整） 

第７条 （略） 

２ 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の等級

に該当するに至った場合、又は障害見舞金を受けた者が同一傷病により死亡した場合は、新

たに支給する見舞金の額から程度変更前又は若しくは死亡前の障害の等級に応ずる障害見舞

金の額を差し引いた額を支給するものとする。 

（申請の代表者） 

第９条 前条第１項の死亡見舞金の申請において、見舞金を受けることができる遺族が２人以

上あるときは、これらの者は、そのうちの１人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表

者に選任しなければならない。ただし、やむを得ないえない事情のため、代表者を選任する

ことができないときは、この限りでない。 

（見舞金の支給） 

第１０条 理事長は、第８条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給に関す

る決定を行い、その結果を別記第４号様式により、速やかに当該申請に係るかかる教職員又

は遺族に通知しなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京大学教員の降任及び解雇手続に関する規則の整理） 

第５８条 公立大学法人首都大学東京大学教員の降任及び解雇手続に関する規則（平成１７年度

法人規則第１４０号）の一部を次のように整理する。 

 

（降任及び解雇の決定） 

第５条 学長は、教員を降任又は解雇しようとするときは、前条に定める人事委員会の審査及

び並びに教育研究審議会の付議を経て、理事長に申し出るものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の降任及び解雇手続に関する規則の整理） 

第５９条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の降任及び解雇手続に関する規則（平成

１９年度法人規則第５７号）の一部を次のように整理する。 

 

（降任及び解雇の決定） 

第４条 校長は、教員を降任又は解雇しようとするときは、前条に定める高専教員人事委員会

の審査及び並びに組織規則第２条の７に定める東京都立産業技術高等専門学校運営会議の付

議を経て、理事長に申し出るものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京職員の降任及び解雇手続に関する規則の整理） 

第６０条 公立大学法人首都大学東京職員の降任及び解雇手続に関する規則（平成１７年度法人

規則第１４２号）の一部を次のように整理する。 

 

（職員に係る降任及び解雇の申出） 

第２条 部長等（略）は、当該部等（略）に所属する職員について、教職員就業規則第１１条

第１項に定める降任の事由又は同規則第２５条第１項（第５号を除く。）若しくは第２項第１

号若しくは、第２号に定める解雇の事由のいずれかが存在すると思料する場合には、その事

実を客観的に証するものをもって理事長に申し出るものとする。 

 

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss0000445A/H00000001&SYSID=441&FNM=g1010469041702151.html&NAMETAG=J8#J8
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ2/ss0000445A/H00000001&SYSID=441&FNM=g1010469041702151.html&NAMETAG=Y9#Y9
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（公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の解雇に関する規則の整理） 

第６１条 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の解雇に関する規則（平成１７年度法人規則

第１４６号）の一部を次のように整理する。 

 

（非常勤教員に係る解雇の申出） 

第３条 部局長等（略）は、当該部局等（略）に所属する非常勤教員（略）について、前条第

１項から第４項までに定める解雇の事由（略）又は非常勤教職員就業規則第１３条第２項各

号に定める解雇の事由のいずれか（略）が存在すると思料する場合には、その事実を客観的

に証するものをもって学長に申し出るものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京教員の懲戒手続に関する規則の整理） 

第６２条 公立大学法人首都大学東京教員の懲戒手続に関する規則（平成１７年度法人規則第１

４１号）の一部を次のように整理する。 

 

（審査の付議） 

第６条 （略） 

２ 学長又は校長は前項の規定による付議に当たりあたり、次項に該当する場合を除き、人事

委員会等に対し教員選考委員会での審査を経ることを指示するものとする。 

３ 学長又は校長は、懲戒の事由に係る事実の性質上特定の部局長等若しくは又は教務主事に

調査を行わせることが不適当である場合又は本件行為が別表第３項、第４項若しくは又は第

６項に該当し、かつ、また大学若しくは又は高専の特性及びならびに教員特有の事情を考慮

する必要性がないと判断した場合には、前条に定める部局長等又は教務主事による調査を経

ることなく、直ちに人事委員会等に審査を付議することができる。 

（人事委員会等における審査） 

第７条 人事委員会等は、前条の規定により審査の付議を受けたときは、教員選考委員会の審

査を経て、第５条に定める調査の結果に基づく審査並びに懲戒処分の要否及び次条に定める

懲戒処分を要する場合の量定の案（略）の決定を行うものとする。ただし、前条第３項の規

定により学長又は校長の指示を受けたとき時は、教員選考委員会の審査を省略することがで

きる。 

（懲戒処分の決定） 

第９条 学長は、当該大学の教員を懲戒処分としようとするときは、前２条に定める人事委員

会の審査及び並びに教育研究審議会の付議を経て、理事長に申し出るものとする。 

（懲戒処分の公表） 

第１３条 （略） 

２ 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が

大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、公表しない。 

別 表（第３条関係） 

１．一般服務関連 

（７）秘密漏えい洩 

職務上知ることのできた秘密を漏らし、法人業務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 

（８）セクシュアル・ハラスメント 

学習上、教育・研究上又は、就業上の関係を利用して、相手方の意に反する性的な言動を

行うことによって、相手方に不利益や不快感を与えて、就労・就学や教育・研究環境を悪化

させたとき。 

３．業務外非行行為関連 

（１０）麻薬・覚醒覚せい剤等の所持又は使用 
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麻薬・覚醒覚せい剤等を所持又は使用したとき。 

５．監督者責任関連 

（２）非行の隠蔽隠ぺい、黙認 

部下の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽隠ぺいし、又は黙認したとき。 

 

（公立大学法人首都大学東京職員の懲戒手続に関する規則の整理） 

第６３条 公立大学法人首都大学東京職員の懲戒手続に関する規則（平成１７年度法人規則第１

４３号）の一部を次のように整理する。 

 

（懲戒処分の公表） 

第１３条 （略） 

２ 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が

大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。 

別 表（第３条関係） 

１．一般服務関連 

（７）秘密漏えい洩 

職務上知ることのできた秘密を漏らし、法人業務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 

（８）セクシュアル・ハラスメント 

学習上、教育・研究上又は、就業上の関係を利用して、相手方の意に反する性的な言動を

行うことによって、相手方に不利益や不快感を与えて、就労・就学や教育・研究環境を悪化

させたとき。 

３．業務外非行行為関連 

（１０）麻薬・覚醒覚せい剤等の所持又は使用 

麻薬・覚醒覚せい剤等を所持又は使用したとき。 

５．監督者責任関連 

（２）非行の隠蔽隠ぺい、黙認 

部下の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽隠ぺいし、又は黙認したとき。 

 

（公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の懲戒手続に関する規則の整理） 

第６４条 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の懲戒手続に関する規則（平成１７年度法人

規則第１４７号）の一部を次のように整理する。 

 

（審査の付議） 

第７条 学長若しくは校長が第５条第４項により報告を受けたとき、又は理事長が前条第３項

により報告を受けたときは、当該調査の結果に基づき、当該非常勤教職員に対して懲戒処分

を行うことが適当であると思料する場合には、人事委員会等に審査を付議する。 

２ 学長又は校長は、前項の規定による付議に当たりあたり、次項に該当する場合を除き、人

事委員会等に対し教員選考委員会での審査を経ることを指示するものとする。 

３ 学長若しくは校長又は理事長は、懲戒の事由に係る事実の性質上特定の部局長等若しくは

又は教務主事に調査を行わせることが不適当である場合又は懲戒の事由に係る事実の内容が

極めて明白である場合（非常勤教員にあっては更に大学又は高等専門学校の特性及び並びに

非常勤教員特有の事情を考慮する必要性がないと判断した場合）には、前２条に定める部局

長等又は教務主事による調査を経ることなく、直ちに人事委員会等に審査を付議することが

できる。 

（懲戒処分の決定） 

第１０条 学長は、当該大学の非常勤教員を懲戒処分としようとするときは、前２条に定める
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人事委員会の審査及び並びに教育研究審議会の付議を経て、理事長に申し出るものとする。 

（懲戒処分の公表） 

第１４条 （略） 

２ 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が

大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。 

別 表（第３条関係） 

１．一般服務関連 

（７）秘密漏えい洩 

職務上知ることのできた秘密を漏らし、法人業務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 

（８）セクシュアル・ハラスメント 

学習上、教育・研究上又は、就業上の関係を利用して、相手方の意に反する性的な言動を

行うことによって、相手方に不利益や不快感を与えて、就労・就学や教育・研究環境を悪化

させたとき。 

３．業務外非行行為関連 

（１０）麻薬・覚醒覚せい剤等の所持又は使用 

麻薬・覚醒覚せい剤等を所持又は使用したとき。 

５．監督者責任関連 

（２）非行の隠蔽隠ぺい、黙認 

部下の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽隠ぺいし、又は黙認したとき。 

 

第５章 規則（財務・会計）の整理 

（公立大学法人首都大学東京授業料その他の料金を定める規則の整理） 

第６５条 公立大学法人首都大学東京の授業料その他の料金を定める規則（平成１７年度法人規

則第４３号）の一部を次のように整理する。 

 

（料金） 

第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、次の各号に掲げる場合、別に定めるところにより、

前項に定める者から料金を徴収しないことができる。 

（５）前各号４号に定める場合のほか、理事長が特に必要と認める場合 

（長期履修学生に係る授業料の特例） 

第３条 （略） 

３ 在学生が長期履修学生として認められた場合の授業料の年額は、当該長期在学期間に応じ

て第１項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また、既にすで

に履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。 

５ 授業料の改定が行われる場合の長期履修学生に係る授業料の年額は、当該長期在学期間に

応じて第１項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また、既に

すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。 

（入学考査料の特例） 

第４条 正規学生に係る学部の入学考査料は、出願書類等による選抜（略）を行い、かつ、そ

の合格者に限り学力検査その他による選抜（略）を行う場合には、別表２の規定にかかわら

ず、第１段階目の選抜にあたっては４，０００円とし、第２段階目の選抜にあっては１３，

０００円とする。 

（日割計算等） 

第５条 （略） 

２ 月の中途において入寮の許可を受け、又は退寮した寮生等、及び月の中途において入室の  
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許可を受け、又は退室した入室者の学生寮使用料及び国際交流会館宿泊室使用料（以下「学

生寮使用料等」という。）は、日割計算により算出した額とする。 

（納付方法） 

第６条 正規学生の授業料は年２期に区分して納付するものとし、前期分は４月末日までに、

後期分は１０月末日までに、別表２又は第３条第１項及び第３項から第５項までに定める年

額に２分の１を乗じた額を納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる正規学生の授

業料については理事長が別に指定する方法により納付しなければならない。 

（１）学年の中途において入学し、卒業し、修了し、退学し、転学し、又は除籍されたもの 

１４ 学生寮使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、前第

５条第２項の適用を受ける者は、理事長が指定する期日までに、当該月分を納付しなければ

ならない。 

１５ 情報公開手数料は、東京都情報公開条例（略）別表２、東京都個人情報の保護に関する

条例（略）別表又は東京都特定個人情報の保護に関する条例（略）別表に定める時期に納付

しなければならない。 

１６ 土地建物使用料及び機器貸付料は、貸付けを受けようとする面積又は数量に期間及び別

表２に定める額を乗じた額を貸付開始日以前に一括して納付しなければならない。 

（休学、停学の場合の授業料） 

第８条 一の期の初日から末日まで休学の許可を受け、若しくは命令を受けた正規学生に対し

ては、当該期の授業料は免除する。 

３ 第１項の規定により授業料を免除された正規学生が復学することなく、その期の中途にお

いて退学、転学、又は除籍された場合は、当該期の授業料は免除する。 

（料金の減免等） 

第９条 理事長は、成績が特に優れている者、料金の納付が極めて困難な者、特段の事情があ

ると認められる者等から申請があるときは、別に定めるところにより料金の分納を許し、減

額し、若しくは免除（以下「減免等」という。）、することができる。 

（料金の徴収猶予） 

第１０条 理事長は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間、料金の徴収を猶予す

ることができる。 

２ 前項に定める料金の徴収猶予を受けた者は、猶予期間が満了したときは、納付すべき料金

を理事長が指定する期日までに納めなければならない。ただし、料金を免除する旨の決定を

受けたものを除く。 

（料金の未納者に対する除籍等） 

第１１条 （略） 

２ 理事長は、やむをえない事情があると認めるときは、前項の規定により除籍した、又は退

学を命じた者の未納の授業料又は入学料を免除することができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京会計規則の整理） 

第６６条 公立大学法人首都大学東京会計規則（平成１７年度法人規則第４４号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （帳簿等） 

第６条 法人は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録及び、

保存する。 

２ 帳簿等の記録及び、保存については、電子媒体によることができる。 

 （予算責任者） 

第８条 予算責任者は、理事長の統括の下もと、前条に定める予算の編成、配分、執行管理等
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の事務を行う。 

（予算執行単位及び予算管理者） 

第９条 （略） 

２ 前項の予算執行単位ごと毎に予算管理者を置く。 

４ 予算管理者は、予算責任者の総括の下もと、所掌の予算執行単位における第１項の事務を

行う。 

 （予算の配分） 

第１１条 （略） 

３ 理事長は、前項の予算配分の変更を行った場合においてとき、法人の経営に特に影響があ

ると認められるとき場合は、経営審議会に報告しなければならない。 

 （予算の繰越） 

第１４条 理事長は、必要があると認めるときは、経営審議会の議を経て、予算を繰り越すこ

とができる。ただし、あらかじめ経営審議会の議を経て定めた事項に係るかかる繰越につい

ては、この限りではない。 

（経理責任者） 

第１７条 経理責任者は、事務局長の統括の下もと、金銭等の出納、債権管理、記帳等の事務

（以下「経理事務」という。）の総括を行う。 

（経理事務管理者） 

第１８条 （略） 

３ 経理事務管理者は、経理責任者の総括の下もと、所掌の予算執行単位における経理事務を

行う。 

 （金銭の出納及び出納責任者） 

第２０条 （略） 

２ 金銭の出納及び、保管は、経理責任者の総括の下もと、別に定める出納責任者が行うもの

とする。 

３ 出納責任者は、業務に関係のない金銭又は有価証券を受け取り、又は支払ってはならない。 

 （現金等の保管） 

第２２条 出納責任者は、現金を遅滞なく金融機関に預け入れなければならない。ただし、業

務上必要な現金の支払及び常用雑費その他小口現金払いに充てるため、手許に現金を保有す

ることができる。 

 （収納） 

第２４条 収納は、原則として金融機関等への振り込みによるものとする。ただし、業務上必

要と認めた場合には、現金収納等他の方法により収納することができる。 

 （領収書の発行） 

第２７条 （略） 

２ 金融機関等の振り込みによって入金されたときは、前項に規定する領収書の発行を省略す

ることができる。 

 （支払の方法） 

第２９条 （略） 

２ 出納責任者は、支払を行った場合には、領収書を受け取らなければならない。ただし、振

り込みの場合には、銀行振込通知書又はこれに類するものをもって、領収書に代えることが

できる。 

 （例外的な支払） 

第３１条 経費の性質上又は業務の運営上必要のため第２８条第１項により難い場合における

支払いについては、別に定める。 
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 （短期借入金） 

第３６条 （略） 

３ 理事長は、短期借入を行う際、以下の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ経営

審議会の議を経なければならない。 

（２）法第４２条第２項ただし書きに基づき、借換えを行おうとするとき。 

 （資産管理責任者） 

第３８条 資産管理責任者は、事務局長の統括の下もと、管理台帳を整備し、常時、有形固定

資産及び無形固定資産の出納及び保管状況を把握することにより、その取得、維持保全、運

用、処分等に関する適正な管理を行うとともに、資産の有効活用に努めなければならない。 

（資産管理者） 

第３９条 資産管理者は、資産管理責任者の総括の下もと、別に定めるところにより、所管の

固定資産について前条の資産管理事務を行う。 

（契約事務の委任） 

第４３条 （略） 

２ 理事長は、契約を行うに当たりあたり、別に定めるところにより、職員に契約事務を委任

することができる。 

 （契約の方法） 

第４４条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、一般競争入札に付さな

ければならない。ただし、別に定める場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることが

できる。 

 （契約書の作成） 

第４７条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約

の目的、契約金額、履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契約書

を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することがで

きる。 

 （月次報告） 

第５０条 （略） 

２ 事務局長は、前項の書類を取とりまとめ、理事長に報告をしなければならない。 

（年度決算） 

第５１条 （略） 

２ 理事長は、財務諸表等の決定に当たってあたっては、経営審議会の議を経なければならな

い。 

 

（公立大学法人首都大学東京監事監査規則の整理） 

第６７条 公立大学法人首都大学東京監事監査規則（平成１７年度法人規則第４５号）の一部を

次のように整理する。 

 

 （監事の業務支援） 

第７条 監事は、業務監査及び会計監査に当たってあたっては、経営企画室企画財務課の事務

職員に、その業務の支援を求めることができる。 

２ 監事の業務の支援を行う職員は、監査の実施に当たってあたって知ることのできた秘密を

漏らしてはならない。 

 （事故又は異例の事態の監事への報告） 

第９条 役員又は職員は、業務上の事故若しくは又は異例の事態が発生したとき又は法人に著

しい損害が発生するおそれがあると認めるときは、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。 
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２ 監事は、前項の報告を受けたとき時は、その調査を行い、必要な場合には助言又は勧告を

行うことができる。 

（監査計画） 

第１０条 監事は、毎事業年度の始め初めに監査の実施に関する計画（略）を作成するものと

する。ただし、必要に応じて行う臨時監査については、この限りではない。 

 

（公立大学法人首都大学東京研究費取扱規則の整理） 

第６８条 公立大学法人首都大学東京研究費取扱規則（平成１７年度法人規則第４６号）の一部

を次のように整理する。 

                                 

 （監査） 

第１５条 理事長は、研究費の配分を受けた教員代表者等に対し、その研究費の経理について

監査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。 

（設備等の届出） 

第１６条 研究費の配分を受けた教員代表者等が、その研究費により設備、備品又はまたは図

書を購入したときは、直ちにそれを理事長に届け出なければならない。 

（取消し又は返還命令） 

第１８条 次の各号の一に該当する場合には、理事長は研究費の配分の全部若しくは又は一部

を取り消し、又は配分した研究費の全部若しくは又は一部の返還を命ずることができる。 

（２）研究費による研究を遂行する見込みがなくなった場合 

 

（首都大学東京研究費の不正使用防止に関する規則の整理） 

第６９条 首都大学東京研究費の不正使用防止に関する規則（平成１９年度法人規則第１１号）

の一部を次のように整理する。 

 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（２）「研究費の不正使用」とは、次に掲げる行為及びそれに助力することをいう。 

  ホ 法令、本学が定める諸規則又はまたは当該研究費の使用に係る指針等に定められた用

途以外の用途に使用すること。 

 （相談窓口の設置） 

第６条 本学における研究費に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図るため、

経営企画室企画財務課、総務部会計管理課及び、産学公連携センターに相談窓口を設置する。 

２ 相談窓口は、本学における研究費に係る事務処理手続に関する学内外からの問い合わせに 

誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努め

るものとする。 

 

（産業技術大学院大学研究費の不正使用防止に関する規則の整理） 

第７０条 産業技術大学院大学研究費の不正使用防止に関する規則（平成１９年度法人規則第１

２号）の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（２）「研究費の不正使用」とは、次に掲げる行為及びそれに助力することをいう。 

  ホ 法令、本学が定める諸規則又はまたは当該研究費の使用に係る指針等に定められた 

用途以外の用途に使用すること。 
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（相談窓口の設置） 

第６条 （略） 

２ 相談窓口は、本学における研究費に係る事務処理手続に関する学内外からの問い合わせに 

誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努め

るものとする。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校研究費の不正使用防止に関する規則の整理） 

第７１条 東京都立産業技術高等専門学校研究費の不正使用防止に関する規則（平成１９年度法

人規則第６７号）の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 （略） 

（２）「研究費の不正使用」とは、次に掲げる行為及びそれに助力することをいう。 

  ホ 法令、本校が定める諸規則又はまたは当該研究費の使用に係る指針等に定められた用

途以外の用途に使用すること。 

（相談窓口の設置） 

第７条 （略） 

２ 相談窓口は、本校における研究費に係る事務処理手続に関する校内外からの問い合わせに

誠意をもって対応し、本校における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努め

るものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京知的財産取扱規則の整理） 

第７２条 公立大学法人首都大学東京知的財産取扱規則（平成１７年度法人規則第４７号）の一

部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（２）学生等 法人との間で研究成果又は知的財産に関する契約を締結している学生、大学院生、

専攻科生、研究生及び並びに研究員その他法人において教育・研究に携わる者をいう。 

（４）知的財産 発明等、植物の新品種、半導体集積回路の回路配置、著作物、ノウハウ及び研

究開発成果としての成果有体物のうち教職員等が職務として法人の管理する研究資金又は

研究施設、設備、装置、その他の資源を使用して行った研究及び創作活動で得られたものを

いう。 

（９）成果有体物 教職員等が職務として法人の管理する研究資金又は研究施設、設備、装置、

その他の資源を使用して行った研究及び創作活動で得られた試薬、試料、実験動物、菌株、

細胞株、試作品等で、財産的価値を有するものをいう。 

第３条 （略） 

３ 法人が受け入れた研究員等が行った発明等に係る特許等を受ける権利の帰属の取扱いは、

受け入れの際に契約書等で定めるものとする。 

４ 教職員等が他の機関の研究者と共同で研究を行った結果生じた発明等に係る特許等を受け

る権利は、研究の貢献度により按分
あん

按分し、教職員等の持分については、法人に帰属するも

のとする。 

５ 教職員等が法人を退職後に完成させた発明等であっても、当該発明等の完成に、法人の管

理する研究資金又は研究施設、設備、装置、その他の資源の使用が相当程度の役割を果たし

ている場合は、法人は、当該発明等に係る特許について相当な持分を有するものとする。 
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（帰属の決定） 

第５条 （略） 

３ センター長は、第１項の決定を行うに当たってあたって必要があるときは、別途構成され

る知的財産委員会（略）の意見を聴くものとする。 

（発明補償） 

第８条 （略） 

（１）出願時補償金は、下記のとおりとする。 

イ 当該特許出願１件につき１０‚０００円とする（発明者が複数いる場合は、発明の貢献

度により按分
あん

按分する。）。 

ロ 実用新案登録出願１件につき５‚０００円とする（考案者が複数いる場合は、考案の貢

献度により按分
あん

按分する。）。 

ハ 意匠登録出願１件につき５‚０００円とする（創作者が複数いる場合は、創作の貢献度

により按分
あん

按分する。）。 

（２）実施時補償金は、当該知的財産権について、実施料収入及び譲渡収入等として法人が受

け入れた金額の５０％とする（発明者等が複数いる場合は、発明等の貢献度により按分
あん

按

分する。）。 

（成果有体物の移転） 

第１９条 （略） 

３ 教職員等は、成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該成果有体物を他に移

転してはならない。（略） 

（６）届出に係るもの以外のものの権利に抵触しているおそれ恐れがある場合 

（成果有体物の受入） 

第２０条 （略） 

２ 教職員等は、他機関からの成果有体物受け入れに際し、次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

（届出者への通知） 

第２１条 センター長は、第１９条及び前第２０条により届出のあった場合は、契約書等の内

容等を確認し、成果有体物の移転及び受け入れの是非について速やかに届出者に通知するも

のとする。 

（成果有体物の持ち出しの禁止） 

第２３条 （略） 

（包括契約）   

第２５条 法人は、特定の大学、研究機関、企業等との間に包括的かつ且つ相互的成果有体物

提供契約を結ぶことができる。この場合、以後の個別契約は不要となり、確認書のみが必要

となる。 

（特許等の出願・権利化） 

第２７条 （略） 

２ センター長は、前項の決定を行うに当たってあたって必要があるときは、委員会の意見を

聴くものとする。 

（特許等出願の中止・発明者への返還） 

第２８条 法人に帰属された知的財産のうち、産業界等での利用及び活用の展望が開けない等

の理由による特許等の権利化の中止、取り下げ及び権利の放棄については、センター長が決

定する。 

２ センター長は、前項の決定を行うに当たってあたって必要があるときは、委員会の意見を

聴くものとする。 

（参加者の守秘義務の管理） 
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第３２条 知的財産に係るプロジェクト等の研究代表者は、共同研究等又はプロジェクト研究

を実施するに当たりあたり、参加者の守秘義務について適切な管理を行うものとする。 

（ノウハウの管理）  

第３３条 ノウハウの創出者は、指定されたノウハウについて、秘密が漏えい洩しないように

適切な管理を行うものとする。 

（異議申立て） 

第３４条 （略） 

４ 第２８条第１項の決定に対し不服のある場合の異議申立てについては、第１項から第３項

までの規定に準じて取り扱うものとする。 

 

（独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則の整理） 

第７３条 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則（平成１９年度法人規

則第２５号）の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号。）

に基づき、公立大学法人首都大学東京（略）が東京都立産業技術高等専門学校、東京都立工

業高等専門学校又は、東京都立航空工業高等学校（略）に在学する学生の保護者等から徴収

する災害共済掛金（略）について必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「保護者等」とは、高専に在学する学生の保護者（略）又は学生が

成年に達している場合の当該学生で、当該学生について法人と独立行政法人日本スポーツ振

興センターとの間に災害共済給付契約を締結することに同意した者ものをいう。 

 

第６章 規則（庶務）の整理 

 （公立大学法人首都大学東京公益通報者保護規則の整理） 

第７４条 公立大学法人首都大学東京公益通報者保護規則（平成２２年度法人規則第５１号）

の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（４）教職員等 教職員、派遣労働者及び、契約先等の労働者をいう。 

（通報窓口の設置） 

第４条 法人における通報の受け付け、及び通報対象事実に関する相談に対応するため、法人

内部及び法人外部に通報窓口を設置する。 

 

（首都大学東京における研究活動の不正行為等の防止に関する規則の整理） 

第７５条 首都大学東京における研究活動の不正行為等の防止に関する規則（平成１９年度法人

規則第６８号）の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「研究者」とは、本学に所属する又は本学の名を冠した肩書きを使用して研究活動を行

う全ての者（略）をいう。 

（５）「盗用」とは、他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は

用語を当該研究者の了解又は若しくは適切な表示なく流用することをいう。 
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（通報窓口の設置） 

第６条 （略） 

２ 通報窓口及び、不正行為等の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（産業技術大学院大学における研究活動の不正行為等の防止に関する規則の整理） 

第７６条 産業技術大学院大学における研究活動の不正行為等の防止に関する規則（平成２０年

度法人規則第６２号）の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「研究者」とは、本学に所属する又は本学の名を冠した肩書きを使用して研究活動を行

う全ての者（略）をいう。 

（５）「盗用」とは、他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は

用語を当該研究者の了解又は若しくは適切な表示なく流用することをいう。 

（組織体制） 

第５条 （略） 

４ 推進室は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

（１）研究者倫理の向上のための基本方針を策定すること。 

（２）上記基本方針を実施するための、情報収集、研修及び啓発活動に関すること。 

（３）その他、不正行為等の防止に関すること。 

（通報窓口の設置） 

第６条 （略） 

２ 通報窓口及び、不正行為等の調査手続に関し必要な事項は別に定める。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校における研究活動の不正行為等の防止に関する規則の整理） 

第７７条 東京都立産業技術高等専門学校における研究活動の不正行為等の防止に関する規則

（平成２０年度法人規則第６３号）の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「研究者」とは、本校に所属する又は本校の名を冠した肩書きを使用して研究活動を行

う全ての者（略）をいう。 

（５）「盗用」とは、他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は

用語を当該研究者の了解又は若しくは適切な表示なく流用することをいう。 

（通報窓口の設置） 

第６条 （略） 

２ 通報窓口及び、不正行為等の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（公立大学法人首都大学東京危機管理規則の整理） 

第７８条 公立大学法人首都大学東京危機管理規則（平成２３年度法人規則第６０号）の一部を

次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）危機 自然災害、火災、感染症等の発生その他の事件又は事故により、法人における教
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育研究活動の遂行、学生及び教職員の安全、財産若しくは、名誉又は若しくは組織の存続

に関し重大な被害又は支障が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事象をいう。 

（危機管理体制の充実のための措置等） 

第４条 理事長、副理事長、理事及び部局等の長は、危機管理に関するマニュアル等資料の作成・

配布配付及び訓練の実施等により、平常時における危機管理体制の充実を図るものとする。 

２ 理事長、副理事長、理事及び部局等の長は、危機管理に当たりあたり、学生、教職員等に対

し、必要な情報提供を行うものとする。 

（危機に関する報告等） 

第５条 教職員は、危機がの発生し、又は発生するおそれがあることを発見した場合は、直ちに

部局等の長に報告しなければならない。 

（法人対策本部の権限等） 

第７条 （略） 

２ 法人対策本部は、学生、教職員等に対し、危機に対処するために必要な指示を行うことがで

きる。 

３ 法人対策本部は、危機に対処するために緊急性の高い場合に限り、法人の規則等により定め

られた手続きを省略することができる。 

 

第７章 規則（首都大学東京）の整理 

   第１節 学則の整理 

（首都大学東京学則の整理） 

第７９条 首都大学東京学則（平成１７年度法人規則第４８号）の一部を次のように整理する。 

 

（教育研究審議会） 

第８条 （略） 

３ 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（７）第２条に定める自己点検及び、評価に関する事項 

５ 前各項４項に定めるもののほか、教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。 

 （教授会） 

第９条 （略） 

５ 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる事項を審

議する。 

（３）第２条に定める自己点検、及び評価に関する事項のうち、当該組織に係る事項 

６ 前各項５項に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 

 （代議員会） 

第１０条 （略） 

４ 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。 

 （入学の時期） 

第１８条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、入学の時期を後期の始めはじめとする

ことができる。 

 （入学手続き及び入学許可） 

第２２条 （略） 

（保証人） 

第２３条 （略） 

３ 学生は、保証人を変更したとき、又は保証人の住所の異動等があったときは、直ちに届け  

出なければならない。 

（編入学等） 
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第２４条 本学への学士入学、編入学又は転入学を志願する者がある場合ときは、原則として 

欠員のあるとき場合、選考の上、相当年次への入学を許可することがある。 

 （転学部及び転学科） 

第３１条 （略） 

２ 転学部又は転学科の手続き等、必要な事項については、別に定める。 

（退学） 

第３２条 退学しようとする者は、保証人連署の上うえ、学長に申請してその許可を受けなけ

ればならない。 

 （除籍） 

第３３条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

（３）第６１条の規定により入学料の減額又は免除を申請した者のうち、入学料を減額する旨

又は減額若しくは免除しない旨の決定を受けた者、及び同条の規定により徴収の猶予を受

けた者で、納めるべき入学料を所定の期日までに納めない者 

 （教育課程の編成方針） 

第３４条 （略） 

２ 教育課程の編成に当たっては、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性

をかん涵養することを基礎として、当該学部及び学科に係る専門の学芸を教授するよう配慮

する。 

 （単位の計算方法） 

第３８条 授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。 

（１）講義、演習及び講義・演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１単

位とする。 

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１単位とす

る。 

（３）一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用に

より行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮してそれ

ぞれ定める時間の授業をもって１単位とする。 

（単位の授与） 

第３９条 授業科目を履修した学生に対し、判定の上、うえ所定の単位を与えるものとする。 

 （他学部等の授業科目の履修） 

第４２条 学生は、他の学部及び、学科の授業科目を別に定めるところにより履修することが

できる。 

 （授業料の減免等） 

第６０条 成績が特に優れている者、授業料の納付が極めて困難な者又は特段の事情があると 

認められる者に対しては、申請により審査の上、授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又

は免除（以下「授業料の減免等」という。）をすることができる。 

（入学料の減免等） 

第６１条 入学料の納付が極めて困難な者に対しては、申請により審査の上、入学料の徴収の

猶予、減額又は免除（以下「入学料の減免等」という。）をすることができる。 

 （外国人留学生） 

第６７条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもってもつて入国し、本学に入学を志

願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 

 （受託研究等） 

第７１条 （略） 
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２ 本学における研究の奨励を目的として寄附の申し込みがあったときは、教育研究奨励寄附

金として受け入れることができる。 

 

（首都大学東京大学院学則の整理） 

第８０条 首都大学東京大学院学則（平成１７年度法人規則第４９号）の一部を次のように整理

する。 

 

 （目的） 

第１条 首都大学東京大学院（以下「大学院」という。）は、広い視野に立ってつて、専門分

野に関する専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性

が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、都民の生活と文化の向上

及び発展に寄与することを目的とする。 

 （課程） 

第３条 （略） 

２ 博士課程は、これを前期２年の課程（略）及び後期３年の課程（略）に区分し、博士前期

課程は、修士課程として取り扱うものとする。 

 （理工学研究科の教育研究上の目的） 

第７条の４ 理工学研究科博士前期課程は、自然科学と科学技術の広範な知識、考え方及び、

方法を教授研究し、研究能力と柔軟な問題解決能力や説明能力を培い、国際的視野を有し、

創造力と応用力を備えた研究者、教育者及び技術者等を養成することを目的とする。 

２ 理工学研究科博士後期課程は、自然科学と科学技術の先端的な知識、考え方及び、方法を

教授研究し、自立して研究活動を行う研究能力と中長期的な課題の探索発見力を培い、国際

的な牽引力を有し、卓越した創造力と応用力を備えた研究者、教育者及び技術者等を養成す

ることを目的とする。 

 （都市環境科学研究科の教育研究上の目的） 

第７条の５ 都市環境科学研究科博士前期課程は、都市の文化を継承・発展させながら、都市

空間に居住する人間が豊かに生き生きと活動できる安全・安心・快適で美しい都市環境の下

に持続的に発展し得る都市を構築する科学体系としての都市環境科学を教授研究し、都市環

境を構成する人間、物質、エネルギー、情報、人工物及び、自然の各要素を究理する方法論

を修得させ、各要素間の相互作用を解析する能力を培い、都市の課題を発見し解決し得る先

導的人材を養成することを目的とする。 

２ 都市環境科学研究科博士後期課程は、豊かで美しい都市環境の下に持続的に発展し得る都

市を構築する為の科学体系としての都市環境科学を教授研究し、都市環境を構成する人間、

物質、エネルギー、情報、人工物及び、自然の各要素について、その存在密度や状態の空間

的・時間的変化の観測と解析を基礎に、各要素間の相互作用を解明する能力を培い、任意の

空間・時間における各要素の予測・設計・制御が可能となる方法論を究理し得る先導的な研

究者及び高度技術者を養成することを目的とする。 

 （システムデザイン研究科の教育研究上の目的） 

第７条の６ システムデザイン研究科博士前期課程は、大規模なシステムが有する多様な問題

の解決を目指し、システム及び、要素に関する領域を科学的横断的に俯瞰し、数理的・論理

的手法を主たる基盤として、人間的要素も視野に入れたシステムデザイン学を追及し、課題

発見・解決型演習やインターンシップなどを通して実践的に実社会のニーズを捉える能力を

培い、その成果を公開期末評価法により広い視野からの評価を行うことにより、総合的観点

からの問題解決と設計が可能な技術者及び研究者を養成することを目的とする。 

２ システムデザイン研究科博士後期課程は、大規模なシステムが有する多様な問題の解決を

目指し、システム及び、要素に関する領域を科学的横断的に俯瞰し、数理的・論理的手法を
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主たる基盤として、人間的要素も視野に入れたシステムデザイン学を追及し、専門分野を異

にする複数教員による公開期末評価を行い学位の品質を保証することにより、国際的に通用

する高度な研究者及び技術者を養成することを目的とする。 

 （人間健康科学研究科の教育研究上の目的） 

第７条の７ 人間健康科学研究科博士前期課程は、実践的及び研究的な観点から人間健康科学

を教授研究し、基礎的な研究遂行能力と幅広い教養及び、深い専門知識を培い、高度実践的

専門家及び研究者を育成することを目的とする。 

 （教授会） 

第８条 （略） 

５ 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる事項を審

議する。 

（３）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び、評価に関する事項のうち、当該研究科

に係る事項 

６ 前各項５項に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 

 （代議員会） 

第１０条 （略） 

４ 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。 

 （学年等） 

第１１条 （略） 

２  学期及び休業日については、大学学則の定めるところによる。ただし、法科大学院の学

期及び休業日については、首都大学東京法科大学院規則（平成１９年度法人規則第７７号。

以下「法科大学院規則」という。）に定めるところによる。 

 （法学既修者） 

第１３条 （略） 

２ 法学既修者は、法科大学院において既に１年間在学したものとみなし２年履修課程に受け

入れる。その他の者は、３年履修課程に受け入れるものとする。 

 （入学等） 

第１７条 入学、退学、除籍、転学、留学及び休学等の学生の身分に関する事項に関しては、

大学院学則に定める場合を除き、大学学則に定めるところによる。 

 （転入学） 

第１８条 学長は、他の大学の大学院（外国の大学院及び我が国において、外国の大学院の課

程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付づけられた教育施設であって、

文部科学大臣が別に指定するものを含む。）に在学する者で、課程の中途において本学の大学

院に転入学を申請する者があるときは、研究科で選考し、入学を許可することができる。 

 （指導教授の指導） 

第２２条 学生は、毎年度当初に、その学年に履修しようとする授業科目につき、あらかじめ

予め指定された方式に従い受講を申請し、その承認を得なければならない。 

２ 学生は、科目の選択、論文の作成及び、研究一般について指導教授の指導を受ける。 

 （教育課程の編成方針） 

第２４条の２ （略） 

２ 教育課程の編成に当たっては、研究科は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を

修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養をかん涵養するよう適切に

配慮するものとする。 

 （成績評価基準等の明示等） 

第２７条の２ （略） 



49 

 

２ 研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及

び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準

に従ってしたがって適切に行うものとする。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第２８条 他の大学院等における授業科目の履修及び入学前の既修得単位の認定については、

大学学則第４３条第１項（略）並びに、第４５条第１項及び第３項の規定を準用する。（略） 

 （共同研究指導プログラム） 

第２９条の２ （略） 

３ 学長は、前項の規定に基づき受け入れた交換留学生が、本学大学院との共同研究指導プロ

グラムによる学位論文審査に合格したと認められる場合は、当該交換留学生を受け入れた研

究科の教授会の議を経て、共同研究指導プログラムを修了したことを示す証明書を授与する

ことができる。 

 （博士前期課程の修了要件） 

第３０条 （略） 

２ 前項の場合において、指導教授が教育上有益と認めるときは、３０単位のうち１０単位以

内に限り、各研究科の定めるところ所により、当該研究科の他ほかの専攻の授業科目若しく

は他の研究科の専攻の授業科目又は学部の授業科目を履修し、これを充当することができる。 

 （最終試験） 

第３２条 学位論文の審査及び最終試験は、その指導教授をもってつて主査とし、研究科の教

授会の推薦により学長の指名する２名以上の関連科目の授業を担当する第９条に定める大学

院授業担当教授又はこれに準じる者を加えて行う。 

 （課程修了の認定及び学位の授与） 

第３５条 （略）  

４ 本条の規定により授与する学位については、別に定める。 

   附則別表 

（注）人文科学研究科にあってつては、講義及び演習（博士論文指導を除く。）については原則

として４単位であるが、必要に応じ２単位で行なうことができる。 

 

第２節 学位・履修 

（首都大学東京都市教養学部規則の整理） 

第８１条 首都大学東京都市教養学部規則（平成１７年度法人規則第５０号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 都市教養学部は、人文・社会系諸学、法律学・政治学、経営学・経済学、理学・

工学及び、都市政策学の最先端の内容を教授研究し、それぞれの分野の学士にふさわ相応し

い高度の知識と応用力を身につけさせ、我が国の発展を牽引し得る各分野の専門家を養成す

ることを目的とする。 

 （基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群） 

第２条 （略） 

５ 都市教養学部学生は、第一群言語科目を原則として、第１年次及び、第２年次に各４単位

修得するものとする。 

 （所属変更） 

第３条 都市教養学部への所属変更及び都市教養学部内の系又はコースの変更（略）は、次の

要件を満たすみたす場合に限り、申請することができる。 
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（首都大学東京都市教養学部人文・社会系規則の整理） 

第８２条 首都大学東京都市教養学部人文・社会系規則（平成１７年度法人規則第１３０号）の

一部を次のように整理する。 

 

 （コース・分野決定） 

第２条 人文・社会系学生の第２年次からの所属コース・分野は、第１年次の終わり終りに、

都市教養学部人文・社会系教授会（略）の議を経て、都市教養学部教授会（以下「学部教授

会」という。）が決定する。 

（修了判定） 

第３条 学部教授会は、人文・社会系教授会の議を経て、第２年次の終わり終りに、第２年次

修了判定を行う。 

３ 前項に定める単位を修得できない者は、引き続き第２年次の学生とする。 

 

（首都大学東京都市教養学部法学系規則の整理） 

第８３条 首都大学東京都市教養学部法学系規則（平成１７年度法人規則第１３１号）の一部を

次のように整理する。 

 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 都市教養学部法学系は、法律学及び、政治学における最先端の内容を教授研究し、

学士（法学）にふさわしい相応しい高度の知識と応用力を身につけさせ、我が国の発展を牽

引し得る専門家を養成することを目的とする。 

（コース決定） 

第２条 法学系学生の第２年次からの所属コースは、本人の希望に基づき、第１年次の終わり

終りに、都市教養学部法学系教授会（略）の議を経て、都市教養学部教授会（以下「学部教

授会」という。）が決定する。 

（修了判定） 

第３条 学部教授会は、法学系教授会の議を経て、第２年次の終わり終りに、第２年次修了判

定を行う。 

３ 前項に定める単位を修得できない者は、引き続き第２年次の学生とする。 

 

（首都大学東京都市教養学部経営学系規則の整理） 

第８４条 首都大学東京都市教養学部経営学系規則（平成１７年度法人規則第１３２号）の一部

を次のように整理する。 

 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 都市教養学部経営学系は、社会経済並びに及び企業及び、ビジネスについての幅

広い知識を教授研究し、様々な問題解決能力を培い、経営学及び、経済学を探究する人材を

養成することを目的とする。 

 （基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群の最低取得単位） 

第４条 経営学系学生は、卒業時までに、基礎科目群から基礎ゼミナール２単位、情報リテラ

シー実践ⅠＡ ２単位及び、第一群言語科目８単位を取得し、基礎科目群のキャリア教育科

目並びに教養科目群及び基盤科目群に属する授業科目から１４単位を取得しなければならな

い。 

 （ＧＰＡ） 

第８条 ＧＰＡ（Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａｖｅｒａｇｅ）は、以下の計算式によって計算

する。 
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      〔（科目の単位）×（その科目で得たグレードポイント）〕の総和 

ＧＰＡ＝  

              （履修登録した単位）の総和 

                （小数点第３位以下切り捨て）   

３ ＧＰＡの算出対象とする科目は、在学期間中に履修登録した全てすべての経営学系の専門

教育科目とする。（インターンシップを除く。） 

 （第１年次修了要件） 

第９条 １年以上在学していること。在学期間には休学期間及び、停学期間を算入しない。 

（第２年次修了判定） 

第１０条 学部教授会は、経営学系教授会の議を経て、第２年次の終わり終りに、修了判定を

行う。第２年次修了判定の合格には次項及び第３項の基準を満たす必要がある。 

４ 前２二項の規定を満たさない者は、引き続き第２年次の学生とする。 

 （第３年次修了判定） 

第１１条 学部教授会は、経営学系教授会の議を経て、第３年次の終わり終りに、修了判定を

行う。第３年次修了判定の合格には次項及び第３項の基準を満たす必要がある。 

４ 前２二項の規定を満たさない者は、引き続き第３年次の学生とする。 

 

（首都大学東京都市教養学部都市政策コース規則の整理） 

第８５条 首都大学東京都市教養学部都市政策コース規則（平成１７年度法人規則第２１５号）

の一部を次のように整理する。 

 

 （都市政策コース進級判定） 

第２条 （略） 

４ 前項の選考は、進級希望の理由及び履修科目の成績のほか、必要に応じて、入学試験の成

績及び、特別に行う学力試験の成績により行う。 

 （修了判定） 

第２条の２ （略） 

３ 前項に定める単位を修得できない者は、引き続き第２年次の学生とする。 

 

（首都大学東京都市教養学部理工学系規則の整理） 

第８６条 首都大学東京都市教養学部理工学系規則（平成１７年度法人規則第１３３号）の一部

を次のように整理する。 

   

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 都市教養学部理工学系は、自然科学と科学技術に関する深い理解・知識及び、論

理的考え方・手法を教授研究し、問題解決能力を培い、広い視野を有し、理工学を基盤とし

て、社会における課題・情勢に対して、適切に対応できる能力を備えた人材を養成すること

を目的とする。 

 （言語科目の履修制限及び卒業単位への算入制限） 

第３条 言語科目は、数理科学コース、物理学コース、化学コース及び生命科学コースにおい

ては１６単位まで、電気電子工学コース及び、機械工学コースにおいては１０単位まで卒業

単位に算入することができる。 

 （早期卒業） 

第７条 前条第１項の規定にかか関わらず、３年以上在学し、前条に定める単位数を優秀な成

績で修得した者は卒業と認め、学士の学位を授与することができる。 
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（首都大学東京都市環境学部規則の整理） 

第８７条 首都大学東京都市環境学部規則（平成１７年度法人規則第５１号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 都市環境学部は、持続的に発展し得る都市を構築する科学体系としての都市環境

科学を教授研究し、都市環境を構成する人間、物質、エネルギー、情報、人工物及び、自然

の各要素を究理及び、解析する能力を培い、都市環境の課題を発見し解決し得る先導的人材

を養成することを目的とする。 

 （履修科目の登録の上限） 

第５条の２ 都市環境学部では、適切な履修計画による学習を推奨するため、学生が１年間に 

履修登録できる単位の上限を５０単位とする。ただし、特別の事情があるときは、別に定め

る手続きにより、上限を超えて履修することができる。 

 （専門教育科目の授業科目の名称と単位数） 

第６条 都市環境学部の専門教育科目群の授業科目名及び単位数は、別表１から６までのとお

りとする。 

 

（首都大学東京システムデザイン学部規則の整理） 

第８８条 首都大学東京システムデザイン学部規則（平成１７年度法人規則第５２号）の一部を

次のように整理する。 

 

 （第２年次修了判定） 

第２条 （略） 

２ 第２年次修了の判定には、２年以上在学し、基礎ゼミナール２単位、情報リテラシー実践

Ⅰ２単位並びに、実践英語Ⅰａ、，Ⅰｂ、，Ⅰｃ及び，Ⅰｄ計４単位を含む６０単位を修得

することを必要とする。 

 （早期卒業） 

第７条 第３条の規定にかか関わらず、次の要件を全てすべて満たした場合は、３年の在学で

卒業することができる。 

（３）大学院入学試験に合格していること、又はシステムデザイン学部における口頭試問で特

に優秀であると認められること。 

別表１（第３条関係） 

卒業要件 

 知能機械システムコース 

１ 
基礎科目群に含まれる必修科目（基礎ゼミナール、実践英語Ⅰａ、Ⅰｂ、Ⅰｃ、Ⅰｄ、Ⅱ

ａ、Ⅱｂ、Ⅱｃ及び、Ⅱｄ並びに及び情報リテラシー実践Ⅰ）１２単位を修得すること。 

 

 情報通信システムコース 

２ 
情報通信システムコースの専門教育科目（システムデザイン学部の学部共通科目を含めて

よい。）を合計７０単位以上修得すること。 

５ 

専門教育科目群の「情報通信工学基礎科目」から１０単位以上、「情報工学分野科目」か

ら１２単位以上、「通信工学分野科目」から１２単位以上、「情報通信応用分野科目」から

１０単位以上及び、「情報通信システム演習科目」から２単位以上の単位を修得すること。 
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 航空宇宙システム工学コース 

１ 
基礎科目群に含まれる必修科目（基礎ゼミナール、実践英語Ⅰａ、Ⅰｂ、Ⅰｃ、Ⅰｄ、Ⅱ

ａ、Ⅱｂ、Ⅱｃ及び、Ⅱｄ並びに及び情報リテラシー実践Ⅰ）１２単位を修得すること。 

４ 

航空宇宙システム工学コースの標準履修課程表に示された「航空宇宙基礎科目」で２０単

位以上、「空力・推進分野科目」で１２単位以上、「制御・宇宙利用分野科目」で１０単位

以上、「材料・構造分野科目」で１０単位以上並びに及び特別研究１及び、２を修得する

こと。 

５ 設計製図並びに、航空宇宙工学実験１及び、２より４単位以上の単位を修得すること。 

 

 経営システムデザインコース 

１ 基礎科目群に含まれる必修科目（基礎ゼミナール、実践英語Ⅰａ、Ⅰｂ、Ⅰｃ、Ⅰｄ、Ⅱ

ａ、Ⅱｂ、Ⅱｃ及び、Ⅱｄ並びに及び情報リテラシー実践Ⅰ）１２単位を修得すること。 

３ 
基礎科目群のうち第二群言語科目、第三群言語科目、保健体育科目及び、理系共通基礎科

目で２２単位以上修得し、そのうち理系共通基礎科目１６単位以上を修得すること。 

４ 

専門教育科目群のうち、マネジメント工学分野科目６単位以上、人間工学分野科目６単位

以上、社会システム工学分野科目６単位以上、経営システム実験２単位以上及び経営シス

テムデザイン基礎科目８単位を修得すること。並びに経営システムデザイン特別研究１及

び、２（８単位）を修得すること。 

 

 インダストリアルアートコース 

１ 
基礎科目群に含まれる必修科目（基礎ゼミナール、実践英語Ⅰａ、Ⅰｂ、Ⅰｃ、Ⅰｄ、Ⅱ

ａ、Ⅱｂ、Ⅱｃ及び、Ⅱｄ並びに及び情報リテラシー実践Ⅰ）１２単位を修得すること。 

２ 

教養科目群及び基盤科目群の授業科目並びに基礎科目群のキャリア教育科目から、合計２

２単位以上を修得すること。このうち、教養科目群から６単位以上及び、基盤科目群から

６単位以上を修得すること。 

 

（首都大学東京健康福祉学部規則の整理） 

第８９条 首都大学東京健康福祉学部規則（平成１７年度法人規則第５３号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 健康福祉学部は、活力ある長寿社会の構築に貢献することを理念として、保健医

療に関する幅広い知識及び専門の学術を教授研究し、高い見識及び実践能力とともに豊かな

人間性を備えた人材を育成し、保健医療の向上及び健康・福祉の増進に寄与できる保健医療

職並びに及び専門分野における将来の指導者を育成することを目的とする。 

 （必修科目の全学共通科目） 

第２条 健康福祉学部学生は、基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群に属する科目（略）の

うち、必修科目として次の第各１号から第４号までの科目を修得しなければならない。 

 （再試験） 

第５条 （略） 

２ 前項の規定に基づく再試験を受けようとする者は、健康福祉本学部所定の様式に必要事項
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を記入し、指定された期日までに学部長に提出しなければならない。 

 （ＧＰＡ） 

第７条 学期ごとに、ＧＰＡを表示し、以下の計算式によって計算する。 

         〔（科目の単位数）×（その科目で得たグレードポイント）〕の総和 

   ＧＰＡ＝ 

              （履修登録した単位数）の総和 

                          （小数点第３位以下切り捨て） 

 （修了判定） 

第８条 学部教授会は、教育課程進行の必要に応じ、各年次の修了判定を行う。この修了判定

により、各年次に配当された科目について、次年次の学習に支障を与える科目を修得できな

かった者、及び必要な単位数を修得できなかった者は、次の年次に進級させないものとする。 

 

（首都大学東京法科大学院規則の整理） 

第９０条 首都大学東京法科大学院規則（平成１９年度法人規則第７７号）の一部を次のように

整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この本規則は、首都大学東京大学院学則（略）第４１条に基づき、社会科学研究科法

曹養成専攻（以下「法科大学院」という。）に関する必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この本規則における「専攻長」とは、公立大学法人首都大学東京組織規則（略）第１

５条の３に基づき、法科大学院に置かれた専攻長をいう。 

 （準則の制定） 

第６条 専攻長は、法科大学院に関し、この本規則又は要綱による特別の委任がある事項につ

いて、専攻会議の議を経て、法科大学院準則（以下「準則」という。）を定めることができる。 

 （ＦＤ会議の職務） 

第１０条 以下の各号に掲げる事項は、ＦＤ会議が審議し、専攻長が決定するものとする。 

（２）その他法科大学院におけるファカルティディベロップメントに関する全てすべての事項 

２ 第５条第１項各号に該当する事項に関するＦＤ会議の決定は、専攻会議の承認を受けなけ

れば、その効力を生じない。ただし、当該審議がされたＦＤ会議において法科大学院専任教

員が異議を申し立てなかったときは、この限りでない。 

 （その他の規程との関係） 

第１１条 首都大学東京ＦＤ委員会規程（平成１７年度法人規程第１６号）第２条の規定にか

かわらず、法科大学院におけるファカルティディベロップメントに関する全てすべての事項

についての決定は、ＦＤ会議及び専攻会議の議を経て、専攻長が行う。 

 （授業科目の細則） 

第１６条 法科大学院における授業科目に関する事項のうちこの本規則及び大学院学則に 規

定されていないものは、準則により定める。 

 （進級要件の細則） 

第２０条 大学院学則及びこの本規則に定めるもののほか、法科大学院の進級に関し必要な事

項は、準則により定める。 

 （修了要件の細則） 

第２２条 大学院学則及びこの本規則に定めるもののほか、法科大学院の修了に関し必要な事

項は、要綱により定める。 

 

（首都大学東京人間健康科学副専攻コース規則の整理） 
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第９１条 首都大学東京人間健康科学副専攻コース規則（平成１７年度法人規則第１３４号）の

一部を次のように整理する。 

 

 （修了認定要件） 

第５条 人間健康科学副専攻コースの修了認定を受けるには、主専攻コースを卒業し、かつ、  

前２条第３条及び第４条の要件を満たす合計３０単位以上を修得しなければならない。 

  

（首都大学東京学位規則の整理） 

第９２条 首都大学東京学位規則（平成１７年度法人規則５４号）の一部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、学位規則（略）第１３条第１項の規定に基づき、首都大学東京（以下

「本学」という。）の学位に関する事項を定めることを目的とする。 

 （審査会） 

第１３条 （略） 

２ 前項に定める学位論文の審査会は次のとおりに構成する。 

（２）第１０条の規定による学位論文については、当該研究科教授会を構成する教員の中か

ら主査１名及び、委員２名以上により構成するものとし、研究科教授会の推薦により学

長が指名する。 

 （研究科教授会への報告） 

第１８条 審査会は、審査終了後直ちにただちにその結果を研究科教授会に報告しなければ

ならない。 

 （学位の授与） 

第２１条 （略） 

４ 博士の学位授与の時期は、その都度つど定める。 

 （学位の名称） 

第２４条 この規則の定めるところにより学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、

「首都大学東京」の名称を付記するものとする。 

（学位の取消し） 

第２５条 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は当該研究科

教授会の議に基づいて学位を取り消すことができる。 

別表第２（第７条関係） 

区 分 申請時期 申請書類 部数 備考 

第４条の規定に

よる学位 

原則として、１月１０日又は７月３１日（各

研究科教授会において別に定めることができ

る。） 

（略） 第５条第１項の

規定による学位 

原則として、１０月３１日（各研究科教授会

において別に定めることができる。） 

第５条第２項の

規定による学位 

特に定めない。 

 

（首都大学東京副専攻規則の整理） 

第９３条 首都大学東京副専攻規則（平成１７年度法人規則第５５号）の一部を次のように整理

する。 
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 （教育課程） 

第４条 副専攻コースを運営するコース等は、次の各号に掲げる中から必要な授業科目を学則

第４２条第２項に定める副専攻科目として開講し、又は指定し、副専攻コースの教育課程を

編成する。教育課程の編成に当たっては、学生が体系的に学べるよう配慮するものとする。 

３ 第１項の規定に基づき開講され、又は指定された授業科目の単位は、履修する学生が所属

する学部等が定めるところにより、主専攻コースの卒業要件単位数に含めることができる。

この場合、副専攻コース独自の専門教育科目は、他学部等の専門教育科目とみなす。 

 （履修の申出） 

第６条 副専攻コースの履修を希望する学生は、指定された期間に別記様式第１号により、当

該副専攻コースを運営するコース等（略）が所属し、する又は関連する学部等（以下「提供

学部等」という。）の事務を担当する学務課等に申し出る。 

 

（首都大学東京観光経営副専攻コース規則の整理） 

第９４条 首都大学東京観光経営副専攻コース規則の整理）（平成２２年度法人規則第６１号）

の一部を次のように整理する。 

   

 （観光経営副専攻コースの目的） 

第２条 観光経営副専攻コースは、観光とその経営に関する教育を行い、都市・自然・社会と

調和した持続発展可能な観光を支え、観光関連企業、観光行政及び、地域において第一線で

企画立案やマネジメントに携わるリーダーとなり得る、国際的視野と先端的なマネジメント

能力を兼ね備えた先導的人材を育成することを目的とする。 

 

（首都大学東京国際副専攻コース規則の整理） 

第９５条 首都大学東京国際副専攻コース規則（平成２６年度法人規則第２０号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （国際副専攻コースの目的） 

第２条 国際副専攻コースは、世界のあらゆる側面でグローバル化が急速に進行する中なか、

確かなコミュニケ―ション力や、多様な文化に適応可能な実行力を身に付けるための教育を

行い、国際的な視野を持ち国際社会の第一線でリーダーシップを発揮して活躍できる人材を

育成することを目的とする。 

 

（首都大学東京他大学等の授業科目の履修及び大学以外の教育施設等における学修に関する

規則の整理） 

第９６条 首都大学東京他大学等の授業科目の履修及び大学以外の教育施設等における学修に

関する規則（平成１７年度法人規則第５６号）の一部を次のように整理する。 

  

 （目的） 

第１条 この規則は、次の各号に掲げる事項につき、必要な手続を定めることを目的とする。 

（１）首都大学東京学則（略）第４３条第１項に基づき、学生が入学後に他の大学又は短期大

学において履修した授業科目について修得した単位を、学長が首都大学東京（以下「本学」

という。）における授業科目の履修により修得したものとしてみなすこと。 

（事前認定） 

第２条 （略） 

２ 委員会は前項号により収集・整理した情報を教務委員会部会（以下「部会」という。）に付
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議し、当該他の大学等において開講される授業科目及び大学以外の教育施設等における学修

が学内で開講されている授業科目と同等以上の内容であるかについて審議させる。 

３ 委員会は、前項号の審議結果に基づき、当該他の大学等において開講される授業科目につ

いて修得した単位をもって本学における授業科目の履修により修得したものとしてみなすこ

とができるものであるか、及び、当該大学以外の教育施設等における学修をもって、本学に

おける授業科目の履修とみなし単位を与えることができるものであるかについて判定する。 

５ 委員会は第３項の判定結果と前第４項の教授会の審議結果を整理し、学長に報告する。 

 （事後認定） 

第３条 学生が、入学後、他の大学等において開講される授業科目の受講を開始した後、その

修得単位をもって、本学における授業科目の履修により、単位を修得したものとみなされる

ことを申し出た場合、又は大学以外の教育施設等における学修を開始した後、その学修成果

をもって、本学における授業科目の履修とみなして、単位を与えられることを申し出た場合、

委員会は、当該授業科目又は学修の内容に関する情報を収集・整理する。 

３ 委員会は、前項号の審議結果に基づき、当該学生が当該他の大学等において開講される授

業科目について修得した単位をもって本学における授業科目の履修により修得したものとし

てみなすことができるものであるか、又は当該大学以外の教育施設等における学修をもって、

本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができるものであるかについて判

定する。 

５ 委員会は第３項の判定結果と前第４項の教授会の審議結果を整理し、学長に報告する。 

７ 第１項の学生による申し出は、委員会があらかじめ定める期間内に限り認める。 

 （単位の修得及び授与） 

第４条 学生は、第２条第５項及び前第３条第５項により学長が決定した授業科目の単位を修

得した場合、又は学修を相当の成績により修了した場合、その単位修得及び学修成果を所定

の様式により所属する学部の教授会に提出する。 

 （事務） 

第６条 この本規則の実施に関する事務は、首都大学東京管理部教務課が行う。 

 

（首都大学東京既修得単位の認定に関する規則の整理） 

第９７条 首都大学東京既修得単位の認定に関する規則（平成１７年度法人規則第５７号）の一

部を次のように整理する。 

 

 （修業年限） 

第４条 単位認定に伴うともなう修業年限の短縮は行わない。 

 

（首都大学東京教育実習規則の整理） 

第９８条 首都大学東京教育実習規則（平成１７年度法人規則第５８号）の一部を次のように整

理する。 

 

 （実習学生） 

第２条 教育実習及び養護実習を行う学生（以下「実習学生」という。）は、教育職員を志すも

のとして求められる適格及びおよび資質を備えていなくてはならず、また、実習に際しては、

実習学校の名誉や実習学校の児童生徒の人権等に対する必要な配慮を欠いてはならない。 

 （申請及び履修申請） 

第３条 （略） 

２ 前項の申請を受けて、申請した年度末に実習が許可される。実習が許可されるには、実習

年度に最終学年に在籍する見込みで、かつ、実習年度までに原則として別表記載の科目の単
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位を修得していなければならない。 

 （教員養成カリキュラム委員会） 

第４条 （略） 

２ 実習を申請した学生に第２条所定の適格及びおよび資質が備わっていないことが認められ

たときは、教員養成カリキュラム委員会は、実習を許可しないことができ、また、既にした

許可を取り消すことができる。 

 （修得単位数） 

第５条 実習は、中学校にあっては５単位以上（略）、高等学校にあっては３単位以上（略）を

修得しなければならない。また、養護教諭１種免許状取得にあっては５単位以上（事前事後

指導を１単位以上及び、実習を４単位とする。）を修得しなければならない。 

 （指導） 

第７条 実習学生は、教員養成カリキュラム委員会の任を受けた本学の実習担当教員及び、教

科教育法担当教員のほか、実習学校の長及び教員からの指導・助言に従い実習を行わなくて

はならない。  

 （実習中止事由） 

第８条 実習学生に、実習校の児童生徒の人権を害するほか、実習校の名誉を毀損し、本学の

信用を失墜させるような行為が認められたときは、教員養成カリキュラム委員会は直ちに実

習の中止を命じることができる。 

２ 実習が中止されたときは、その実習は無効となり、実習に係るかかる単位も取り消される。

また、実習終了後に前項の行為が確認された場合も同様である。 

別表（第３条関係） 

授  業  科  目 単 位 数 備         考 

（略） 

国語科教育法１ 

国語科教育法２ 

社会科教育法１ 

社会科教育法２ 

地理歴史科教育法 

公民科教育法 

数学科教育法Ａ 

数学科教育法Ｂ 

数学科教育法Ｃ 

数学科教育法Ｄ 

理科教育法Ａ 

理科教育法Ｂ 

理科教育法Ｃ 

理科教育法Ｄ 

情報科教育法Ⅰ 

情報科教育法Ⅱ 

工業科教育法 

英語科教育法１ 

英語科教育法２ 

独語科教育法１ 

独語科教育法２ 

仏語科教育法１ 

仏語科教育法２ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

資格を得ようとする教員免許状の免許教科ごと

に教科教育法を履修すること。 

 

国語科教育法、社会科教育法、英語科教育法、

独語科教育法、仏語科教育法及び、中国語科教

育法については、各教科教育法１及び，２から

１科目以上を履修すること。 

 

数学科教育法及び、理科教育法については、Ａ

及び，Ｂから１科目以上並びに、Ｃ及び，Ｄか

ら１科目以上、 計２科目以上を履修すること。 
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中国語科教育法１ 

中国語科教育法２ 

４ 

４ 

（略） 

 

（首都大学東京教育職員免許状の資格取得に関わる授業科目に関する規則の整理） 

第９９条 首都大学東京教育職員免許状の資格取得に関わる授業科目に関する規則（平成１７年

度法人規則第５９号）の一部を次のように整理する。 

 

別表（第２条関係） 

授  業  科  目 単 位 数 備         考 

（略） 

国語科教育法１ 

国語科教育法２ 

社会科教育法１ 

社会科教育法２ 

地理歴史科教育法 

公民科教育法 

数学科教育法 A 

数学科教育法 B 

数学科教育法 C 

数学科教育法 D 

理科教育法 A 

理科教育法 B 

理科教育法 C 

理科教育法 D 

情報科教育法Ⅰ 

情報科教育法Ⅱ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

資格を得ようとする教員免許状の免許教科ごとに教

科教育法を修得すること。 

 

国語科教育法、社会科教育法、英語科教育法、独語

科教育法、仏語科教育法及び、中国語科教育法につ

いては、各教科教育法１及び，２から１科目以上を

修得すること。 

 

数学科教育法及び、理科教育法については、A 及び,B

から１科目以上並びに、C 及び,D から１科目以上計

２科目以上を修得すること。 

（略） 

 

（首都大学東京短期留学生受入プログラムに関する規則の整理） 

第１００条 首都大学東京短期留学生受入プログラムに関する規則（平成２３年度法人規則第３

８号）の一部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、首都大学東京（以下「本学」という。）と外国の大学又は大学院（以下「大

学等」という。）との協定又は協議に基づき、当該大学等の学生を短期間受け入れ、主として

英語で行う授業を実施する短期留学生受入プログラム（英語名称 Ｓｅｍｅｓｔｅｒ Ａｂ

ｒｏａｄ ａｔ Ｔｏｋｙｏ Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ。、以下

「ＳＡＴＯＭＵ」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （受入れの決定） 

第７条 （略） 

２ 所属予定学部の教授会は、受入れに当たってあたってあらかじめ指導教員を定めて学長に

報告するものとする。 

 （教育課程等） 

第８条 （略） 
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２ 学則第３７条に定める国際交流科目群のうち、「（３）英語による個別研究指導」について

は、学生が希望する専門分野の教員が受け入れを認めた場合に実施する。 

 （履修の認定） 

第９条 （略） 

２ ＳＡＴＯＭＵ留学生は、国際交流科目群のうち、「（１）英語により実施する科目」から４

単位、「（２）日本語学習に関する科目」から３単位を修得しなければならない。 

３ 国際交流科目群のうち、「（３）英語による個別研究指導」は、各学期につき２単位を上限

とする。 

 （審議及び決定） 

第１１条 ＳＡＴＯＭＵの実施に係る次の事項は、留学生・留学委員会が審議し、決定する。 

（１）授業科目の設定及び、調整に関すること。 

（２）カリキュラム及びシラバスに関すること。 

（３）修了認定に関すること。 

（４）その他、ＳＡＴＯＭＵの実施に関する重要事項 

 

第３節 入学・学籍 

（首都大学東京学部入学者選考規則の整理） 

第１０１条 首都大学東京学部入学者選考規則（平成１７年度法人規則第６０号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （一般選抜） 

第３条 （略） 

４ 一般選抜は、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（平成１７年度法人規則第５号）

第３条第２項第１号に規定する学部入試実施部会において実施する。 

 

（首都大学東京多様な選抜に関する規則の整理） 

第１０２条 首都大学東京多様な選抜に関する規則（平成１７年度法人規則第６１号）の一部を

次のように整理する。 

 

 （多様な選抜の種類と定義） 

第２条 多様な選抜とは、入学志願者の能力・適性を多面的かつ総合的に判定する入学者選抜

であり、次に掲げるものをいう。その用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（実施体制） 

第３条 前条第１項第１号、第２号及び第３号のうち社会人を対象とする多様な選抜は、公立

大学法人首都大学東京運営委員会規則（略）第３条第２項第１号に規定する多様な入試実施

部会の統括の下に、当該学部（都市教養学部については系）が実施する。 

 

（首都大学東京学士の学部入学に関する規則の整理） 

第１０３条 首都大学東京学士の学部入学に関する規則（平成１７年度法人規則第６２号）の

一部を次のように整理する。 

 

 （入学許可） 

第２条 首都大学東京（以下「本学」という。）又は他大学を卒業して学士の学位を有する者及

び独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）が行う審査に合格して学士

の学位を有する者が、本学学部（以下「学部」という。）に入学を願い出たときは、欠員のあ

る場合に限り、３年次へ入学を許可することができる。 
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 （選考方法） 

第３条 入学志願者に対しては、学力検査及び、出身大学の成績の結果について選考する。（略） 

 （在学年限） 

第６条 第２条により入学を許可された学生の在学期間は、４年を超えるこえることができな

い。 

 

（首都大学東京助産学専攻科入学者選考規則の整理） 

第１０４条 首都大学東京助産学専攻科入学者選考規則（平成２３年度法人規則第１４号）の一

部を次のように整理する。 

  

（選考）  

第２条 選考は、首都大学東京本学で行う学力試験（略）及び出身大学の成績証明書等の結果

による。 

 

（首都大学東京大学院入学志願者選考規則の整理） 

第１０５条 首都大学東京大学院入学志願者選考規則（平成１７年度法人規則第６３号）の一部

を次のように整理する。 

 

 （選考委員会の構成） 

第４条 選考委員会は、学長の任命する次の委員からなる。 

（２）各専攻の授業を担当する教授及び、准教授の代表者 １名 

（３）その他研究科長が指名する者もの 

（選考方法） 

第５条 選考は、首都大学東京本学で行う学力試験及び出身大学の成績証明書等の結果による。 

２ 学力試験は筆記試験とし、更にさらに口頭試問を加えることができる。ただし、筆記試験に

ついては、各研究科があらかじめ定めるところにより、その全部又は一部を免除することがで

きる。 

 

（首都大学東京大学院転入学規則の整理） 

第１０６条 首都大学東京大学院転入学規則（平成１７年度法人規則第６４号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

 （願い出の条件） 

第３条 転入学を願い出ることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。 

（１）博士前期課程（修士）への転入学にあっては、他の大学の大学院修士課程１年次に在学

する者。 

（２）博士後期課程（博士）への転入学にあっては、他の大学の大学院博士課程１年次又は２

年次に在学する者。 

 

（首都大学東京再入学規則の整理） 

第１０７条 首都大学東京再入学規則（平成１７年度法人規則第６５号）の一部を次のように整

理する。 

 

 （定義） 

第２条 再入学とは、首都大学東京（以下「本学」という。）を中途退学した者又は除籍となっ

た者が、この規則に定める手続により再び本学の原学部学科（略）に入学することをいう。 
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（出願要件） 

第３条 再入学の出願には、退学又は除籍の理由が解消していることを証明する証拠又は理由

書を添付しなければならない。 

（再入学の時期） 

第５条 再入学の時期は、原則として学年始めはじめとする。ただし、学長が認める場合には、

再入学の時期を後期の始めはじめとすることができる。 

 

（首都大学東京所属変更規則の整理） 

第１０８条 首都大学東京所属変更規則（平成１７年度法人規則第６６号）の一部を次のように

整理する。 

 

 （受入時期） 

第４条 所属変更は、学年度始めはじめに行う。 

 

（首都大学東京研究生規則の整理） 

第１０９条 首都大学東京研究生規則（平成１７年度法人規則第６７号）の一部を次のように整

理する。 

 

 （定義） 

第２条 研究生とは、次の各号に掲げる者をいう。 

（１）修業年限４年以上の大学を卒業した者又は首都大学東京（以下「本学」という。）におい

てこれと同等以上の学力があると認められた者で、個人として特定事項の研究指導を受け

ることを許可された者 

 （研究期間） 

第５条 研究期間は６かカ月以上１年以内とし、許可された日の属する会計年度内に行うもの

とする。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、研究期間を短縮することができる。 

 （研究許可の取消し） 

第７条 学長は、研究生が本学諸規則に違反し、又は病気その他の事由により、研究を継続す

ることができないと認められるときは、当該学部等の申し出に基づき、研究の許可を取り消

すことができる。 

（研究修了証明書） 

第８条 研究生が、研究期間満了までに、本学における研究の成果の報告を、指導教員の下も

とに当該学部等に提出したときは、学部長又は研究科長は、教授会の審査に基づき、研究修

了証明書を交付することができる。 

 

 （首都大学東京研修員規則の整理） 

第１１０条 首都大学東京研修員規則（平成１７年度法人規則第６８号）の一部を次のように整

理する。 

 

 （研修員） 

第２条 研修員とは、学校教育法（略）第１条に規定する学校の教員が、その職責を遂行する

ため、あるいは公共機関・その他の団体の職員が、その職務運営等に資するため、当該団体

から派遣され、首都大学東京（以下「本学」という。）の教員の指導及び、助力のもと本学施

設を利用し、特定課題についての研究活動を通じて、その資質の向上に努める者をいう。 

（出願手続） 

第３条 研修員を派遣しようとする学校及び、公共機関・その他の団体（以下「団体等」とい
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う。）は、研修委託願を希望する指導教員の所属する学部又はまたは研究科（以下「学部等」

という。）に提出しなければならない。 

２ 前項の出願は、前年度の３月末日又はまたは当該年度の９月末日までに行うものとする。 

 （研修許可の取消し） 

第８条 学長は、研修員が本学諸規則に違反し、又は病気その他の事由により研修を継続する

ことができないと認められるときは、当該学部等の教授会の申し出に基づき、研修の許可を

取り消すことができる。 

 （研修修了証明書） 

第１０条 研修員はが、研修期間満了までに本学における研修の成果の報告書を指導教員の承

認の下もとに、学長に提出しなければならない。 

 

（首都大学東京科目等履修生規則の整理） 

第１１１条 首都大学東京科目等履修生規則（平成１７年度法人規則第６９号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

（履修の許可） 

第３条 （略） 

２ 前項の認定の基礎として試験を行うことができる。ただし、首都大学東京（以下「本学」

という。）大学院正規学生が学部の科目等履修生となる場合は、試験を行わない。 

（申請） 

第７条 （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、科目等履修生が、学則第２５条に基づく再入学を希望する場

合にあっては、出願する年度に開講されている全ての授業科目の中から、再入学に必要な授

業科目の履修を申請することができる。この場合において、履修申請に当たってあたっては、

当該者が所属していた学部又は系の教授会が指名した教員から事前に履修指導を受けること

とする。 

 （教育職員免許状） 

第１０条 首都大学東京学則第５１条第１項及び首都大学東京大学院学則第３６条第１項の規

定による単位を修得した場合は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）の定める教

育職員免許状を取得するために必要な科目の単位として認定を受けることができる出来る。 

 

（首都大学東京聴講生規則の整理） 

第１１２条 首都大学東京聴講生規則（平成１７年度法人規則第７０号）の一部を次のように整

理する。 

 

 （聴講生の決定方法） 

第９条 （略） 

２ 聴講申請者が科目の定員を上回る場合には、抽選により聴講生を決定する。抽選に際して

は、聴講歴の少ない者ものを優先する。 

 （規則遵守） 

第１１条 聴講生は、この規則のほか、首都大学東京本学諸規則を遵守しなければならない。 

 

（首都大学東京転編入学規則の整理） 

第１１３条 首都大学東京転編入学規則（平成１７年度法人規則第１８２号）の一部を次のよう

に整理する。 
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 （趣旨） 

第１条 この規則は、首都大学東京学則（略）第２４条の規定に基づき首都大学東京（以下「本

学」という。）への転編入学について定める。 

 （出願資格） 

第５条 転編入学を願い出ることのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。 

（２）高等専門学校又はもしくは短期大学を卒業した者又は卒業見込みの者 

 （単位の認定） 

第９条 既修得単位の認定については、出身学校において修得した単位及び当該学校を卒業又

はもしくは中途退学後に科目等履修生として修得した単位のうちで、教育上有益で、かつ、

本人の学力が相当と認められる場合にその単位を認定されることがある。既修得単位の上限

は、別に定める。 

 

第４節 学生 

（首都大学東京学生通則の整理） 

第１１４条 首都大学東京学生通則（平成１７年度法人規則第７１号）の一部を次のように整理

する。 

 

 （目的） 

第１条 この通則は、別に定めがあるもののほか、首都大学東京（以下「本学」という。）の学

生が遵守しなければならない事項を定めることを目的とする。 

（学生証） 

第２条 （略） 

２ 学生は、本学教職員の請求があるときは、学生証を提示呈示しなければならない。 

４ 学生は、学生証を紛失、破損又は汚損したとき及び記載事項に変更が生じたときは、直ち

にただちに届け出て再交付を受けなければならない。 

５ 学生は、次に該当するときは、直ちにただちに学生証を返還しなければならない。 

 （誓約書兼学生原簿） 

第３条 （略） 

２ 学生原簿の記載内容に変更のあったときは、その都度直ちにただちに届け出なければなら

ない。 

 

（首都大学東京学生表彰規則の整理） 

第１１５条 首都大学東京学生表彰規則（平成１７年度法人規則第７２号）の一部を次のように

整理する。 

 

 （学生の推薦） 

第２条 首都大学東京（以下「本学」という。）の教職員は、学生の表彰に値する事実を把握し

た場合には、速やかにその学生（略）の所属する学部（略）、専攻科若しくは又は研究科（略）

の長又は学生委員長にその事実を報告するものとする。 

２ 前項の報告を受けた学部等の長又は学生委員長は、前項の報告に加え、更にさらに詳細に

ついて確認するために必要があると認めるときには、対象学生、関係者、関係機関等の協力

を得た上うえ、学生表彰推薦書（略）を作成し、学長に推薦するものとする。 

３ 推薦に当たってあたって、複数の学部等又は全学にわたって統一的な取扱いが望ましいと

認めるときは、関係する学部等の長及び学生委員長が協議の上、前項の手続を学生委員長に

委任することができる。 

 （表彰の方法） 
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第５条 （略） 

２ 表彰に当たってあたっては、表彰状を授与する。 

 

（首都大学東京学生懲戒規則の整理） 

第１１６条 首都大学東京学生懲戒規則（平成１７年度法人規則第７３号）の一部を次のように

整理する。 

  

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（２）停学 首都大学東京（以下「本学」という。）キャンパスへの登校を停止する処分をい

う。（略） 

（３）退学 本学学生としての身分を剥奪はく奪する処分をいう。 

（４）対象学生 非違行為を行った、又は非違行為に関与したと目される学生をいう。 

（６）学生委員長 首都大学東京学生委員会規程（平成１７年度法人規程第４号）第４条に規

定する委員長をいう。 

 （事実確認） 

第３条 （略） 

３ 事情聴取の対象となる事実が次条第２項の表第１一号及び第２二号に該当するとみられる

場合で、案件の性質上事情聴取に当たってあたって統一的な取扱いが望ましいと認めるとき

には、関係する学部等の長及び学生委員長は、協議の上、事情聴取及び事情聴取報告書の作

成を学生委員長に委任することができる。 

 （審査委員会） 

第４条 （略） 

２ 学長は、前項の報告を受けた場合は、次表に掲げる区分に従い、速やかに当該事案につき

審査手続を主宰する審査委員会の設置方式を決定する。 

 名称 構成員 審査する事案の内容 

一 学生委員会審査委員

会 

学生委員会の委員全員又は学

生委員会がその委員の中から

選出する委員 

全学的な学生組織による課

外活動等に関連して発生

した事案で、その処理に当

たりあたり全学的な考慮

を必要とすると学長が認

めたもの 

（略） 

三 学部審査委員会又は 

研究科審査委員会 

当該学生の所属する学部等の

長が教授会の構成員の中から

選出する委員 

前２二号以外の事案 

３ 前項の区分に従い学長が審査委員会の設置方式を決定したときは、前項第一１号において

は学生委員長、前項第２二号においては関係する学部等の長、前項第３三号においては当該

学部等の長は、審査委員の人選、会合の期日及び場所の決定等、審査委員会の設置に必要な

準備手続をとらなければならない。 

 （意見聴取） 

第５条 （略） 

４ 審査委員会は、対象学生の全部又は一部が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、か

つ、意見書又は証拠書類等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見聴取の機会

を与えることなく意見聴取手続を終結することができる。 
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 （異議の申出） 

第１０条 （略） 

３ 学長は、必要があると認めたときは、被処分学生の申し立てにより、又は職権により、処

分の執行停止をすることができる。 

 （その他） 

第１５条 本学の研究生、研修員、科目等履修生（略）及び聴講生その他学則又は大学院学則

に定めるところにより本学学部又は大学院において講義を聴講する者（以下「聴講生等」と

いう。）が非違行為を行い、又はこれに関与したと認められるときは、当該聴講生等が特定

の学部等に所属している場合は当該学部等の長が、それ以外の場合においては学長の指名す

る学部等の長が、この本規則の趣旨に準じて必要な措置をとるものとする。 

 

（首都大学東京学生の学力劣等による命令退学に関する規則の整理） 

第１１７条 首都大学東京学生の学力劣等による命令退学に関する規則（平成２５年度法人規則

第１１号）の一部を次のように整理する。 

 

 （異議の申出） 

第５条 （略） 

３ 学長は、必要があると認めたときは、対象学生の申し立てにより、又は職権により、命令

退学の執行停止をすることができる。 

 （不服審査） 

第７条 （略） 

４ 異議の申出の審査に当たりあたり必要な事項は、不服審査委員会の議を経て不服審査委員

会が別に定める。 

 

第８章 規則（産業技術大学院大学）の整理 

（産業技術大学院大学学則の整理） 

第１１８条 産業技術大学院大学学則（平成１８年度法人規則第３号）の一部を次のように整理

する。 

 

 （教育研究審議会） 

第６条 （略） 

３ 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（７）第２条に定める自己点検及び、評価に関する事項 

５ 前各項４項に定めるもののほか、教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。 

（教授会） 

第８条 （略） 

４ 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる事項を審

議する。 

（３）第２条に定める自己点検、及び評価に関する事項 

５ 前各項４項に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 

（休業日） 

第１３条 （略） 

２ 前項第４号から第６号までについては、年度の始め初めに学長が定める。 

（入学手続き及び入学許可） 

第２１条 （略） 

２ 前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 
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（保証人） 

第２２条 （略） 

３ 学生は、保証人を変更したとき、又は保証人の住所の異動等があったときは、直ちに届け

出なければならない。 

（退学） 

第３０条 退学しようとする者は、保証人連署の上、うえ学長に申請して、その許可を受けな

ければならない。 

（除籍） 

第３１条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

（３）第５５条の規定により入学料の減額又は免除を申請した者のうち、入学料を減額する旨

又は減額若しくは免除しない旨の決定を受けた者、及び同条の規定により徴収の猶予を受

けた者で、納めるべき入学料を所定の期日までに納めない者 

（授業の方法及び履修） 

第３３条 授業は、講義、演習、実験、実習又はこれらの併用により行うほか、実践的な教育

を行うため事例研究、現地調査、双方向若しくは又は多方向に行われる討論又は質疑応答そ

の他適切な方法により行うよう配慮する。 

（単位の認定） 

第３６条 授業科目を履修した学生に対し、判定の上、うえ所定の単位を認めるものとする。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第３９条 （略） 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修する場合、及び外国の大学院の教育課程を有するものと

して当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別

に指定する当該教育課程における授業科目を我がわが国において履修する場合について準用

する。 

（履修規則） 

第４３条 この本学則に定めるもののほか、授業科目の履修及び修了要件に関する事項につい

ては、別に定めるところによる。 

（在学期間の短縮） 

第４６条 第４０条第１項の規定により入学する前に修得した単位（略）を本学において修得

したものとみなす場合であって、本学の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単

位数、その修得に要した期間その他を勘案して、標準修業年限の２二分の１一を越えない範

囲で本学が定める期間在学したものとみなすことができる。（略） 

（授業料の減免等） 

第５４条 成績が特に優れている者、授業料の納付が極めて困難な者又は特段の事情があると

認められる者に対しては、申請により審査の上、授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又

は免除（以下「授業料の減免等」という。）をすることができる。 

（入学料の減免等） 

第５５条 入学料の納付が極めて困難な者に対しては、申請により審査の上、入学料の徴収の

猶予、減額又は免除（以下「入学料の減免等」という。）をすることができる。 

（受託研究等） 

第６５条 （略） 

２ 本学における研究の奨励を目的として、寄附の申し込みがあったときは、教育研究奨励寄

附金として受け入れることができる。 

 

（産業技術大学院大学履修規則の整理） 



68 

 

第１１９条 産業技術大学院大学履修規則（平成１８年度法人規則第１６号）の一部を次のよう

に整理する。 

  

 （情報アーキテクチャ専攻の科目群及び授業科目等） 

第３条 高度な業務遂行能力を持つ情報アーキテクトを育成するため、情報アーキテクチャ専

攻に次の科目群を設ける。 

（１）ＩＴ系科目群、エンタープライズ系科目群、システム開発系科目群、マネジメント系科

目群及び、事業アーキテクチャ科目群からなる専門科目群 

 （創造技術専攻の科目群及び授業科目等） 

第３条の２ 高度な業務遂行能力を持つものづくりアーキテクトを育成するため、創造技術専

攻に次の科目群を設ける。 

（２）産業材料科目群、プロダクト・イノベーション科目群、インダストリアル・デザイン科

目群、デジタル技術科目群及び、事業アーキテクチャ科目群からなる専門科目群 

 （イノベーションデザイン応用演習の履修制限） 

第５条の２ イノベーションデザイン応用演習は、創造技術特別演習、イノベーションデザイ

ン特別演習、又は事業アーキテクチャ特別演習から１１単位以上を修得している者に限り履

修することができる。（略） 

 （追試験等） 

第８条 事故又は病気等により、第６５条第１項の試験を受けられなかった学生は、追試験を

願い出ることができる。 

 （修了要件） 

第１１条 学則第４４条に定める専門職学位課程の修了要件は、本学に２年以上在学し、本学

が定める授業科目を、次に定める単位数を含む４０単位以上修得することとする。（略） 

情報アーキテクチャ専攻 

（１）選択科目（インターンシップ、情報システム学応用演習１及び情報システム学応用演習

２を除く。） ２６単位 

創造技術専攻 

（１）選択科目（インターンシップ、イノベーションデザイン応用演習１及びイノベーション

デザイン応用演習２を除く。） ２６単位 

 

（産業技術大学院大学学位規則の整理） 

第１２０条 産業技術大学院大学学位規則（平成１８年度法人規則第４号）の一部を次のように

整理する。 

 

 （修士（専門職）の学位授与要件） 

第３条 産業技術大学院大学学則（平成１８年度法人規則第３号）第４５条第１項の規定によ

り、産業技術大学院大学（以下「本学」という。）の課程を修了した者に対し、修士（専門職）

の学位を授与する。 

（学位の名称） 

第５条 この規則の定めるところにより学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、

「産業技術大学院大学」の名称を付記するものとする。 

（学位の取消し） 

第６条 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は教授会の議に基

づいて、学位を取り消すことができる。 

  

（産業技術大学院大学既修得単位の認定に関する規則の整理） 
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第１２１条 産業技術大学院大学既修得単位の認定に関する規則（平成１８年度法人規則第５号）

の一部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める大学院（産業技術大学

院大学（以下「本学」という。）を除く。）を修了又は中途退学した者及び科目等履修生とし

て単位を修得した者が、新たに本学の第１年次に入学した場合における当該学生の既習得単

位の認定（以下「単位認定」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（単位認定の範囲） 

第２条 （略） 

２ 前項の定めにかか関わらず、本学において科目等履修生として修得した単位は、教育上有

益な場合かつ当該学生の学力が相当と認められる場合には、本学に入学した後の本学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなす。 

 

（産業技術大学院大学入学志願者選考規則の整理） 

第１２２条 産業技術大学院大学入学志願者選考規則（平成１８年度法人規則第６号）の一部を

次のように整理する。 

 

 （入試委員会） 

第３条 前条の選考を行うため、入試委員会を置くおく。 

 

（産業技術大学院大学再入学規則の整理） 

第１２３条 産業技術大学院大学再入学規則（平成１８年度法人規則第８号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

 （定義） 

第２条 再入学とは、産業技術大学院（以下「本学」という。）を中途退学した者又は除籍とな

った者が、この規則に定める手続により、再び本学の専攻課程に入学することをいう。 

（再入学の時期） 

第５条 再入学の時期は、原則として学年始めはじめとする。ただし、学長が認める場合には、

再入学の時期を後期の始めはじめとすることができる。 

 

（産業技術大学院大学研究生規則の整理） 

第１２４条 産業技術大学院大学研究生規則（平成１８年度法人規則第９号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

 （定義） 

第２条 研究生とは、次の各号に掲げる者をいう。 

（１）修業年限４年以上の大学を卒業した者又は産業技術大学院大学（以下「本学」という。）

においてこれと同等以上の学力があると認められた者で、個人として特定事項の研究指導

を受けることを許可された者 

（研究期間） 

第５条 研究期間は６かカ月以上１年以内とし、許可された日の属する会計年度内に行うもの

とする。（略） 

（研究許可の取消し） 

第７条 学長は、研究生が本学諸規則に違反し、又は病気その他の事由により、研究を継続す
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ることができないと認められるときは、当該専攻等の申し出に基づき、研究の許可を取り消

すことができる。 

（研究修了証明書） 

第８条 研究生が、研究期間満了までに、本学における研究の成果の報告を、指導教員の下も

とに提出したときは、研究科長は、教授会の審査に基づき、研究修了証明書を交付すること

ができる。 

 

（産業技術大学院大学研修員規則の整理） 

第１２５条 産業技術大学院大学研修員規則（平成１８年度法人規則第１０号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

 （定義） 

第２条 研修員とは、学校教育法（略）第１条に規定する学校の教員が、その職責を遂行する

ため、あるいは公共機関・その他の団体の職員が、その職務運営等に資するため、当該団体

から派遣され、産業技術大学院大学（以下「本学」という。）教員の指導及び、助力のもと本

学施設を利用し、特定課題についての研究活動を通じて、その資質の向上に努める者をいう。 

（出願手続） 

第３条 （略） 

２ 前項の出願は、前年度の３月末日又はまたは当該年度の９月末日までに行うものとする。 

 （研修許可の取消し） 

第８条 学長は、研修員が本学諸規則に違反し、又は病気その他の事由により研修を継続する

ことができないと認められるときは、教授会の申し出に基づき、研修の許可を取り消すこと

ができる。 

（研修修了証明書） 

第１０条 研修員は、研修期間満了までに、指導教員の承認の下もと、本学における研修成果

の報告書を、学長に提出しなければならない。 

 

（産業技術大学院大学科目等履修生規則の整理） 

第１２６条 産業技術大学院大学科目等履修生規則（平成１８年度法人規則第１１号）の一部を

次のように整理する。 

 

 （単位） 

第１０条 科目等履修生が正規の学生として入学したときは、その修得単位は、別に定めると

ころにより、産業技術大学院大学（以下「本学」という。）に入学した後の本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

  

（産業技術大学院大学聴講生規則の整理） 

第１２７条 産業技術大学院大学聴講生規則（平成１８年度法人規則第１２号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

 （聴講生の決定方法） 

第９条 （略） 

２ 聴講申請者が科目の定員を上回る場合には、抽選により聴講生を決定する。抽選に際して

は、聴講歴の少ない者ものを優先する。 

（規則遵守） 

第１１条 聴講生は、この規則のほか、産業技術大学院大学本学諸規則を遵守しなければなら
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ない。 

 

（産業技術大学院大学学生通則の整理） 

第１２８条 産業技術大学院大学学生通則（平成１８年度法人規則第１３号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この通則は、別に定めがあるもののほか、産業技術大学院大学（以下「本学」という。）

の学生が遵守しなければならない事項を定めることを目的とする。 

（学生証） 

第２条 （略） 

２ 学生は、本学教職員の請求があるときは、学生証を提示呈示しなければならない。 

４ 学生は、学生証を紛失、破損又は汚損したとき及び記載事項に変更が生じたときは、直ち

にただちに届け出て再交付を受けなければならない。 

５ 学生は、次に該当するときは、直ちにただちに学生証を返還しなければならない。 

（誓約書兼学生原簿） 

第３条 （略） 

２ 学生原簿の記載内容に変更があったときは、その都度、直ちにただちに届け出なければな

らない。 

 

（産業技術大学院大学学生表彰規則の整理） 

第１２９条 産業技術大学院大学学生表彰規則（平成１８年度法人規則第１４号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （学生の推薦） 

第２条 産業技術大学院大学（以下「本学」という。）の教職員は、学生の表彰に値する事実を

把握した場合には、速やかにその学生（以下「対象学生」という。）について、教務学生委員

長にその事実を報告するものとする。 

２ 前項の報告を受けた教務学生委員長は、前項の報告に加え、更にさらに詳細について確認

するために必要があると認めるときには、対象学生、関係者、関係機関等の協力を得た上う

え、学生表彰推薦書（以下「推薦書」という。）を作成し、学長に推薦するものとする。 

 （表彰の方法） 

第５条 （略） 

２ 表彰に当たってあたっては、表彰状を授与する。 

 

（産業技術大学院大学学生懲戒規則の整理） 

第１３０条 産業技術大学院大学学生懲戒規則（平成１８年度法人規則第１５号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （事実確認） 

第３条 産業技術大学院大学（以下「本学」という。）の教職員は、本学の学生に係る懲戒事由

の事実を知り得た場合には、速やかにその学生（以下「対象学生」という。）について、教務

学生委員長にその事実を報告するものとする。 

 （学生懲戒審査委員会の設置） 

第４条 （略） 

２ 学生懲戒審査委員会は、研究科長及び、教務学生委員会委員で構成する。 
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３ 学生懲戒審査委員会の委員長は、産業技術研究科長が務める。 

（意見聴取等） 

第５条 学生懲戒審査委員会は、事実関係の調査のために、対象学生及び、教務学生委員長か

ら適宜意見聴取を行い、資料の提出を求めることができる。 

２ 学生懲戒審査委員会は、対象学生からの意見聴取の際には、あらかじめ予めその旨告知し、

口頭又は書面による弁明の機会を与えなければならない。（略） 

４ 意見聴取は、学生懲戒審査委員会が公開することを相当と認める場合を除き、公開しない。 

（不服審査委員会） 

第１１条 （略） 

２ 前項の不服審査委員会は、学生懲戒審査委員会委員以外から、学長があらかじめ指名する

教育研究審議会委員１名及びおよび教員２名によって構成するものとする。 

（不服審査） 

第１２条 不服審査委員会は、異議を申し出た対象学生から意見を聴取しなければならない。

意見聴取に当たってあたっては、第５条に定める手続を準用する。 

 

第９章 規則（東京都立産業技術高等専門学校）の整理 

（東京都立産業技術高等専門学校学則の整理） 

第１３１条 東京都立産業技術高等専門学校学則（平成２０年度法人規則第１号）の一部を次の

ように整理する。 

 

 （休業日） 

第１４条 （略） 

２ 前項第４号から第７号までについては、年度の始め初めに校長が定める。 

（評価） 

第１８条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たってあたっては、学生の平素の成績を

総合的に評価する。 

（休学） 

第２８条 心身の故障のため３か月以上休養を要する者、その他特別の事由により現に３か月

以上欠席し、なお引き続き３か月以上出席困難な者は、許可を受けて休学することができる。 

（転入） 

第３１条 本校に転入を志願する者がある場合ときは、原則として欠員があるとき場合、選考

の上許可することがある。 

（編入） 

第３２条 本校に編入学を志願できる者は、入学の時において工業高等学校又は若しくはこれ

に準ずる学校を卒業した者とする。 

（表彰） 

第３４条 校長は、精勤な者又は、品行学業とも優秀で他の模範となる者を表彰することがで

きる。 

（入学資格） 

第４０条 専攻科に入学できる者は、入学の時において次の各号のいずれかに該当する者もの

とする。 

（５）外国において、学校教育における１４年の課程を修了した者（日本の短期大学、高等専

門学校又は、専修学校専門課程に相当すると認められる課程を修了した者） 

（準用規定） 

第４５条 第１２条から第１５条まで、第１８条から第２０条まで、第２２条、第２４条、第

２５条、第２７条、第２８条（同条第２項ただし書を除く。）、第２９条から第３１条まで及
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び、第３３条から第３８条までの規定は、専攻科に準用する。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則の整理） 

第１３２条 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則（平成２３年度法人規則第３

９号）の一部を次のように整理する。 

 

（教育理念） 

第２条 本科は、東京都立産業技術高等専門学校学則（平成２０年度法人規則第１号。以下「学

則」という。）第１条に定める使命を実現するために、科学技術の高度化、複合化及び、グ

ローバル化に迅速に対応できる応用力及び、創造力を有した実践的技術者を育成することを

教育理念とする。 

（教育目標） 

第３条 本科の教育目標を、次のとおりとする。 

（３）（人間性・社会性）豊かな教養及び、技術者としての倫理観を身につけさせ、社会に貢

献できる広い視野を持った技術者を育成する。 

（コース長会議） 

第６条 （略） 

３ コース長会議の構成等、必要な事項は、別に定める。 

（教育コースの決定及び変更の方法） 

第７条 本科学生の第２学年からの教育コースは、本人の希望及び履修科目の成績に基づき、

第１学年の終わりに、ものづくり工学科長が決定する。 

２ 本科学生は、各教育コースが定める要件を満たすみたす場合に限り、第３学年進級に際し

ての教育コースの変更を申請することができる。 

３ 教育コース変更の許可は、前第２項の資格要件を満たすみたす者の中から選考により行う

ものとし、その選考は、教育コース変更の理由、履修科目の成績及び選考試験の成績に基づ

き、ものづくり工学科長が行う。 

（単位の計算方法） 

第９条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要

な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができるものとする。 

（４）一の授業科目について、講義、演習、実験又は実習のうち二以上の方法の併用により行

う場合については、その組み合わせに応じ、前３号に規定する基準を考慮してそれぞれ定

める時間の授業をもって１単位とする。 

５ 前第８条に規定する特別活動は、９０単位時間以上実施するものとする。 

（成績評価基準等の明示等） 

第１６条 （略） 

２ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、

学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従ってしたがって適切に

行うものとする。 

（進級要件） 

第１９条 第１学年から第４学年までの在籍者のうち、次の各号の全てすべてを満たした者は、

原学年の課程を修了したものと認め、次学年へ進級させる。 

 （進級乙） 

第２０条 前条第１項第１号から第３号までの各号を満たし第４号を満たさない者のうち、原

学年までに別表４に定める累計修得単位数以上を修得した者については、正規の進級に準ず
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るものとして、次学年へ進級させることができる。 

（卒業要件） 

第２７条 第５学年に在籍する者で、次の各号の全てすべてを満たしたみたした者は卒業を認

める。 

（４）修得単位の累計数が１６７単位以上並びに、一般科目７５単位以上及び、専門科目８２

単位以上であること。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則の整理） 

第１３３条 東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則（平成２３年度法人規則第４０号）の一

部を次のように整理する。 

 

 （専攻科会議） 

第４条 （略） 

３ 専攻科会議の構成等、必要な事項は、別に定める。 

（履修方法） 

第６条 学生は授業科目の履修に当たりあたり、年度当初に別に定める「履修届」を所定の期

日までに提出しなければならない。 

（成績の評価） 

第１０条 （略） 

３ 成績は、授業科目ごとに第８条に規定する試験の成績、その他を総合して評価するものと

する。 

（単位の認定） 

第１１条 前条の規定に基づき、評点６０点以上又は評語Ａ、Ｂ若しくは、Ｃに評価された授

業科目については当該科目を修得したものとし、単位を認定する。 

 （他の大学等で修得した単位の認定） 

第１２条 大学及び大学院並びに、認定専攻科（短期大学・高等専門学校専攻科及び、大学専

攻科）で修得した単位は、１２単位を超えない範囲で専攻科における授業科目の履修とみな

し、単位の修得を認定することができる。 

 （修了に必要な単位） 

第１３条 専攻科の修了に必要な単位は、６２単位以上（うち、一般科目８単位以上及び、専

門科目５４単位以上）とする。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定規則の整理） 

第１３４条 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定規則（平成２１

年度法人規則第５７号）の一部を次のように整理する。 

 

 （対象） 

第２条 この規則の対象となる学修は、次のとおりとする。 

（３）専修学校の専門課程のうち修業年限が２二年以上のものにおける学修で、本校において

高等専門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの 

（認定単位数） 

第５条 修得を認定する単位数は、次の各号のとおりとする。 

（５）この本規則により認定する単位数は累計で最大１０単位までとする。（略） 

（取扱い） 

第６条 （略） 

（審査） 
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第７条 この本規則における単位修得の認定は、教務委員会の審議に基づき、ものづくり工学

科長が行う。 

別表３（第２条、第５条、第６条関係） 

研修の名称 単位数 備考 

海外語学研修 

（ただし、本校が実施するものに限る。） 
１ 

実用英語技能検定、ＴＯＥＩＣ、 

工業英語検定及び海外インターン

シップと同種の資格 

別表４（第２条、第５条、第６条関係） 

研修の名称 単位数 備考 

海外インターンシップ 

（ただし、本校が実施するものに限る。） 
３ 

実用英語技能検定、ＴＯＥＩＣ、 

工業英語検定及び海外語学研修と

同種の資格 

 

（東京都立産業技術高等専門学校専攻科学外学修単位認定規則の整理） 

第１３５条 東京都立産業技術高等専門学校専攻科学外学修単位認定規則（平成２１年度法人規

則第５８号）の一部を次のように整理する。 

 

 （認定単位数） 

第５条 （略） 

２ この本規則により認定する単位数は１２単位を超えない範囲とする。 

 （取扱い） 

第６条 （略） 

（審査） 

第７条 この本規則における単位修得の認定は、専攻科会議の審議に基づき、創造工学専攻長

が行う。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜に関する規則の整理） 

第１３６条 東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜に関する規則（平成２０年度法人規則第

７号）の一部を次のように整理する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則（平成２０年度法人規則第１号）第

２５条の規定に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）における入

学者選抜について定めるものとする。 

（推薦に基づく選抜） 

第６条 推薦選抜の実施、その他推薦選抜に関して必要な事項は、別に定める。 

（学力検査に基づく選抜） 

第７条 学力選抜の実施、その他学力選抜に関して必要な事項は、別に定める。 

（推薦に基づく選抜） 

第１２条 推薦選抜の実施、その他推薦選抜に関して必要な事項は、別に定める。 

（学力検査に基づく選抜） 

第１３条 学力選抜の実施、その他学力選抜に関して必要な事項は、別に定める。 

（社会人特別選抜） 

第１４条 社会人特別選抜の実施、その他社会人特別選抜に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校編入学規則の整理） 
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第１３７条 東京都立産業技術高等専門学校編入学規則（平成２０年度法人規則第８号）の一部

を次のように整理する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則（略）第３２条第２項の規定に基づ

き、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）への編入学について定める。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校転入学規則の整理） 

第１３８条 東京都立産業技術高等専門学校転入学規則（平成２０年度法人規則第９号）の一部

を次のように整理する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則（略）第３１条に基づき、東京都立

産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）への転入学について定める。 

附 則（平成２０年４月１日２０法人規則第９号） 

２ 平成２２年度までは、東京都立工業高等専門学校又は、東京都立航空工業高等専門学校か

ら本校への転入学については、下記の表に基づいてこれを認める。このこと事について必要

な事項は、別に定める。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校学生準則の整理） 

第１３９条 東京都立産業技術高等専門学校学生準則（平成２０年度法人規則第１０号）の一部

を次のように整理する。 

 

（保護者・保証人の変更） 

第３条 保護者若しくは、保証人が死亡するか、又はまたは資格を失った場合は、新たに保護

者又は、保証人を定めて変更届を提出する。 

（授業料納入） 

第４条 授業料は、所定の期日及びおよび方法により納入しなければならない。 

（学生証の返納） 

第７条 学生証は、その有効期限が過ぎたとき又は、または退学・転学するときは、直ちにた

だちに返納しなければならない。 

 （学生証の再交付） 

第８条 学生証を紛失又はまたは汚損したときは、直ちにただちに再交付願を提出して再交付

を受けなければならない。 

 （転籍届） 

第９条 一身上の異動（転籍・改氏名等）があった場合は、直ちにただちにその届けを提出し

なければならない。 

 （住所変更） 

第１０条 住所又はまたはその表示を変更した場合は、直ちにただちにその届けを提出しなけ

ればならない。 

（欠席） 

第１１条 欠席、欠課、遅刻又はまたは早退をしようとする場合は、理由を添えて、事前に学

校にその届けを提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に提出でき

ない場合は、事後直ちにただちに提出する。 

 （忌引） 

第１２条 （略） 
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２ 忌引の期間は、父母７日、祖父母及び兄弟姉妹３日並びに、曾祖父母及び伯叔父母は１日

とする。 

（出席の停止） 

第１４条 学校伝染病又はまたはその他の伝染性疾病のあるときは、その届けを直ちにただち

に学校に提出しなければならない。この場合、学校は当該学生の出席を停止させることがあ

る。 

 （学生会の目的） 

第１９条 学生会は、学生の自主的な活動を通してとおして豊かな人間を形成することを目的

とする。 

 （学生会の目標） 

第２０条 学生会は、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努める。 

（１）健全な趣味と豊かな教養を身につけ、個性の伸長を図るはかる。 

（２）余暇を活用し、心身の鍛練を図るはかる。 

（４）学校生活において、自治能力を養うとともに将来良き社会人となるための資質の向上を

図るはかる。 

（学生会の活動） 

第２１条 学生会活動を行うに当たってあたっては、法令及び学校の諸規則に違反してはなら

ない。 

 （学生会の運営） 

第２２条 学生会は、会員の総意に基づいて運営され、また、いかなる場合においても個人の

思想及び良心の自由を尊重しなければならない。 

 （掲示及び文書配布） 

第２５条 学生個人又はまたは学生団体が校内及び、校外にかかわらず、印刷物を掲示する場

合や、文書を配布しようとする場合は、学校の承認を受けなければならない。 

 （校外団体） 

第２７条 学生個人又はまたは学生団体が学校名を使用して校外団体に加入するときは、届け

を提出しなければならない。 

 （集会等の届出） 

第２８条 学生個人若しくはまたは学生団体が校内において、又はまたは校外において学校名

を使用して集会若しくはまたは行事を行うときは、届けを提出しなければならない。 

（物品の販売） 

第３０条 学生個人若しくはまたは学生団体が校内において、又はまたは校外において学校名

を使用して物品の販売を行うときは、願いを提出しなければならない。 

 （募金、署名、調査等） 

第３１条 学生個人若しくはまたは学生団体が校内において、又はまたは校外において学校名

を使用して募金、署名、調査等を行うときは、願いを提出しなければならない。 

 （施設及び設備の使用） 

第３２条 学生個人又はまたは学生団体が学校の施設及び設備を集会、行事等の目的で正課外

に使用するときは、使用願を提出しなければならない。 

２ 学校本校の施設及び設備の使用に際しては、その管理責任者の注意事項を遵守する。 

３ 施設及び設備の使用に当たってあたって破損又はまたは紛失した場合は、速やかにすみや

かに届け出る。この場合、状況により一部又はまたは全部を弁償させることがある。 

（届け及び願い） 

第３３条 学生個人又はまたは団体が、その届けや願いを提出するに当たってあたっては、次

の各項を遵守しなければならない。 

（３）その実施に当たってあたっては、学校の指示に従うこと。 
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 （専攻科の学生への準用） 

第３４条 第１条から第１０条まで、第１２条から第１７条まで、及び第２５条から第３３条

までの規定は、専攻科の学生にこれを準用する。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校学生表彰規則の整理） 

第１４０条 東京都立産業技術高等専門学校学生表彰規則（平成２０年度法人規則第１１号）の

一部を次のように整理する。 

 

 （学生の推薦） 

第２条 （略） 

３ 学生主事は、前項の推薦書を作成するに当たりあたり、詳細について確認するために必要

があると認めるときには、対象学生、関係者及び関係機関等の協力を得た上で調査すること

ができる。 

（表彰の方法） 

第５条 （略） 

２ 表彰に当たってあたっては、表彰状を授与する。 

３ 前項条の表彰状には、副賞を添えることができる。 

 

第１０章 規程（法人組織運営）の整理 

（首都大学東京研究費評価・配分委員会規程の整理） 

第１４１条 首都大学東京研究費評価・配分委員会規程（平成１７年度法人規程第１号）の一部

を次のように整理する。 

 

（目的）  

第１条 公立大学法人首都大学東京（略）が設置する大学（略）に所属する常勤教員（助手を除

く。）が、法人の一般財源による研究を適切かつ効果的に行うこと及び、並びに間接経費によ

る研究開発環境の改善、研究機能の向上、研究費の管理等を円滑に実施することを目的に、首

都大学東京研究費評価・配分委員会（以下「研究費配分委員会」という。）を置く。  

（委員会の構成）  

第３条 （略） 

２ 委員長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を臨時的に研究費配分委員会に出席させる

ことができる。  

（任期）  

第５条 第３条第１項第２号の委員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、委員交代によ

る委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（専門部会）  

第６条の２ （略） 

２ 研究費配分専門部会の所掌事項、運営並びに、委員の構成及び任期については、研究費配分

委員会の議を踏まえ、所掌事項の内容に応じて個別の研究費配分専門部会ごとに、委員長が定

める。  

（部会）  

第７条 （略） 

２ 研究費配分部会は、次の部局等に置く。  

（１）都市教養学部（人文・社会系、法学系、経営学系及び、理工学系）  

 

（公立大学法人首都大学東京ハラスメント防止委員会規程の整理） 
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第１４２条 公立大学法人首都大学東京ハラスメント防止委員会規程（平成１７年度法人規程第

２号）の一部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 公立大学法人首都大学東京（略）のセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハ

ラスメント及びパワー・ハラスメント（略）の防止及びその対策のため、公立大学法人首都

大学東京運営委員会規則（平成１７年度法人規則第５号）第２条第１項に定める運営委員会

として、公立大学法人首都大学東京ハラスメント防止委員会（略）を置く。 

（委員会の構成） 

第３条 防止委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（１）首都大学東京副学長（複数いる場合は１名とする。） 

（分会） 

第７条の２ 首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校の各々に

係る第２条第３号から第６号までの職務を遂行するため、首都大学東京、及び産業技術大学

院大学及び並びに東京都立産業技術高等専門学校にそれぞれ分会（以下、「分会」という。）

を置く。 

附 則（平成１７年度法人規程第２号） 

２ 第９条の規定にかかわらず、防止委員会によって相談員が設置されるまでの間、総務部総

務課及び各キャンパスの管理課に相談員を設置する。この相談員は、各所管課長が所属の職

員の中なかから選任するものとする。 

３ 前項の相談員がセクシュアル・ハラスメント等に関する相談を受けた際は、遅滞無く防止

委員会委員にそのてん顛末を報告するものとする。 

 

（首都大学東京広報委員会規程の整理） 

第１４３条 首都大学東京広報委員会規程（平成１７年度法人規程第３号）の一部を次のように

整理する。 

 

（目的） 

第１条 首都大学東京における広報活動を効果的かつ一体的に展開するため、広報活動における

各学部等の間の連携を図ることを目的として、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（略）

第２条第１項に定める運営委員会として、首都大学東京広報委員会（以下「広報委員会」とい

う。）を置く。 

 

（首都大学東京学生委員会規程の整理） 

第１４４条 首都大学東京学生委員会規程（平成１７年度法人規程第４号）の一部を次のように

整理する。 

 

（趣旨） 

第１条 首都大学東京（以下「本学」という。）本学の学生の課外活動及び厚生補導等に関する

事項を審議するとともに、相談指導に当たるあたることを目的として、公立大学法人首都大

学東京運営委員会規則（略）第２条第１項に定める運営委員会として、首都大学東京学生委

員会（以下「学生委員会」という。）を設置する。 

（委員会の機能） 

第２条 学生委員会は、次の事項を職務とする。 

（１）学生の課外活動に関すること。 

（２）学生寮、厚生保健施設及び並びに体育施設の利用に関すること。 
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（３）学生の適応相談に関すること。 

（４）学生の健康管理に関すること。 

（５）授業料等の減額及び、免除に関すること。 

（６）奨学金に関すること。 

（７）その他、学生指導に関すること。 

（委員会の構成） 

第３条 （略） 

３ 本学の教員をもって充てる学生サポートセンター副センター長は、委員会に参加すること

ができる。 

（任期） 

第６条 委員長及び第３条第１項第１号から第４号までに定める委員の任期は、次のとおりと

する。ただし、再任は妨げない。 

（部会） 

第８条 学生委員会の下もと、各キャンパスに学生委員会部会（以下、「部会」という。）を設

置する。 

２ 部会は、次の事項を職務とする。  

（１）各キャンパスにおける学生の課外活動に関すること。 

（２）各キャンパスの厚生保健施設及び体育施設の利用に関すること。 

（３）各キャンパスで実施する学生の適応相談に関すること。 

（４）各キャンパスにおける学生の健康管理に関すること。 

（５）学生委員会から付託された事項に関すること。 

（６）その他、学生指導に関すること。  

３ 部会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（２）前号に掲げる委員のほか、日野キャンパス及び荒川キャンパスの部会の構成については、

それぞれシステムデザイン学部長、及び健康福祉学部長において定める。 

４ 部会長は、日野キャンパス及び荒川キャンパスにおいては、教授である学生委員会委員を

もって充て、る。南大沢キャンパスにおいては、部会委員の互選により、教授である学生委

員会委員のうちから選出する。 

附 則（平成１７年度法人規程第４号） 

２ 第６条第１項第２号の規定にかかわらず、この本規程施行後最初の委員の任期については、

第３条第１項第１号に掲げる委員の半数を１年とする。 

 

（首都大学東京留学生・留学委員会規程の整理） 

第１４５条 首都大学東京留学生・留学委員会規程（平成１７年度法人規程第６号）の一部を次

のように整理する。 

 

（趣旨）  

第１条 公立大学法人首都大学東京が設置する大学（産業技術大学院大学を除く。）への外国人

留学生の受入れ、及び学生の外国留学等並びに留学生及び留学に関する事項を審議し、留学生

及び留学を希望する学生を支援・指導することを目的として、公立大学法人首都大学東京運営

委員会規則（略）第２条第１項に定める運営委員会として、首都大学東京留学生・留学委員会

（以下「留学生・留学委員会」という。）を設置する。  

（委員会の機能）  

第２条 留学生・留学委員会は、次の事項を職務とする。  

（２）留学生の教育及びおよび生活指導上の基本的な制度に関すること。   

（６）その他、留学生及び、留学に関すること。  
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（委員長）  

第４条 （略）  

２ 委員長は、委員の互選により、前条第１項第１号に定める教員のうちから選出し、首都大学

東京学長が任命する。  

（任期）  

第６条 委員長及び第３条第１項第１号から第３号までに定める委員の任期は、次のとおりとす

る。ただし、再任は妨げない。  

附 則（平成１７年法人度規程第６４号）  

２ 第６条第１項第１号にかかわらず、この本規程施行後最初の委員の任期については、第３条

第１項第１号に掲げる委員の半数を１年とする。  

 

（首都大学東京国際副専攻委員会規程の整理） 

第１４６条 首都大学東京国際副専攻委員会規程（平成２５年度法人規程第１３号）の一部を次

のように整理する。 

 

（委員長） 

第４条 （略） 

４ 委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき時、又はその他の理由により代行者が必要

であると認めた場合は、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。 

（運営） 

第６条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集召集する。 

（部会） 

第７条 （略） 

２ 部会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

 （２）その他、委員会が必要と認めること。 

 

（首都大学東京教務委員会規程の整理） 

第１４７条 首都大学東京教務委員会規程（平成１７年度法人規程第１１号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

 （委員会の構成） 

第３条 教務委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（１）学部及び、研究科 各１名 

（部会の設置） 

第８条 教務委員会の下もとに、以下の部会を設置する。 

（教務委員会部会） 

第９条 学部及び、研究科に教務委員会部会を置く。 

２ 教務委員会部会は、次の事項を職務とする。 

（１）学部及び、研究科に関わる教務に関すること。 

（２）学部及び、研究科内の教務に関する連絡調整に関すること。 

（４）その他学部及び、研究科の教務についての必要な事項に関すること。 

３ 部会の構成等は、学部及び、研究科において定める。 

（対象科目） 

第１１条 基礎教育部会が取り扱う科目（略）は、次に掲げるものをいう。 

（４）その他部会が取り扱うことを適当と認めた授業科目 

（部会の機能） 
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第１２条 基礎教育部会は、次の事項を職務とする。 

（３）健康福祉学部にあっては第１年次の学生、その他の学部にあっては第１年次及び第２年

次の学生（以下「対象学生」という。）の退学、転学、留学、休学その他身分に関わる相談

及び、指導に関すること。 

（部会委員の任期） 

第１５条 委員の任期は次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。 

（１）第１３条第１号から第３号までに掲げる委員 ２年 

附 則（平成１７年度法人規程第１１号） 

２ 第１５条第１項第１号にかかわらず、この本規程施行後最初の委員の任期については、第

１３条第１号に掲げる委員（ただし、経営学系選出委員を除く。）の半数を１年とする。 

 

（首都大学東京教職課程委員会規程の整理） 

第１４８条 首都大学東京教職課程委員会規程（平成１７年度法人規程第１２号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（趣旨） 

第１条 首都大学東京本学の教職課程の効果的運営を図ることを目的として、公立大学法人首

都大学東京運営委員会規則（略）第２条第１項に定める運営委員会として、首都大学東京教

職課程委員会（以下「教職課程委員会」という。）を設置する。 

（委員会の機能） 

第２条 （略） 

２ 前項第２号に定める認定に当たりあたり、必要な授業科目を全学共通の教科に関する授業

科目として認定することができる。 

（委員会の構成） 

第３条 教職課程委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（１）各学部長及び、都市教養学部各系長 

 

（首都大学東京教員養成カリキュラム委員会規程の整理） 

第１４９条 首都大学東京教員養成カリキュラム委員会規程（平成１７年度法人規程第１３号）

の一部を次のように整理する。 

 

（趣旨） 

第１条 首都大学東京の本学学生の教員養成カリキュラムを円滑に実施することを目的として、

公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（略）第２条第１項に定める運営委員会として、

首都大学東京教員養成カリキュラム委員会（略）を設置する。 

（委員会の構成） 

第３条 教員養成カリキュラム委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（３）前号別表に挙げる所属のほか、教育実習又は介護等体験予定学生のいる所属（コース・

分野等）から各１名 

別表（第３条関係） 

学部・学科 系 コース 分野等 人数 

都市教養学部 

都市教養学科 
人文・社会 

（略） 

心理学・教育学 

心理学分野  １名 

教育学分野  全てすべて 

日本語教育学分野  １名 

（略） 
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（略） 

 

（首都大学東京学芸員委員会規程の整理） 

第１５０条 首都大学東京学芸員委員会規程（平成１７年度法人規程第１４号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

（委員会の機能） 

第２条 学芸員委員会は、次の事項を職務とする。 

（３）博物館実習に係るかかる履修許可、時期及び期間の決定、学生の配置並びに単位認定の

審議その他必要な事項に関すること。 

 

（首都大学東京自己点検・評価委員会規程の整理） 

第１５１条 首都大学東京自己点検・評価委員会規程（平成１７年度法人規程第１５号）の一部

を次のように整理する。 

 

（趣旨） 

第１条 首都大学東京学則（略）第２条に基づき、首都大学東京（以下「本学」という。）の教

育研究水準の向上を図り、本学の目的及び使命の達成を目的として、公立大学法人首都大学

東京運営委員会規則（略）第２条第１項に定める運営委員会として、首都大学東京自己点検・

評価委員会（以下「自己点検・評価委員会」という。）を設置する。 

（委員会の構成） 

第３条 自己点検・評価委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（１）学部（都市教養学部にあっては系及び都市政策コース。以下同じ。）及び、研究科 各１ 

名 

第４条 （略） 

２ 委員長は、委員の互選により、前条第１号から第３号までに掲げる委員のうちから選出し、

学長が任命する。 

（任期） 

第６条 委員長及び第３条第１号から第５号までに定める委員の任期は２年とする。（略） 

（自己点検・評価委員会部会） 

第８条 自己点検・評価委員会の下もと、以下の自己点検・評価委員会部会を設置する。 

 

（首都大学東京ＦＤ委員会規程の整理） 

第１５２条 首都大学東京ＦＤ委員会規程（平成１７年度法人規程第１６号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

（趣旨） 

第１条 首都大学東京本学の教育機関としての機能の充実と、教育活動のさらなる改善を図る

ために全学的に取り組むことを目的として、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（略）

第２条第１項に定める運営委員会として、首都大学東京ＦＤ委員会（略）を設置する。 

第２条 ＦＤ委員会は、次の事項を職務とする。 

（２）学部、研究科及び、大学教育センター（以下「学部等」という。）が実施するＦＤ活動へ

の支援及び連絡調整に関すること。 

（委員会の構成） 

第３条 ＦＤ委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（１） 学部（都市教養学部にあっては系。以下同じ。）及び、研究科 各１名 
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（部会） 

第８条 ＦＤ委員会の下もと、学部等にＦＤ委員会部会（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（首都大学東京研究安全倫理委員会規程の整理） 

第１５３条 首都大学東京研究安全倫理委員会規程（平成１７年度法人規程第１７号）の一部を

次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 首都大学東京（略）に所属する教員、大学院生、学生、研究生等（略）が行う人を対

象とする各種研究、遺伝子組換え実験及び動物実験が、次の各号に掲げる指針及び宣言（略）

並びに本学の別に定める管理規程を遵守して行われていること及び動物実験が本学の定める

動物実験管理規程を遵守して行われていることが、、次の各号に掲げる指針及び宣言（以下「指

針等」という。）の趣旨に沿った倫理的配慮の下もとに行われることを目的として、キャンパ

スごとに必要な研究安全倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。（略） 

４ 遺伝子組換え実験の安全管理について、遺伝子組換え等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律（略）及び公立大学法人首都大学東京遺伝子組換え実験安全管理規程

（略）に基づき、次の各号に掲げる事項について審議する。 

（３）実験に係るかかる教育訓練及び健康管理に関すること。 

また、必要に応じ安全主任者及び実験責任者に対して、報告及び、説明を求めることが

できる。 

（委員会の構成） 

第３条 （略） 

２ 人を対象とする研究及び人から採取したヒトゲノム・遺伝子解析研究について担当する委

員会の構成は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。（略） 

（６）５名以上であること。 

６ 第１項から前項までの規定にかか関わらず、法律等に基づき、研究の対象に応じ、臨時委

員として委員を追加できるものとする。 

（審査の公正保持） 

第９条 （略） 

２ 委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査を行った研究に関して、研究対象者等の

人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点及び審査の中立性又は若しくは公平性の

観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに学長に報告しなければならない。 

 

（首都大学東京南大沢キャンパス交通安全委員会規程の整理） 

第１５４条 首都大学東京南大沢キャンパス交通安全委員会規程（平成１７年度法人規程第１８

号）の一部を次のように整理する。 

 

（委員会の職務） 

第２条 交通安全委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

（１）首都大学東京南大沢キャンパス交通安全要綱及び、首都大学東京南大沢キャンパス 交通

安全要綱実施細目の制定改廃に関すること。 

（委員長） 

第４条 （略） 

４ 委員長に事故があるとき時は、首都大学東京管理部学長室長の職にある者がその職務を代理

する。 

（任期） 
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第７条 委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（首都大学東京入試委員会規程の整理） 

第１５５条 首都大学東京入試委員会規程（平成１７年度法人規程第５７号）の一部を次のよう

に整理する。 

  

（趣旨） 

第１条 （略） 

３ 委員会には、学部入試実施部会、多様な入試実施部会、入試広報部会及び、入試制度検討

部会を置くおく。 

（組織） 

第２条 （略） 

２ 委員会には委員長を置きおき、大学教育センター副センター長をもって充てる。 

（趣旨） 

第３条 学部入試実施部会（略）は、首都大学東京学部入学者選考規則第３条（略）第３条に

基づき、首都大学東京の一般選抜を適正に実施することを目的とする。 

（任務） 

第４条 学部入試部会は、次に掲げる事項を行う。 

（２）多様な選抜のうち、帰国子女、中国引揚者等子女及び、外国人留学生を対象とした特別

選抜の統括運営をすること。 

（３）転編入学及び、学士の学部入学の選考の統括運営をすること。 

（部会長） 

第６条 学部入試部会に部会長（以下この章において「部会長」とは学部入試部会の部会長を

いう。）を置くおく。 

６ 部会長は必要に応じて、学部長、系長又はまたは専門委員の出席を求めることができる。 

（学部部会等） 

第７条 学部（略）に、学部入試実施のため学部部会を置くおくことができる。 

３ 学部部会に学部部会長を置きおき、学部長（略）をもって充てるあてる。 

（機械処理分科会） 

第８条 学部入試部会に入試に関する成績、採点の機械処理及びこれに関連する業務を担当す

るため入試機械処理分科会（以下「分科会」という。）を置くおく。 

３ 分科会に委員長を置くおく。 

（専門委員） 

第９条 部会長は、次の専門委員とこれを補佐する者ものを委嘱する。 

（学力検査員） 

第１０条 学力検査員は、学力問題の作成及び並びに答案採点の責任者であり、採点結果を教

科ごと毎に総合整理し、その結果を部会長に提出する。 

（事務） 

第１５条 学部入試部会に幹事を置きおき、首都大学東京管理部入試課長、日野キャンパス管

理部学務課長及び荒川キャンパス管理部学務課長をもって充てるあてる。 

（部会長） 

第２０条 多様な入試部会に部会長（以下この章において「部会長」とは多様な入試部会の部会

長をいう。）を置く。 

（合格者の調整方法） 

第２１条 多様な入試実施部会は、学部（略）から付議された合否原案を審議する。合格者に

ついて学長が調整の必要があると認めるときは、多様な入試実施部会がこれを行うことがで
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きる。 

（事務） 

第２２条 多様な入試部会に幹事を置きおき、首都大学東京管理部入試課長、日野キャンパス管

理部学務課長及び荒川キャンパス管理部学務課長をもって充てるあてる。 

（職務）  

第２５条 広報部会は、次に掲げる事項を行う。 

 （１）公立大学法人首都大学東京法人の行う広報のうち、入試に関すること。 

（部会長） 

第２７条 広報部会に部会長（以下この章において「部会長」とは広報部会の部会長をいう。）

を置くおく。 

（事務） 

第２８条 広報部会に幹事を置きおき、日野キャンパス管理部学務課長及び荒川キャンパス管

理部学務課長をもって充てるあてる。 

（任務） 

第３１条 制度検討部会は、入学者選抜試験に関し、学長が諮問する事項その他必要な事項に

ついて調査及び、審議するとともに改革案を立案する。 

（部会長） 

第３３条 制度検討部会に部会長（以下この章において「部会長」とは制度検討部会の部会長

をいう。）を置きおき、大学教育センター入試部門長をもって充てるあてる。 

 （事務） 

第３４条 制度検討部会に幹事を置きおき、首都大学東京管理部入試課長、日野キャンパス管

理部学務課長及び荒川キャンパス管理部学務課長をもって充てるあてる。 

附 則（平成１７年法人規程第５７号） 

２ 第５条第２項、第１９条第２項、第２６条第２項及び第３２条第２項の規定にかかわらず、

この本規程施行後最初の委員の任期は、１年とすることができる。 

 

（首都大学東京オープンユニバーシティ企画運営委員会規程の整理） 

第１５６条 首都大学東京オープンユニバーシティ企画運営委員会規程（平成１７年度法人規程

第５９号）の一部を次のように整理する。 

 

（部会） 

第７条 委員会の下もと、学部・系、大学教育センター及び、オープンユニバーシティ（略）

にＯＵ企画運営委員会部会（略）を設置することができる。 

 

（首都大学東京産学公連携推進委員会規程の整理） 

第１５７条 首都大学東京産学公連携推進委員会規程（平成１７年度法人規程第８９号）の一部

を次のように整理する。 

 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（５）産学公連携センター長が指名する者もの 

（委員長等） 

第４条 （略） 

２ 委員長は、委員の互選により、前条第１項第１号及び第２号に掲げる委員のうちから選出

し、学長が任命する。 
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（公立大学法人首都大学東京知的財産委員会規程の整理） 

第１５８条 公立大学法人首都大学東京知的財産委員会規程（平成１７年度法人規程第９０号）

の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 公立大学法人首都大学東京（略）における知的財産を効果的かつ一体的に管理及び、

運用するため、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（略）第２条第１項に定める運営

委員会として、知的財産委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（首都大学東京小笠原研究委員会規程の整理） 

第１５９条 首都大学東京小笠原研究委員会規程（平成１９年度法人規程第４７号）の一部を次

のように整理する。 

 

（専門部会） 

第８条 委員会の職務を具体的かつ、専門的に検討するため、委員会に専門部会を設置する。 

４ 委員長が必要と認めるときは、学外から専門部会委員を委嘱することができる。 

（研究施設使用） 

第９条 （略） 

２ 首都大学東京管理部長は、前項の規定による定めを設けるに当たってあたって、研究利用

に関する重要事項については、委員会の意見を聴くものとする。 

 

（首都大学東京プロジェクト研究棟管理運営委員会規程の整理） 

第１６０条 首都大学東京プロジェクト研究棟管理運営委員会規程（平成２１年度法人規程第１

１号）の一部を次のように整理する。 

 

（委員長） 

第４条 （略） 

２ 委員長は、前条第１号及び第２号に掲げる委員のうち内から学長が指名する。 

 

（首都大学東京施設の再配置に関する検討委員会規程の整理） 

第１６１条 首都大学東京施設の再配置に関する検討委員会規程（平成１８年度法人規程第１１

号）の一部を次のように整理する。 

 

（委員長） 

第４条 （略） 

４ 委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき又はその他の理由により代行者が必要であ

ると認めた場合は、首都大学東京管理部長が委員長の職務を代理する。 

（ワーキンググループ） 

第６条 委員会の職務を専門的かつ、具体的に検討するため、委員会にワーキンググループ（以

下「ＷＧ」という。）として文系ワーキンググループ（以下「文系ＷＧ」という。）及び、理

系ワーキンググループ（以下「理系ＷＧ」という。）を置く。 

（ＷＧの運営） 

第７条 文系ＷＧ及び理系ＷＧに、ＷＧ長を置く。 

４ ＷＧ長に事故があるとき、ＷＧ長が欠けたとき又はその他の理由により代行者が必要であ

ると認めた場合は、委員長がＷＧ長の職務を取り扱う。 
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（首都大学東京ダイバーシティ推進委員会規程の整理） 

第１６２条 首都大学東京ダイバーシティ推進委員会規程（平成２３年度法人規程第２号）の一

部を次のように整理する。 

 

（委員会の構成） 

第３条 ダイバーシティ推進委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（２）学部（都市教養学部にあっては系。、以下同じ。） 各１名 

（部会） 

第８条 ダイバーシティ推進委員会の下もと、学部、国際センター、学生サポートセンター及

び、首都大学東京管理部（略）にダイバーシティ推進委員会部会（略）を設置することがで

きる。 

２ 部会は、次の事項を職務とする。 

（１）学部等におけるダイバーシティの推進に関すること。 

（２）ダイバーシティ推進委員会から付託された事項に関すること。 

（３）その他ダイバーシティの推進についての必要な事項に関すること。 

附 則（平成２３年８月１日２３法人規程第２号） 

２ 第６条第１項にかかわらず、この本規程施行後最初の委員の任期については、平成２５年

３月３１日までとする。 

 

（首都大学東京キャリア支援委員会規程の整理） 

第１６３条 首都大学東京キャリア支援委員会規程（平成２３年度法人規程第３４号）の一部を

次のように整理する。 

 

（委員会の構成） 

第３条 キャリア支援委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（３）本学の教員をもって以て充てる学生サポートセンター副センター長 

（部会） 

第７条 キャリア支援委員会の下もとに、各キャンパスにキャリア支援委員会部会（以下「部

会」という。）を設置する。 

 

（首都大学東京研究推進委員会規程の整理） 

第１６４条 首都大学東京研究推進委員会規程（平成２４年度法人規程第３号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

（趣旨） 

第１条 首都大学東京における全学的な研究推進を目的として、公立大学法人首都大学東京運

営委員会規則（平成１７年度法人規則第５号）第２条第１項に定める運営委員会として、首

都大学東京研究推進委員会（以下「研究推進委員会」という。）を設置する。 

（専門部会） 

第８条 研究推進委員会の下もと、研究推進委員会において専門的に検討又は審査すべき事項

ごとに、研究推進委員会専門部会（以下「専門部会」という。）を置くことができる。 

（部会） 

第９条 研究推進委員会の下もと、第３条第２号項から第８号項までに掲げる委員が所属する

学部（略）に、研究推進委員会部会（略）を置くことができる。 

 

（首都大学東京学術情報基盤センター委員会規程の整理） 
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第１６５条 首都大学東京学術情報基盤センター委員会規程（平成２４年度法人規程第１３号）

の一部を次のように整理する。 

 

（委員会の機能） 

第２条 委員会は、次の事項を職務とする。 

（１）首都大学東京（以下「本学」という。）の学術情報資源の適切な活用及び図書館（略）の

運営の基本的な方針に関すること。 

（委員長の代理） 

第５条 委員長に事故があるとき時は、あらかじめ委員長が指名した副センター長が委員長の

職務を代理する。 

（部会等の設置） 

第８条 委員会の下にもとに、以下の部会を設置する。 

２ 委員会の下もと、南大沢キャンパス、日野キャンパス及び荒川キャンパスにそれぞれキャ

ンパス部会を設置することができる。 

３ 委員会及び前２項の部会の下にもとに、ワーキンググループを設置することができる。 

（情報システム部会） 

第１３条 情報システム部会は、本学の情報セキュリティの確保及び学術情報に関する情報シ

ステムの円滑な利用を促進するため、次の事項を審議する。 

（３）情報セキュリティポリシー等の整備に関すること。 

 

（産業技術大学院大学広報委員会規程の整理） 

第１６６条 産業技術大学院大学広報委員会規程（平成１８年度法人規程第１号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（委員会の構成） 

第３条 広報委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（４）産業技術大学院大学管理部管理課長 

 

（産業技術大学院大学教務学生委員会規程の整理） 

第１６７条 産業技術大学院大学教務学生委員会規程（平成１８年度法人規程第２号）の一部を

次のように整理する。 

 

（委員会の構成） 

第３条 教務学生委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（２）産業技術大学院大学管理部管理課長 

 

（産業技術大学院大学研究費評価・配分委員会規程の整理） 

第１６８条 産業技術大学院大学研究費評価・配分委員会規程（平成１８年度法人規程第３号）

の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 産業技術大学院大学に所属する常勤教員（略）が、公立大学法人首都大学東京の一般

財源による研究を適切かつ効果的に行うこと及び、並びに間接経費による研究開発環境の改

善、研究機能の向上、研究費の管理等を円滑に実施することを目的に、公立大学法人首都大

学東京運営委員会規則（略）第２条に定める運営委員会として、研究費評価・配分委員会（略）

を置く。 
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（委員会の構成） 

第３条 研究費配分委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（２） 前号項の委員が指名する教員及び職員 

 

（産業技術大学院大学入試委員会規程の整理） 

第１６９条 産業技術大学院大学入試委員会規程（平成１８年度法人規程第４号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（目的） 

第１条 産業技術大学院大学入学志願者選考規則（略）第３条第３項に基づき、産業技術大学

院大学本学における入学者選抜を的確に実施することを目的に、公立大学法人首都大学東京

運営委員会規則（略）第２条に定める運営委員会として、入試委員会を置く。 

（委員会の構成） 

第３条 （略） 

２ 入試委員会は、産業技術研究科長が主宰する。 

 

（産業技術大学院大学自己点検・評価委員会規程の整理） 

第１７０条 産業技術大学院大学自己点検・評価委員会規程（平成１８年度法人規程第５号）の

一部を次のように整理する。 

（目的） 

第１条 産業技術大学院大学学則（略）第２条に基づき、本学の教育研究水準の向上を図り、

産業技術大学院大学（以下「本学」という。）の目的及び使命の達成を目的に、公立大学法人

首都大学東京運営委員会規則（略）第２条に定める運営委員会として、自己点検・評価委員

会を置く。 

（委員会の構成） 

第３条 自己点検・評価委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（４） 産業技術大学院大学管理部管理課長 

 

（産業技術大学院大学ＦＤ委員会規程の整理） 

第１７１条 産業技術大学院大学ＦＤ委員会規程（平成１８年度法人規程第６号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（目的） 

第１条 産業技術大学院大学の教育機関としての機能の充実と、教員の教育能力の向上を図る

ために全学的に取り組むことを目的として、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（略）

第２条に定める運営委員会として、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）委員会（以

下「ＦＤ委員会」という。）を置く。 

（委員会の職務） 

第２条 ＦＤ委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

（１）教員の授業内容・方法の改善のための組織的な取り組みに関すること。 

 

（産業技術大学院大学オープンインスティテュート企画運営委員会規程の整理） 

第１７２条 産業技術大学院大学オープンインスティテュート企画運営委員会規程（平成１８年

度法人規程第７号）の一部を次のように整理する。 

 

（委員会の構成） 
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第３条 ＯＰＩ企画経営委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（３）産業技術大学院大学管理部管理課長 

 

（産業技術大学院大学施設・設備委員会規程の整理） 

第１７３条 産業技術大学院大学施設・設備委員会規程（平成１８年度法人規程第８号）の一部

を次のように整理する。 

 

（委員会の構成） 

第３条 施設・設備委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（２）産業技術大学院大学管理部管理課長 

 

（産業技術大学院大学キャリア開発支援委員会規程の整理） 

第１７４条 産業技術大学院大学キャリア開発支援委員会規程（平成２１年度法人規程第１号）

の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 産業技術大学院大学における学生等のキャリア開発支援の充実及び、強化を図ること

を目的に、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（平成１７年法人規則第５号）第２条

に定める運営委員会として、キャリア開発支援委員会を置く。 

（委員会の職務） 

第２条 キャリア開発支援委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

（１）学生等のキャリア開発支援に関する大学の方針の策定に関すること。 

（２）キャリア開発支援に関する企画立案及び、実施に関すること。 

（３）産業技術大学院大学及び学生サポートセンターキャリア支援課の連絡調整に関すること。 

（４）その他、キャリア開発支援の充実及び、強化に関し必要な事項に関すること。 

（委員会の構成） 

第３条 キャリア開発支援委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

（２）産業技術大学院大学管理部管理課長 

   附 則（平成２１年４月１日２１法人規程第１号） 

２ 第５条の規定規程にかかわらず、平成２１年度に任命される委員の任期は１年とする。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校研究安全倫理委員会規程の整理） 

第１７５条 東京都立産業技術高等専門学校研究安全倫理委員会規程（平成１９年度法人規程第

５１号）の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 東京都立産業技術高等専門学校に所属する教員及び学生（以下「教員等」という。）が

行う研究が、次の各号に掲げる指針及び宣言（以下「指針等」という。）の趣旨に沿った倫理

的配慮の下もとに行われることを目的として、研究安全倫理委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、次項本条に掲げる委員をもって構成し、対象となる実験及び研究に応じ、

指針等の定めに基づき、審査を担当する。 

４ 第１項及び第２項の規定にかか関わらず、法律等に基づき、研究の対象に応じ、臨時委員

として委員を追加できるものとする。 

（部会） 
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第７条 （略） 

２  部会は、各専門コース及び、一般科に設置する。 

 

（首都大学東京図書館利用規程の整理） 

第１７６条 首都大学東京図書館利用規程（平成１７年度法人規程第１９号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

（目的） 

第１条 首都大学東京学術情報基盤センター規則（略）第１３条の規定に基づき、首都大学東

京図書館（略）の学術資料、及び施設及び、設備の利用については、この規程の定めるとこ

ろによる。 

（定義） 

第２条 この規程において「学術資料」（以下「資料」という。）とは、古文書原本、印刷その

他の方法により複製した文書若しくは図面、又は電子的方法、磁気的方法その他人の知覚に

よっては認識できない方法により、文字、映像若しくは、音を記録した物品であり、学術情

報基盤センターが管理するもので、図書館の利用者の利用に供するものをいう。 

（閉館日及び開館時間） 

第３条 図書館は、次に掲げる日を閉館日とする。ただし、第１号から第３号までに掲げる場

合であっても、学年暦で授業がある日と定められたとき場合及び試験期間等は開館する。 

（利用者） 

第５条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる者とする。（略） 

（１）首都大学東京（以下「本学」という。）の学生（科目等履修生、研修員、研究生及び、社

会人聴講生を含む。） 

（利用上の注意） 

第６条 利用者は、次の事項を守らなければならない。 

（１）資料、器具、床その他施設及び、設備を汚損しないこと。 

（２）印刷物その他の物品を配布配付し、又は他の利用者を勧説しないこと。 

２ 次の各号に掲げる利用者は、それぞれ当該次の各号に掲げる書類を提示して所定の手続を

し、利用者カードの交付を受けなければならない。 

（１）第５条第１項第２号（２）の利用者 身分証明書 

（２）第５条第１項第３号（３）及び第４号（４）の利用者 住所を証する書類 

（３）第５条第１項第５号（５）の利用者 オープンユニバーシティ会員証及び住所を証する

書類 

３ 次の各号に掲げる利用者は、それぞれ当該次の各号に定める書類をもって、利用者証とみ

なす。 

（１）第５条第１項第１号（１）の利用者 学生証 

（２）第５条第１項第６号（６）の利用者 学生証 

（３）第５条第１項第７号（７）の利用者 所属図書館長が発行した紹介状 

（４）第５条第１項第８号（８）の利用者 所属団体の長が発行した紹介状 

（５）第５条第２項第１号（１）の利用者 認定看護師教育課程研修生証 

５ 利用者は、利用者証について、入館のときに提示し、入館中は常時携帯し、また、センタ

ーの職員から求められた場合は提示しなければならない。 

（本館及び分館以外の利用） 

第８条 部局の図書室（以下「図書室」という。）の管理についてセンター長の委任を受けた部

局長は、図書室の開室日、開室時間、利用者及び利用並びに各部局に備え付けられた資料の

利用について、別に定めることができる。 
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（視聴覚資料等の利用） 

第１１条 （略） 

３ 視聴覚資料等の利用に当たってあたっては、次の各号を守らなければならない。 

（３）備品、テープ等の情報媒体に異常を認めた場合、速やかにすみやかに職員に届け出るこ

と。 

（貸出手続） 

第１２条 （略） 

２ 第５条に定める利用者のうち、同条第１項第６号から第９号まで及び（６）、（７）、（８）、

（９）、第２項第２号（２）の利用者は、資料の貸出しを受けることができない。 

（貸出しの冊数及び期間） 

第１３条 第５条に定める利用者の本館及び分館における資料の貸出冊数及び期間は、 別表

２のとおりとする。ただし、貸出期間の末日が休館日に当たるあたる場合については、その

翌開館日までとする。 

（貸出しの予約） 

第１４条 第５条第１号（１）及び第２号（２）の利用者は、貸出しを希望する資料が既に貸

出し中のときは、所定の手続を経て、貸出しの予約を申し込むことができる。 

（貸出上の注意） 

第１７条 利用者は、資料の貸出しを受けるに当たりあたり、次の責任を負う。 

（未返却資料の督促） 

第１８条 貸出期限を過ぎても返却されない資料の利用者に対しては、当該資料が返却される

まで又はセンター長が督促停止が適当と認めたとき時まで、返却を督促するものとする。 

２ 第１３条に定める貸出期限を経過後、督促をしてもなお返却しない場合は、紛失とみ見な

し第２８条の規定規程を準用することができる。 

（貸出資料の期限前返納） 

第１９条 貸出しを受けた資料は、次の各号に定める場合、直ちにただちに返却しなければな

らない。 

（２）教職員が転出するとき、退職するとき又は休職するとき若しくは停職に処せられたとき。 

（利用教育） 

第２５条 センター長は、利用者に対し、教育研究支援を目的とした利用教育を行うおこなう

ことができる。 

（図書館等間相互利用） 

第２６条 第５条第１項第１号（１）及び第２号（２）の利用者は、教育研究のため他の大学

図書館等の資料の利用を希望するときは、所定の申込書に所要事項を記入して、センター長

に依頼することができる。 

３ 第５条第１項第１号（１）及び第２号（２）の利用者が、図書館を通じ、本学以外の図書

館等の資料の複写又は借受け等を希望する場合の取扱い及び本学以外の図書館等を通じ、所

蔵資料の貸出し等の申込みがあった場合の取扱いについては、別に定める。 

（施設・設備の利用） 

第２７条 利用者は、教育研究のため必要があるときは、図書館の施設及び、設備を利用する

ことができる。 

２ 前項により施設又は、設備を利用するときは、所定の手続により申し込まなければならな

い。 

３ 利用者が利用できる施設及び、設備は、センター長が定める。 

（弁償の責任） 

第２８条 利用者が資料を紛失又は損傷したときは、速やかにすみやかにセンター長に届け出

るとともに、同一又は同様の資料により弁償しなければならない。 



94 

 

２ 前項の同一資料及び同様資料とは、それぞれ次の各号に掲げるもので、汚損のないものと

する。 

（２）同様資料 同一資料でないことが著しく資料的価値を損なう場合を除き、次に定めるも

の 

  イ 異版、改訂版又は、増補版 

４ 利用者が図書館の施設又は、設備に損害を与えた場合には、その損害を弁償しなければな

らない。 

（利用の制限） 

第２９条 センター長は、第６条各号のいずれかに違反した者を退館をさせることができる。 

３ 閲覧室等が非常に混雑している場合等、本学の教育研究に支障を来すおそれきたす恐れが

ある場合においては、センター長は、利用者の区分等に応じて、図書館の利用を制限するこ

とができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京学術資料管理規程の整理） 

第１７７条 公立大学法人首都大学東京学術資料管理規程（平成１７年度法人規程第２０号）の

一部を次のように整理する。 

 

 （資料の定義） 

第２条 この規程で、資料とは、古文書原本、印刷その他の方法により複製した文書若しくは

図面、又は電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識できない方法により、文

字、映像若しくは、音を記録した物品であり、かつ、管理が可能なもので、教育又は研究の

用に供するものをいう。 

２ 前項の規定にかかわらず、使用予定期間が１年未満のものは資料として取り扱わない。 

（管理） 

第３条 （略） 

２ センター長は、第１５条第２項及び第１６条第２項の規定にかかわらず、分館及び部局に

所蔵する資料を調査し、又はまたは返納を求めることができる。 

（研究費購入資料） 

第５条 研究費により購入した資料は、公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）が

所有する。 

（資料の取得価額） 

第９条 資料の取得価額は、次の各号に定めるところによる。 

（２）寄贈受入れによる場合は、当該資料の定価とする。非売品等定価のないものについては、

同種の資料の価額等から見積もる。（略） 

（譲与） 

第１４条 資料を他機関に譲与するときは、センター長は、関係部局長と協議の上、うえ決定

する。 

（分館への資料の備付け） 

第１５条 分館は、資料を備え付けることができる。 

２ 分館並びにシステムデザイン学部及び健康福祉学部に備え付ける資料については、センタ

ー長の委任を受けて、システムデザイン学部及び健康福祉学部の部局長がそれぞれ管理する。 

（図書室等への資料の備付け） 

第１６条 前条第２項以外の部局の図書室、研究室、その他施設（以下「図書室等」という。）

は、資料を備え付けることができる。 

（不用決定基準） 

第１９条 資料を不用決定する場合は、次のとおりとする。 
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（３）資料の内容が逐次又は改版等により改訂され、利用価値を失い、かつ、保存の必要がな

いと認められるもの 

（４）時日の経過によって利用価値を失い、かつ、保存の必要が認められないもの 

（亡失の確認基準） 

第２２条 資料は次の各号の一に該当する場合は、亡失したものとして取り扱う。 

（４）その他センター長が亡失資料として取り扱うことが適当であると認めたとき。 

（図書室等備付資料） 

第２３条 第１５条第２項及び第１６条第２項により委任を受けた部局長は、前第２２条各号

に該当する資料があるときは、センター長に報告しなければならない。 

（事故報告） 

第２４条 センター長は、亡失の確認をしたときは、軽微なものを除き速やかに理事長に報告

する。 

（読み替え） 

第２８条 公立大学法人首都大学東京が設置する産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高

等専門学校については、この規程中「学術情報基盤センター長」とあるのは「附属図書館長」

とに、「学術情報基盤センター事務室」とあるのは産業技術大学院大学にあっては「産業技術

大学院大学管理部管理課」とに、東京都立産業技術高等専門学校にあっては「東京都立産業

技術高等専門学校管理部高専品川キャンパス管理課及び同高専荒川キャンパス管理課」と読

み替えて、適用する。ただし、第３条第２項、第１５条第２項、第１６条第２項、第１８条

第１項、第２０条第２項及び、第２１条を除く。 

 

第１１章 規程（人事・就業）の整理 

（公立大学法人首都大学東京倫理規程の整理） 

第１７８条 公立大学法人首都大学東京倫理規程（平成１７年度法人規程第６０号）の一部を次

のように整理する。 

 

（定義等） 

第１条 （略） 

２ 事業者等の利益のために行為をする者は、前項号の事業者等とみなす。 

（倫理行動規準） 

第６条 （略） 

（３）教職員等は、その権限の行使に当たって、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を

受けること等、疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。 

（倫理監督者への相談） 

第７条 教職員等は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断するこ

とができない場合又は利害関係者との間で行う行為が次第８条第１項各号に掲げる行為に該

当するかどうかを自身で判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとす

る。 

（禁止行為の例外） 

第９条 前条第１項の規定にかかわらず、教職員等が、利害関係者と私的な関係（略）にあり、

職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の

態様等に鑑みかんがみ、公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招くおそれがないと認めら

れる場合には、同項各号に掲げる行為を行うことができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の兼業等に関する規程の整理） 

第１７９条 公立大学法人首都大学東京教職員の兼業等に関する規程（平成１８年度法人規程第
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２７号）の一部を次のように整理する。 

 

（兼業許可の原則） 

第５条 許可権者は、申請に係る教職員が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときに、

兼業の許可をするものとする。 

（１）兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すきたすおそれがないこと。 

（営利企業の役員兼業） 

第６条 第２条第１号に定める営利企業の役員兼業は、原則として次の兼業とする。 

（５）産業成果活用兼業 営利企業等において培われた高度な知識及び、経験を活用するため

に法人に採用された教員が、引き続き当該営利企業等の役員の職を兼ねる場合の兼業をい

う。（略） 

（兼業許可の基準） 

第８条 第６条各号及び前第７条各号に定める兼業並びに第２条第３号に定めるその他の兼業

の具体的な許可基準については、理事長が定める。 

（許可の取消し） 

第１０条 教職員が、第３条の規定により兼業の許可を受けた後のち、許可権者が、当該兼業

に係る許可の基準に該当しないと認めるに至ったいたったときは、兼業に従事する日等を変

更させ、又は許可を取り消すものとする。 

第１４条 教職員は、兼職（略）しようとするときは、承認権者に届け出ることにより承認に

代えることができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京管理職等の範囲に関する規程の整理） 

第１８０条 公立大学法人首都大学東京管理職等の範囲に関する規程（平成１７年度法人規程第

７０号）の一部を次のように整理する。 

 

（管理職等の範囲） 

第２条 管理職等の範囲は、次の各号に掲げる職にある者とする。 

（６）組織規則第１５条の４に定めるものづくり工学科長及び創造工学専攻長並びに、同規則

第１５条の５に定める教務主事及び学生主事 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の整理） 

第１８１条 公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成１

７年度法人規程第６１号）の一部を次のように整理する。 

 

（育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限） 

第７条 規則第９条第１項の理事長が別に定める者は、当該教職員の配偶者である当該子の親

であって、午後１０時から翌日の午前５時までの間（略）において常態として請求に係る子

を養育できるものとして、次のいずれにも該当するものとする。 

（３）妊娠出産休暇（略）若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は８週間

（略）以内に出産する予定である者若しくは産後８週間を経過しない者でないこと。 

（超勤代休時間） 

第８条の２ （略） 

（２）規則第５条の規定に基づく週休日（第６条の規定により週休日を変更する場合を含む。）

における勤務に係る時間 当該時間に該当する６０時間超過時間の時間数に１００分の１

５を乗じて得た時間数 

（休日の振替え） 



97 

 

第１０条 規則第１４条第１項の規定による休日の振替えは、別記第５号様式により行うもの

とする。 

（週休日・休日勤務の勤務時間） 

第１２条 規則第６条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振

られる日の教職員の始業及び終業の時刻並びに、休憩時間は、命令権者が定める。 

２ 休日並びに代休日に勤務することを命ずる場合の教職員の始業及び終業の時刻並びに、休

憩時間は、命令権者が定める。 

（病気休暇） 

第１４条 規則第１９条に定める疾病又は負傷のうち、教職員自身の責めに帰すべき事由によ

る疾病等で次の各号に定める要件を全てすべて満たしている場合には、病気休暇を承認する

ことができない。 

（職務専念義務の免除） 

第２２条 教職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ承認権者の承認を

得て、規則第３７条に定める職務専念義務を免除されることができる。 

（２）前号に定める場合を除くほか外、次の各号に該当する場合 

 

（公立大学法人首都大学東京非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の整理） 

第１８２条 公立大学法人首都大学東京非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平

成１７年度法人規程第６８号）の一部を次のように整理する。 

 

（育児又は介護を行う非常勤教職員の深夜勤務の制限） 

第６条 （略） 

（３）妊娠出産休暇（略）若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は８週間

（略）以内に出産する予定である者若しくは産後８週間を経過しない者でないこと。 

（休日の振替え） 

第９条 規則第１３条第１項の規定による休日の振替えは、別記第５号様式により行うものと

する。 

（週休日・休日勤務の勤務時間） 

第１１条 規則第６条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振

られる日の非常勤教職員の始業及び終業の時刻並びに、休憩時間は、命令権者が定める。 

２ 休日並びに代休日に勤務することを命ずる場合の非常勤教職員の始業及び終業の時刻並び

に、休憩時間は、命令権者が定める。 

（病気休暇） 

第１３条 規則第１８条に定める疾病又は負傷のうち、非常勤教職員自身の責めに帰すべき事

由による疾病等で次の各号に定める要件を全てすべて満たしている場合には、病気休暇を承

認することができない。 

（夏季休暇） 

第３０条 （略） 

３ １年を通じ１週当たりの所定勤務日数又は１月当たりの所定勤務日数が定まっていない場

合の別表４左欄に掲げる所定勤務日数の適用に当たってあたっては、当該１年間における１

月当たりの平均の所定勤務日数により区分するものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京教職員の結核休養に関する規程の整理） 

第１８３条 公立大学法人首都大学東京教職員の結核休養に関する規程（平成１７年度法人規程

第１２１号）の一部を次のように整理する。 
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（休養承認の基準） 

第４条 前第３条第１項の休養承認の基準は、教職員が結核性疾患に罹患し、その病状が現に

別表病状区分表に定める活動性であるか、又は活動性となるおそれのある場合とする。 

（休養期間満了後の取扱い） 

第６条 （略） 

３ 前項により延長された期間は、特別休養期間として取り扱う。 

別表 

病状区分表 

病状区分＼

臨床状態 
症候 菌 Ｘ線写真 作業度 

持続基

準期間 
指示区分略記号 

（略） 

停止性 ない 塗抹（－） 空洞（－） 歩行２時間 ６月 
Ｂ２又はまたは

Ｂ１ 

活動性 多少ある 塗抹（＋） 
空洞はある

又はない 
  

Ａ２又はまたは

Ａ１ 

 

（公立大学法人首都大学東京教員の特別研究期間制度（サバティカル）に関する規程の整理） 

第１８４条 公立大学法人首都大学東京教員の特別研究期間制度（サバティカル）に関する規程

（平成１９年度法人規程第１１号）の一部を次のように整理する。 

 

（特別研究期間） 

第２条 （略） 

２ 特別研究期間は、原則４月又は１０月を始期とした引き続く一の期間とする。ただし、第

４項から第７６項までに該当する場合の始期は、別に定めることができる。 

（要件） 

第３条 （略） 

３ 前項第１号ただし書の学長が特に必要と認める場合とは、次の各号のいずれにも該当する

場合をいう。 

（２）直近３箇年において、活発に研究活動に取り組んでいることが客観的に明らかであるこ

と。 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の特別研究期間制度に関する規程の整理） 

第１８５条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の特別研究期間制度に関する規程（平

成２３年度法人規程第１号）の一部を次のように整理する。 

 

 （特別研究期間終了後の責務） 

第６条 （略） 

２ 前項に規定するほか、特別研究期間を取得した者は、その成果を生かし活かし、高専にお

ける教育研究の発展への貢献に努めるものとする。 

附 則（平成２３年７月１４日２３法人規程第１号） 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

（首都大学東京研究重点教員支援制度に関する規程の整理） 

第１８６条 首都大学東京研究重点教員支援制度に関する規程（平成２６年度法人規程第４０号）
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の一部を次のように整理する。 

 

別表（第２条関係） 

教育研究組織 
科学研究費助成事業に 

おける特定の種目 

外部資金研究費の金額 

（科研費以外） 

人文科学研究科 

社会科学研究科（法学） 

社会科学研究科（経営学） 

特別推進研究、特定領域研究、

基盤研究（Ｓ）、基盤研究（Ａ）

又は新学術領域研究 

採択期間における直接経費年

間平均１０，０００，０００円

以上（１件当たりあたり） 

理工学研究科 

都市環境科学研究科 

システムデザイン研究科 

人間健康科学研究科 

特別推進研究、特定領域研究、

基盤研究（Ｓ）又は新学術領

域研究 

採択期間における直接経費年

間平均２０，０００，０００円

以上（１件当たりあたり） 

 

（公立大学法人首都大学東京大学教員給与規程の整理） 

第１８７条 公立大学法人首都大学東京大学教員給与規程（平成１７年度法人規程第６２号）の

一部を次のように整理する。 

 

（休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当） 

第２条 大学教員給与規則第２１条に定める休日給、同規則第２２条に定める夜勤手当及び、

同規則第２４条に定める管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実労働時間に対して支給

する。 

（給与の減額免除） 

第６条 （略） 

２ 承認権者は、教員が給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これ

を承認することができる。 

第７条 （略） 

４ 教員について、一の月において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給

与の額が、減額すべき事実のあった日の属する月において支給されるべき当該給与の額を超

えるときは、大学教員給与規則第３３条の規定にかかわらず、当該月において支給されるべ

き当該給与の額を減額するものとする。 

別表（第６条関係） 

原因 承認を与える日又は時間 

（略） 

（２）風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断 上に同じ。 

（３）その他交通機関の事故等の不可抗力による原因 上に同じ。 

（４）法人の業務運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又

は一部の停止 （略） 
上に同じ。 

（略） 

（７）国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務

と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を

得ずに従事する場合 

上に同じ。 

（８）教員が報酬を得ずに講演会等において学術等に関し講演

を行う場合 
上に同じ。 

（９）職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 上に同じ。 

（１０）職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合 上に同じ。 
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（略） 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規程の整理） 

第１８８条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規程（平成１９年度法人規程第５

５号）の一部を次のように整理する。 

 

（休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当） 

第２条 高専教員給与規則第１７条に定める休日給、同規則第１８条に定める夜勤手当及び、

同規則第２０条に定める管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実労働時間に対して支給

する。 

（給与の減額免除） 

第６条 （略） 

２ 承認権者は、教員が給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これ

を承認することができる。 

（給与の減額） 

第７条 （略） 

３ 教員について、一の月において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給

与の額が、減額すべき事実のあった日の属する月において支給されるべき当該給与の額を超

えるときは、高専教員給与規則第２９条第１項及び第２項の規定にかかわらず、当該月にお

いて支給されるべき当該給与の額を減額するものとする。 

別表（第６条関係） 

原因 承認を与える日又は時間 

（略） 

（２）風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断 上に同じ。 

（３）その他交通機関の事故等の不可抗力による原因 上に同じ。 

（４）法人の業務運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又

は一部の停止 （略） 
上に同じ。 

（略） 

（７）国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務

と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬

を得ずに従事する場合 

上に同じ。 

（８）教員が報酬を得ずに講演会等において学術等に関し講演

を行う場合 
上に同じ。 

（９）職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 上に同じ。 

（１０）職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合 上に同じ。 

（略） 

 

（公立大学法人首都大学東京職員給与規程の整理） 

第１８９条 公立大学法人首都大学東京職員給与規程（平成１８年度法人規程第３２号）の一部

を次のように整理する。 

 

（住居手当） 

第３条 （略） 

４ 新たに職員給与規則第１０条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件

を具備していることを証明する書類を添付して、別記第１号様式によりその実情を速やかに
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すみやかに理事長に届け出なければならない。（略） 

８ 住居手当の支給は、職員が新たに職員給与規則第１０条第１項の職員たる要件を具備する

に至った日の属する月の翌月（略）から開始し、職員が同項に定める要件を欠くに至った日

の属する月（略）をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第４項の規

定による届出がこれに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届

出を受理した日の属する月の翌月（略）から行なうものとする。 

（休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当） 

第４条 職員給与規則第１３条に定める休日給、同規則第１４条に定める夜勤手当及び、同規

則第１６条に定める管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実労働時間に対して支給する。 

（給与の減額） 

第９条 （略） 

４ 職員について、一の月において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給

与の額が、減額すべき事実のあった日の属する月において支給されるべき当該給与の額を超

えるときは、職員給与規則第２８条の規定にかかわらず、当該月において支給されるべき当

該給与の額を減額するものとする。 

別表（第６条関係） 

原因 承認を与える日又は時間 

（略） 

（２）風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断 上に同じ。 

（３）その他交通機関の事故等の不可抗力による原因 上に同じ。 

（４）法人の業務運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又

は一部の停止 （略） 
上に同じ。 

（略） 

（７）国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務

と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を

得ずに従事する場合 

上に同じ。 

（８）職員が報酬を得ずに講演会等において学術等に関し講演

を行う場合 
上に同じ。 

（９）職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 上に同じ。 

（１０）職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合 上に同じ。 

（略） 

 

（公立大学法人首都大学東京非常勤教職員給与規程の整理） 

第１９０条 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員給与規程（平成１７年度法人規程第６９号）

の一部を次のように整理する。 

 

（休日給及び、夜勤手当） 

第２条 非常勤教職員給与規則第７条に定める休日給、及び同規則第８条に定める夜勤手当は、

休憩時間を除く実労働時間に対して支給する。 

（給与の減額免除） 

第１１条 （略） 

２ 承認権者は、非常勤教職員が給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従

い、これを承認することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第１号から第５号までに定める理由に係る承認について

は、公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成

１７年度法人規程第６８号。以下「勤務時間等規程」という。）により勤務しないことにつき
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承認権者の承認を受けた場合においては、当該承認をもって同項の手続に代えることができ

る。 

（給与の減額） 

第１２条 （略） 

３ 月給制適用者について、一の月において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額

すべき月給の額が、減額すべき事実のあった日の属する月において支給されるべき給与の額

を超えるときは、非常勤教職員給与規則第２５条の規定にかかわらず、当該月において支給

されるべき当該給与の額を減額するものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京退職手当規程の整理） 

第１９１条 公立大学法人首都大学東京退職手当規程（平成１７年度法人規程第６５号）の一部

を次のように整理する。 

 

（端数の処理） 

第５条 退職手当規則により計算した、退職手当算定基礎額に５０銭未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、これを１円に切り上げる

ものとする。 

２ 退職手当規則により計算した、退職手当の額（略）に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京旅費規程の整理） 

第１９２条 公立大学法人首都大学東京旅費規程（平成１７年度法人規程第６６号）の一部を次

のように整理する。 

 

（赴任の場合における旅費） 

第２条 （略） 

２ 規則同第２条第１同項第４同号で定めるあらかじめ指定した職とは、組織規則第１９条に

定める教授及び准教授とする。 

第４条 規則第３条第５項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次の各

号に定める額による。 

（１）鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊

施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し払いもどし手続をとったにもかか

わらず、払戻し払いもどしを受けることができなかった額。（略） 

（２）赴任に伴う住所又は若しくは居所の移転のため支払った金額で当該旅行について規則に

より支給を受けることができた移転料の額の３分の１に相当する額の範囲内の額 

（路程の計算） 

第１１条 （略） 

２ 前項の規定により路程を計算し難いがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共

団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算するこ

とができる。 

（近接地内旅行の旅費） 

第１２条 規則第１４条第４号に定める「理事長が住所若しくは居所の移転を特に必要と認め

て移転した場合」とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道４０キロメートル以上で新 

住所又は新居所が新在勤地の方向にあり、かつ、現実の移転の路程が鉄道４０キロメートル

以上の場合とする。 

（赴任の旅費に係るかかる会計年度の特例） 
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第２５条 赴任に係るかかる旅費については、実際の旅行期間にかかわらず着任の日の属する

年度の会計により処理するものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京通勤手当規程の整理） 

第１９３条 公立大学法人首都大学東京通勤手当規程（平成１７年度法人規程第６３号）の一部

を次のように整理する。 

 

（届出等） 

第３条 教職員が新たに規則第２条第１項の教職員たる要件を具備するに至った場合及び同項

の教職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかにす

みやかに所属長に届け出なければならない。 

（確認及び決定） 

第４条 所属長は、教職員から前条の規定による届出があったときは、その者が規則第２条第

１項の教職員たる要件を具備することを確認した後のち、その者に支給すべき通勤手当の額

を決定し、又は改定しなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京公務災害補償規程の整理） 

第１９４条 公立大学法人首都大学東京公務災害補償規程（平成１７年度法人規程第６７号）の

一部を次のように整理する。 

 

（療養の経過等の報告） 

第７条 理事長は、補償を開始した日から起算して、当該補償を行なった期間が３年（略）を

経過する日（補償開始後３年を経過した後は、１年ごと毎に当該１年を経過する日）前１月

以内に、補償を受けている教職員から次の書類を、所属長を経由して提出させるものとする。 

療養の経過、傷病の現状、治るなおる見通し及び今後必要とする療養の内容（略）に関す

る医師の診断書 

（付加給付の打切りの要件及び決定） 

第７条の２ 規則第６条の規定により、付加給付を打ち切ることができる場合は、付加給付開

始後３年を経過してもなお療養を必要とする者が、次の各号の一に該当し、法施行規則第２

８条の規定による休業補償又は傷病補償年金の制限を受けている場合であって、理事長が打

切りを必要と認めるときとする。 

（２）当該負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が治らないなおらないことが、

専らもっぱら当該教職員の責にある場合 

 

（公立大学法人首都大学東京大学教員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の整理） 

第１９５条 公立大学法人首都大学東京大学教員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程（平成

１７年度法人規程第１２４号）の一部を次のように整理する。 

 

（新たに教員となった者の基本給） 

第５条 （略） 

３ 前第４条第２項の規定により、教員としてその職務に在職した年数以外の年数を経験年数

として換算することができる者については、前項により算定した号給に、経験年数（略）に

応じた調整を行うことができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の整理） 

第１９６条 公立大学法人首都大学東京職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程（平成１８
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年度法人規程第３３号）の一部を次のように整理する。 

 

（新たに職員となった者の職務給） 

第６条 （略） 

５ 新たに職員となった者で、別表４左欄に掲げる職種にある者の職務給は、前各項四項の規

定により算定された号給の号数に、同表右欄に掲げる号数を加えて得た数を号数とする号給

とする。 

別表１（第３条関係） 

備考１ この表は常勤（週３０時間以上の非常勤を含む。）の職歴等に対する換算率とする。

１週平均２０時間以上の非常勤職歴については、この表の１／２の換算率をもって換算する

ことができる。 

３ 専修・各種学校については、資格を要件とする職種（看護師等）において、関連資格取得

の基礎となっている場合に限り１０割換算することができる。（年度末年齢２３歳以降の職

歴等に限る。） 

４ 一つ１つ目の大学・短大等については、換算不可とする。 

 

（公立大学法人首都大学東京大学教員の業績給規程の整理） 

第１９７条 公立大学法人首都大学東京大学教員の業績給規程（平成１７年度法人規程第１２５

号）の一部を次のように整理する。 

 

（基本給等の額の意義） 

第３条 大学教員給与規則第１１条第２項及び第３項並びにこの規程において、基本給等の額

とは、次の各号に掲げるもののほか、当該教員の基準日現在における基本給等の額をいう。 

（１）基準日において公立大学法人首都大学東京大学教員給与規程（略）別表２第１１号の適

用を受けている教員で、その基本給等の額を半減されている者ものについては、半減され

た額 

（４）基準日において、地方公務員災害補償法（略）の規定による休業補償又は若しくは傷病

補償年金（略）を受けている教員については、当該教員の基本給等の額。（略） 

（７）教職員出向規則の規定により出向している教員のうち、同規則第８条第１項又は同規則

第１４条の規定により、業績給を法人が支給することとしている者ものについては、大学

教員給与規則による基本給等の額（略） 

（期間率） 

第６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、基準日現在結核休養の取扱いを受けている者又は基準日前６箇

月以内の期間中結核休養の取扱いを受け、基準日現在勤務している者の期間率は、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。 

勤務期間 割合 

（略） 

１日以上８０日未満 

１００分の８０ 

（基準日現在勤務している者で、基準日前６箇月以内の期間中、

次条第２項及び第３項に定める期間（結核休養の取扱いを受けた

期間を除く。）のない者ものは、１００分の１００） 

（略） 

（成績率） 

第８条 （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、教員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において次の表の
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減額事由の区分の一に該当する者の成績率は、第１項各号に定める率に、１００分の１００

から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。 

減額事由 

割合 

管理監督者（教員のうち大学教員給与規則別表

９左欄に掲げるもの者をいう。以下同じ。） 

左欄に掲げる者に該当

しない教員 

（略） 

（不支給） 

第１２条 大学教員給与規則第１２条第１項に定める業績給を不支給とすることが適当と認め

られる事由のある教員として理事長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する教員

とする。 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する業績給支給日の前日までの間

に退職し、又は解雇された教員（略）で、その退職し、又は解雇された日から当該業績給

支給日の前日までの間に禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

（４）大学教員給与規則第１３条第１項の規定により業績給の支給を一時差し止める処分（略）

を受けた者（略）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の刑

に処せられたもの 

（一時差止め事由） 

第１３条 大学教員給与規則第１３条第１項に定める業績給を支給することが、適切ではない

と認められる場合として理事長が別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合と

する。 

（１）退職し、又は解雇された日から当該業績給支給日の前日までの間に、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮禁錮
こ

以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（略）第６編に定める略式手続によるも

のを除く。第１６条第１項第３号において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

（一時差止処分の取消し） 

第１６条 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。（略） 

（１）第１３条第１号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の業績給規程の整理） 

第１９８条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の業績給規程（平成１９年度法人規程

第６６号）の一部を次のように整理する。 

 

（基本給等の額の意義） 

第３条 高専教員給与規則第１０条第２項及び第３項並びにこの規程において、基本給等の額

とは、次の各号に掲げるもののほか、当該教員の基準日現在における基本給等の額をいう。 

（１）基準日において（略）高等専門学校教員給与規程（略）別表第１１号の適用を受けてい

る教員で、その基本給等の額を半減されている者ものについては、半減された額 

（４）基準日において、地方公務員災害補償法（略）の規定による休業補償又は若しくは傷病

補償年金（略）を受けている教員については、当該教員の基本給等の額。ただし、基準日

現在、地公災法第３０条の規定により、休業補償等を１００分の７０に減額されている場

合においては、基本給等の額の１００分の７０の額 

（７）教職員出向規則の規定により出向している教員のうち、同規則第８条第１項又は同規則

第１４条の規定により、業績給を法人が支給することとしている者ものについては、高専

教員給与規則による基本給等の額（略） 
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（期間率） 

第６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、基準日現在結核休養の取扱いを受けている者又は基準日前６箇

月以内の期間中結核休養の取扱いを受け、基準日現在勤務している者の期間率は、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。 

勤務期間 割合 

（略） 

１日以上８０日未満 

１００分の８０ 

（基準日現在勤務している者で、基準日前６箇月以内の期間中、

次条第２項及び第３項に定める期間（結核休養の取扱いを受け

た期間を除く。）のない者ものは、１００分の１００） 

（略） 

（勤務期間） 

第７条 （略） 

２ 前項の期間の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該

各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。 

（１）第２条第１項第４号に掲げる教員として在職した期間、公立大学法人首都大学東京教職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（略）第３７条の規定により職務に専念する義

務を免除され、かつ、高専教員給与規則第２９条に定める給与の減額を免除することにつ

いて承認を受けていない期間（略）、又は私事欠勤若しくは無届欠勤（略）に該当し、勤務

しなかった期間 ３分の３ 

（成績率） 

第８条 （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、教員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において次の表の

減額事由の区分の一に該当する者の成績率は、第１項各号に定める率に、１００分の１００

から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。 

減額事由 

割合 

管理監督者（教員のうち高専教員給与規則別表

６左欄に掲げるもの者をいう。以下同じ。） 

左欄に掲げる者に該

当しない教員 

（略） 

５ 第１項及び前２二項の規定により算定した支給割合に１０００分の１０未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（不支給） 

第１２条 高専教員給与規則第１１条第１項に定める業績給を不支給とすることが適当と認め

られる事由のある教員として理事長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する教員

とする。 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する業績給支給日の前日までの間

に退職し、又は解雇された教員（前２号に掲げる者を除く。）で、その退職し、又は解雇さ

れた日から当該業績給支給日の前日までの間に禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

（４）高専教員給与規則第１２条第１項の規定により業績給の支給を一時差し止める処分（略）

を受けた者（略）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の刑

に処せられたもの 

（一時差止め事由） 

第１３条 高専教員給与規則第１２条第１項に定める業績給を支給することが、適切ではない

と認められる場合として理事長が別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合と

する。 
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（１）退職し、又は解雇された日から当該業績給支給日の前日までの間に、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮禁錮
こ

以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（略）第６編に定める略式手続によるも

のを除く。第１６条第１項第３号において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

（一時差止処分の取消し） 

第１６条 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。（略） 

（１）第１３条第１号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 

 

（公立大学法人首都大学東京職員の賞与に関する規程の整理） 

第１９９条 公立大学法人首都大学東京職員の賞与に関する規程（平成１８年度法人規程第３４

号）の一部を次のように整理する。 

 

（基本給等の額の意義） 

第３条 職員給与規則第１７条第２項及び第３項並びにこの規程において、基本給等の額とは、

次の各号に掲げるもののほか、当該職員の基準日現在における基本給等の額をいう。 

（１）基準日において公立大学法人首都大学東京職員給与規程（略）別表第１１号の適用を受

けている職員で、その基本給等の額を半減されている者ものについては、半減された額 

（４）基準日において、地方公務員災害補償法（略）の規定による休業補償又は若しくは傷病

補償年金（略）を受けている職員については、当該職員の基本給等の額。（略） 

（期間率） 

第６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、基準日現在結核休養の取扱いを受けている者又は基準日前６箇

月以内の期間中結核休養の取扱いを受け、基準日現在勤務している者の期間率は、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。 

勤務期間 割合 

（略） 

１日以上８０日未満 

１００分の８０ 

（基準日現在勤務している者で、基準日前６箇月以内の期間

中、次条第２項及び第３項に定める期間（結核休養の取扱い

を受けた期間を除く。）のない者ものは、１００分の１００） 

（略） 

（勤務期間） 

第７条 （略） 

２ 前項の期間の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該

各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。 

（１）第２条第１項第４号に掲げる職員として在職した期間、公立大学法人首都大学東京教職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（略）第３７条の規定により職務に専念する義

務を免除され、かつ、職員給与規則第２８条に定める給与の減額を免除することについて

承認を受けていない期間（略）、又は私事欠勤若しくは無届欠勤（略）に該当し、勤務しな

かった期間 ３分の３ 

（成績率） 

第８条 （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、職員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において次の表の
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減額事由の区分の一に該当する者の成績率は、第１項各号に定める率に、１００分の１００

から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。 

減額事由 

割合 

管理監督者（職員のうち職員給与規則別表４

左欄に掲げる者ものをいう。以下同じ。） 

左欄に掲げる者に該当しない

職員 

（略） 

（不支給） 

第１０条 職員給与規則第１８条第１項に定める賞与を不支給とすることが適当と認められる

事由のある職員として理事長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する賞与支給日の前日までの間に

退職し、又は解雇された職員（略）で、その退職し、又は解雇された日から当該賞与支給

日の前日までの間に禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

（４）職員給与規則第１９条第１項の規定により賞与の支給を一時差し止める処分（略）を受

けた者（略）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の刑に処

せられたもの 

（一時差止め事由） 

第１１条 職員給与規則第１９条第１項に定める賞与を支給することが、適切ではないと認め

られる場合として理事長が別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

（１）退職し、又は解雇された日から当該賞与支給日の前日までの間に、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮禁錮
こ

以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（略）第６編に定める略式手続によるも

のを除く。第１４条第１項第３号において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

（一時差止処分の取消し） 

第１４条 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。（略） 

（１）第１１条第１号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 

３ 理事長は、前二２項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分

を受けた者に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。 

附 則（平成１９年３月３０日１８法人規程第３４号） 

 （勤務期間通算の特例） 

２ この本規程第７条第１項の規定にかかわらず、公立大学法人首都大学東京非常勤教職員給

与規則（略）の適用を受け１週の所定勤務時間が週３１時間以上であった職員が、引き続い

て職員給与規則の適用を受ける職員となった場合においては、非常勤給与規則の適用を受け

る職員として在職した期間を勤務時間に通算する。 

 

（公立大学法人首都大学東京大学教員の評価に関する規程の整理） 

第２００条 公立大学法人首都大学東京大学教員の評価に関する規程（平成１８年度法人規程第

９号）の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京教職員就業規則（略）第９条第２項の規定に

基づき、公立大学法人首都大学東京（略）が設置する大学の教員が、自らの職務に目標を設

定して取り組むことで、課題の発見と改善に努め、優れた点を更に伸ばす取組みにつなげ、

意識改革及び能力向上を図るとともに、大学全体の教育研究活動の活性化を通じて、学生及

び大学院生に対する教育の質の向上を図り、併せてあわせて大学への出資者である都民に対



109 

 

する説明責任を果たすことを目的とする。 

（自己申告） 

第１２条 年度評価の自己申告は、毎年度４月１日（略）及び、３月３１日を基準日として、

これを実施する。 

別表１ 

（１）首都大学東京 

※ 学部等と研究科の双方に所属する教員については、上表の研究科において取とりまとめる

ものとする（ただし、都市政策コース、国際センター、学術情報基盤センター及び総合研究

推進機構を除く。）。 

別表３ 

（１）首都大学東京 

区分 
役割 

部局別評価基準に関すること。 評定に関すること。 

（略） 

学長 
⑤ 人事委員会が審査した部局別評価基準

（案）を審査し、部局別評価基準を決定 

⑦ 評定結果について評定

者から報告を受ける。 

（２）産業技術大学院大学 

区分 
役割 

部局別評価基準に関すること。 評定に関すること。 

（略） 

学長 
⑤ 人事委員会が審査した部局別評価基準

（案）を審査し、部局別評価基準を決定 

⑦ 評定結果について評定

者から報告を受ける。 

 

（公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の評価に関する規程の整理） 

第２０１条 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の評価に関する規程（平成１９年度法

人規程第６９号）の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京教職員就業規則第９条第２項の規定に基づき、

公立大学法人首都大学東京（略）が設置する高等専門学校（略）の教員が、自らの職務に目

標を設定して取り組むことで、課題の発見と改善に努め、優れた点を更に伸ばす取組みにつ

なげ、意識改革及び能力向上を図るとともに、高専全体の教育研究活動の活性化を通じて、

学生に対する教育の質の向上を図り、併せてあわせて高専への出資者である都民に対する説

明責任を果たすことを目的とする。 

（校長等の役割） 

第９条 校長、高専教員人事委員会（略）、評定者及び、教員評価委員会の役割は別表に定める

とおりとする。 

（自己申告） 

第１１条 年度評価の自己申告は、毎年度４月１日（略）及び、３月３１日を基準日として、

これを実施する。 

別表 

区分 
役割 

評価基準に関すること。 評定に関すること。 

（略） 
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（公立大学法人首都大学東京職員の人事考課に関する規程の整理） 

第２０２条 公立大学法人首都大学東京職員の人事考課に関する規程（平成１８年度法人規程第

２５号）の一部を次のように整理する。 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京教職員就業規則（略）第９条第２項の規定に

基づき、業績及び職務遂行過程（略）を適正に評価することにより、公立大学法人首都大学

東京（略）の職員が、職務の遂行において目標を掲げ、それに向けて意欲を持って取り組む

とともに、職員の業績、意欲、適性等について、客観的かつ継続的に把握し、これを職員の

能力開発、任用・給与制度、配置管理等へ反映させることにより、職員一人ひとりの意欲の

喚起及び能力の向上並びに組織全体の生産性の向上を図り、併せてあわせて法人への出資者

である都民に対する説明責任を果たすことを目的とする。 

（定期評定） 

第５条 （略） 

２ 第２条第６号及び第７号に定める部長及び課長（略）については、前項の規定規程にかか

関わらず、毎年度１回、３月３１日を基準日として定期評定を実施する。（略） 

（特別評定） 

第６条 特別評定は、次の各号に掲げる職員について、理事長が別に定める日を基準日として

実施する。 

（１）前条第１項ただし書及び第２項のただし書に該当する職員で、理事長が定期評定を実施

することが困難であると認めた理由が消滅し、評定を実施する必要があると認める者 

（業績評価の対象期間） 

第７条 （略） 

２ 部長及び課長については、前項の規定規程にかか関わらず、３月３１日を最終評定基準日

とし、前年４月１日以降の期間を対象とする。（略） 

（定期評定の評定者等） 

第８条 定期評定を実施する者は、第一次評定者及び最終評定者ごとに、被評定者の上司のう

ち、次の表に定める者（以下「評定者」という。）とする。 

被評定者 第一次評定者 最終評定者 

（略） 

特定任用職員 正規職員に準じる。 正規職員に準じる。 

継続雇用職員 正規職員に準じる。 正規職員に準じる。 

２ 被評定者の上司のうち、次の表に定める者を調整者とし、第一次評定に関与するものとす

る。 

被評定者 調整者 

特定任用職員 正規職員に準じる。 

継続雇用職員 正規職員に準じる。 

（自己申告） 

第１３条 （略） 

２ 部長及び課長に関する自己申告は、前項の規定規程にかか関わらず、毎年度、４月１日（略）

及び３月３１日を基準日として、別に定める職務記録書及び異動申告シートに基づき、これ

を実施する。 

（人材情報） 

第１４条 （略） 

２ 部長及び課長に関する人材情報は、前項の規定規程にかか関わらず、毎年度１回、３月３
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１日を基準日として、別に定める異動申告シートに基づき、これを実施する。 

 

（公立大学法人首都大学東京ハラスメントの事案の解決に関する規程の整理） 

第２０３条 公立大学法人首都大学東京ハラスメントの事案の解決に関する規程の（平成１７年

度法人規程第８７号）の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規程で「セクシュアル・ハラスメント」とは、学習上、教育・研究上又は、就業

上の関係を利用して、相手方の意に反する性的な言動を行うことによって、相手方に不利益

や不快感を与えて、就労・就学や教育・研究環境を悪化させることをいう。 

（義務） 

第４条 （略） 

２ この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 

（調査チーム） 

第６条 分会長は、苦情の申立てがあった場合、当該申立ての処理のため、公立大学法人首都

大学東京ハラスメント防止委員会規程（以下「防止委員会規程」という。）第１０１１条に定

める調査チームを設置することができる。 

５ 調査チームは調査に当たりあたり、申立人を保護するため、被申立人に対して申立人名を

秘匿することができる。 

（事情聴取に基づく調査の終了） 

第７条 事情聴取に基づく調査の手続は、以下の場合に終了する。 

（３）その他手続きを続行することが困難と認められるとき。 

（分会による対処等） 

第８条 分会長は、調査チームから調査報告書を受理したときは、速やかに分会の議に付さな

ければならない。 

３ 分会は、審査報告書を提出するときは、必要に応じて、所属の取るべき対応についての意

見を付すことができる。 

６ 前項の対処を行うに当たってあたっては、申立人の氏名を匿名とする等、申立人の権利擁

護に十分配慮するものとする。 

（再調査の手続） 

第９条 申立人は、第８前条による通知後、防止委員会が明らかにした事実関係に誤りがある

と考えられる場合、又は防止委員会が行った対応に不服がある場合は、防止委員会に再調査

の申立てをすることができる。 

５ 再調査チームは、調査に当たりあたり、申立人を保護するため、被申立人に対して申立人

名を秘匿することができる。 

６ 事情聴取に基づく再調査の手続は、以下の場合に終了する。 

（３）その他手続きを続行することが困難と認められるとき。 

（必要な対処） 

第１１条 理事長又は学長等は、分会から審査報告書を受理したときは、審査報告書の趣旨を

踏まえて、法人又は大学等の規則に則り、速やかに対応するとともに、申立人の名誉権・プ

ライバシーなどの人格権に配慮した上で、法人又は大学等としての取り組みを公表する。 

（記録の保管） 

第１２条 防止委員会及び分会はその活動のな中かで取得したハラスメントに関する情報を記

録し保管するものとする。 
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第１２章 規程（財務・会計）の整理 

（公立大学法人首都大学東京経理規程の整理） 

第２０４条 公立大学法人首都大学東京経理規程（平成１７年度法人規程第２２号）の一部を次

のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京会計規則（以下「会計規則」という。）「第２

章 勘定及び帳簿」、及び「第４章 金銭等の出納」及び、並びに「第８章 決算」について、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（帳簿の種類） 

第２条 会計規則第６条第１項の帳簿の種類は、次のとおりとする。 

（２）補助簿 補助元帳、明細表及び、台帳 

（帳簿等の保存期間） 

第５条 帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。 

（預金口座の開設） 

第１１条 経理責任者及び経理事務管理者（以下「経理責任者等」という。）は、金融機関等に

おける預金口座の開設又は廃止に当たってあたっては、総務部長の承認を受けることとする。 

（印章の保管及びおよび押印） 

第１２条 金融機関等に対して使用する印章の保管及び押印については、総務部長又はまたは

別に定める者が行うものとする。 

（現金等の保管） 

第１３条 （略） 

２ 前項の現金等の保管に当ってあたっては、現金出納帳を整備し、受払の都度、記帳しなけ

ればならない。 

（収納） 

第１６条 出納責任者等が金銭を収納する場合には、原則として、金融機関等への振り込み振

込によらなければならない。（略） 

２ 出納責任者等は、前項ただし書きによって現金で収納したときは、原則として、その日又

は翌日のうちに金融機関等に預け入れなければならない。（略） 

（つり銭等の留め置き）  

第１６条の２ 出納責任者等は、公立大学法人首都大学東京の授業料その他の料金を定める規則

（平成１７年度法人規則第４３号）第２条に定める授業料その他の料金を収納する場合におい

て、つり銭又は両替金を準備する必要があるときは、前条第２項ただし書きの金額の範囲内に

おいて、授業料その他の料金の収納金のうちから必要な現金を留め置くことができる。  

（預り金の取り扱い） 

第２０条 （略） 

（資金前渡、概算払い、前金払い等） 

第２１条 会計規則第３１条に規定する経費の性質上又は業務の運営上必要のため同規則第２

８条第１項により難い場合における支払とは、次のとおりとする。 

（２）概算払い 

（３）前金払い 

２ 仮払金を受領した者は、支払いの後、速やかに精算しなければならない。 

（立替払い） 

第２２条 前条の規定にかかわらず、業務上特に必要と認められる場合に限り、教職員等に立

替払いを行わせることができる。 

２ 前項の立替払いのできる経費は、総務部長が特に認めるものに限る。 
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３ 立替払いを行った場合は、速やかに精算しなければならない。 

（領収書の代理受領） 

第２３条 第２１条第１項第１号の資金前渡を受けた教職員が債権者に支払をしたとき、又は、

教職員等が前条の立替払を行ったときは、債権者から領収書を徴収し、経理責任者等に提出

しなければならない。ただし、領収書の徴収が困難なものについては、当該債権者その他の

者の発行する支払いを証明する書類をもってこれに代えることができる。 

（債務の確認） 

第２４条 会計規則第２８条第１項の規定により、経理事務管理者が債務の認識をしたときは、

経理責任者は、関係書類等に基づき、当該債務の確認を行わなければならない。（略） 

２ 経理責任者は、前項の確認を行うに当たってあたって、特に必要があると認めるときは、

関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。 

（月次報告書） 

第２５条 会計規則第５０条第１項に定める月次報告の手続きその他については、別に定める。 

 

（公立大学法人首都大学東京予算管理規程の整理） 

第２０５条 公立大学法人首都大学東京予算管理規程（平成１７年度法人規程第２３号）の一部

を次のように整理する。 

 

（理事長の予算案の作成） 

第６条 予算責任者は、前条の予算見積書を取りまとめてとりまとめて理事長に提出する。 

（執行計画） 

第９条 （略） 

２ 予算責任者は、前項の執行計画を取りまとめとりまとめ、理事長に提出する。 

附  則（平成１７年法人規程第２３号） 

２ 公立大学法人首都大学東京定款付則第２項の旧大学が存する間は、以下の取扱いとする。 

（２）東京都立大学、東京都立科学技術大学及び、東京都立保健科学大学の予算事務について

は、以下の予算執行単位が処理する。 

予算執行単位 旧大学 

都市教養学部（文系） 東京都立大学（人文学部、法学部、経済学部、人文科学研究

科及び、社会科学研究科） 

都市教養学部（理系） 東京都立大学（理学部・理学研究科） 

都市環境学部 東京都立大学（工学部・工学研究科及び、都市科学研究科） 

システムデザイン学部 東京都立科学技術大学（工学部・工学研究科） 

健康福祉学部 東京都立保健科学大学（保健科学部・保健科学研究科） 

法曹養成専攻 東京都立大学（大学院社会科学研究科法曹養成専攻） 

 

（公立大学法人首都大学東京資金管理規程の整理） 

第２０６条 公立大学法人首都大学東京資金管理規程（平成１７年度法人規程第２４号）の一部

を次のように整理する。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程における資金管理業務とは、資金管理計画、資金調達、資金運用、資金管理

実績報告等、資金取引に関する全ての資金業務をいう。 

（短期資金の調達） 

第６条 総務部長は、資金管理計画に基づき、期間１年以内の資金調達を行うものとする。 

２ 資金調達に当たってあたっては、条件、商品特性、調達期間等を比較検討し、安全かつ経



114 

 

済的な資金調達を行わなければならない。 

（長期資金の運用） 

第８条 理事長は、資金管理計画に基づき、期間１年超の資金運用を行うものとする。 

２ 資金運用に当たってあたっては、安全性の高い商品を基本として、条件、商品特性、運用

金融機関等を比較検討し、効果的な方法により行わなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京授業料その他の料金を定める規程の整理） 

第２０７条 公立大学法人首都大学東京授業料その他の料金を定める規程（平成２０年度法人規

程第４０号）の一部を次のように整理する。 

 

（機器使用料） 

第８条 料金規則別表２の規定に基づき、理事長が定める機器使用料の額は、当該機器の減価

償却費及び保守経費並びに貸付けに係る事務経費を勘案し、当該機器の資産管理者が定めた

額とする。 

（料金の減免等） 

第９条 料金規則第９条第１項の規定に基づく正規学生の授業料の減額、免除及び分納（以下

「減免等」という。）、正規学生の入学料の減額及び免除、並びに正規学生の入学考査料の免

除は、減免等を受けようとする者の申請に基づいて、事務局長が定める基準に基づき学長（略）

が審査を行い、必要と認めたときに行うことができる。 

２ 前項に定める料金の減免等以外の料金の減免等については、事務局長が定める基準に基づ

き、当該事業を所管する部の部長が（定型的なものについては当該事業を所管する予算執行

単位の予算管理者が）、必要と認めたときに行うことができる。 

（料金の徴収猶予） 

第１０条 料金規則第１０条第１項第３号の規定に基づく料金の徴収猶予については、別表３

の左欄に掲げる料金の種類ごとに同表右欄に掲げる部の部長が定める基準に基づき、当該事

業を所管する部の部長が（定型的なものについては当該事業を所管する予算執行単位の予算

管理者が）、必要と認めたときに行うことができる。 

（協議） 

第１１条 前条に定める料金の徴収猶予に係る基準を定めようとする部長、又は料金の減免等

若しくは料金の徴収猶予（いずれも定型的なものを除く。）を行おうとする部長は、経営企画

室長及び総務部長に協議するものとする。 

別表１（第２条関係） 

第１号 法人の設置する学校と他の教育機関との単位互換協定（相互に料

金を徴収しないことを定めている場合に限る。）に基づき、科目等

履修生として科目を履修する者 

授業料 

入学考査料 

第１号 法人の設置する学校と他の教育機関との協定又は協議（相互に料

金を徴収しないことを定めている場合に限る。）に基づき、研究生

として研究指導を受ける者 

授業料 

入学考査料 

第１号 法人の設置する学校と外国の教育機関との学生交流協定（相互に

料金を徴収しないことを定めている場合に限る。）に基づき、科目

等履修生として科目を履修する者又は研究生として研究指導を受

ける者 

授業料 

入学考査料 

 

（東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関する規程の整理） 

第２０８条 東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関する規程

（平成２１年度法人規程第４７号）の一部を次のように整理する。 
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（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京の授業料その他の料金を定める規則（略）の

第６条第１７項及び第７条第１項第５号に基づき、東京都立産業技術高等専門学校における

授業料の納付方法及び還付に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（公立大学法人首都大学東京固定資産管理規程の整理） 

第２０９条 公立大学法人首都大学東京固定資産管理規程（平成１７年度法人規程第２５号）の

一部を次のように整理する。 

 

（用語の定義） 

第４条 次の各号に掲げる用語の意義は、各号の定めるところによる。 

（１）不動産等 土地、建物及び構築物並びに、用益物権 

（３）取得 固定資産及び少額資産（以下「固定資産等」という。）を購入、製作又は自家建設、

寄附、交換及び出資等により所有又は占有すること。 

（４）改良 既存の固定資産に、その運用に必要な工作を施し、当該資産の価値・能力を増加

させること。 

（５）保管 固定資産等の使用目的に沿って的確に維持すること。 

（６）所属換 資産管理責任者の間において固定資産等の所属を変更すること。 

（７）処分 固定資産等を売却、交換、廃棄又は、贈与すること。 

（８）除却 処分された固定資産等の登録を抹消すること。 

 （資産管理者） 

第６条 会計規則第３９条第２項に定める資産管理者は、別表のとおりとする。 

２ 資産管理者は、所管する固定資産等の管理に関して以下の各号の業務を行う。 

（３）固定資産等の貸付け及び処分等の状況の把握 

（５）毎事業年度ごとに次条に規定する使用責任者に固定資産の実査を行わせ、結果を総括す

ること。 

（使用責任者） 

第７条 使用責任者は、所管する固定資産等について、これを教育研究活動その他法人の業務

運営に有効に使用させるよう努めなければならない。 

２ 使用責任者は固定資産等の使用に当たってあたって、以下の各号に定める事項を遵守し、

日常管理にあたらなければならない。 

（１）保管・使用の状況を明らかにすること。 

（２）軽微な修繕を行うこと。 

（３）火災・盗難・滅失・破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること。 

（４）監守計画を作成し、実施すること。 

（５）固定資産の実査を実施し、資産管理責任者に報告を行うこと。 

（６）固定資産等の適正な使用を確保すること。 

（使用者の義務） 

第８条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督の下もとに、善良なる管理者の注

意義務をもって、使用しなければならない。 

（登録） 

第１２条 固定資産等を取得した場合は、資産管理責任者は速やかに当該固定資産等を固定資

産台帳に登録しなければならない。 

２ 動産等の取得に当たってあたっては、資産管理責任者は速やかに固定資産台帳に登録する

とともに、資産管理票を取得した動産等に貼付させなければならない。 
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（寄附受及び交換） 

第１４条 固定資産等の寄附を受け入れ、又は交換する場合は、別に定める手続を経なければ

ならない。 

（所属換） 

第１５条 固定資産等の所属換の必要が生じた場合は、所属換先の資産管理者と所属換元の資

産管理者は、所属換の協議を行わなければならない。 

３ 前項の報告を受けたときは、資産管理責任者は、遅滞なくこれを固定資産台帳に登録しな

ければならない。 

 （貸付け） 

第１６条 固定資産等について、法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内において、

所定の手続を経て他の者に対し貸し付けることができる。 

 （処分） 

第１７条 固定資産等は、業務に必要がなくなったとき又は止むを得ない事情があると認めら

れるとき場合には、当該固定資産等の処分を決定することができる。 

 （処分及び貸付の決定） 

第１８条 固定資産等の処分及び貸付けの決定は、理事長が行う。ただし、以下の各号のいず

れかに該当するものは、資産管理者に行わせることができる。 

（２）１年以内の貸付け 

（３）次に掲げる５年を超えない貸付け 

イ 電気事業、ガス事業、電気通信事業その他公益事業の用に供するための電柱（略）、電線、

ガス管、上下水管、通信ケーブル、公衆電話所又は、携帯電話基地局を設置させる場合 

（協議） 

第１９条 前条の決定をしようとする場合は、総務部施設課長の協議を経なければならない。

ただし、軽微なものについては、総務部施設課長に所定の手続きによる報告を行うことをも

って代えることができる。 

（除却） 

第２１条 資産管理者は、以下の各号に規定する場合は、速やかに資産管理責任者に報告を行

わなければならない。 

（１）災害又は盗難等により滅失したとき。 

（２）処分を行い、所有権が消滅したとき。 

（３）陳腐化し、あるいは不適応化して使用を廃止したとき。 

２ 前項の報告を受けたときは、資産管理責任者は、遅滞なく除却を行うものとする。 

（資本的支出及び修繕費） 

第２２条 改良又は修繕に係る支出のうち、固定資産の価値若しくは又は能力を向上させ、又

は耐用年数を延長するために要した支出を資本的支出とし、これを当該固定資産の価額に加

算するものとする。 

（減価償却の方法） 

第２３条 （略） 

４ 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法（略）の定めるところによる。ただし、受託

研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産（汎用性のあるものを除く。）につ

いては、当該研究終了までの期間を耐用年数とし、中古資産を寄附等により取得した場合は、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（略）に定める簡便な方法により耐用年数を算出す

るものとする。 

（減損処理） 

第２６条 次の各号に掲げる固定資産については、会計規則第４１条第２項に規定する別に定

めるものとして、減損処理を行わないことができる。 



117 

 

（１）次に掲げるアからウまでの全てに該当する資産 

ア 「機械及び装置」、「船舶及び水上運搬具」、「車両その他の陸上運搬具」、「工具、 

器具及び備品」、又は「無形固定資産」（償却資産に限る。）であること。 

イ 取得価額が５，０００万円未満であること。 

（借用資産） 

第３０条 法人が借用する資産の管理については、原則としてこの本規程に準じた取扱いとす

る。ただし、一時使用については、これを省略することができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京契約事務規程の整理） 

第２１０条 公立大学法人首都大学東京契約事務規程（平成１７年度法人規程第２６号）の一部

を次のように整理する。 

 

（契約事務の委任） 

第２条 会計規則第４３条第２項に定める契約事務の委任については、公立大学法人首都大学

東京固定資産管理規程（平成１７年度法人規程第２５号）に定めるもののほか、別表のとお

りとする。ただし、共同研究、受託研究及び提案公募型研究等の受入れに係るかかる契約（略）

並びに知的財産の出願等に関する共同出願契約については、産学公連携センター長が行う。 

２ 会計規則第４３条第３項に定める軽微な取引とは、教員の研究費に係るかかる５０万円未

満の取引をいう。 

（競争に参加させることができない者） 

第３条 （略） 

２ 競争に参加しようとする者又は代理若しくは媒介をする者が、次の各号に該当する場合は、

競争に参加をさせてはならない。 

（競争に参加させないことができる者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その事実があった後２年

間競争に参加させないことができる。（略） 

（４）公正な競争の執行を妨げ、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

（９）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当た

り、代理人又は、支配人その他の使用人者として使用した者 

第１０条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかか関わらず入札保証金の全部又は一部

を免除することができる。 

（再度公告入札の公告期間） 

第２０条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に

さらに入札に付そうとするときは、第７条の公告の期間を５日までに短縮することができる。 

（落札決定の取り消し） 

第２２条の２ （略） 

（最低価格の入札者を落札者としないことができる契約） 

第２３条 会計規則第４６条第２項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものと

は、次の各号のいずれかに該当する工事又は製造その他についての請負の契約とする。 

（１）予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係るかか

る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ

ると認められるとき。 

（随意契約によることができる場合） 

第３０条 会計規則第４４条第１項ただし書に規定する随意契約によることができる場合は、

契約の相手方が暴力団関係者等でないとき（略）、かつ、以下の各号のいずれかに該当する場
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合とする。 

（５）競争入札に対し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

（契約書の省略） 

第３４条 会計規則第４７条ただし書きに規定する契約書の作成を省略することができる場合

は、次に掲げる契約をいう。 

（契約保証金） 

第３５条 契約を締結する者には、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めさせな

ければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保

証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を

納めさせないことができる。 

（検査員の職務） 

第３９条 （略） 

３ 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係

書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容

及び数量について検査を行わなければならない。（略） 

（検査の時期） 

第４０条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後速やかにすみやかに実施しな

ければならない。 

（検査調書の作成） 

第４１条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。 

２ 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、

支払いをすることができない。 

（代価の収納） 

第４５条 資産を売却し、貸し付け、又は使用させようとする場合において徴収すべき代価が

あるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代

価を納入させることを約定しなければならない。（略） 

別表（第２条第１項関係） 

契約の範囲 決定権者 

予定価格５００万円未満 

（南大沢キャンパス以外に係るかかる契約） 

経営企画室企画財務課長 

首都大学東京管理部文系管理課長（略） 

日野キャンパス管理部管理課長 

荒川キャンパス管理部管理課長 

産業技術大学院大学管理部管理課長 

東京都立産業技術高等専門学校管理部高専

品川キャンパス管理課長 

東京都立産業技術高等専門学校管理部高専

荒川キャンパス管理課長 

 

（公立大学法人首都大学東京長期継続契約規程の整理） 

第２１１条 公立大学法人首都大学東京長期継続契約規程（平成１７年度法人規程第８５号）の

一部を次のように整理する。 

 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 法人は、次の各号に該当する契約を締結する場合には、長期継続契約を締結すること

ができる。 

（１）電気・ガス若しくは水の供給又は若しくは電気通信役務の提供を受ける契約 
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（６）前各号５号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって細則で定めるもの 

 

（公立大学法人首都大学東京土地・建物貸付事務取扱規程の整理） 

第２１２条 公立大学法人首都大学東京土地・建物貸付事務取扱規程（平成１７年度法人規程第

２７号）の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京固定資産管理規程（略）第１６条の規定に基づ

き公立大学法人首都大学東京（略）における土地及び建物の一部を貸付けする場合の事務手続

を定めるものであり、法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（貸付けできる範囲） 

第２条 法人は、法人の施設を大学及び高等専門学校（以下「高専」という。）の教育研究活動

その他法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内において、次の各号の一に該当するも

のに限り貸付けを行うことができる。 

２ 法人の施設の貸付けは委託業者を除き、原則として休業日とする。（略） 

（貸付けできる期間） 

第３条 貸付けできる期間は、原則として１年以内とする。ただし、１年を超える貸付けを行う

方が法人にとって有利であると認められる場合その他特別な事由があると認められるときは、

この限りではない。 

２ 貸付けは、必要と認められる場合、更新することができる。 

（貸付けの申請） 

第４条 法人の土地・建物の一部の貸付けを受けようとする者（以下「使用者」という。）は、

次に掲げる事項を記載した申請書を法人が指定する期日までに提出しなければならない。 

３ 第１項の申請が認められるときは、原則として、契約書又はそれに準じる書類をもって契約

の締結を行う。ただし、１月以内の貸付けの場合は、別に定める。 

（土地建物使用料） 

第５条 貸付けに当たってあたっては、使用者から土地建物使用料（略）を徴収する。 

２ 使用料の額については、公立大学法人首都大学東京授業料その他の料金を定める規則（平成

１７年度法人規則第４３号）の定めるところによる。 

（使用料の納入） 

第７条 使用者は、貸付開始日以前の法人が指定する期日までに、原則として、法人が指定する

銀行口座に、使用料全額を振り込み振込により納入しなければならない。（略） 

（使用料の返還） 

第８条 一旦納入された使用料は、使用者自身の都合により使用を取りやめた場合及び使用者の

責に帰すべき事由により、法人が貸付けを取り消し、又は変更した場合には、返還しない。た

だし、法人の都合により貸付けを取り消し、又は変更した場合その他特別の理由がある場合は、

使用料の全部又は一部を返還する。 

（光熱水費等の負担） 

第９条 使用者は、貸付けを受けた土地・建物に付帯する電話、電気、ガス、水道等の経費を負

担するものとする。 

３ 貸付けに伴い法人が固定資産税を課せられた場合は、当該固定資産税相当額を使用者に負担

させることができる。 

（貸付けの取り消し） 

第１０条 使用者が所定の遵守事項に違反した場合は、法人は貸付けを取り消すことができる。 

（損害賠償） 
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第１１条 １か月を超える貸付けに係るかかる使用者は、その責に帰する事由により、貸付けさ

れた物件の全部又は一部を滅失又は毀損き損したとき時は、当該滅失又は毀損棄損による貸付

けされた物件の損害額に相当する金額を支払わなければならない。（略） 

２ １か月以内の貸付けに係るかかる使用者は、貸与された施設、設備及び物品等を破損又は、

滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。（略） 

 

（公立大学法人首都大学東京一般財源研究費規程の整理） 

第２１３条 公立大学法人首都大学東京一般財源研究費規程（平成１７年度法人規程第２８号）

の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）基本研究費 研究内容及び研究成果を担当する科目や教育及び研究に生活かすことを目

的に、首都大学東京及び産業技術大学院大学（略）に所属する教員（略）に対し配分する

研究費とする。 

（２）傾斜的研究費 研究内容及び研究成果を大学等全体及び学部・研究科の教育並びに研究

に生活かすことを目的に、大学等に所属する研究費取扱規則第３条に定める教員代表者等

（以下「教員代表者等」という。）に対し配分する研究費とする。 

（４）特定課題研究費 研究内容及び研究成果を高等専門学校の設置目的や教育目標の達成に

生活かすことを目的に、高等専門学校に所属する教員代表者等に対し配分する研究費とす

る。 

（基本研究費配分申請書の提出） 

第５条 教員は、研究費取扱規則第４条に基づき、毎年、別に定める日までに基本研究費の配分

に係るかかる申請を公立大学法人首都大学東京組織規則（略）第４条に定める部局の長（略）

及び学生サポートセンター長（略）を通じて理事長に提出しなければならない。 

（基本研究費配分申請書の審査及び配分額の決定） 

第６条 理事長は、前条の申請に記載された研究の目的、内容、その他必要な事項を審査し、

研究費取扱規則第５条により基本研究費の配分額を決定し、基本研究費配分額決定通知書に

より、部局長等を通じて教員に通知するものとする。 

（採用初年度の教員） 

第７条 第３条の規定にかかわらず、法人に採用初年度の教員は、別に定める日までに基本研究

費の配分に係るかかる申請を部局長等を通じて理事長に提出しなければならない。 

（配分区分） 

第９条 （略） 

３ 部局分は、部局として研究を活性化させるために用いる研究費であり、研究内容及び研究成

果を当該部局所属の教員が担当する教育研究に生かす活かすことを目的とする。 

（研究テーマの決定） 

第１０条 全学分の研究テーマは前条第２項に基づくものとし、首都大学東京は研究推進委員

会、産業技術大学院大学は研究費評価・配分委員会で審議の上うえ、当該大学の学長が定める。 

（傾斜的研究費申請書等の提出） 

第１２条 傾斜的研究費の配分を受けようとする教員代表者等は、別に定める日までに、研究費

取扱規則第４条に基づき、傾斜的研究費に係るかかる申請を部局長等を通じ理事長に提出しな

ければならない。 

（教育改善研究費配分申請書の提出） 
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第１６条 コース等の長は、研究費取扱規則第４条に基づき、毎年、別に定める日までに教育

改善研究費の配分に係るかかる申請を公立大学法人首都大学東京組織規則（平成１７年度法

人規則第３号）第７条の２に定める校長（略）を通じて理事長に提出しなければならない。 

（特定課題研究費申請書等の提出） 

第２１条 特定課題研究費の配分を受けようとする教員代表者等は、別に定める日までに、研

究費取扱規則第４条に基づき、特定課題研究費に係るかかる申請を校長を通じ理事長に提出

しなければならない。 

（研究費の調整） 

第２４条 年度の途中で新たに法人に採用された教員には、基本研究費を当該年度の雇用月数で

按分
あん

按分計算した額を配分する。（略） 

（研究費配分の取消し又は返還命令） 

第３１条 理事長は、研究費取扱規則第１８条に基づき、以下の各号に該当する場合は、研究

費の配分の全部若しくは一部の取消し、又は既に執行した研究費の全部若しくは一部の返還

を命ずることができる。 

（２）配分決定を受けた研究を遂行する見込みがなくなった場合 

附 則（平成１７年法人規程第２８号） 

２ 第５条、第６条、第１２条及び、第１４条の規定にかかわらず、法人設立及び本学開学最

初の年度の一般財源研究費に関する手続は、別に定める日までに行うものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京受託研究取扱規程の整理） 

第２１４条 公立大学法人首都大学東京受託研究取扱規程（平成１７年度法人規程第２９号）の

一部を次のように整理する。 

 

（受託の条件） 

第２条 受託研究は、次の各号に掲げる条件の下もとに、受け入れるものとする。 

（４）受託研究費に不足が生ずると認められる場合は、委託者と協議の上うえ、その不足額を

委託者に負担させることができること。 

（７）一旦いったん振り込まれた受託研究費は、原則として返還しないこと。 

２ 前項第８号の条件については、委託者が地方公共団体、公庫又は又は公団若しくは若しく

は独立行政法人等である場合は、双方協議の上うえ、これを付さないことができる。 

（受託研究の申込み手続等） 

第４条 （略） 

２ 受託研究の申込みがあった場合は、首都大学東京産学連携推進委員会、産業技術大学院大

学オープンインスティテュート企画経営委員会又は東京都立産業技術高等専門学校管理職会

議（以下併せて「各委員会」という。）の議を経て、センター長が承認するものとする。ただ

し、研究規模や施設利用等で特に学内調整を必要とする場合は、首都大学東京においては産

学公連携推進会議の議を経て、産業技術大学院大学においては学長の、また、東京都立産業

技術高等専門学校においては校長の協議を経て、理事長が承認するものとする。 

４ 分割振り込みの場合は、センター長は、委託者と協議の上うえ、契約書に各期ごとの振り

込み額を明記するものとする。 

（研究費の取扱い） 

第５条 （略） 

２ 研究期間が複数年度にわたる場合には、研究担当者は、研究計画書に各年度における受託

研究費の使用予定額を記載した使用予定額表を添えて、所属を通じ、センター長に提出しな

ければならない。ただし、分割振り込みの場合は、各年度における使用予定額の累計は、当

該受託研究費等の振り込み累計額に見合う研究費の累計額を超えることはできない。 
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（公立大学法人首都大学東京提案公募型研究取扱規程の整理） 

第２１５条 公立大学法人首都大学東京提案公募型研究取扱規程（平成１７年度法人規程第３１

号）の一部を次のように整理する。 

 

（受託の条件） 

第２条 提案公募型研究は、次の各号に掲げる条件の下もとに、受け入れることを原則とする。 

（４）研究経費に不足が生ずると認められる場合は、団体等と協議の上うえ、その不足額を団

体等に負担させることができること。 

（７）一旦いったん振り込まれた研究経費は、返還しないこと。 

第３条 センター長は、委託者の申出により、複数年度にわたる提案公募型研究を受け入れる

ことができる。 

（応募に係る届出） 

第４条 団体等の公募に対し研究課題等の応募を行う者は、あらかじめ所属する学部、研究科

又は、あるいは学校の長を経てセンター長に届け出なければならない。 

（応募の承認） 

第５条 当該研究の応募については、首都大学東京産学連携推進委員会、産業技術大学院大学

オープンインスティテュート企画経営委員会又は東京都立産業技術高等専門学校管理職会議

（以下併せて「各委員会」という。）の議を経て、センター長が承認する。ただし、研究規模

や施設利用等で特に学内調整を必要とする場合は、首都大学東京においては産学公連携推進

会議の議を経て、産業技術大学院大学においては学長の、また、東京都立産業技術高等専門

学校においては校長の協議を経て、理事長が承認するものとする。 

（申込み及び契約） 

第６条 提案公募型研究に係る委託契約の申込をしようとする者は、受託研究申込書をセンタ

ー長に提出するものとする。ただし、提案公募型研究について団体等による採択の通知を受

けたときは、当該通知を提案公募型研究に係る委託契約の申込みに代えることができる。 

２ 提案公募型研究の申込みに係る受入れの決定は、センター長が行う。ただし、応募内容と

申込内容に著しい相違があった場合等は、センター長は、首都大学東京においては産学公連

携推進会議に付議し、産業技術大学院大学においては学長の、また、東京都立産業技術高等

専門学校においては校長の協議を経て、理事長が決定するものとする。 

４ 分割振り込みの場合には、センター長は、委託者と協議の上うえ、契約書に各納期ごとの

振込額を明記するものとする。 

（研究費の取扱い） 

第７条 （略） 

３ センター長は、研究担当者から、研究計画遂行上特段の必要があるとして、各年度の使用

予定額を相互に変更することについて所属を通じ申出があったときは、これを増額又は減額

することができる。この場合において、前項ただし書きを適用する。 

 

（公立大学法人首都大学東京共同研究取扱規程の整理） 

第２１６条 公立大学法人首都大学東京共同研究取扱規程（平成１７年度法人規程第３３号）の

一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）共同研究とは、法人において民間団体等から研究経費を受け入れ、主に法人の施設・設

備を使用して、法人に所属する教員（以下「教員」という。）が民間団体等の研究者と共通
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の課題について共同して行う研究をいう。 

（共同研究の条件） 

第５条 共同研究は、次の各号に掲げる条件の下もとに、受け入れるものとする。 

（４）研究経費に不足が生ずると認められる場合は、民間団体等と協議の上うえ、その不足額

を民間団体等に負担させることができること。 

（７）一旦いったん振り込まれた研究経費は、原則として返還しないこと。 

２ 前項第８号の条件については、地方公共団体、公庫又は公団若しくは独立行政法人等との

共同研究である場合は、双方協議の上うえ、これを付さないことができる。 

３ 前項の場合のほか、都との共同研究については、第１項第２号から第９号までに規定する

条件を付さないことができる。 

（共同研究の申込み手続等） 

第７条 （略） 

２ 共同研究の申込みがあった場合は、首都大学東京産学連携推進委員会、産業技術大学院大

学オープンインスティテュート企画経営委員会又は東京都立産業技術高等専門学校管理職会

議（以下併せて「各委員会」という。）の議を経て、センター長が承認するものとする。ただ

し、研究規模や施設利用等で特に学内調整を必要とする場合は、首都大学東京においては産

学公連携推進会議の議を経て、産業技術大学院大学においては学長の、また、東京都立産業

技術高等専門学校においては校長の協議を経て理事長が承認するものとする。 

４ 分割振り込みの場合は、センター長は、申込者と協議の上うえ、契約書に各期ごとの振り

込み額を明記するものとする。 

（研究費の取扱い） 

第８条 （略） 

３ センター長は、共同研究担当者から、研究計画遂行上特段の必要があるとして、各年度の

使用予定額を相互に変更することについて所属を通じ申出があったときは、これを増額又は

減額することができる。この場合において、前項ただし書きを適用する。 

（国との共同研究） 

第１３条 国との共同研究については、第５条第１項、第７条第１項及び第９条の規定にかか

わらず、別途取り扱うことができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京学術相談取扱規程の整理） 

第２１７条 公立大学法人首都大学東京学術相談取扱規程（平成２４年度法人規程第１号）の一

部を次のように整理する。 

 

（受入れの基準） 

第３条 学術相談は、原則として研究者の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認め

られ、かつ、本来の教育及び、研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受

け入れるものとする。 

（受入れの条件） 

第４条 学術相談は、次の各号の条件に掲げる条件の下もとに、受け入れるものとする。 

（１）学術相談の受入れに当たってあたって、事前に相談内容に応じた実施期間を定めること。 

 （学術相談の受入れ） 

第６条 センター長は、前条の申込みがあった場合は、その受入れ等について内容を審査し、

適当と認めたときはこれを決定し、依頼者との間に契約を締結するものとする。 

２ 学術相談担当者は、学術相談の受入れ決定後、所属を通じて、学術相談利用計画書（以下

「利用計画書」という。）をセンター長に提出するものとする。 

（学術相談料の納入） 
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第７条 学術相談の受入れ決定後、依頼者は、学術相談料を所定の期日までに納付しなければ

ならない。 

２ 前項の学術相談料は、相談内容に応じて依頼者と学術相談担当者及び、センター長が協議

の上、定めるものとする。 

（学術相談の中止等） 

第９条 （略） 

２ センター長は、依頼者から学術相談について中止又は延長の申し出があった場合は、依頼

者と協議の上、これを決定する。 

（会計手続等） 

第１０条 （略） 

３ 学術相談に係る経費は、利用計画書で定める年度の終了する時ときまで使用することがで

きる。 

 

（公立大学法人首都大学東京一般寄附金取扱規程の整理） 

第２１８条 公立大学法人首都大学東京一般寄附金取扱規程（平成１７年度法人規程第７８号）

の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「一般寄附金」とは、公立大学法人首都大学東京特定研究寄附金取扱

規程（平成１７年度法人規程第８０号）に定める特定研究寄附金に属しない寄附金で、法人に

おける次の各号に掲げる経費に充てることを目的として寄附申込みがあった寄附金のうち、理

事長が受入れを決定したものをいう。ただし、一般寄附金のうち、寄附講座については、公立

大学法人首都大学東京寄附講座に係る寄附金取扱規程（平成１７年度法人規程第７９号）に定

める。 

（受入れの制限） 

第３条 前条第１２項に掲げる経費に当てることを目的とする一般寄附金で、次の各号に掲げる

条件が付されているものは、これを受け入れることができない。 

（３）その他理事長が教育若しくは学術研究上又は本法人の業務運営上支障があると認める条件 

（入金通知） 

第７条 寄附金の入金の確認は、総務部会計管理課長（略）が行う。入金が確認された場合は、

会計管理課長は一般寄附金を所管することとなった部局等に係るかかる予算執行単位の予算

管理者（略）及び経営企画室企画財務課長並びに、産学公連携センター事務長（略）に通知す

るものとする。 

（配当依頼） 

第８条 予算管理者は、第６条第１項又は第２項の承認を受け、前第７条の通知を受けたときは、

事務長に対し予算の配当を依頼するものとする。 

２ 予算管理者は、同一の目的に係るかかる複数の利用計画について、単一の利用計画とみなし

て、配当依頼することができる。 

（収支決算報告書） 

第１１条 部局等の長は、予算管理者に、当該部局等に係るかかる予算執行単位の予算管理者に

配分された寄附金について、寄附金収支決算報告書を当該年度経過後２月以内に理事長に提出

させなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京寄附講座に係る寄附金取扱規程の整理） 

第２１９条 公立大学法人首都大学東京寄附講座に係る寄附金取扱規程（平成１７年度法人規程

第７９号）の一部を次のように整理する。 
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（定義） 

第２条 この規程において、「寄附講座」とは、部局等において行われる教育研究に相当するも

のを実施するもので、公立大学法人首都大学東京以外の法人、その他の団体等からの寄附金に

より時限的に設置される当該寄附講座の教育研究の実施に伴う諸経費を賄うもののうち、理事

長が受入れを決定したものをいう。 

（設置運営の原則） 

第３条 寄附講座は、特定の学問分野の教育及び、研究の充実を図ることを目的として設置する。 

２ 寄附講座の設置運営に当たってあたっては、次の各号の原則に従うものとする。 

（受入れの制限） 

第４条 公立大学法人首都大学東京一般寄附金取扱規程（平成１７年度法人規則第７８号）第３

条の各号に該当する条件が付されている寄附金は、これを受け入れることはできない。 

（寄附の申込み） 

第５条 寄附講座の寄附申込みは、原則として寄附講座の設置予定日の３三月前までに、寄附の

申込みをする者が寄附金申込書により、部局等の長を通じて理事長に対して行う。ただし、講

座開講に支障がないと部局等の長が判断する場合には、３三月前以降であっても、寄附の申込

みをすることができる。 

（受入れ及び利用計画の承認） 

第６条 （略） 

５ 寄附講座の受入れを決定するに当たり、寄附者から分割納付の申出があった場合には、前項

の決定と併せて、これを承認することができる。分割納付の申出は、各納期の振込み額を明記

した書面をもって行うものとする。 

（入金通知） 

第７条 寄附金の入金の確認は、総務部会計管理課長（略）が行う。入金が確認された場合は、

会計管理課長は寄附講座を設置する部局等に係る予算執行単位の予算管理者（略）及び経営企

画室企画財務課長並びに、産学公連携センター事務長（略）に通知するものとする。 

（配当依頼） 

第８条 （略） 

２ 予算管理者は、同一の講座に係るかかる複数の利用計画について、単一の利用計画とみなし

て、配当依頼することができる。 

 （寄附金の取扱い） 

第９条 寄附金は、利用計画で定める期間の終了する時ときまで使用することができる。 

（収支決算報告書） 

第１１条 部局等の長は、予算管理者に、当該部局等に係るかかる予算執行単位の予算管理者に

配分された寄附金について、寄附金収支決算報告書を当該年度経過後２二月以内に理事長に提

出させなければならない。 

（使用状況報告） 

第１２条 部局等の長は、当該年度経過後２二月以内に、寄附金に関し、当該年度内に実施した

事項、経過及び内容を確認し、理事長に報告しなければならない。 

（成果の公表） 

第１３条 部局等の長は、各年度ごとに寄附講座の教育及び、研究の成果の概要を取りまとめて

とりまとめて公表するものとする。 

附 則（平成１７年１１月１１日法人規程第７９号） 

３ 前項の規程にて受け入れた寄附金については、平成１７年１１月１１日以降、当該寄附金の

性質により、一般寄附金、特定研究寄附金又は、寄附講座に係る寄附金のいずれかにより取り

扱う。 
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（公立大学法人首都大学東京特定研究寄附金取扱規程の整理） 

第２２０条 公立大学法人首都大学東京特定研究寄附金取扱規程（平成１７年度法人規程第８０

号）の一部を次のように整理する。 

 

（受入れの制限） 

第３条 次の各号に掲げる条件が付されている寄附金は、特定研究寄附金として、これを受け入

れることができない。 

（２）寄附金による研究の結果得られた特許権及び実用新案権その他これらに準ずる権利を寄附

者に無償で譲渡し、又は、使用させること。 

（６）その他、センター長が研究上支障があると認める条件 

（受入れの承認） 

第５条 センター長は、前条の申込みがあった場合は、その寄附金の受入れ等について内容を審

査し、適当と認めたときは、これを承認するものとする。 

２ 前項の承認をしたときは、センター長は、寄附の申込みを行った者に対し、寄附金受入通知

書により、寄附の申込みの受入れを通知し、直ちに収入金の収納の手続きを行わなければなら

ない。 

（利用計画の承認） 

第６条 研究担当者は、寄附金の受入れ承認後、所属を通じ、寄附金利用計画書（以下「利用計

画書」という。）をセンター長に提出し承認を受けなければならない。 

（寄附金の取扱い） 

第９条 （略） 

４ 特定研究寄附金に係る会計上の取扱いについては、この規程に定めるところによるほか、公

立大学法人首都大学東京会計規則（平成１７年度法人規則第４４号）その他会計関係規則等に

よる。 

（収支決算報告書） 

第１１条 所属の長は、予算管理者に、当該所属に係るかかる予算執行単位の予算管理者に配分

された寄附金について、寄附金収支決算報告書を当該年度経過後２月以内にセンター長を通じ

て理事長に提出させなければならない。 

 

（首都大学東京研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程の整理） 

第２２１条 首都大学東京研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程（平成１９年度

法人規程第１２号）の一部を次のように整理する。 

 

（不正使用に対する通報） 

第３条 何人も、研究費の不正使用の疑いを発見したときは、書面（ファックス及び、電子メ

ールを含む。）、電話又は、面談により、不正使用が疑われる研究者（以下「研究者」という。）

の不正使用の態様等を通報することができる。 

（通報の方法） 

第６条 （略） 

２ 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに学長及び研究者が所

属する学部長等に報告するとともに、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報を

行った者（略）に通知するものとする。この場合、通報者に対して、更にさらに詳細な情報

の提供又は当該通報に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。 

（予備調査） 
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第７条 学長は、不正使用が疑われる事象があったときは、速やかに産学公連携センター事務

長に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。産学公連携セ

ンター事務長は、予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね概ね３０日以内にその調査

結果を学長及び研究者が所属する学部長等に報告するものとする。 

（不正使用調査委員会の設置） 

第８条 （略） 

４ 委員会の委員長は前項第１号に掲げる者をもって、また、副委員長は前項第４号に掲げる

者をもってこれに充てる。 

（調査等の実施） 

第９条 委員会は、次の各号の手順に従い調査等を実施するものとする。 

（１）研究者及びその関係者、又は通報者からの事情聴取 

（２）支出に係る決議書、各種伝票及び、証拠憑の収集及び、分析 

（調査結果の報告） 

第１１条 委員長は、委員会設置の日からおおむね概ね６０日以内に、調査結果をまとめた報

告書を作成し、関連資料を添えて速やかに学長に報告しなければならない。 

（措置） 

第１２条 （略） 

２ 学長は、前条の報告を受けたときは、その調査結果について、通報者には通報窓口を通じ

て、また、研究者には研究者が所属する学部長等を通じて、通知するものとする。 

（再調査の指示） 

第１３条 学長は、第１１条第１項の報告に基づき、更にさらに十分な調査が必要であると認

めるときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。 

（調査結果の公表） 

第１４条 （略） 

２ 学長は、不正使用があったとは認められなかったときは、調査結果を公表しないものとす

る。ただし、調査事案が本学の外部に漏えい洩していた場合は、当該調査結果を公表するも

のとする。 

（通報者及び、被通報者の保護） 

第１５条 （略） 

（義務等） 

第１７条 この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 

（３）通報者及び研究者、又は調査に協力した関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を

侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。 

 

（産業技術大学院大学研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程の整理） 

第２２２条 産業技術大学院大学研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程（平成１

９年度法人規程第１３号）の一部を次のように整理する。 

 

（不正使用に対する通報） 

第３条 何人も、研究費の不正使用の疑いを発見したときは、書面（ファックス及び、電子メ

ールを含む。）、電話又は、面談により、不正使用が疑われる研究者（以下「研究者」という。）

の不正使用の態様等を通報することができる。 

（通報の方法） 

第６条 （略） 
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２ 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに学長及び研究科長に

報告するとともに、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報を行った者（略）に

通知するものとする。この場合、通報者に対して、更にさらに詳細な情報の提供又は当該通

報に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。 

（予備調査） 

第７条 学長は、不正使用が疑われる事象があったときは、速やかに産学公連携センター事務

長に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。産学公連携セ

ンター事務長は、予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね概ね３０日以内にその調査

結果を学長及び研究科長に報告するものとする。 

（不正使用調査委員会の設置） 

第８条 （略） 

４ 委員会の委員長は前項第１号に掲げる者をもって、また、副委員長は前項第４号に掲げる

者をもってこれに充てる。 

（調査等の実施） 

第９条 委員会は、次の各号の手順に従い調査等を実施するものとする。 

（１）研究者及びその関係者、又は通報者からの事情聴取 

（２）支出に係る決議書、各種伝票及び、証拠憑の収集及び、分析 

（調査結果の報告） 

第１１条 委員長は、委員会設置の日からおおむね概ね６０日以内に、調査結果をまとめた報

告書を作成し、関連資料を添えて速やかに学長に報告しなければならない。 

（措置） 

第１２条 （略） 

２ 学長は、前条の報告を受けたときは、その調査結果について、通報者には通報窓口を通じ

て、また、研究者には研究科長を通じて、通知するものとする。 

（再調査の指示） 

第１３条 学長は、第１１条第１項の報告に基づき、更にさらに十分な調査が必要であると認

めるときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。 

（調査結果の公表） 

第１４条 （略） 

２ 学長は、不正使用があったとは認められなかったときは、調査結果を公表しないものとす

る。ただし、調査事案が本学の外部に漏えい洩していた場合は、当該調査結果を公表するも

のとする。 

（通報者及び、被通報者の保護） 

第１５条 （略） 

（義務等） 

第１７条 この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 

（３）通報者及び研究者、又は調査に協力した関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を

侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程の整

理） 

第２２３条 東京都立産業技術高等専門学校研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱

規程（平成１９年度法人規程第１０７号）の一部を次のように整理する。 
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（不正使用に対する通報） 

第３条 何人も、研究費の不正使用の疑いを発見したときは、書面（ファックス及び、電子メ

ールを含む。）、電話又は、面談により、不正使用が疑われる研究者（以下「研究者」という。）

の不正使用の態様等を通報することができる。 

（通報の方法） 

第６条 通報は、原則として顕名によるものとし、研究者の氏名、不正使用の態様等、事案の

内容が明示され、かつ、不正使用とする合理的な根拠が示されなければならない。（略） 

２ 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに校長及び副校長に報

告するとともに、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報を行った者（略）に通

知するものとする。この場合、通報者に対して、更にさらに詳細な情報の提供又は当該通報

に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。 

（予備調査） 

第７条 校長は、不正使用が疑われる事象があったときは、速やかに産学公連携センター事務

長に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。産学公連係セ

ンター事務長は、予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね概ね３０日以内にその調査

結果を校長及び副校長に報告するものとする。 

（不正使用調査委員会の設置） 

第８条 （略） 

４ 委員会の委員長は前項第１号に掲げる者をもって、また、副委員長は前項第５号に掲げる

者をもってこれに充てる。 

（調査等の実施） 

第９条 委員会は、次の各号の手順に従い調査等を実施するものとする。 

（１）研究者及びその関係者、又は通報者からの事情聴取 

（２）支出に係る決議書、各種伝票及び、証拠憑の収集及び、分析 

（調査結果の報告） 

第１１条 委員長は、委員会設置の日からおおむね概ね６０日以内に、調査結果をまとめた報

告書を作成し、関連資料を添えて速やかに校長に報告しなければならない。 

（措置） 

第１２条 （略） 

２ 校長は、前条の報告を受けたときは、その調査結果について、通報者には通報窓口を通じ

て、また、研究者には副校長を通じて通知するものとする。 

（再調査の指示） 

第１３条 校長は、第１１条第１項の報告に基づき、更にさらに十分な調査が必要であると認

めるときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。 

（調査結果の公表） 

第１４条 （略） 

２ 校長は、不正使用があったとは認められなかったときは、調査結果を公表しないものとす

る。ただし、調査事案が本校の外部に漏えい洩していた場合は、当該調査結果を公表するも

のとする。 

（通報者及び、被通報者の保護） 

第１５条 本校は、通報者又は通報に関する相談をした者に対して、通報又は通報に関する相

談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。 

（義務等） 

第１７条 この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 
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（３）通報者及び研究者、又は調査に協力した関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を

侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京内部会計監査規程の整理） 

第２２４条 公立大学法人首都大学東京内部会計監査規程（平成１７年度法人規程第９１号）の

一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京会計規則（以下「会規」という。）第５３条の

規定に基づき、公立大学法人首都大学東京（略）における会計に関する内部監査（略）に関

し必要な事項を定め、本法人の予算執行及び会計処理の適正を期することを目的とする。 

（監査の通知） 

第３条 （略） 

２ 理事長は、監査の適正さを担保するため、本法人の職員のうちから監査に立ち会う職員（以

下「立会人」という。）を指定し、併せてあわせて通知するものとする。 

 （監査済の表示） 

第８条 監査員は、監査終了後、監査年月日、監査終了の旨及びその職氏名を関係帳簿の最終

ページ頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記

の上うえ、これに押印しなければならない。 

 （自己点検） 

第１１条 自己点検（以下「点検」という。）は、各執行単位の点検員が四半期に一度実施する。

ただし、同一の四半期内に監査を実施する場合には、当該監査の実施をもって、点検の実施

に代える替えることができる。 

（点検項目） 

第１２条 点検項目は、必須点検項目及び任意点検項目とする。 

（１）必須点検項目 

経理事務管理者が受けた小口現金及び前渡金に係るかかる支出関係書類の確認及び現金

出納簿の証拠書類に基づく記帳確認を行うとともに、現金出納簿の残高欄と現金及び預金

通帳の残額の照合を行う。（略） 

（２）任意点検項目 

出納責任者、現金出納者及び、給与事務を取り扱う者の会計事務についても、随時点検

する。 

（点検の方法） 

第１４条 点検は、第１２条に掲げる事務について、帳票、証拠書類、諸帳簿その他会計事務

に関連ある書類の確認及び説明の聴取並びに、現品等について点検することにより行う。 

（点検の報告） 

第１５条 点検員は、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその事項の経過に意

見を付して、経営企画室長及び総務部長に報告しなければならないものとし、報告を受けた

経営企画室長及び総務部長は、協議の上、適切な処置を行うように指示するものとする。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校学生負担金規程の整理） 

第２２５条 東京都立産業技術高等専門学校学生負担金規程（平成１９年度法人規程第１０４号）

の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「高専」という。）に在学する学生
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の教育に必要な経費のうち、教材費、実験実習費等、授業料とは別に実費として徴すること

が相当なもの（略）について、必要な事項を定めることを目的とする。 

附 則（平成２０年３月３１日１９法人規程第１０４号） 

２ 東京都立工業高等専門学校又は、東京都立航空工業高等専門学校に在校する学生について

も、この規程を適用する。 

 

第１３章 規程（庶務）の整理 

（公立大学法人首都大学東京文書管理規程の整理） 

第２２６条 公立大学法人首都大学東京文書管理規程（平成１７年度法人規程第３４号）の一部

を次のように整理する。 

 

（文書管理帳票） 

第９条 文書の収受に関する帳票及びその使用の方法は、次に定めるとおりとする。 

（１）文書授受簿（別記第１号様式） 庶務主管課長が第１３条第２項の表第１号から第４号

までに掲げる文書を主務課長（同表第１号に掲げる文書にあっては、イからホまでに定め

る課の長を含む。）に配布する場合又は主務課長が第１４条第２項の表第１号に掲げる文

書を名宛てあて人に引き渡す場合に、その経過を記載する。 

（２）文書管理台帳（別記第２号様式） 文書等のうち第４７条第１項の規定により主務課長

が定めた保存期間が１年以上であるものについて、その件名、第１２条第１項の文書記号、

同条第４項の文書番号、第３７条第１項の分類記号、第４７条第１項の保存期間等、文書

等の管理上必要な所要事項を記録する。 

（庶務主管課における文書の取扱い） 

第１３条 庶務主管課長は、キャンパス等に到達した理事長若しくは又は法人、若しくは学長

若しくは又は大学又は若しくは校長若しくは又は高等専門学校宛てあての文書（略）を開封

するものとする。 

２ 庶務主管課長は、キャンパス等に到達した文書（主務課に直接到達した文書を除く。）を

次の表に定めるところにより処理するものとする。 

番号 文書の種別 処理方法 

（１） 親展（秘）文書その

他開封を不適当と認

める文書 

封筒に別記第３号様式による収受印を押し、文書授受簿に当該

文書に係る所要事項を記載し、受領印を押印させた上、次に定

める者に配布する。 

イ 理事長及び事務局長宛てあての文書 経営企画室企画財務

課長（以下「企画財務課長」という。） 

ロ 産業技術大学院大学以外の学長及び副学長宛てあての文書 

学長室長 

ハ 産業技術大学院大学学長宛てあての文書 産業技術大学院

大学管理部管理課長 

ニ 高等専門学校校長及び副校長宛てあての文書 高専品川キ

ャンパス管理課長 

ホ 部長宛てあての文書 当該部の庶務をつかさどる課の長 

ヘ 教員宛てあての文書 所属するキャンパス等の庶務主管課  

長 

ト その他 名宛てあて人の属する課の長 

（３） 開封した文書のう

ち、収受の日時が権

利の得喪に関わるか

（略） 
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かわると認められる

もの 

（主務課における文書の取扱い） 

第１４条 （略） 

２ 主務課長は、主務課に到達した文書を次の表に定めるところにより処理するものとする。 

番号 文書の種別 処理方法 

（１） 親展（秘）文書その他開封を不適当と

認める文書 

文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載

し、名宛てあて人に受領印を押させた上、引き

渡す。 

（２） 第４７条第１項の規定により定めた

保存期間が１年以上の文書（名宛てあ

て人の表示がないものを除く。） 

（略） 

３ 主務課長は、前項の表に定めるところにより処理する場合において、次の各号に掲げる場

合に該当するときは、併せて当該各号に定める方法により処理するものとする。 

（１）収受の日時が権利の得喪に関わるかかわると認められる文書（略）の場合 文書の余白

に到達日時を明記して文書主任又は文書取扱主任の確認印を押す。 

（親展文書） 

第１８条 理事長、又は学長又は校長宛てあての親展（秘）文書その他開封を不適当と認める

文書が理事長、又は学長又は校長の閲覧後に引き渡されたときは、企画財務課長、学長室長、

産業技術大学院大学管理部管理課長又は高専品川キャンパス管理課長は、遅滞なく主務課長

に当該文書を回付するものとする。 

（発信者名） 

第２２条 （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、法令等に定めのあるとき、又は特に必要のあるときは、法人

名、大学名、高等専門学校名、部局名、部名又は課名を用いることができる。 

（決定関与の方式） 

第２５条 事案の決定に当たり、審議、審査又は協議（略）を必要とする場合は、当該事案の

決定関与をする者（略）に当該事案に係る起案文書を回付して、決定関与者の署名又は若し

くは押印を求める方式（略）により行うものとする。 

（供覧） 

第３０条 供覧文書は、その宛あて先欄に「供覧」の表示をした起案用紙による書面回付方式

により回付するものとする。（略） 

（印章） 

第３５条 前条の規定による照合を終了した施行に用いる文書（以下「施行文書」という。）

には、公立大学法人首都大学東京印章規程（平成１７年度法人規程第３５号）の定めるとこ

ろにより、印章を押印しなければならない。（略） 

（文書等の滅失等） 

第５２条 主務課長は、文書等を滅失し、又は毀損き損したときは、その旨を文書管理台帳又

は特例管理帳票に記録し、その年月日、当該文書等の分類記号、件数、原因その他必要な事

項を総務課長に通知するものとする。（略） 

（秘密文書の指定の解除） 

第５７条 主務課長は、秘密文書について、秘密の取扱いを必要としなくなったとき、又は情

報公開条例第７条若しくは第９条の規定に基づき当該秘密文書の開示の決定があったときは、

第５４条第１項の指定を解除するものとする。 

別表第３（第５５条関係） 

種 別 秘密文書又は時限秘の秘密文書 備 考 
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個人情報 

役員の個人情報に関わるかかわる文書等  

契約等の相手方の権利利益に関わるかかわる情報に関する文書等  

理事及び教職員の個人情報に関わるかかわる文書等  

その他東京都個人情報の保護に関する条例に規定される個人情報

に関わるかかわる文書等 
 

 

（公立大学法人首都大学東京印章規程の整理） 

第２２７条 公立大学法人首都大学東京印章規程（平成１７年度法人規程第３５号）の一部を次

のように整理する。 

 

別表（第３条関係） 

印章

番号 
印  章  名 

書 

体 

寸 

法 

用   

途 
印章管理者 

８ 首都大学東京学長之印 

（略） 

首都大学東京管理部学長室長、首都大学東

京管理部文系管理課長、日野キャンパス管

理部管理課長及び荒川キャンパス管理部管

理課長 

８－２ 
首都大学東京学長之印（南

大沢キャンパス証明専用） 

学生サポートセンター学生課長、首都大学東

京管理部教務課長、首都大学東京管理部文

系管理課長、首都大学東京管理部理系管理

課長及び首都大学東京管理部国際課長 

９ 首都大学東京学長之印 

首都大学東京管理部教務課長、日野キャン

パス管理部管理課長及び荒川キャンパス管

理部管理課長 

１０ 首都大学東京学長之印 

首都大学東京管理部教務課長、日野キャン

パス管理部管理課長及び荒川キャンパス管

理部管理課長 

１３－

１０ 

首都大学東京大学院人間健

康科学研究科長印 

首都大学東京管理部理系管理課長及び荒

川キャンパス管理部管理課長 

２０ 
公立大学法人首都大学東京

事務局長印 

経営企画室企画財務課長、総務部総務課長

及び産業技術大学院大学管理部管理課長 

２６ 
公立大学法人首都大学東京

課長印 

経営企画室企画財務課長、総務部総務課

長、日野キャンパス管理部管理課長、荒川キ

ャンパス管理部管理課長、首都大学東京管

理部文系管理課長、産業技術大学院大学管

理部管理課長、高専品川キャンパス管理課

長及び高専荒川キャンパス管理課長 

５９ 
産業技術大学院大学学長之

印 

総務部総務課長及び産業技術大学院大学

管理部管理課長 

６６ 
東京都立産業技術高等専門

学校之印 

高専品川キャンパス管理課長及び高専荒川

キャンパス管理課長 

６７ 
東京都立産業技術高等専門

学校長之印 

総務部総務課長、高専品川キャンパス管理

課長及び高専荒川キャンパス管理課長 
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７２ 
東京都立産業技術高等専門

学校附属図書館長印 

高専品川キャンパス管理課長及び高専荒川

キャンパス管理課長 

 

（公立大学法人首都大学東京印刷物取扱規程の整理） 

第２２８条 公立大学法人首都大学東京印刷物取扱規程（平成１９年度法人規程第８７号）の一

部を次のように整理する。 

 

（用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（６）重要な印刷物 

イ 基本計画書の類で、法人における主要事業又は、基本的方針を示すもの 

（作成配布の方針） 

第３条 印刷物については、全てすべて適切な目的の下もとに有効性、経済性及び妥当性を十

分に考慮して作成配布しなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京シンボルマーク等の取扱いに関する規程の整理） 

第２２９条 公立大学法人首都大学東京シンボルマーク等の取扱いに関する規程（平成１７年度

法人規程第３６号）の一部を次のように整理する。 

 

（首都大学東京シンボルマーク） 

第２条 首都大学東京シンボルマーク、ロゴタイプ及びシンボルカラー（以下「首都大学東京

シンボルマーク等」という。）を別紙１のとおり定める。 

２ 前項のほか、首都大学東京シンボルマーク等のデザインについては、首都大学東京シンボ

ルマーク等に関するマニュアル（以下「マニュアル」という。）の定めるところによる。 

（産業技術大学院大学シンボルマーク） 

第３条 産業技術大学院大学シンボルマーク、ロゴタイプ及びシンボルカラー（以下「産業技

術大学院大学シンボルマーク等」という。）を別紙２のとおり定める。 

２ 前項のほか、産業技術大学院大学シンボルマーク等のデザインについては、産業技術大学

院大学シンボルマーク等に関するマニュアル（以下「マニュアル」という。）の定めるところ

による。 

（東京都立産業技術高等専門学校シンボルマーク） 

第４条 東京都立産業技術高等専門学校シンボルマーク及びシンボルカラー（以下「東京都立

産業技術高等専門学校シンボルマーク等」という。）を別紙３のとおり定める。 

２ 前項のほか、東京都立産業技術高等専門学校シンボルマーク等のデザインについては、東

京都立産業技術高等専門学校シンボルマーク等に関するマニュアル（以下「マニュアル」と

いう。）の定めるところによる。 

（法人における使用） 

第５条 法人が行う各種活動の配布物、出版物等の印刷物及びｗｅｂページ等には、首都大学

東京シンボルマーク等、産業技術大学院大学シンボルマーク等又は東京都立産業技術高等専

門学校シンボルマーク等（以下これらを総称して「シンボルマーク等」という。）シンボルマ

ーク等を使用するよう努めなければならない。 

２ 法人の教職員、首都大学東京学生通則（略）第５条に規定する学生団体及び、産業技術大

学院大学学生通則（略）第５条に規定する学生団体（以下「大学等関係者」という。）は、そ

の活動のためにシンボルマーク等を使用することができる。 

３ 大学等関係者が前項に基づきシンボルマーク等を使用する場合は、使用するシンボルマー

ク等に応じて、第２条第２項、第３条第３項及び第４条第２項に定めるのマニュアル（以下
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これらを総称して「マニュアル」という。）に従わなければならない。 

（その他の使用） 

第７条 大学等関係者又は前条第２項に規定する届出を行った大学院生以外の者ものが、シン

ボルマーク等を使用する場合は、別記様式第３号により理事長に申請し、その使用許可を得

なければならない。 

（使用許可の決定） 

第８条 当該事案に係る主管の課長（略）は、前条に規定する申請が次の各号のいずれにも該

当しないと認めたときは、シンボルマーク等の使用許可を決定するものとする。 

（１）法人、大学又は若しくは高等専門学校の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれの

あるとき。 

（３）デザイン等の使用方法がマニュアルに違反し、する、又は違反するおそれのあるとき。 

附 則（平成１７年法人規程第３６号） 

２ この規程は、東京都立大学、東京都立科学技術大学及び、東京都立保健科学大学に係る従

前のシンボルマーク等について準用する。 

 

（公立大学法人首都大学東京後援名義等の使用許可に関する規程の整理） 

第２３０条 公立大学法人首都大学東京後援名義等の使用許可に関する規程（平成１７年度法人

規程第３７号）の一部を次のように整理する。 

 

（許可の基準及び条件） 

第４条 前条の申請に基づき後援名義等の使用を許可できるのは、次の各号のいずれにも該当

せず、公立大学法人首都大学東京定款第１条に規定する使命及び目的に寄与する行事等で法

人の名称を冠するにふさわ相応しいと認める場合とする。 

（許可の決定） 

第５条 前条に規定する許可の決定は、当該後援名義等の使用許可の主管に係る部長、又は部

局長又は高等専門学校長が行うものとする。 

２ 前項の部長、又は部局長又は高等専門学校長は、当該年度、前年度及び、前々年度に実績

のない許可の決定に当たっては、経営企画室長に協議するものとする。 

（実績報告） 

第６条 後援名義等の使用許可の主管に係る課長は、各年度終了後１かヶ月以内に別記様式第

３号の後援名義等使用承認名簿に第４条第２項第３４号に基づき使用者から提出のあった後

援名義等使用報告書を添えて、広報・特命担当課長に報告するものとする。 

（許可の取消し） 

第７条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消すものとす

る。 

（２）行事等が第４３条に規定する許可基準を満たさないことが判明したとき。 

（３）前項第１号に掲げる事項に違反したとき。 

 

（公立大学法人首都大学東京理事長が保有する個人情報の保護に関する規程の整理） 

第２３１条 公立大学法人首都大学東京理事長が保有する個人情報の保護に関する規程（平成１

７年度法人規程第３９号）の一部を次のように整理する。 

 

 （開示請求者の確認） 

第３条 （略） 

（２）運転免許証、運転経歴証明書（略）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公庁から発行若しくは発給された書
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類又はこれに類する書類であって、氏名及び出生の年月日又は住所（以下「個人識別事項」

という。）が記載され、かつ写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書

類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること

を確認することができるものとして理事長が適当と認めるもののうちからいずれか一つ 

（３）国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、

健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合

員証、私立学校職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童

扶養手当証書、その他官公署及びこれに準ずる団体等から発行若しくは発給された書類又

はこれに類する書類であって理事長が適当と認めるもの（個人識別事項の記載があるもの

に限る。）のうちからいずれか二つ 

 

（公立大学法人首都大学東京理事長が保有する特定個人情報の保護に関する規程の整理） 

第２３２条 公立大学法人首都大学東京理事長が保有する特定個人情報の保護に関する規程（平

成２７年度法人規程第１０号）の一部を次のように整理する。 

 

（開示請求者の確認） 

第３条 （略） 

２ 条例第２７条第２項及び第２９条第１項に規定する自己が当該開示請求に係る保有特定個

人情報の本人であることを証明する書類は、次の各号のいずれかに掲げる書類とする。 

（２）運転免許証、運転経歴証明書（略）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署から発行若しくは発給された書

類又はこれに類する書類であって、氏名及び出生の年月日又は住所（以下「個人識別事項」

という。）が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該

書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であるこ

とを確認することができるものとして理事長が適当と認めるもののうちからいずれか一つ 

（３）国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、

健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合

員証、私立学校職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童

扶養手当証書、その他官公署、個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者から

発行若しくは発給された書類又はこれに類する書類であって理事長が適当と認めるもの

（個人識別事項の記載があるものに限る。）のうちからいずれか二つ 

 

（公立大学法人首都大学東京個人情報の適正な管理に関する規程の整理） 

第２３３条 公立大学法人首都大学東京個人情報の適正な管理に関する規程（平成１９年度法人

規程第９１号）の一部を次のように整理する。 

 

（目的）  

第１条 この規程は、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条例第１１３１１

２号。以下「条例」という。）第３条に基づき、個人情報保護に関し、必要な事項を定め、実

施機関（略）である公立大学法人首都大学東京（略）における個人情報保護を一層推進する

ことを目的とする。 

（管理体制） 

第２条 公立大学法人首都大学東京の個人情報管理体制は、次による。 

（２）個人情報保護管理者 

個人情報保護管理者は、事務組織においては事務局長、大学においては学長、高等専門

学校においては校長とし、次の業務を行う。 
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ウ 個人情報の保護の重要性等に対する理解と遵守の徹底が図られるよう所属教職員に

対して必要な啓発及び、研修を実施する。 

 （適正管理） 

第３条 （略） 

３ 情報システムを所管するシステム管理者は、情報システムにおける個人情報の適切な管理を

図るために、情報システムにおけるセキュリティシステムの整備やアクセス制限等の管理運用

上の取扱い及び並びに電子機器やデータ保存媒体の管理・取扱い等について、必要な措置を講

ずるものとする。 

５ 前項ただし書きに該当する場合には、教職員は、個人情報保護管理者の承認を得なければな

らない。 

６ 個人情報が情報システムや個々の電子計算機に保存されている場合、当該保有個人情報の漏

えい、滅失又は毀損き損の防止その他の管理に係る事項は、第３項に定めるもののほか、公立

大学法人首都大学東京情報セキュリィティ規程（略））及び公立大学法人首都大学東京情報セ

キュリィティ基本方針（略）の定めるところによる。 

 （委任） 

第５条 この規程に定めるもののほか、この本規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定め

るものとする。 

 

（公立大学法人首都大学東京特定個人情報等の適正な管理に関する規程の整理） 

第２３４条 公立大学法人首都大学東京特定個人情報等の適正な管理に関する規程（平成２７年

度法人規程第１１号）の一部を次のように整理する。 

 

（管理体制） 

第２条 法人の特定個人情報管理体制は、次による。 

（３）特定個人情報保護監督者 

特定個人情報保護監督者は、公立大学法人首都大学東京組織規則（略）第１６条第１項

から第３項までに掲げる課長等とし、次の業務を行う。 

（適正管理） 

第３条 （略） 

２ 特定個人情報保護監督者は、前項の規定にかかわらず、人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要がある場合であって、本人の同意があるとき、又は本人の同意を得ることが困難であ

るときは、特定個人情報事務取扱担当者に、指定された役割及び取り扱う範囲を超えて、特定

個人情報等を利用させることができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京安全衛生管理規程の整理） 

第２３５条 公立大学法人首都大学東京安全衛生管理規程（平成１７年度法人規程第４０号）の

一部を次のように整理する。 

 

（作業主任者） 

第１２条 （略） 

４ 部局長等は、部局等に第１項又は前第３項に規定する作業があるときは、作業主任者の指名

について総括安全衛生管理者に申し出なければならない。 

（安全衛生会議） 

第１４条 （略） 

２ 会議の職務、構成、その他必要な事項については、別に定める。 

 （安全衛生委員会） 
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第１５条 （略） 

２ 委員会は、理事長の諮問、又は自らの発議の下もとに事業場における安全衛生管理に関する

重要事項について調査審議し、これらの事項に関して理事長に対し意見を述べることができる。 

３ 委員会の職務、構成、その他必要な事項については、別に定める。 

（部会） 

第１６条 （略） 

２ 各部会の職務、構成、その他必要な事項については、別に定める。 

（安全衛生管理室） 

第１７条 （略） 

２ 安全衛生管理室の職務、構成、その他必要な事項については、別に定める。 

（災害等の報告） 

第２４条 （略） 

２ 前項の規定による申出申し出を受けた部局長等は、適切な措置をとるとともに、直ちに、総

括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

４ 総括安全衛生管理者は、前２項第２項及び第３項の措置について理事長に報告しなければな

らない。 

（教職員の放射線障害の防止管理） 

第２５条 理事長は、この規程及び、事業場における放射線障害予防規定に定めるところにより、

教職員の放射線障害の防止管理について十分な措置を行うものとする。 

 （有害な業務に係る措置） 

第２７条 （略） 

３ 理事長は、前項の作業環境測定の結果の評価に基づいて、教職員の健康を保持するため必要

があると認められるときは、法令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は若しくは整

備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 

（健康診断結果の事後措置） 

第３８条 （略） 

２ 理事長は、健康診断の結果、教職員の健康を保持するため必要があると認める場合は、作業

環境の測定、施設又は設備の設置又は若しくは整備、その他の適切な措置を講じなければなら

ない。 

（健康診断結果の記録） 

第４１条 理事長は、教職員の健康診断結果を記録した健康診断個人票を作成し、これを５年間

（法令に特別の定めがある場合は、当該期間。、ただし、放射線業務従事者の場合には永久保

存）保存しなければならない。 

別表５ 事後措置の一般基準（第３８条関係） 

管理区分 事後措置の基準 

勤 

務 

の 

面 

（略） 

Ｃ 要 注 意 勤務上過重な負担とならないよう配慮し、医師の指示があったつた場

合は、深夜勤務又は時間外勤務の時間若しくは回数を制限する。  

Ｄ 平常勤務 勤務を平常どおり行ってつてよい。  

別表７ 有害業務に係る事後措置（第４０条関係） 

管理区分 事後措置の基準 

（略） 

Ｂ 要軽業 ア 医師の指示があったつた場合は、必要な期間当該業務へ就労させない。 

Ｃ 要注意 医師の指示があったつた場合は、当該業務への従事を制限する。 

 

（公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ規程の整理） 
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第２３６条 公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ規程（平成２２年度法人規程第７号）

の一部を次のように整理する。 

 

（用語の定義） 

第１条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める 

 ところによる。 

 （２）情報資産 次に掲げるものをいう。 

ア コンピュータネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに、電磁

的記録媒体（以下「情報システム等」という。） 

 

（首都大学東京情報システム倫理規程の整理） 

第２３７条 首都大学東京情報システム倫理規程（平成１７年度法人規程第４１号）の一部を次

のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、首都大学東京（以下「本学」という。）において、本学の管理する情報

システムの円滑な利用を促進するため、必要な体制と情報倫理の基準を定めるとともに、利

用者が良識的行動規範を持てるよう、利用に当たりあたり守るべき事項を定めることを目的

とする。ただし、情報セキュリティの確保に関する事項は、学長が別に定める。 

（システム管理者）  

第７条 情報システムの管理・運用及び調整を行うため、情報システムにシステム管理者（以

下「管理者」という。）を置く（略）。 

２ 教育研究用情報システム（次第３項の情報ネットワークシステムを除く。）の管理者は、

南大沢、日野及び荒川の各キャンパスの教員の中から、キャンパスごとに学長が任命する。   

３ 情報ネットワークシステムの管理者は、次の各号に掲げるネットワークシステムの区分に

従い、当該次の各号に定める掲げる者とする。 

（管理者の倫理） 

第１１条 管理者は、前第１０条に定める事項のほか、次の各号に定める事項を守らなければ

ならない。 

（違反行為に対する措置） 

第１３条 管理者は、この規程の全てすべての規定に関し、違反する行為又は違反するおそ恐

れがあると認められる行為（略）を発見し、又は知った場合、直ちに次の措置のうち必要と

判断する措置をとると同時に、その事実を主管者に報告しなければならない。 

（２）違反行為等に利用され、又は違反行為等の結果として生じたファイル、データ、プログ

ラム等への一般的又は若しくは個別的なアクセス制限 

３ 管理者は、前項でその行為がこの規程に違反すると認めたときは、違反した者（略）に対

して、首都大学東京学術情報基盤センター委員会の意見を参考として、次の各号のいずれか

に定める利用権に関する措置をとることができる。 

（１）利用権の取消し 

別表（第１０条関係） 

利用の際の義務及び禁止事項 

１ 利用権を取得した後は全てすべての利用行為について責任を負わなければならない。 

２ 虚偽又は規程規定等に定められた以外の利用権を申請してはならない。 

４ 事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイル又はデータを削除し、複製し、又は改

変してはならない。 

７ 情報システムを損壊し、若しくは混乱させ、又はその性能を変更し、若しくは故障の原因
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となるような行為をしてはならない。 

９ 発信した電子メールは、その発信者が全てすべての責任を負う。 

１２ ウェッブページ（リンクを含む。）、掲示板、電子メール等により、嫌がらせや公序良

俗に反する内容、脅迫的な内容、誤解を生じさせることを意図した内容、人権侵害的な内容

又は、名誉毀損的な内容の情報を発信してはならない。 

１５ 第三者のソフトウェアなど著作物を、許可なく破壊、改変又は、複製してはならない。 

１６ ネットワークを含む情報システムを破壊又は若しくは改変してはならない。 

１８ コンピュータ・ウィルス等、情報システムの混乱の原因となる有害プログラム又はデー

タを、情報システム内に持ち込んではならない。 

１９ 機密ファイルに、アクセスしてはならない。アクセス後当該ファイルが機密ファイルで

あることを認識した場合には、直ちにアクセスを中止しなければならない。 

２０ その他法令に違反し、又は違反するおそ恐れのある行為をしてはならない。 

 

（首都大学東京情報システム管理規程の整理） 

第２３８条 首都大学東京情報システム管理規程（平成１７年度法人規程第４２号）の一部を次

のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 この規程は、首都大学東京情報システム倫理規程（略）第１３条の規定に基づき、違

反する行為又は違反するおそれがあると認められる行為（略）を行った者に対するシステム

を利用する権利（略）に関する措置を行うに当たってあたって取るべき手続その他必要な事

項について定めることを目的とする。 

（委員会への依頼） 

第２条 （略） 

２ 委員会は、委員会の下もとに当該事案に対する審査手続を主宰する審査ワーキンググループ

（以下「審査ＷＧ」という。）を設置し、当該審査ＷＧに事情聴取手続を依頼する。 

 

（首都大学東京教育研究用情報システム利用規程の整理） 

第２３９条 首都大学東京教育研究用情報システム利用規程（平成１７年度法人規程第４３号）

の一部を次のように整理する。 

 

（教育研究システムの管理運用） 

第２条 （略） 

３ キャンパスごとの管理運用に当たってあたって、管理者は首都大学東京学術情報基盤セン

ター委員会に置く部会（以下「部会」という。）に検討を依頼することができる。 

（利用者の資格） 

第３条 教育研究システムを利用できる者（以下「利用者」という。）は、次の各号の一に該

当する者のうち、管理者が認めた者とする。 

（１）本学の教員（非常勤講師を含む。） 

（６）本学の研究生、研修員、共同研究者及び、研究員 

（７）管理運営上又は事務上の職務としての利用者（労働者派遣契約に基づき派遣される者を

含む。） 

（利用の承認） 

第６条 （略） 

３ 管理者は、有効期間中でも利用者が利用しない場合、利用を停止できる。 

（届出） 
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第７条 利用者は、利用登録の有効期間内に第３条に定める身分を失った場合又は利用申請書

の内容に変更が生じた場合は、速やかにすみやかに管理者に届け出なければならない。 

（経費の負担） 

第９条 管理者は、利用者に当該利用に係るかかる経費の一部について、別に定めるところに

より、負担を求めることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては経費の負担を要しない。 

（３）システムの故障、又は係員の誤操作等による誤り 

（利用の停止） 

第１０条 利用者が、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した場合、その他教育研究シ

ステムの運営に重大な支障を生ぜしめた場合には、管理者は、一定期間教育研究システムの

利用を停止させることができる。 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、教育研究システムの管理運営に関して必要な事項は、

管理者が部会の議を経て定める。 

 

（首都大学東京機関定額制による外部サーバ利用規程の整理） 

第２４０条 首都大学東京機関定額制による外部サーバ利用規程（平成２５年度法人規程第４号）

の一部を次のように整理する。 

 

（利用者の責任） 

第８条 （略） 

３ 利用者は、この規程に定めるもののほか、首都大学東京教育研究用情報システム管理運用

に関する要領、その他関連する規則等を遵守しなければならない。 

（利用承認の取消し等） 

第９条 センター長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者の利用承認

を取り消し、又は利用を停止することができる。 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、外部計算サーバの利用に関して必要な事項は、セン

ター長が情報システム部会の議を経て定める。 

 

（首都大学東京学生寮管理規程の整理） 

第２４１条 首都大学東京学生寮管理規程（平成１７年度法人規程第４４号）の一部を次のよう

に整理する。 

 

（入寮手続） 

第７条 入寮を許可された寮生は、学生サポートセンター長が別に定める手続きを指定された

期日までにしなければならない。 

（学生寮使用料の納付） 

第８条 寮生は、公立大学法人首都大学東京の授業料その他の料金を定める規則（平成１７年

度法人規則第４３号）第２条第６項に定める学生寮使用料を毎月末日までに納付しなければ

ならない。 

（光熱水料等） 

第９条 （略） 

２ 個室に設置した通信機器（内線電話を除く。）及び通信に係る料金は、寮生個人の負担とす

る。 

（退寮） 
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第１１条 寮生は、学籍を離れたとき、休学になったとき、又は在寮期間が終了するときは、

学生サポートセンター長から指示された期限内に退寮しなければならない。 

（退寮命令） 

第１２条 寮生が次の各号の一に該当するときは、学生サポートセンター長は、退寮を命ずる

ことができる。 

（２）虚偽の申請その他不正な手続きにより入寮の許可を受けたとき。 

（遵守事項） 

第１３条 寮生は、次の各号に定める事項を守らなければならない。 

（２）常に、衛生、防火及び、防犯の観念を堅持し、特に、外出、登校等に際しては、火の元、

戸締り等に十分注意し、必要な措置を講じておくこと。 

 

（首都大学東京国際学生宿舎管理規程の整理） 

第２４２条 首都大学東京国際学生宿舎管理規程（平成２３年度法人規程第３号）の一部を次の

ように整理する。 

 

（管理責任者） 

第３条 国際学生宿舎の管理責任者は、国際センター長とする。 

（入居手続） 

第８条 （略） 

２ 前第７条により入居を許可された者（以下、「入居者」という。）は、指定された期日まで

に入居し、誓約書（別記第３号様式）を国際センター長に提出しなければならない。 

３ 国際センター長は、入居者が、正当な理由なく前項の手続きを怠り、又は指示された期日

までに入居しないときは、留学生留学委員会の議を経て入居の許可を取り消すことができる。 

（共益費） 

第１０条 入居者は、国際学生宿舎における光熱水料並びに共有施設及び設備の清掃管理に係

るかかる経費として、別表１に定める共益費を負担する。 

（保証金） 

第１１条 入居者は、保証金として入居者負担額の１か月相当額を入居月の前月末日までに納

付しなければならない。 

２ 保証金は、滞納賃料の補填、若しくは入居者の故意若しくは又は過失による国際学生宿舎

内の施設若しくは備品の破損若しくは又は欠陥による原状回復費用又は若しくは退去の際の

居室クリーニングに伴う費用に充当する。 

（退去申請） 

第１２条 入居者は、退去しようとするときは、退去の日の３０日前までに国際センター長宛

てあてに退去願（別記第４号様式）を提出しなければならない。 

 （退去命令） 

第１４条 入居者が次の各号の一に該当するとき時は、国際センター長は、留学生留学委員会

の議を経て退去を命ずることができる。 

（２）虚偽の申請その他不正な手続きにより入居の許可を受けたとき。 

（原状回復の義務） 

第１６条 入居者は第８条第３項の規定により入居許可を取り消されたとき又は第１３条若し

くは第１４条の規定により退去するとき時は、室内の設備等を原状に回復し、管理人の点検

を受けなければならない。 

（８）その他国際学生宿舎に関する規程に定める事項。 

（遵守事項） 

第１５条 入居者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。 
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（１）国際学生宿舎を、善良なる管理者の注意をもって持って使用すること。 

（２）常に、衛生、防火及び、防犯の観念を堅持し、特に、外出、登校等に際しては、火の元、

戸締り等に十分注意し、必要な措置を講じておくこと。 

（３）施設備品等を損傷したとき時は、直ちに国際センター長に届け出ること。 

 

（公立大学法人首都大学東京国際交流会館管理運営規程の整理） 

第２４３条 公立大学法人首都大学東京国際交流会館管理運営規程（平成１７年度法人規程第４

５号）の一部を次のように整理する。 

 

（退室） 

第１１条 （略） 

２ 退室に当たってあたって入室者は、室内の設備等の保全状況（損傷・汚濁のないこと。）に

ついて、首都大学東京管理部国際課の点検を受けなければならない。 

（使用許可の申請） 

第１７条 前第１６条の許可を受けようとする者は、学長に申請しなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京富士見高原学外施設運営利用規程の整理） 

第２４４条 公立大学法人首都大学東京富士見高原学外施設運営利用規程（平成１７年度法人規

程第４６号）の一部を次のように整理する。 

 

（利用者の義務） 

第５条 利用者は、第２条の目的に沿うように学外施設を利用し、利用に当たってあたっては、

この規程等を遵守し、学外施設の土地（樹木その他の生物を含む。）建物及びその他の設備 

（以下「土地建物等」という。）を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。 

（利用承認の取消し等） 

第６条 学生サポートセンター長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を

取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京南大沢キャンパス校舎管理規程の整理） 

第２４５条 公立大学法人首都大学東京南大沢キャンパス校舎管理規程（平成１７年度法人規程

第４７号）の一部を次のように整理する。 

 

第３条 （略） 

２ 前項の場合において、学生サポートセンター学生課は、講義室及び、演習室については首

都大学東京管理部教務課と、施設等（運動施設を除く。）を使用する者が本法人の教職員又は、

学生以外の者を参加させる場合は総務部施設課と、それぞれあらかじめ協議するものとする。 

３ 第１項の場合において、学生が本法人の教職員又は、学生以外の者を参加させ施設等を使

用する場合は、本法人の教員の承認を必要とし、その教員は、施設使用中南大沢キャンパス

内に待機するものとする。 

第４条 掲示物（立札、立看板等を除く。）は、所定の掲示場以外に掲示してはならない。 

 

（首都大学東京プロジェクト研究棟管理規程の整理） 

第２４６条 首都大学東京プロジェクト研究棟管理規程（平成２１年度法人規程第１２号）の一

部を次のように整理する。 

 

（目的） 
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第２条 研究棟は、次の各号に掲げる研究の推進を目的として設置する。 

（１）提案公募型研究や企業との共同研究等、外部資金による大型プロジェクト研究 

（施設） 

第４条 （略） 

２ 前項第２号（２）及び第３号（３）は共用施設とする。  

（入室期間） 

第６条 入室期間は原則として１年とし、研究費の交付を受けている期間については５年を限

度として更新できる。ただし、管理運営委員会の審査に基づき必要と認められる場合は、５

年を超えて入室することができる。なお、部屋を継続して使用する場合は、１年毎に更新手

続きを行うこととする。 

（入室総面積の制限） 

第７条 研究期間を通して使用できる部屋の総面積は最大１０４㎡とし、入室申請者ごと毎に

管理運営委員会が審査の上、使用面積を定めることとする。 

２ 前項の規定規程にかかわらず、学長は施設の使用状況を検討した上で、前項で定めた面積

を超える使用について適当と判断した場合には、毎年の入室許可の審査時にその使用を許可

することができる。 

（入室） 

第１０条 入室者は、入室に係るかかる経費を負担する。 

３ 機器等の設置に際し、既存の施設及び、設備の改修を行うことができる。その経費は入室

者が負担する。 

４ 前２項第２項及び第３項の改修を行う場合は、入室者があらかじめ管理運営委員会へ願い

出て、許可を得ることとする。ただし、構造上又は施設運営上支障がある場合には、改修を

許可しないことがある。 

 （共用施設の使用） 

第１１条 共用施設は、別に定めるところにより使用する。 

２ 共用施設の使用責任者は、入室者に限ることとする。 

（入室許可の取消し） 

第１３条 学長は、次の各号の一に該当するときは、入室の許可を取り消すことができる。 

（３）入室者が第１７条の規定に違反して、研究棟の管理運営に重大な支障を与えたとき、又

は与えるおそれがあるとき。 

（禁止する実験等） 

第１４条 入室者は、施設において、次に掲げる実験等を実施することはできない。 

（２）化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）第２条第

１項から第５項までに定める物質を使用する実験 

（退室） 

第１５条 入室者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく退室しなければならない。 

２ 退室に係るかかる経費は入室者が負担する。 

（施設負担料） 

第１６条 （略） 

２ 施設負担料は１㎡当たりあたり１年１万７千円とする。 

（研究棟使用者の責務） 

第１７条 （略） 

５ 研究棟使用者に第２項から前第４項までの各項に違反する行為が認められる場合は、管理

運営委員会は違反者に対し必要な措置を命ずることができる。 

（原状回復の義務） 

第１８条 入室者は、第１０条第２項及び第３項の規定により施設又は、設備の改修を行った
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とき、第１３条の規定により入室許可を取り消されたとき及び第１５条の規定により退室す

るときは、入室期間の最終日までに、入室者の負担により室内の施設・設備を原状に回復し、

管理運営委員会の点検を受けなければならない。 

 

（公立大学法人首都大学東京公式ホームページ運営管理規程の整理） 

第２４７条 公立大学法人首都大学東京公式ホームページ運営管理規程（平成１８年度法人規程

第１４号）の一部を次のように整理する。 

 

（組織との連携等） 

第６条 首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校（略）の教育

研究組織及び事務組織は、第２条に規定する法人ホームページの役割を達成するために必要

な報道発表資料等、各種資料や情報を経営企画室へ提供しなければならない。 

 

（首都大学東京公式ホームページ運営管理規程の整理） 

第２４８条 首都大学東京公式ホームページ運営管理規程（平成２２年度法人規程第１６号）の

一部を次のように整理する。 

 

（首都大学東京公式ホームページの定義と役割） 

第２条 首都大学東京公式ホームページ（以下「公式ホームページ」という。）は、公立大学法

人首都大学東京組織規則、首都大学東京学則及び首都大学東京大学院学則に定める首都大学

東京に係るかかる教育研究組織又は事務組織（略）が開設・運営するものをいう。 

２ 公式ホームページは、総合ホームページ及びと教育研究組織等が開設・運営するホームペ

ージ（以下「教育研究組織等ホームページ」という。）によって構成する。 

（ホームページの開設・運営） 

第３条 教育研究組織等は、首都大学東京の学部、学科、系若しくは、コース、首都大学東京

大学院の研究科、専攻若しくは、学域又は及び事務組織の部若しくは、課の単位でホームペ

ージを開設・運営することができる。 

３ 教育研究組織等は、ホームページの掲載内容の大幅な変更を行う場合には、経営企画室広

報・特命担当課長へ届け出なければならない。 

（管理者の設置と役割） 

第４条 経営企画室及び教育研究組織等に次の各号に掲げる管理者を置く。 

（１）ホームページ総括主管者 

総合ホームページの管理及び並びに教育研究組織等ホームページとの総合的な連絡調整を行う

ため、ホームページ総括主管者を置く。ホームページ総括主管者には、経営企画室広報・特

命担当課長を充てる。 

（ホームページの安全管理） 

第５条 ホームページ総括主管者、ホームページ主管管理者及び、ホームページ管理者は、ホ

ームページの安全管理に必要な規定を整備し、各ホームページが提供又は保有する情報に対

する外部からの不正な侵入・改ざん等の行為（以下「不正侵入等」という。）を防止するとと

もに、不正侵入等が発生した場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。 

（総合ホームページと教育研究組織等ホームページの連携等） 

第６条 教育研究組織等は、第２条第３項に規定する総合ホームページの役割を達成するため

に必要な資料、相談窓口等の各種情報、その他首都大学東京等に関する資料を、経営企画室

へ提供しなければならない。 

４ 総合ホームページにおける、特定の個人・法人を名宛てあて人とする不利益処分等の情報

については、所管する教育研究組織等は、処分期間が経過した後等、正当な理由がある場合
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には、総合ホームページからその情報を修正又は一部削除するよう、ホームページ主管管理

者を経由して、経営企画室広報・特命担当課長に依頼することができる。 

 

（産業技術大学院大学ホームページ運営管理規程の整理） 

第２４９条 産業技術大学院大学ホームページ運営管理規程（平成２１年度法人規程第２号）の

一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 本規程は、産業技術大学院大学（以下「本学」という。）の教育研究活動等の状況につ

いての情報を公開し、本学が目指す高度専門職人材の育成及び産業振興に資するため、本学

がホームページを開設・運営するに当たって必要な事項を定め、その適切かつ円滑な運営管

理を行うことを目的とする。 

（管理者の設置と役割） 

第２条 公式ホームページの運営管理を行うため、教育研究組織等にホームページ管理者を設

置する。ホームページ管理者には産業技術大学院大学本学管理部管理課長を充てる。ホーム

ページ管理者は円滑な運営管理を行うため、公式ホームページの運営を所掌する産業技術大

学院大学本学広報委員会及び公式ホームページの情報システムを所掌する産業技術大学院大

学本学図書情報委員会での審議を踏まえた運営管理を行うものとする。 

（ホームページの運営） 

第４条 公式ホームページの運営においては、正確かつ迅速な情報及びサービスの提供を行う

ともに、その作成に当たっては、誰にでも使いやすく、分かりやすく、かつ、情報を見つけ

やすいものとなるよう配慮するものとする。 

（ホームページの安全管理） 

第５条 （略） 

２ 全学的に安全管理情報を共有するため、不正侵入等を受けた場合、ホームページ管理者は、

その状況及び対応経過についての詳細を産業技術大学院大学本学管理部長及び経営企画室広

報担当へ報告するものとする。 

（個人情報及び著作権の保護等） 

第６条 ホームページ管理者は、公式ホームページに情報を掲載するに当たり、東京都個人情

報保護に関する条例（略）等に基づき、個人情報の漏えいの防止とその他適正な管理に努め

るとともに、公立大学法人首都大学東京知的財産取扱規則（略）等に基づき著作権に十分留

意しなければならない。（略） 

 

（東京都立産業技術高等専門学校ホームページ運営管理規程の整理） 

第２５０条 東京都立産業技術高等専門学校ホームページ運営管理規程（平成２１年度法人規程

第４３号）の一部を次のように整理する。 

 

（目的） 

第１条 本規程は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）の教育研究活動等

の状況についての情報を公開するため、本校がホームページを開設・運営するに当たって必

要な事項を定め、その適切かつ円滑な運営管理を行うことを目的とする。 

（主管管理者の設置と役割） 

第３条 （略） 

２ ホームページ主管管理者は、運営管理を効率的に行うため、教育研究組織等にホームペー

ジ管理者を設置し、運営管理を行わせることができる。 

（ホームページの運営） 
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第４条 公式ホームページの運営においては、正確かつ迅速な情報及びサービスの提供を行う

ともに、その作成に当たっては、誰にでも使いやすく、分かりやすく、かつ、情報を見つけ

やすいものとなるよう配慮するものとする。 

（ホームページの安全管理） 

第５条 （略） 

２ 不正侵入等を受けた場合、ホームページ主管管理者は、その状況及び対応経過についての

詳細を東京都立産業技術高等専門学校本校管理部長及び経営企画室広報担当へ報告するもの

とする。 

（個人情報及び著作権の保護等） 

第６条 ホームページ主管管理者は、公式ホームページに情報を掲載するに当たり、東京都個

人情報保護に関する条例（略）等に基づき、個人情報の漏えいの防止とその他適正な管理に

努めるとともに、公立大学法人首都大学東京知的財産取扱規則（略）等に基づき著作権に十

分留意しなければならない。（略） 

 

第１４章 規程（その他）の整理 

（公立大学法人首都大学東京大学等発ベンチャー支援に関する規程の整理） 

第２５１条 公立大学法人首都大学東京大学等発ベンチャー支援に関する規程（平成２４年度法

人規程第２号）の一部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、「大学等発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。 

（１）法人又は法人の教職員等（法人の教員及び職員（客員教員及び、非常勤教職員を含む。）

をいう。以下同じ。）若しくは学生等（略）が所有する知的財産権をもとに起業したもの 

（３）法人の教職員等又は学生等がベンチャー企業の設立者となりる、又は若しくはその設立

に深く関与するなどして起業したもの 

（４）法人の教職員等又は学生等であった者が、退職、卒業又は修了の後、原則として１年以

内にベンチャー企業の設立者となりる、又は若しくはその設立に深く関与するなどして起

業したもの 

（支援の条件） 

第４条 大学等発ベンチャーの支援を受けようとする者ものは、次の各号のいずれにも該当し

なければならない。 

（４）法人の教職員等が起業したものにあっては、公立大学法人首都大学東京教職員の兼業等

に関する規則（平成１７年度法人規則第２３号）、その他関係規程等に定める所要の手続、

許可等が適正になされていること。 

（支援に附帯する手続） 

第１０条 前第９条第１項の規定に基づき支援内容の通知を受けた者は、速やかに法人の関係

規程等に従い、必要な手続を執らなければならない。 

（事業報告等） 

第１１条 （略） 

２ 大学等発ベンチャーは、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにそ

の旨をセンター長に報告しなければならない。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に定める再生手続き 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に定める更生手続き 

（支援の決定の取消し） 

第１２条 センター長は、大学等発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、支援
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の決定を取り消すことができる。 

 

（公立大学法人首都大学東京遺伝子組換え実験安全管理規程の整理） 

第２５２条 公立大学法人首都大学東京遺伝子組換え実験安全管理規程（平成１７年度法人規程

第４８号）の一部を次のように整理する。 

 

（実験の定義） 

第２条 「遺伝子組換え実験」（以下「実験」という。）とは、酵素などを用いて試験管内で異

種のＤＮＡ（遺伝子の本体であるデオキシリボ核酸）の組換え分子を作成し、それを生細胞

に移入する実験及びおよび異種の細胞を融合する実験をいう。 

（安全主任者） 

第５条 安全主任者とは、学長を補佐し、本条第３項に掲げる事項の処理について責任を負う

者をいう。 

３ 安全主任者は、委員会と緊密な連絡をとり、次の各号に掲げる事項を処理する。 

（１）実験が、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施

行規則（略）」及び、および「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当た

って執るべき拡散防止措置等を定める省令（略）」並びに、「研究開発等に係る遺伝子組換

え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令に基づき認定宿

主ベクター等を定める件（略）」に従って適正に遂行されていることを確認すること。 

（実験責任者） 

第６条 （略） 

２ 実験責任者は、文部科学省告示及びこの規程を熟知するとともに、生物災害の発生を防止

するための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に習熟した教員の中から学

長が任命する。 

３ 実験責任者は、安全主任者と緊密な連絡をとり、次の各号に掲げる事項を処理する。 

（３）実験計画を学長に提出し、その承認を受けること。又実験計画を変更しようとする場合

も同様とする。 

（実験従事者） 

第７条 実験従事者は、実験の計画及び実施に当たってあたっては、安全確保について十分に

自覚し、必要な配慮を払うとともに、あらかじめ病原微生物取扱い技術、並びに、実験に特

有な操作及び関連する技術に精通し習熟しなければならない。 

 

（首都大学東京動物実験管理規程の整理） 

第２５３条 首都大学東京動物実験管理規程（平成１８年度法人規程第２０号）の一部を次のよ

うに整理する。 

 

（目的及び基本原則） 

第１条 （略） 

３ 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に即し、動物実験等の原則である代

替法の利用（科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供

する方法に代わり得るものを利用することをいう。）、使用数の削減（略）及び苦痛の軽減（略）

の３Ｒ（Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ、Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ及び、Ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ）に基

づき、適正に実施しなければならない。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
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（１）動物実験等 本条第５号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造

の用その他の科学上の利用に供することをいう。 

（５）実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又はまたは保管している哺乳

類、鳥類又は爬虫類に属する動物（施設等に導入するために輸送中のものを含む。）をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類又は爬虫類の生体を用いる全ての

動物実験等に適用する。 

２ 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合、委託先において

も、基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施

されることを確認しなければならない。 

（組織） 

第４条 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の

承認、教育訓練、自己点検、評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告

又は助言を行う組織として首都大学東京研究安全倫理委員会規程（略）第３条第５項に定め

る委員をもって構成する研究安全倫理委員会（以下「委員会」という。）を充てるあてる。 

４ 管理者及び実験動物管理者はキャンパスごとに置く。 

（動物実験計画の立案、審査及び、手続き） 

第５条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、

次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の動物実験計画書を委員会に提出し

なければならない。 

（１）研究の目的、意義、及び必要性 

２ 学長は、委員会の助言により、承認又はまたは非承認を決定し、動物実験責任者に通知す

る。 

（実験操作） 

第６条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法、飼養保管基準、指針等に即す

るとともに、特に以下の事項を遵守しなければならない。 

（３）安全管理に注意を払うべき実験（物理的又は、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組

み換え動物等を用いる実験）については、関係法令等及び本学における関連する規程等に

従うこと。 

（４）物理的若しくは、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全の

ための適切な施設や設備を確保すること。 

（実験室の要件） 

第１０条 実験室は、以下の要件を満たさなければならない。 

（２）排せつ泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。 

（実験動物の健康及び安全の保持） 

第１４条 実験動物管理者、動物実験実施者及び、飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動

物の健康及び安全の保持に努めなければならない。 

（給餌・給水） 

第１６条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に

応じて、適切に給餌・給水を行なわなければならない。 

（健康管理） 

第１８条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一

施設内で飼養又は、保管する場合、その組み合わせ考慮した収容を行わなければならない。 

（記録の保存及び報告） 

第１９条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備し、保存し

なければならない。 
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（輸送） 

第２１条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及

び安全の確保並びに、人への危害防止に努めなければならない。 

（危険防止） 

第２２条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めるものとする。 

２ 管理者は、人に危害を加える等のおそれ恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合に

は、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。 

（緊急時の対応） 

第２３条 （略） 

２ 管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護及び、実験動物の逸走による危害防

止に努めなければならない。 

（教育訓練） 

第２４条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、委員会が実施する以下の事項に関

する所定の教育訓練を受けなければならない。 

（４）安全確保及び、安全管理に関する事項 

（適用除外） 

第２８条 畜産に関する使用管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的と

した実験動物（略）の飼養又は保管、及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼

養又は保管については、この本規程を適用しない。 

附 則（平成１９年３月３０日１８法人規程第２０号） 

４ この規程の施行前から設置している飼養保管施設及び、実験室については、施行後、速や

かに、この規程による学長の承認を得るものとする。承認を得るまでの間は、この規程の適

用を除外する。 

 

（公立大学法人首都大学東京利益相反規程の整理） 

第２５４条 公立大学法人首都大学東京利益相反規程（平成１９年度法人規程第１０２号）の一

部を次のように整理する。 

 

（定義） 

第１条 この規程規定において「大学等」とは、公立大学法人首都大学東京定款第３条に定め

る首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校をいう。 

２ この規程において「部局等」とは、公立大学法人首都大学東京組織規則（平成１７年度法

人規則第３号）第４条に定める部局及び同規則第３条の３に定める東京都立産業技術高等専

門学校のものづくり工学科及び、創造工学専攻を総称していう。 

３ この規程において「利益相反マネージメント」とは、産学公連携活動を行うに当たりあた

り、大学等で負う責務に比して個人的な利益あるいは学外の活動を優先することにより、大

学等における職務の遂行に多大な影響を与えているとの批判を受けることで、大学等への信

頼を損なうことのないよう必要な対策を講じることをいう。 

（利益相反マネージメントの対象） 

第３条 利益相反マネージメントは、本法人の教職員及び本法人が研究員として受け入れる者

（以下「教職員等」という。）で、次に掲げる活動等において次項に掲げる行為を行う場合を

対象とする。 

イ 企業等との共同研究及び受託研究並びに、及び企業等からの寄附 

２ 利益相反マネージメントの対象とする行為は、次のものとする。 

（１）前項に関わる企業等から一定額以上の金銭又はまたは株式等、経済的利益を個人的な活

動への報酬あるいは贈与として取得又は、若しくは便益の供与を受ける。 
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（２）一定額以上の物品を購入することに関して、前項に関わる企業等を指名し、又は若しく

は決定する。 

（委員会の審議事項） 

第６条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

（１）利益相反マネージメントに関する判断基準及び規程等の制定及び、改廃に関すること。 

（委員長等） 

第７条 （略） 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき時は、その職務を代理する。 

（利益相反マネージメントのための調査） 

第８条 第４条第２号の調査は、教職員等からの自己申告書等の提出又は必要に応じて実施す

るヒアリングにより行うものとする。 

３ 前条における委員会活動に関与する者は、その業務により知り得た一切の情報について、

業務上での手続において必要な場合を除き、第三者に漏えい洩し、又は提供してはならない。 

（その他） 

第１２条 この規程の運用に必要な事項は、別に定める。 

２ この本規程は、運用の実態を反映して適宜見直しを行う。 

 

（公立大学法人首都大学東京公益通報に係る調査手続に関する規程の整理） 

第２５５条 公立大学法人首都大学東京公益通報に係る調査手続に関する規程（平成２２年度法

人規程第１７号）の一部を次のように整理する。 

 

（通報の受付） 

第５条 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに公益通報者保護

責任者に報告するとともに、郵送その他通報窓口への到達を通報者が確認できない場合によ

って通報がなされた場合には、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報者に通知

するものとする。 

（調査委員会） 

第７条 （略） 

３ 委員会の委員長は、前項各号アに掲げる者をもって、また、副委員長は、前項各号イに掲

げる者をもってこれに充てる。 

（調査の実施） 

第８条 （略） 

２ 調査の実施に当たってあたっては、当該通報者が特定されないように十分配慮しなければ

ならない。 

（是正措置） 

第１１条 公益通報者保護責任者は、前条項の報告により、不正が明らかになった場合は、速

やかに是正及び再発防止のための措置を講じなければならない。 

（義務等） 

第１７条 この規程に定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 

 

（首都大学東京研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程の整理） 

第２５６条 首都大学東京研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程（平成１９

年度法人規程第１０３号）の一部を次のように整理する。 
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（不正行為等に対する通報） 

第３条 何人も、不正行為等の疑いを発見したときは、書面（ファックス及び電子メールを含

む。）、電話又は、面談により、研究者の不正行為等の態様等を通報することができる。 

（通報の方法）  

第６条 通報は、原則として顕名によるものとし、研究者の氏名、不正行為等の態様等、事案の

内容が明示され、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されなければならない。（略） 

２ 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに学長に報告するととも

に、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報を行った者（以下「通報者」という。）

に通知するものとする。この場合、通報者に対して、更にさらに詳細な情報の提供又は当該通

報に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。 

３ 新聞等の報道機関、学会等の科学コミュニティ又はインターネット等により、不正行為等の

疑いが指摘された場合（研究者等の氏名又は名称、不正行為等の態様等、事案の内容が明示さ

れ、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されている場合に限る。）は、学長は、

これを第１項ただし書きの匿名による通報に準じて取り扱うことができる。 

（予備調査）  

第１０条 学長は、第６条第２項に規定する報告があったときは、速やかに研究者が所属する学

部長等に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。この場合に

おいて、当該学部長等は、予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね概ね３０日以内にそ

の調査結果を学長に報告するものとする。 

（本調査の実施）  

第１３条 委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算しておおむね概ね３０日以内に、

本調査を開始するものとする。 

５ 委員会は、本調査を実施するに当たって、調査の対象となる公表前のデータや論文等の研究

又は技術上秘密とすべき情報が外部に漏えい洩しないよう十分注意しなければならない。 

７ 研究者から再実験等の申し出があり、委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期

間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。 

（認定の手続） 

第１９条 委員会は、本調査を開始した日から起算しておおむね概ね１５０日以内に調査した 

内容をまとめ、不正行為等が行われたか否か並びに不正行為等が行われたと認定された場合は

その内容及び悪質性、不正行為等に関与した者とその関与の度合、不正行為等と認定された研

究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割その他必要な事項を認定す

る。 

（認定の方法） 

第２０条 （略） 

３ 委員会は、研究者の説明及びその他の証拠によって、不正行為等であるとの疑いを覆すこと

ができないときは、不正行為等と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生デー

タ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的

な要素が不足していることにより、研究者が不正行為等であるとの疑いを覆すに足る証拠を示

せないときも、同様とする。 

（再調査の指示）  

第２１条 学長は、第１９条第５項の報告に基づき、更にさらに十分な調査が必要であると認め

るときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。  

（調査結果の通知）  

第２２条 （略） 

５ 学長は、不正行為等の内容に応じ、公立大学法人首都大学東京教職員就業規則（平成１７年

度法人規則第２１号）及び公立大学法人首都大学東京非常勤教職員就業規則（平成１７年度法



153 

 

人規則第３６号。）（以下「教職員就業規則等」という。）に基づく懲戒処分等の適切な手続

を講ずるものとする。 

（再調査） 

第２４条 （略） 

３ 委員会は、第２１条による学長の指示又は前条第１０項による学長の再調査の実施の決定に

より再調査を開始した場合は、その開始の日から起算しておおむね概ね５０日以内に、本調査

の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。ただし、お

おむね概ね５０日以内に報告結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、

その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。 

（調査結果の公表）  

第２５条 （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、学長は、研究者及び研究者以外で調査の対象となった者の名誉を

回復する必要があると認められる場合、公表までに調査事案が本学の外部に漏えい洩していた

場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っ

たことによるものでない誤りがあった場合は、当該調査結果を公表するものとする。（略） 

（悪意による通報への対応）  

第２７条 委員会の調査によって、当該通報が悪意によるものと認められたときは、学長は、次

の各号に掲げる事項を公表することができるとともに、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続

き及び刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。 

（義務等）  

第２８条 この規程の定める手続きに関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 

２ 学長は、通報者及び研究者、通報内容、調査内容並びに調査経過について、調査結果の公表

に至るまで、通報者及び研究者の意に反して外部に漏えい洩しないよう、これらの秘密の保持

を徹底しなければならない。 

３ 学長は、当該通報に係る事案が外部に漏えい洩した場合は、通報者及び研究者の了解を得て、

調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、通報者及び研究

者の責に帰すべき事由により漏えい洩したときは、当該者の了解は不要とする。 

（運営細則）  

第３０条 この規程に定めるもののほか、不正行為等が疑われる場合の調査の手続き等に関し必

要な事項は、学長が別に定める。 

 

（産業技術大学院大学研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程の整理） 

第２５７条 産業技術大学院大学研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程（平

成２１年度法人規程第４５号）の一部を次のように整理する。 

 

（不正行為等に対する通報） 

第３条 何人も、不正行為等の疑いを発見したときは、書面（ファックス及び電子メールを含

む。）、電話又は、面談により、研究者の不正行為等の態様等を通報することができる。 

（通報の方法）  

第６条 通報は、原則として顕名によるものとし、研究者の氏名、不正行為等の態様等、事案の

内容が明示され、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されなければならない。（略） 

２ 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに学長に報告するととも

に、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報を行った者（以下「通報者」という。）

に通知するものとする。この場合、通報者に対して、更にさらに詳細な情報の提供又は当該通
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報に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。 

３ 新聞等の報道機関、学会等の科学コミュニティ又はインターネット等により、不正行為等の

疑いが指摘された場合（研究者等の氏名又は名称、不正行為等の態様等、事案の内容が明示さ

れ、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されている場合に限る。）は、学長は、

これを第１項ただし書きの匿名のよる通報に準じて取り扱うことができる。 

（予備調査）  

第１０条 学長は、第６条第２項に規定する報告があったときは、速やかに産業技術研究科長に、

次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。この場合において、産

業技術研究科長は、予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね概ね３０日以内にその調査

結果を学長に報告するものとする。 

（本調査の実施）  

第１３条 委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算しておおむね概ね３０日以内に、

本調査を開始するものとする。 

５ 委員会は、本調査を実施するに当たって、調査の対象となる公表前のデータ、論文等の研究

又は技術上秘密とすべき情報が外部に漏洩えいしないよう十分注意しなければならない。 

７ 研究者から再実験等の申し出があり、委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期

間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。 

（認定の手続） 

第１９条 委員会は、本調査を開始した日から起算しておおむね概ね１５０日以内に調査した内

容をまとめ、不正行為等が行われたか否か並びに不正行為等が行われたと認定された場合はそ

の内容及び悪質性、不正行為等に関与した者とその関与の度合、不正行為等と認定された研究

に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割その他必要な事項を認定する。 

（認定の方法） 

第２０条 （略） 

３ 委員会は、研究者の説明及びその他の証拠によって、不正行為等であるとの疑いを覆すこ

とができないときは、不正行為等と認定することができる。保存義務期間の範囲に属するデ

ータ、関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、

研究者が不正行為等であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。 

（再調査の指示）  

第２１条 学長は、第１９条第５項の報告に基づき、更にさらに十分な調査が必要であると認め

るときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。  

（調査結果の通知）  

第２２条 （略） 

５ 学長は、不正行為等の内容に応じ、公立大学法人首都大学東京教職員就業規則（平成１７年

度法人規則第２１号）及び公立大学法人首都大学東京非常勤職員就業規則（平成１７年度法人

規則第３６号。）（以下「教職員就業規則等」という。）に基づく懲戒処分等の適切な手続を

講ずるものとする。 

（再調査） 

第２４条 （略） 

３ 委員会は、第２１条による学長の指示又は前条第１０項による学長の再調査の実施の決定に

より再調査を開始した場合は、その開始の日から起算しておおむね概ね５０日以内に、本調査

の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。ただし、お

おむね概ね５０日以内に報告結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、

その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。 

（調査結果の公表）  

第２５条 （略） 
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３ 前項の規定にかかわらず、学長は、研究者及び研究者以外で調査の対象となった者の名誉を

回復する必要があると認められる場合、公表までに調査事案が本学の外部に漏洩えいしていた

場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っ

たことによるものでない誤りがあった場合は、当該調査結果を公表するものとする。（略） 

（悪意による通報への対応）  

第２７条 委員会の調査によって、当該通報が悪意によるものと認められたときは、学長は、次

の各号に掲げる事項を公表することができるとともに、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続

き及び刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。 

（義務等）  

第２８条 この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 

２ 学長は、通報者及び研究者、通報内容、調査内容並びに調査経過について、調査結果の公表

に至るまで、通報者及び研究者の意に反して外部に漏洩えいしないよう、これらの秘密の保持

を徹底しなければならない。 

３ 学長は、当該通報に係る事案が外部に漏洩えいした場合は、通報者及び研究者の了解を得て、

調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、通報者及び研究

者の責に帰すべき事由により漏洩えいしたときは、当該者の了解は不要とする。 

（運営細則）  

第３０条 この規程に定めるもののほか、不正行為等が疑われる場合の調査の手続き等に関し必

要な事項は、学長が別に定める。 

 

（東京都立産業技術高等専門学校研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程

の整理） 

第２５８条 東京都立産業技術高等専門学校研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する

取扱規程（平成２１年度法人規程第４６号）の一部を次のように整理する。 

 

（不正行為等に対する通報） 

第３条 何人も、不正行為等の疑いを発見したときは、書面（ファックス及び電子メールを含

む。）、電話又は、面談により、研究者の不正行為等の態様等を通報することができる。 

（通報の方法） 

第６条 通報は、原則として顕名によるものとし、研究者の氏名、不正行為等の態様等、事案

の内容が明示され、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されなければならない。

（略） 

２ 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受取ったときは、速やかに校長に報告するととも

に、通報窓口を通じて、通報を受付けた旨を当該通報を行った者（以下「通報者」という。）

に通知するものとする。この場合、通報者に対して、更にさらに詳細な情報の提供又は当該

通報に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。 

３ 新聞等の報道機関、学会等の科学コミュニティ又はインターネット等により、不正行為等の

疑いが指摘された場合（研究者等の氏名又は名称、不正行為等の態様等、事案の内容が明示さ

れ、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されている場合に限る。）は、校長は、

これを第１項ただし書きの匿名による通報に準じて取り扱うことができる。 

（予備調査） 

第１０条 校長は、第６条第２項に規定する報告があったときは、速やかに副校長に、次の各号

に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。この場合において、副校長は、

予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね概ね３０日以内にその調査結果を校長に報告す
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るものとする。 

（本調査の実施）  

第１３条 委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算しておおむね概ね３０日以内に、

本調査を開始するものとする。 

５ 委員会は、本調査を実施するに当たって、調査の対象となる公表前のデータや論文等の研究

又は技術上秘密とすべき情報が外部に漏洩えいしないよう十分注意しなければならない。 

７ 研究者から再実験等の申し出があり、委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期

間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。 

（認定の手続） 

第１９条 委員会は、本調査を開始した日から起算しておおむね概ね１５０日以内に調査した内

容をまとめ、不正行為等が行われたか否か並びに不正行為等が行われたと認定された場合はそ

の内容及び悪質性、不正行為等に関与した者とその関与の度合、不正行為等と認定された研究

に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割その他必要な事項を認定する。 

  （認定の方法） 

第２０条 （略） 

３ 委員会は、研究者の説明及びその他の証拠によって、不正行為等であるとの疑いを覆すこと

ができないときは、不正行為等と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生デー

タ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的

な要素が不足していることにより、研究者が不正行為等であるとの疑いを覆すに足る証拠を示

せないときも、同様とする。 

（再調査の指示）  

第２１条 校長は、第１９条第５項の報告に基づき、更にさらに十分な調査が必要であると認め

るときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。  

５ 校長は、不正行為等の内容に応じ、公立大学法人首都大学東京教職員就業規則（略）及び公

立大学法人首都大学東京非常勤教職員就業規則（平成１７年度法人規則第３６号。）（以下「教

職員就業規則等」という。）に基づく懲戒処分等の適切な手続を講ずるものとする。 

 （再調査） 

第２４条 （略） 

３ 委員会は、第２１条による校長の指示又は前条第１０項による校長の再調査の実施の決定に

より再調査を開始した場合は、その開始の日から起算しておおむね概ね５０日以内に、本調査

の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに校長に報告するものとする。ただし、お

おむね概ね５０日以内に報告結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、

その理由及び決定予定日を付して校長に申し出て、その承認を得るものとする。 

（調査結果の公表）  

第２５条 （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、校長は、研究者及び研究者以外で調査の対象となった者の名誉を

回復する必要があると認められる場合、公表までに調査事案が本校の外部に漏洩えいしていた

場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っ

たことによるものでない誤りがあった場合は、当該調査結果を公表するものとする。（略） 

（悪意による通報への対応）  

第２７条 委員会の調査によって、当該通報が悪意によるものと認められたときは、校長は、次

の各号に掲げる事項を公表することができるとともに、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続

き及び刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。 

第２８条 この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

（１）公平かつ、公正な立場で任務を行わなければならない。 
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２ 校長は、通報者及び研究者、通報内容、調査内容並びに調査経過について、調査結果の公表

に至るまで、通報者及び研究者の意に反して外部に漏洩えいしないよう、これらの秘密の保持

を徹底しなければならない。 

３ 校長は、当該通報に係る事案が外部に漏洩えいした場合は、通報者及び研究者の了解を得て、

調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、通報者及び研究

者の責に帰すべき事由により漏洩えいしたときは、当該者の了解は不要とする。 

 

（首都大学東京一時保育施設運営利用規程の整理） 

第２５９条 首都大学東京一時保育施設運営利用規程（平成２６年度法人規程第２３号）の一部

を次のように整理する。 

 

（利用対象者） 

第３条 一時保育施設を利用できる者は、生後５７日から小学校就学の始期に達するまでの乳

幼児を養育する、首都大学東京本学の教職員及び学生とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、首都大学東京管理部長が特に一時保育施設の利用が必要と認め

る者は、一時保育施設を利用できる。 

（休所日） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定にかか関わらず、首都大学東京管理部長が特に必要と認めるときは、平日を休

所日とすることができる。 

（開所及び利用時間） 

第５条 （略） 

２ 前条第１項の規定にかか関わらず、首都大学東京管理部長が特に必要と認めるときは、土

日祝日を開所日とすることができる。 


