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特定研究大学（仮称）におけるガバナンス（イメージ）
経営に関する重要事項を決定
執行に関する監督
大学の長を選考
構成員の相当程度は学外者

経営の意思決定・監督機能の強化

法人

経営的資質を有し、大学経営の
自律性を高めるための様々な取
組を実行し、特定研究大学（仮
称）のミッションの達成を目指
す
教学担当役員（プロボスト）や
事業財務担当役員（ＣＦＯ）と
緊密に連携

合議体

監事

・・・
選考

大学

監査

大学の長

経営と教学の役割分担

経営の執行機能の強化

事業財務担当役員
（ＣＦＯ）

教学担当役員

大学の長のリーダーシップの下、多様
な財源を確保し継続的な財政基盤
の強化を図る

（プロボスト）

経営と教学の役割分担
大学の長のリーダーシップの下、優秀
な研究者の獲得や研究環境の整備
など教学機能の強化を図る

内部監査システムの強化

合議体とその構成員への監査
執行部への監査
定期的に合議体の議論にも参画
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特定研究大学（仮称）におけるガバナンスの方向性

１．合議体
２．大学の長
３．教学担当役員（プロボスト）
４．事業財務担当役員（CFO）
５．監事
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特定研究大学（仮称）におけるガバナンスの方向性
１．合議体
特定研究大学（仮称）においては、世界最高水準の教育研究活動による知の創出に加え、時代の要請に応え世界で活
躍できる人材の輩出、人類が直面するグローバル課題の解決や新産業の創出などによって、社会変革を牽引していく
ことが求められる（＝特定研究大学（仮称）のミッション） 。
これらを実現していくためには、優れた人材の集積や世界一流の研究環境の構築、研究活動の国際化、研究インテグ
リティの確保などが必要であり、それを支える多様な財源の確保等を通じた強固な財務基盤の確立など、大学経営の
自律性を高めることが不可欠。
このような前提を踏まえれば、特定研究大学（仮称）は、そのミッションの達成に向けては、これまで以上に社会に
開かれた存在である必要があるとともに、中長期の成長戦略にコミットするために安定的・継続的な経営方針を維持
することが望ましく、大学のミッションに基づき、世界の多様なステークホルダーとの対話、長期的な視点での経営
戦略の策定と先導、財源の多様化に対応した利益相反の管理などコンプライアンス体制の確保といった経営に係る意
思決定機能や執行に関する監督機能の強化が必要（＝合議体のミッション）。
合議体における意思決定は、大学を取り巻く様々なステークホルダーの意見の反映など、社会に開かれた形で行われ
る必要があることから、合議体の構成員のうち相当程度は学外の人材とし、構成員の選考については、執行に関する
監督機能を強化するという合議体のミッションを体現する形で行われるべき。
（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
• 意思決定機関である合議体の役割・機能は、大学のミッション、それに基づくビジョンや事業・財務戦略の策定、その執行を担う大学の長の選考や解任、執行に
関する監督などの大学経営に関する重要事項を決定することである。
• この合議体が日々の具体の業務への過度な介入などマイクロマネジメントを行うことがないよう、執行部との適切な役割分担を行うことが必要である。また、教
育研究については、大学経営・財務上の観点から関与することが考えられるが、教員や研究者の教育研究上の自由は尊重される必要があり、そういった観点から、
教員の代表である教員組織の意見を十分に聞くことが求められ、例えば個々の研究内容や教育課程の編成といった教学事項については介入すべきではない。
• 合議体の構成員には、大学のミッションを理解し、その実現に向けて強い使命感と責任感を有するとともに、大学経営に関する能力を有する者が含まれることが
求められる。
• 合議体の具体の構成員としては、「世界と伍する研究大学」のミッションを踏まえれば、例えばグローバルな社会変革状況に知見を有する人材、様々な課題に対
する事業戦略を立案することができる人材、事業戦略に基づく強固な財務戦略を立案することができる人材、大学の長等の大学執行部の経験を有し適切にモニタ
リングができる人材等が考えられる。
• 構成員の選考については、大学を取り巻くステークホルダーの意向も踏まえながら、本来合議体自身が自律的に判断を行うことが望ましい。しかしながら、政府
や民間企業などと異なり、ステークホルダーの意向の反映の仕組みがいまだ確立していない大学の意思決定機関においては、いかに合議体の構成員に自覚と責任
を持たせるかが課題となる。少なくとも構成員一人一人がその意思決定について何らかの形で責任を問われる制度とする必要がある。
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特定研究大学（仮称）におけるガバナンスの方向性
２．大学の長
特定研究大学（仮称）においては、そのミッションを踏まえれば、経営機能と教学機能
の大幅な強化を同時に進める必要があり、経営の責任を有する者（大学の長）と教学に
責任を負う者（プロボスト）が役割分担することを基本とする。
その上で、大学の長は、経営的資質を有し、教学担当役員（プロボスト）（後述）や事
業財務担当役員（ＣＦＯ）（後述）と緊密に連携しつつ、大学経営の自律性を高めるた
めの様々な取組を実行し、特定研究大学（仮称）のミッションを達成することが期待さ
れる。
合議体における長期的な視点での経営戦略の議論を踏まえ、大学の自律的・戦略的な経
営を実現するため、大学の長は合議体が選考する。
（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
• 意思決定機関である合議体の役割・機能は、大学のミッション、それに基づくビジョンや事業・財務戦略の決定、その執行を担う大学の長の選考や解任、執行
に関する監督などの大学経営に関する重要事項を決定することである。
• 合議体の意思を反映する執行機関としての大学の長は、当該合議体が責任をもって選考するとともに、その執行状況をモニタリングし、実績が芳しくない場合
には解任できることが必要である。
• 大学の長は、対外的な大学の顔としての役割を果たすとともに、日々の大学経営について執行責任を有することから、大学の長の選考に当たっては、実際に大
学を成長させることができる経営的資質を有するかどうかという観点から、学内外に関わらず適任者を選ぶことが求められる。また、大学の長はミッション達成のた
めの教育研究の充実とそれを支える事業財務戦略の実施に関し執行トップとして責任を有しており、関係者の理解を得ながら、戦略や計画を進める緻密さも
求められる。加えて、大学が研究者の活動によって成り立っているという特性を踏まえ、大学について深い見識を有し、教職員や研究者との間で信頼関係を構
築できる人物であることも望まれる。
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特定研究大学（仮称）におけるガバナンスの方向性
３．教学担当役員（プロボスト）
特定研究大学（仮称）においては、そのミッションを踏まえれば、経営機能と教学機能
の大幅な強化を同時に進める必要があり、経営の責任を有する者（大学の長）と教学に
責任を負う者（プロボスト）が役割分担することを基本とする。
その上で、教学担当役員（プロボスト）は、大学の教学面に専門性・責任を有し、大学
の長のリーダーシップの下、優秀な研究者の獲得や研究環境の整備など教学機能の強化
を図り、特定研究大学（仮称）のミッションを達成することが期待される。
また、教学担当役員（プロボスト）は、期待される役割に鑑み、学校教育法上の学長の
職務を行う者とすることも考えられる。

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
• 大学の自律的な事業戦略を実現していくためには、執行部において適切な役割分担がなされることが必要であり、事業財務運営に専門性
と責任を有する事業財務担当役員（CFO）（後掲）、教学面において専門性と責任を有するプロボスト（後掲）を設置することが求めら
れる。
• プロボストについては、大学の長の下で教学に関する事項の実質的な責任者として、大学の教育研究の自主性・自律性を維持し、大学に
おける教育研究の優越性を維持していく観点から重要な役割を担う。プロボストは上述した優秀な研究者の獲得に向けたインセンティブ
設定、優秀な博士後期課程学生の獲得、若手研究者の育成、研究者の評価システムの構築、研究支援者の登用などに主導的役割を果たす
ことが期待される。特に、大学を取り巻くステークホルダーの要請や社会の変化に応じて、教育研究組織を大学自身のビジョン達成に向
けて柔軟に見直していくことが求められる。一方でこれら教学の事項については、大学内の研究者や教員代表組織との綿密な連携の下進
めることが必要であり、プロボストには学内の研究者や教員からの尊敬を得られるようなアカデミアとしての資質とともに、大学として
のビジョンや事業戦略を丁寧に説明することができる資質が求められる。
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特定研究大学（仮称）におけるガバナンスの方向性
４．事業財務担当役員（CFO）
我が国の大学においては、財務担当理事などをこれまで設置してきたところであるが、
特定研究大学（仮称）においては、財務・金融に関する専門性を有する者が経営におい
て重要な役割を果たせるよう、事業財務担当役員（CFO）を設置する。
事業財務担当役員（ＣＦＯ）は、財務戦略の立案・実施に責任を有し、大学の長のリー
ダーシップの下、大学の財務状況を総合的に把握するとともに、金融市場の動向等を含
めた財務・金融に関する専門性を持った職員を統括するなど、多様な財源を確保し継続
的な財政基盤の強化を図り、特定研究大学（仮称）のミッションを達成することが期待
される。
（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
• 大学の自律的な事業戦略を実現していくためには、執行部において適切な役割分担がなされることが必要であり、事業財務運営に専門
性と責任を有する事業財務担当役員（CFO）（後掲）、教学面において専門性と責任を有するプロボスト（後掲）を設置することが求
められる。
• 事業戦略を支える財務戦略を立案、執行していくに当たっては、財源に関わらず、研究費を含め、大学全体の財務状況を把握し、必要
な財務上のオペレーションを統括する事業財務担当役員（CFO）の役割が重要であり、大学の長と同等に経営に関わることが望ましい。
大学の執行部においては大学の長とCFOが強固に連携し、具体の経営方針を共有するとともに、財務戦略を担当するシニアチームを学
内に設けることなども期待される。CFOの資質としては、ミッションを達成するための事業戦略・計画を策定するとともに、多様な財
源を俯瞰して財務戦略を立案し、チームを動かし学内外に適切に説明責任を果たす能力が求められる。
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特定研究大学（仮称）におけるガバナンスの方向性
５．監事
特定研究大学（仮称）のミッションの達成に向けては、大学ガバナンス全体と
して内部監査システムが適切に機能することが重要。
このため、監事については、合議体とその構成員への監査を行うとともに定期
的に合議体の議論に参画し意見を述べるなど、監査機能の強化を図る。

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
• 新たな合議体も含め、大学ガバナンス全体として、合議体の活動や執行部の活動が大学のミッションやビジョン、事
業戦略に応じて適切かどうかをチェックアンドバランスの中でモニタリングし、大学経営に関し必要な助言を行う役
割として、監事などの内部監査システムが適切に機能することが重要である。そのため、監事も定期的に合議体の議
論に参画し、大学内の業務執行状況をモニタリングするとともに、必要に応じて合議体や大学の長等への勧告権など
を有することが望ましい。
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国立大学法人のガバナンスの仕組み（原則） ※令和４年4月1日施行時点
文部科学大臣
・中期目標原案、中期計画作成
・学長候補者の申出

国立大学法人評価委員会

・中期目標提示、中期計画認可
・学長、監事の任命

・評価
国立大学法人の
業務を監査

学長選考・監察会議
基準に基づく選考・解任の申出
業務執行状況の確認

国立大学法人の
業務を総理

学長

議長として主宰

重要事項について
議を経て学長は決定

議長として主宰

監事

監事

（学外）

教育研究評議会

経営協議会
理事

（学外）

学外者の参画

経営に関する
重要事項を審議
【学外者が過半数】

代表者（学内者）

代表者（学外者）

国
立
大
学
法
人

学外者と学内者同数で構成

理事

理事

役員会
学長を補佐し、業務を掌理
（学外理事は原則二人以
上を設置義務とする）

教育研究に関する
重要事項を審議
【学内者で構成】
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国立大学法人のガバナンスの仕組み（一法人複数大学設置の場合など）
国立大学法人の判断で、下記の体制を選択できる（2020年4月1日より施行）
一つの国立大学法人が複数の大学を設置することができる
大学の長を分担して置くことができる

D

A
法人の長

法人の長
大学の長

大学の長

大学の長

「学長」

「学長」

一法人二大学の場合
B

一法人一大学の場合

C
法人の長

「学長」

大学の長

大学の長
「大学総括理事」

E
法人の長

法人の長

「理事長」

「理事長」

大学の長

大学の長

「大学総括理事」

大学の長
「大学総括理事」

▮ 法人の長：法人を代表する者
▮ 大学の長：法人が設置する大学の校務（学校教育法に規定）をつかさどる者
• 国立大学法人法上は、「法人の長」と「大学の長」を兼ねる者⇒「学長」 ／ 「大学の長」を兼ねない「法人の長」⇒「理事長」と整理
• 学校教育法上は、「大学の長」⇒「学長」

※実際の運用においては、混乱や誤解が生じない範囲で、「理事長」や「機構長」等の呼称を各国立大学法人において用いることも考えられる
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公立大学法人のガバナンスの仕組み
公立大学法人では、法人の長である理事長が、大学の学長を兼ねることが原則とされているが、両者を分離することも可能
公立大学法人の学長を兼ねる理事長は、学外者などから構成される経営審議機関の代表者と、学内者などから構成され
る教育研究審議機関の代表者から構成される選考機関において選考され、設立団体の長が任命
意思決定プロセスにおける透明性の確保や適正な意思決定の担保といった観点から、大学運営上の特に重要な案件の審
議について、合議制の審議機関を法定（経営審議機関、教育研究審議機関）
設立団体の長
・中期目標原案・中期計
画案(6年)の策定
・理事長（＝学長）候補者
の申出

公立大学法人評価委員会
※各設立団体において設置

・中期目標の提示、中期計画の認可
・理事長の任命
・運営費交付金の交付

・評価

【理事長】（＝学長が原則）
公立大学法人を代表し、その業務を総
理

（事後チェック）

公立大学法人
非公務員型

選考機関
監事

「経営」と「教学」の
代表者が学長を選考

→弾力的な人事
システム
→産学官連携等
を推進
→外国人を幹部
に登用 など

理事長(＝学長が原則)

経営に関する
学外の代表者等

経営審議機関

副理事長
理事
※理事長とならない学長は、選考機
関の選考に基づいて理事長から任命
され、副理事長となる

役員会

教学に関する
学内の代表者等

平成16年度から
地方公共団体の
選択により、法
人化可能

【役員会】（必置機関ではない）
予算の作成、重要な組織の改廃等に関
する審議機関
【経営審議機関】
経営に関する重要事項を審議する機関
【教育研究審議機関】
教育研究に関する重要事項を審議する
機関
【監事】
公立大学法人の業務を監査
※「役員会」「経営審議機関」「教育研究審議
機関」は、大学によってその人数が異なる。
（例）名古屋市立大学：役員会 8人、経
営審議会21人、教育研究審議会27人
青森県立保健大学：役員会 6人、経営審
議会10人、教育研究審議会10人

教育研究審議機関

※「役員会」は、設立団体の判断（定款に規定）等で設置可能
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学校法人のガバナンスの仕組み
学校法人の業務に関する最終的な意思決定機関は、合議制機関である理事会。理事長は、寄附行為の定めると
ころにより選任され、学校法人を代表し、その業務を総理する。
学校法人には評議員会が置かれる。評議員会は理事の定数の２倍以上の定数で組織され、学校法人の職員や卒
業生等が評議員に選任される。予算事項や事業計画、寄附行為の変更等の重要事項については、予め評議員会の
意見を聞くこととされている。
設置する学校の学長のうち１人以上は、学校法人の理事として経営に参画する。

学校法人
【理事長】
・学校法人を代表し、その業務を総理

理事会
学校法人の業務に関する最終的な意思決定機関。議長は理事長。
学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
学校法人には５人以上の理事を置かなければならない
（理事のうち1人以上は外部の者を含まなければならない）。
監
査

（理事長が）
選任

※評議員会の
同意が必要

監事
学校法人の業務、財務状況、理事の業務執行
状況等を監査する。

学長の
理事就任

学校法人には２人以上の監事を置かなければな
らない（監事のうち1人以上は外部の者を含まな
ければならない） 。

私立学校

諮
問

意
見

評議員会
予算、事業計画、寄附行為の変更等について、
理事長があらかじめ諮問。
評議員の数は理事の定数の２倍を超える数。

私立学校を設置・運営

校長（学長）は理事に就任する。 （私立学校を複数設置している場合は、そのうち１人
以上を理事とすることができる。 ）

【理事会】
・学校法人の業務に関する最終的な
意思決定機関
・理事の職務の執行を監督
・私立学校の校長を理事として選任
【監事】
・学校法人の業務、財務状況等を監査
【評議員会】
・予算、事業計画、寄附行為の変更等
に対する意見（理事長が予め諮問）
・決算及び事業の実績に対する意見
（理事長が報告）
・寄附行為で定める事項を評議員会の
議決を要するとすることができる
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諸外国の大学のガバナンス体制・学長選考プロセス（アメリカ）

総合科学技術・イノベーション会議
世界と伍する研究大学専門調査会
（第３回）資料２ R3.5.21（抜粋）

大学

理事会

執行部

権限を委譲
任命

学長

○○担当副学長
教授会の推薦を経て、
学長が決定し、
理事会が任命

任命

プロボスト
実質的に任命

執行部と協力し
て大学の方針を
決定
入学・カリキュラム・
学位授与・予算・教員
人事等について助言・
推薦

評議会

参加

学部長
教員

◆学長の任命

：学長選考のための委員会が、外部サーチ機関を活用しながら候補者を選考し、最終的に理事会が任命。
内部からの昇格は極めて少ない。
：学部長は実質的に人事を握るプロボストが事実上任命することが多い。学外者がなることも多い。

◆学部長・
学科長の任命
◆教員の任用 ：学科・学部レベルの推薦、評議会による推薦を経て、学長が決定し、理事会が任命する場合が多い。

※文部科学省「国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて～社会変動を駆動する真の経営体へ～最終とりまとめ（令和2年12月25日）参考資料集から抜粋。
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スタンフォード大学のガバナンス体制

総合科学技術・イノベーション会議
世界と伍する研究大学専門調査会
（第３回）資料２ R3.5.21（抜粋）

理事会【Board of Trustees】
＜職務＞
大学の基金及び資産全般を管理。付託された資金の管理、年間予算の設定、大学の運営・
管理のための方針の決定。Presidentの任命権及び解任権を持ち、任命・解任には、過半数
の賛成が必要。
＜構成＞
・定員は３８名。
・プレジデントは投票権を有する理事として参画。
・会長、副会長、書記等を置く（任期は１年、会長は２年）
・任期は５年で、２期まで可能。
・同窓生から８人が別途定める規則に基づき選考、任命される。
・１年に５回程度開催。
・傘下に監査委員会、寄附促進（development）委員会、財務委員会、施設委員会、学生・同
窓生委員会、信託統治委員会を置く。

教員評議会
Academic Council/Senate
・教員を代表。アカデミックポリシーや入学、学
位について決定権を有する。

■プレジデントサーチ委員会
理事会が設置し、広く内外から候補者を選考。

承認

プレジデント（President）
・主に対外的な業務を実施。財政・経営の責
任者。

承認

任命

副プレジデント（経営・CFO）
Vice President for Business Affairs and Chief Financial Officer

任命

スタンフォードマネジメント会社CEO
Chief Executive Officer of Stanford Management Company

プロボスト（Provost）
・主に学内業務を実施。学務及び予算に関する責任者
・学術プログラム（スクールその他の部門における教務及
び研究）と学術プログラムを支援する大学業務（予算編
成・計画、土地・建物、図書館、情報資源、学生関係事
務を含む)の管理を担う。

学部長（７学部）

フーバー研究所所長

Deans of the seven Schools

Director of the Hoover Institution

SLAC国立加速器研究所部長

副プロボスト（学部教育）

Director of the SLAC National Accelerator Laboratory

Vice Provost for Undergraduate Education

副プロボスト兼研究担当

副プロボスト（大学院担当）

Vice Provost and Dean of Research

Vice Provost for Graduate Education

＜役員会＞
・委員長はプレジデント。
・規則、政策の見直しを担う。プレジデントやプロボストは大学の長期計画や寄附募集計画、教員・
学生に関することなどについてアドバイスを求める。
※文部科学省「我が国大学の研究経営システム確立に向けた国内外動向に関する基礎的調査」及びStanfordのHPに基づき内閣府作成。

副プレジデント（同窓会担当）
Vice President for Alumni Affairs and President of Stanford Alumni association

副プレジデント（寄附金担当）
Vice President for Development

副プレジデント、外渉
Vice President and Chief External Relations Officer

副プレジデント（広報担当）
Vice President for University Communications

副プレジデント、法務統括
Vice President and General Counsel

副プレジデント（SLAC国立加速器研究所担当、理事会議長）
Vice President for the SLAC and Board of Overseers Chair

副プレジデント（人材担当）
Vice President for Human Resources

副プレジデント（芸術担当）
Vice President for the Arts

副プレジデント（土地、建物等担当）
Vice President for Land, Buildings, and Real Estate
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総合科学技術・イノベーション会議
世界と伍する研究大学専門調査会
（第３回）資料２ R3.5.21（抜粋）

カリフォルニア大学のガバナンス体制
カリフォルニア州

「CA Constitution art IX § 9」におい
て理事会を設置。

議会

理事会
Board of Regents
＜職務＞
カリフォルニア大学システムの最高意思決定機関。大学政策、財政、授業料等につい
て承認を行う。プレジデントと主要な役員の任命も行う。

知事
理事会に参画。理事を任命
（議会の同意）。

設置

推薦

■プレジデント選考委員会
〇理事会に候補者を推薦。幅広く全国から候補者を募集。
〇構成は最大６名が理事会の会長、副会長によって任命。
加えて同窓会会長の理事、学生代表の理事、理事会の
会長、州知事で構成。
〇アカデミックアドバイザリーが特別委員会のスクリーニン
グを補助。
〇選考の過程で学生委員会、職員委員会、同窓生委員会
などが立ち上げられ、助言。

アカデミックアドバイザリー
を設置。10大学の代表等で
構成。選考委員会のスク
リーニングを補助。

参画

教員評議会
Academic Senate/Council
※Councilは Senate の執行体

＜構成＞
・26名で構成。
・会長・副会長は理事会で互選（任期１年、２期まで）。
・18名は州議会の承認を得て、州知事が任命。（任期12年）
・1名は学生代表（委員会を設置して選考）。理事会が任命。（任期1年）
・7名は充て職で知事、副知事、州議会議長、州教育省長官、同窓会会長・副会長、プ
レジデントで構成。

任命

任命

Chancellorの推薦

プレジデント
President

各キャンパスの意思決
定に関する権限を委任。

学長
Chancellor

Vice President
■Chancellor選考委員会
〇プレジデント、理事会会長、5人の理事会メンバー、5
人の教員（アカデミックカウンシルの委員長、その大
学以外のカリフォルニア大学の教員、当該大学の教
員３名）、学部生、院生、同窓生、基金代表、職員代
表、で構成。

参画

※執行部に対するコンサルテーション機能も持つ。
※文部科学省「我が国大学の研究経営システム確立に向けた国内外動向に関する基礎的調査」（https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1372196.htm）及びUC BerkeleyのHPに基づき内閣府作成。

任命

＜各キャンパス＞

Executive Vice Chancellor
& Provost
Vice Chancellor
Vice Provost

教員評議会
Academic Senate, Campus
Division/Divisional Council
※Academic Senate の執行体
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総合科学技術・イノベーション会議
世界と伍する研究大学専門調査会
（第３回）資料２ R3.5.21（抜粋）

諸外国の大学のガバナンス体制・学長選考プロセス（イギリス）
大学

監視・評価の役割

Court

（議員、関係団体、
産業界、教職員、
学生代表等）

監視・評価

Senate

最上級職

執行部

教学の最終決定権
（全教員及び学生
代表等）

Council

経営の最終決定権

（地方当局、産業界、
卒業生代表等）

任命
議長を
任命

学長
Vice
Chancellor

学長の独断に陥らないための抑制機能
◆学長の任命

：一般に、CouncilとSenateの委員から構成される選考委員会が、外部リサーチ機関や独自のデータベース
を活用して選考し、Councilが任命。
◆学部長・
：基本的に学長が学部長を独断で任命することはなく、学長・副学長・全職員がコンセンサスの上で、
学科長の任命 Senateの承認に基づき決定。
◆教員の任用 ：学内外に公募し、その後面接。学部あるいは学科内で教員人事は完結。選考後、Senateの承認や、
Senateへの報告の義務付け等を経た上で、Councilが任命。
※上記は、1992年以前からのイギリスの大学における代表的と考えられる事例を中心に記述
※上記は、「大学のガバナンス改革の推進について」（審議まとめ）（平成26年2月12日中央教育審議会大学分科会）をもとに、文部科学省にて作成
※文部科学省「国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて～社会変動を駆動する真の経営体へ～最終とりまとめ（令和2年12月25日）参考資料集から抜粋。
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総合科学技術・イノベーション会議
世界と伍する研究大学専門調査会
（第３回）資料２ R3.5.21（抜粋）

オックスフォード大学のガバナンス体制
Congregation
Proctors & Assesor

参画

・大学運営の監察（特に学
生視点から。）
5人の大学外のメン
バーの承認
選考方法
はcouncil
が決定

〇統治機構。大学における議会のようなもの。
〇教員、カレッジの役員、シニアの研究、図書、事務職なども含み、5000人
以上で構成。
〇大学の基本規則の改正、カウンシルやコングリゲーションから提案された
重要な政策の検討、カウンシルメンバーや大学役員の選考、vicechancellorの任命承認。

監察
参画（カレッジ運営委員会で選ばれた者、
数学・物理・ライフサイエンス・医学の教
員4人、人文社会の教員3人、その他3人）

選考

名誉学長
Chancellor

Council
〇大学の施策決定機関。
〇26人で構成。議長は学長、カレッジ運営委員
会の委員長、2人のプロクター、アセッサー、4
人の学部（division）の長、5人は大学外
（congregationの承認）の者、Congregationか
ら12人。
〇アカデミックポリシー、大学戦略、財産運営に
責任を持つ。
〇5つの重要な委員会：学務委員会、総務委員
会、人事委員会、財務委員会、研究委員会が
ある。

Convocation
・すべての学生OBや
congregationメンバー（辞
めた人含む）で構成。

・終身の名誉職。重要な式典等に出席。

承認

学長
Vice Chancellor
任命
■vice-chancellor選考委員会
chancellor、4名のcongregationメンバー（councilの
メンバーでない者）、3名のcouncilメンバー、4つの
学部（division）の委員会で選ばれた者、カレッジ運
営委員会の委員長、同委員会で選ばれた者（除く
councilメンバー）で構成し、候補者を選考。

・任期７年。実質的な責任者
・６人の役付きのPro-vice chancellorの
他に役なしを最大１０人任命可能。

副学長（寄附等）
Pro- Vice Chancellor(Development
and External Affairs)

学務委員会

副学長（教育）
Pro- Vice Chancellor(Education)

人事委員会

副学長（人事・公平）
Pro- Vice Chancellor(Personnel and Equality)

財務委員会

副学長（企画・財務）
Pro- Vice Chancellor(Planning and Resources)

Director
Public Affairs

研究委員会

副学長（研究）
Pro- Vice Chancellor(Research)

Director
Development

総務委員会

副学長（ASUC）
Pro- Vice Chancellor(ASUC)

Executive
Director North
American Office

※文部科学省「我が国大学の研究経営システム確立に向けた国内外動向に関する基礎的調査」（https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1372196.htm）及びOxford大学のHPに基づき内閣府作成。

Director
Alumni Relations
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ユニバーシティカレッジロンドンのガバナンス体制
Council
〇大学の統治機構。Academic Boardの助言を元に大学の管理
運営を監督し、大学の長期計画を承認する。
〇大学の学務、組織、財務、施設、人材運営に関する権限を
President and Provostに委任。
〇20人で構成され、うち11人は大学外の者、7人はPresident
and Provostと大学教職員（3人の教授、3名の非専門職スタッ
フ）、2名の学生(Students’ Unionの代表)から構成される。
〇通常、年に6回会議が開催される。議長はCouncilにより任命
され、honorary degrees and fellowship committee,
nomination committee とremuneration and strategy
committeeの議長からの充て職となっている（任期は5年以
内）。現在の議長は大学の卒業生でもあるVictor Chu。

任命

メンバーと
して連携

・大学における実質的な責任者。
・President and ProvostはAcademic Board
との相談を元にCouncilから任命され、
Councilと緊密に連携を取りながら、大学
の運営を行う。
・現在のPresident and ProvostはMichael
Spence AC。

助言

Deans of Faculties
・Councilにより任命される。
・大学戦略、人事、学部内のリソース配分、
学部レベルでのカリキュラム、学部生の
入学や学生の学務関連事項に関する学
部間の連絡、入試、教育・情報サポート
における学部間の調整などについて、
President and ProvostとVice Provostsに助
言を行う。

Academic Board
〇大学関連事項、大学の教育方針に関わる事項について、
Councilに助言を行う。
〇議長はPresident and Provost。専門教員、非専門教員、各学
部長、教授職ではない学科長、図書館長、学生部長、学生仲
介人、Students’ Unionの代表、Vice Provost、前任のVice
Provosts、副学部長、研究センター長、各学部から選ばれた
大学スタッフなども含み、1,800人以上で構成。

Vice Provost (Education and Student
Experience)
Vice Provost (Faculties)
Vice Provost (Health)
Vice Provost (Research, Innovation &
Global Engagement)
Vice President (Advancement)
Vice President (External Engagement)
Vice President (Operations)
Vice President (Strategy)

Directors of Professional Services
Provost’s Office (Finance and Business
Affairs, Legal Services, University Secretary)
External Engagement (Communications and
Marketing)

Formal Committees

CouncilやAcademic Boardに助言を行う。メンバーはAcademic Boardや外部から選出。
•Governance Committee of Academic Board
•Academic Committee
•Academic Promotions Committee
•Audit Committee
•Education Committee
•Estates Management Committee
•Finance Committee
•Health and Safety Committee
•Honorary Degrees and Fellowships Committee
•Human Resources Policy Committee

Leadership team

President and Provost

任命

助言

総合科学技術・イノベーション会議
世界と伍する研究大学専門調査会
（第３回）資料２ R3.5.21（抜粋）

•Information Services Governance Committee
•Innovation and Enterprise Committee
•Investments Committee
•Library Committee
•Nominations Committee
•Remuneration and Human Resources Strategy Committee
•Research Degrees Committee
•Research Governance Committee
•Student Experience Committee
•Student Recruitment, Admissions and Funding Committee

※https://www.ucl.ac.uk/governance-compliance/, https://www.ucl.ac.uk/about/who/leadership-team及び関連ウェブサイトの情報を元に内閣府作成。

Research, Innovation and Global
Engagement (Culture, Innovation &
Enterprise, Library Services)
Advancement (Development)
Operations (Commercial, Estates, Human
Resources, Information Services,
Professional Services Hub, Research Services,
Student & Registry Services)
Strategy (Planning)
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参照条文（国立大学法人法）※令和４年4月1日施行時点
○国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）
(役員)
第10条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、
理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、そ
の設置する国立大学の数に一を加えた員数)を置く。
２ 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
３ 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
４ 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議
の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職
務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
５ 国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(役員の職務及び権限)
第11条 学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、
その業務を総理する。
２ 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
３ 学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第十三条の二第一項及び第十七条第七項の承認を除く。)を受けなければならない事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他役員会が定める重要事項
４ 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行
う。
５ 大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当
該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
６ 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
７ 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
８ 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大
臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
９ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対
して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
10 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
11 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第11条の２ 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若し
くは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)
に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
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参照条文（国立大学法人法）※令和４年4月1日施行時点
(役員の任命)
第12条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
２ 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。
一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
二 第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
３ 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
４ 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
５ この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
６ 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちか
ら、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。
７ 国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を
定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
８ 監事は、文部科学大臣が任命する。
第13条 理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。
２ 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第13条の2 大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
２ 前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
３ 学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第14条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」とい
う。)が含まれるようにしなければならない。
２ 別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に
関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。

23

参照条文（国立大学法人法）※令和４年4月1日施行時点
(役員の任期)
第15条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
２ 理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
３ 大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、
当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
４ 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。
ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
５ 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用に
ついては、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
(役員の欠格条項)
第16条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
２ 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。
(役員の解任等）
第17条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなけれ
ばならない。
２ 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任するこ
とができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
３ 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が
悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
４ 学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職
務の執行の状況について報告を求めることができる。
５ 第二項及び第三項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考・監察会議の申出により行うものとする。
６ 学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
７ 第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。
８ 第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」と
あるのは、「第十七条第七項」と読み替えるものとする。

24

参照条文（国立大学法人法）※令和４年4月1日施行時点
(経営協議会)
第20条 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
２ 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事及び職員
三 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が
任命するもの
３ 前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。
４ 経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。
５ 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二 中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に
係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他国立大学法人の経営に関する重要事項
６ 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
７ 議長は、経営協議会を主宰する。
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参照条文（国立大学法人法）※令和４年4月1日施行時点
(教育研究評議会)
第21条 国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
２ 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 学長
二 学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事
三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項
及び第五項において同じ。)が指名する職員
３ 前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二
項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人
以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
４ 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。)
二 中期計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。)
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項
５ 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
６ 議長は、教育研究評議会を主宰する。
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参照条文（国立大学法人法）※令和４年4月1日施行時点
附

則
(令和元年五月二四日法律第一一号) 抄
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
第２条 第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古
屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学
法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議
(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
２ 文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合
には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下
「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合に
あっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同
学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、
東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。
３ 前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学
長に任命されたものとする。
４ 名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわら
ず、施行日の前日に満了する。
５ 合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の
規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
６ 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければ
ならないこと。
二 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
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参照条文（国立大学法人法）※令和４年4月1日施行時点
附

則
(令和三年五月二一日法律第四一号) 抄
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
第４条 国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学及び国立大学法人北見工業大学(以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜産大学法人」及び「北見
工業大学法人」という。)は、施行日前においても、これらの国立大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これら
の国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれ
ぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。国立大学法人奈良教育大学
及び国立大学法人奈良女子大学(以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。)についても、同様とする。
２ 文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜産大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた合同学長選考会議の
申出に基づいて、新国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人北海道国立大学機構(以下「北海道国立大学機構」という。)及び国立大学法人奈良国立大学機構
(以下「奈良国立大学機構」という。)(以下「新法人」と総称する。)の学長(新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第四項に規定
する大学総括理事(第六項及び第七項において単に「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者をそれぞれ指
名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代え
て、新法人の学長となるべき者を指名するものとする。
３ 前項の申出は、国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
４ 第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、新法人の学長にそれぞれ任命されたものとする。
５ 帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の学長の任期は、第二項の規定により新法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規
定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
６ 合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第四項の規定の例により、新法人に大学総括理事を置くことを定め、同条第五項の規定の例に
より、文部科学大臣の承認を受けることができる。
７ 前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日前においても、新国立大学法人法第十三条の二第一項の規定の例により、
大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。
８ 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければ
ならないこと。
二 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
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参照条文（地方独立行政法人法）
○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）
(設立)
第７条 地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を
含む。以下この条において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事
の認可を受けなければならない。
(定款)
第８条 地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一～五 （略）
六 役員の定数、任期その他役員に関する事項
七～十一 （略）
２ 定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以
下同じ。))の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微
なものであるときは、この限りでない。
３・４ （略）
(役員)
第12条

地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。

(役員の職務及び権限)
第13条 理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
２ 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を
代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
３ 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、
理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
４ 監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
５ 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
６ 監事は、地方独立行政法人が次に掲げる書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
一 この法律の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
二 その他設立団体の規則で定める書類
７ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。
以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
８ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
９ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は設立団体の長に意見を提出することができる。
(理事長等への報告義務)
第13条の２ 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは
規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければ
ならない。
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参照条文（地方独立行政法人法）
(役員の任命)
第14条 理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長が任命する。
一 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
２ 監事は、財務管理、経営管理その他当該地方独立行政法人が行う事務又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士その他監
査に関する実務に精通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。
３ 設立団体の長は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該地方独立行政法人の理事長又は監事の職務の内容、勤務条
件その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保
しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
４ 副理事長及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
５ 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の任期)
第15条 役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」とい
う。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
２ 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日
を含む事業年度についての財務諸表承認日(第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。第三十八条及び第七十四条第四項において同
じ。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
３ 役員は、再任されることができる。
(役員の忠実義務)
第15条の２ 地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令又は設立団体の条例に基
づいてする設立団体の長の処分並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなけれ
ばならない。
(役員の報告義務)
第15条の３ 地方独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事
実を監事に報告しなければならない。
(役員の欠格条項)
第16条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
２ 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
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参照条文（地方独立行政法人法）
(役員の解任)
第17条 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなけ
ればならない。
２ 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任する
ことができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
３ 前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の
実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
４ 理事長は、前二項の規定により副理事長又は理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(代表権の制限)
第18条 地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該地方独立行政法人
を代表する。
（代理人の選任)
第19条 理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を
有する代理人を選任することができる。
(役員等の損害賠償責任)
第19条の２ 地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
２ 前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。
３ 設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。
４ 前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を
考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例
で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
５ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。
(職員の任命)
第20条 地方独立行政法人の職員は、理事長が任命する。
(名称の特例)
第68条 一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地
方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
２ 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。
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参照条文（地方独立行政法人法）
(理事長の任命の特例等)
第71条 公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学
の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
２ 前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項及び第三項の規定にかかわ
らず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。
３ 前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第五項の規
定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選
考に基づき行う。この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、
前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
４ 選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同
条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。
５ 第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を
別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。
６ 第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究
活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
７ 第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。
８ 公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る。)の理事
長は、第十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。
９ 公立大学法人の監事の任命については、第十四条第三項の規定は、適用しない。
10 公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く。)及び理事は、第十四条第四項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、理
事長が任命する。この場合においては、同条第五項の規定を準用する。
第72条 学長となる理事長の公立大学法人の成立後最初の任命については、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しな
いものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
２ 学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第五項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係
る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。
３ 前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定す
る学長を別に任命する大学の学長の選考」とあるのは、「次条第一項に規定する学長となる理事長の任命及び同条第二項に規定する学長を別に任命する大学の学長の
任命」と読み替えるものとする。
(教員等の任命等)
第73条 学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をい
う。)並びに第七十七条の二第一項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をい
う。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
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(学長の任期等)
第74条 公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定め
るものとする。この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間となるように定めるものとす
る。
２ 前項の規定にかかわらず、公立大学法人が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期は、六年を超えない範囲内において、定款で定めるものとする。
３ 学長となる理事長及び副理事長(第七十一条第七項の規定により副理事長となるものに限る。)の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により定
められる学長の任期によるものとし、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。
４ 公立大学法人の監事の任期は、第十五条第二項の規定にかかわらず、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとす
る。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
５ 公立大学法人(第七十一条第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものを除
く。)の副理事長(同条第七項の規定により副理事長となるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)及び理事の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、
六年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、副理事長及び理事の任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければな
らない。
６ 前項に規定する副理事長及び理事の任期は、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。
(理事長の解任の特例等)
第75条 第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第十七条第二項及び第三項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)
の規定により、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学又は当該学長を別
に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るす
べての選考機関の申出により行うものとする。
(準用)
第76条 第十四条第五項、第十五条第三項、第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項

第七十一条第五項

副理事長及び理事

学長を別に任命する大学（同項に規定する学長を別に任命する
大学をいう。以下この章において同じ。）の学長

第十五条第三項及び第十六条第一項

役員

学長を別に任命する大学の学長

第十七条第一項及び第二項

設立団体の長又は理事長は、それぞれ

理事長は、

役員

学長を別に任命する大学の学長

設立団体の長又は理事長は、それぞれ

理事長は、

役員（監事を除く。）

学長を別に任命する大学の学長

その役員

その学長を別に任命する大学の学長

第二項

第二項及び第七十五条

副理事長又は理事

学長を別に任命する大学の学長

第十四条第五項

第十七条第三項

第十七条第四項
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(審議機関)
第77条 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。)を置くもの
とする。
２ 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。
３ 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「教育研
究審議機関」という。)を置くものとする。
４ 教育研究審議機関は、学長、学部長その他の者により構成するものとする。
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参照条文（私立学校法）
○私立学校法（平成二十四年法律第二百七十号）
（申請）
第30条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行
為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教
育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程
をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六 理事会に関する規定
七 評議員会及び評議員に関する規定
八 資産及び会計に関する規定
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十 解散に関する規定
十一 寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
２ 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
３ 第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるよう
にしなければならない。
(認可)
第31条 所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容
が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
２ 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
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(役員)
第35条 学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
２ 理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。
(学校法人と役員との関係)
第35条の２ 学校法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(理事会)
第36条 学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
２ 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
３ 理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければなら
ない。
４ 理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
５ 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
６ 理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
７ 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(役員の職務等)
第37条 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
２ 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代
理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
３ 監事の職務は、次のとおりとする。
一 学校法人の業務を監査すること。
二 学校法人の財産の状況を監査すること。
三 理事の業務執行の状況を監査すること。
四 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会
に提出すること。
五 第一号から第三号までの規定による監査の結果、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な
事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
六 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
七 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
４ 前項第六号の請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せら
れない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
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(役員の選任)
第38条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
二 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同
じ。)
三 前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
２ 学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を理事とすることが
できる。
３ 第一項第一号及び第二号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
４ 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
５ 理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
６ 役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現
に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
７ 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
８ 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者
二 心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの
(役員の兼職禁止)
第39条 監事は、理事、評議員又は学校法人の職員と兼ねてはならない。
(役員の補充)
第40条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(忠実義務)
第40条の２ 理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
（理事の代理行為の委任）
第40条の3 理事は、寄附行為によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
（仮理事）
第40条の4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任し
なければならない。
（一般社団・財団法人法の規定の準用）
第40条の5 一般社団・財団法人法第八十条の規定は民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を
代行する者について、一般社団・財団法人法第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は理事について、一般社団・財団法人法第百三条及び
第百六条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長」と、一般社団・財団
法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員（監事設置一般社団法人にあっては、監事）」とあるの
は「監事」と、一般社団・財団法人法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるものとする。
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(評議員会)
第41条 学校法人に、評議員会を置く。
２ 評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
３ 評議員会は、理事長が招集する。
４ 評議員会に、議長を置く。
５ 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、
これを招集しなければならない。
６ 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
７ 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
８ 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
９ 第七項の規定にかかわらず、第四十四条の五において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百十三条第一項の評議員会の決議は、その議事の議決に加わるこ
とができる評議員の三分の二以上に当たる多数をもつて決する。
10 第七項及び前項の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
第42条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一 第四十五条の二第一項の予算及び事業計画
二 第四十五条の二第二項の事業に関する中期的な計画
三 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
四 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
五 寄附行為の変更
六 合併
七 第五十条第一項第一号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第三号に掲げる事由による解散
八 収益を目的とする事業に関する重要事項
九 その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
２ 前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
第43条 評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告
を徴することができる。
(評議員の選任)
第44条 評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
２ 前項第一号に規定する評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
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参照条文（私立学校法）
(役員の学校法人に対する損害賠償責任)
第44条の２ 役員は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
２ 理事が第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者
が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
３ 第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その
任務を怠つたものと推定する。
一 第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の理事
二 学校法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第44条の３ 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
２ 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明し
たときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第四十七条第一項の財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 第三十七条第三項第四号の監査報告書に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
(役員の連帯責任)
第44条の４ 役員が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務
者とする。
（一般社団・財団法人法の規定の準用）
第44条の5 一般社団・財団法人法第百十二条から第百十六条までの規定は第四十四条の二第一項の責任について、一般社団・財団法人法第二章第三節第九款の規定は学
校法人について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「役員等
が」とあるのは「役員が」と、「法務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「代表理事」とあるのは「理事長」と、「使用人」とあるのは「職員」と、「監事又は
会計監査人」とあるのは「監事」と、「役員等に」とあるのは「役員に」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団・
財団法人法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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参照条文（私立学校法）
○私立学校法第40条の5による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の読替え
（理事の職務を代行する者の権限）
第80条 民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めが
ある場合を除き、学校法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
２ 前項の規定に違反して行った理事又は理事長の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、学校法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができな
い。
（表見代表理事）
第82条 学校法人は、理事長以外の理事に理事長その他学校法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意
の第三者に対してその責任を負う。
（競業及び利益相反取引の制限）
第84条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために学校法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために学校法人と取引をしようとするとき。
三 学校法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において学校法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
２ 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
（理事の報告義務）
第85条 理事は、学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
（競業及び学校法人との取引等の制限）
第92条 （略）
２ 学校法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
（監事による理事の行為の差止め）
第103条 監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行
為によって当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
２ 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
（費用等の請求）
第106条 監事がその職務の執行について学校法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該学校法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要
でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供）の請求
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参照条文（私立学校法）
○私立学校法第44条の5による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の読替え
（学校法人に対する損害賠償責任の免除）
第112条 私立学校法第四十四条の二第一項の責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。

（責任の一部免除）
第113条 前条の規定にかかわらず、役員の私立学校法第四十四条の二第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げ
る額から第二号に掲げる額（第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。）を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によって免除することができる。
一 賠償の責任を負う額
二 当該役員がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法
により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 理事長 六
ロ 理事長以外の理事であって、次に掲げるもの 四
（１） 寄附行為も定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する理事として選定されたもの
（２） 当該学校法人の業務を執行した理事（（１）に掲げる理事を除く。）
（３） 当該学校法人の職員
ハ 理事（イ及びロに掲げるものを除く。）、監事 二
２ 前項の場合には、理事は、同項の評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
３ 学校法人においては、理事は、私立学校法第四十四条の二第一項の責任の免除（理事の責任の免除に限る。）に関する議案を評議員会に提出するには、監事（監事が
二人以上ある場合にあっては、各監事）の同意を得なければならない。
４ 第一項の決議があった場合において、学校法人が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の
承認を受けなければならない。
（理事等による免除に関する寄附行為の定め）
第114条 第百十二条の規定にかかわらず、学校法人（理事が二人以上ある場合に限る。）は、私立学校法第四十四条の二第一項の責任について、役員が職務を行うにつ
き善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第
一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる旨を寄附行為で定めることができる。
２ 前条第三項の規定は、寄附行為を変更して前項の規定による寄附行為の定め（理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。）を設ける議案を評議員会に提出
する場合及び同項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除（理事の責任の免除に限る。）に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。
３ 第一項の規定による寄附行為の定めに基づいて役員の責任を免除する理事会の決議を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除
することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員会に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
４ 総評議員（前項の責任を負う役員であるものを除く。）の議決権の十分の一（これを下回る割合を寄附行為で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有す
る評議員が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、学校法人は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づく免除をしてはならない。
５ 前条第四項の規定は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
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参照条文（私立学校法）
（責任限定契約）
第115条 第百十二条の規定にかかわらず、学校法人は、理事（業務執行理事（理事長、理事長以外の理事であって寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校
法人の業務を掌理する理事として選定されたもの及び当該学校法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第百四十一条第三項において同じ。）又は当該学
校法人の職員でないものに限る。）又は監事（以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」という。）の私立学校法第四十四条の二第一
項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、寄附行為で定めた額の範囲内であらかじめ学校法人が定めた額と
最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を寄附行為で定めることができる。
２ 前項の契約を締結した非業務執行理事等が当該学校法人の業務執行理事又は職員に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
３ 第百十三条第三項の規定は、寄附行為を変更して第一項の規定による寄附行為の定め（同項に規定する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。）を設け
る議案を評議員会に提出する場合について準用する。
４ 第一項の契約を締結した学校法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集され
る評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 第百十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三 私立学校法第四十四条の二第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされた額
５ 第百十三条第四項の規定は、非業務執行理事等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合につい
て準用する。
（理事が自己のためにした取引に関する特則）
第116条 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号の取引（自己のためにした取引に限る。）をした理事の私立学校法第四十四条の二第一項の
責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
２ 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
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参照条文（私立学校法）
（補償契約）
第118条の2 学校法人が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約（以下この条において「補償契約」という。）の
内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
２ 学校法人は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該学校法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該学校法人に対して私立学校法第四十四条の二第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損
失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
３ 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した学校法人が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該学校法人に損害を加える目的で
同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
４ 学校法人においては、補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならな
い。
５ 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定、同法第四十四条の二第三項の規定並びに同法第四十四条の五において準
用する第百十六条第一項の規定は、学校法人と理事との間の補償契約については、適用しない。
６ 民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
（役員等のために締結される保険契約）
第118条の3 学校法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生
ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員を被保険者とするもの（当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執
行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして文部科学省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。）の内容の決
定をするには、理事会の決議によらなければならない。
２ 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに同法第四十四条の二第三項の規定は、学校法人が保険者との間で締
結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補するこ
とを約するものであって、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
３ 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内
容が定められたときに限る。
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