首都大学東京 法学部 設置の趣旨等を記載した書類
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１ 設置の趣旨及び必要性
(１) 大学の沿革
首都大学東京は、平成 17 年４月、都立の４つの大学「東京都立大学」「東京都立科学技
術大学」「東京都立保健科学大学」「東京都立短期大学」が再編・統合して開学した。世
界有数の大都市である東京都における唯一の公立総合大学として、「大都市における人間
社会の理想像の追求」を使命とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとと
もに、
教育研究機関や産業界等との連携を通じ、
大都市に立脚した教育研究の成果をあげ、
豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、人間社会の向上・発展に寄与することを基
本理念としている。この基本理念に基づき、都市教養学部、都市環境学部、システムデザ
イン学部及び健康福祉学部の４学部を設置し、首都東京の諸課題等の解決に貢献し、広く
社会で活躍できる人材の育成に取り組んできた。

(２) 学部設置の趣旨及び必要性
開学から 10 年余りが経過し、その間、情報社会の急速な発展や少子高齢化、大規模災害
リスクの増大など、社会を取り巻く環境は大きく変化し、高度化・複雑化した新たな課題
を生み出している。こうした状況の中、大学にはこれまで以上に高度な教育研究資源を結
集し、課題解決に資する教育・研究を行うことが求められている。
このような背景から、本学が有する教育研究資源の集約及び先端分野の強化を図り、新
たな時代要請に応える組織体制に再編成することとした。人文・社会系諸学、法律学・政
治学、経営学・経済学、理学・工学、都市政策学の分野を有する既設の都市教養学部につ
いては、教育・研究の内容や育成する人材像がよりわかりやすく伝わるよう再編し、４学
部を設置するとともに、工学及び都市政策学の分野をそれぞれシステムデザイン学部、都
市環境学部へ統合・再構築する。
高等学校までに身に付けた学力を基礎に、法的分野および政治的分野の学問について、
自ら学び続けるための基礎的な力を培い、専門性についての深い識見を備えた人材の育成
を目的とし、またそのことをわかりやすく示すために既設の都市教養学部法学系を発展的
に解消し、法学部を設置する。法学部は、都市化、複雑化および国際化がますます加速す
る現代社会において、
法的・政治的センスを兼ね備えた人材の育成を基本的な目標とする。
主要なカリキュラム構成として、法学・政治学の基幹的な専門科目、国際水準の研究が
約束する知的好奇心を誘う先端的かつ実践的な専門科目などの講義に加えて、切磋琢磨に
よる学習効果が期待される演習や個別の到達度に応じた学習指導を行うオフィス・アワー
を提供する。
さらに、設置主体が東京都である点を生かし、都庁実務家によるオムニバス講義などガ
バナンスの実務を経験する応用プログラムを用意する。これら法学及び政治学の体系的修
練を通し、専門知に裏付けられた技術（スキル）と精神（マインド）を体得することで、
教養教育で涵養された幅広い知見と柔軟な思考力を、世界都市東京のガバナンスを担うリ
ーダーに不可欠な専門的かつ実践的知力へと発展させることをめざす。
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（３） 学科設置の趣旨及び必要性
前述したような法学部における教育・研究目的を達成するに際して、法学および政
治学は、相互は密接に関連するものであるため、学科として、法学科を設ける。
他方、相互に密接に関連するとはいえ、法学および政治学は、それぞれに分野に固
有の特徴を持つことから、近接分野を履修することとなるコースとして、2 年次から
学生が選択するコースとして、法律学コース及び政治学コースを設ける。
(４) 学部で養成する人材像及び教育研究上の目的
現代社会において要求される、幅広い教養のみならず専門性を有する人材、すなわ
ち、法律学・政治学の専門教育により学生一人一人の能力を引き出し、現代社会の要
請する課題の解決や、社会の発展を牽引しうる人材を育成する。
具体的には、以下のような能力を備えた人材を育成する。
○

既存の法体系やその背景にある歴史・理論についての知識・理解、およびこれ

らを基盤として新たに立法・政策提案を行う技術。
○

国や地方自治体や国際社会において営まれる社会生活の原理や仕組みに関わる

知識・理解、およびこれらを基に現代の政治的諸問題の解決に向けたヴィジョン
を打ち立てる構想力。
(５)学科で養成する人材像及び教育研究上の目的
法学部には法学科を設置する。
法学科は、現代社会の複雑な諸問題を分析・解決し、各界のガバナンスの招来を担
うリーダーとしてふさわしい、法的・政治的センスを兼ね備えた人材の養成を基本的
な目標とする。
（ア）法律学コースで養成する人材像及び教育研究上の目的
現代社会は、家庭・コミュニティなど日常生活からグローバル社会に至るまで多様な次
元において、様々な事項が複雑に絡みながらたえず変化しており、高度専門職業人として
の法曹人のみならず、高度な法律知識に支えられた問題解決能力を持つ人材の育成が社会
全般にわたり強く要請されている。
法律学コースでは、以上の要請に応えるべく、基本六法科目をはじめ多様な法律学の領
域にわたり一貫した専門的知識と先端的事象を的確に判断する知見を涵養することで、ガ
バナンスの指導的な担い手となる人材を育成し、社会に送り出すことを目的とする。
具体的な進路としては、専門法曹人を目指しての法科大学院への進学や、法律職・公務
員（行政職）
、政治家、ＮＰＯリーダー、研究者（大学院進学）、企業・ジャーナリズムな
どの民間職業人などを想定している。
（イ）政治学コースで養成する人材像及び教育研究上の目的
東京は首都として「国のかたち」を創る政治・行政が蓄積・実践されてきた場である。
この重みを踏まえ、政治学コースの教育プログラムにおいては、政治的リーダーシップな
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ど政治活動の歴史的意義や思想的営為を比較の視点を交えて学びつつ、現代の政治課題を
実証的に把握し、問題解決に向けて政策的に分析する能力を向上させることを重視する。
それにより、
歴史的かつグローバルな視点から今日の諸課題に積極的に取り組もうとする、
知的に洗練された情熱と公正な判断力を持つ人材を育成する。
具体的な進路としては、法律職・公務員（行政職）
、専門法曹人をはじめ、政治家、ＮＰ
Ｏリーダー、研究者（大学院進学）
、企業・ジャーナリズムなどの民間職業人など、ガバナ
ンスの指導的な担い手として社会に送り出していく。

（６） 学部において組織として研究対象とする中心的な学問分野
法学および政治学に関する基本的理解を習得させ、現代社会における法学上および
政治学上の諸問題を分析・解決できる実践能力を有する人材の育成を目指しているこ
とから、法学および政治学に関する領域を、組織として研究対象とする中心的な学問
分野とする。

２ 学部、学科等の特色
（１） 学部の特色
本学部は、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」
（平成 17 年）の提言する
「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」を踏まえ、そこで示された大学の７つの
機能のうち、
「幅広い職業人養成」に重点を置き、さらに、本学に設置する研究者養成型の
大学院および専門職大学院への進学も視野に入れた「高度専門職業人養成」の基礎的教育
にも重点を置きつつ、同時に、東京都の設置する公立大学として、
「社会貢献機能（地域貢
献、産学官連携、国際交流等）
」を果たすことを目的とする。特に、設置主体である「公立
大学法人首都大学東京定款」では、
「大都市における人間社会の理想像を追求することを使
命とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、教育研究機関、産業
界等との連携を通じて、大都市に立脚した教育研究の成果をあげ、豊かな人間性と独創性
を備えた人材を育成し、もって都民の生活及び文化の向上に寄与することを目指す大学」
を設置し、管理することを目的とするものとされており、幅広い教養を備えた豊かな人間
性と、専門的な知見に基づいた独創性を備えた人材を育成するとともに、地域社会、とり
わけ大都市東京ならではニーズに対応した研究や連携を推進し、広く社会貢献を果たすも
のとする。

（２）学科の特色
法学科では、法学及び政治学に関する基礎的な考え方を学ぶとともに、現代社会の急速
な変化に対応すべく、法学及び政治学の先端的な研究成果を踏まえた専門的な知見を身に
つけることを目的とする。
（ア）コース制
両学問分野は、相互に密接に関連するものであり、とりわけ基礎的な部分には共通す
る考え方が通底しているため、1 年次では、全学共通科目とならんで、専門科目群のうち
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の基本的な分野を学ぶ。他方、専門性の高まりとともに、法学及び政治学として、それぞ
れ近接分野を履修することとなる法律学コース及び政治学コースを 2 年次に選択し、それ
ぞれについて、より高度で先端的な専門的知見を身につけることとする。
(イ) 全学共通科目における基盤科目群での科目配置
全学共通科目において、幅広い教養、ものの見方を身につけると同時に、専門教育への
導入をスムーズに行わせるために、基盤科目群として、法学・政治学の入門的講義を配置
する。
(ウ) 専門科目の充実
法学分野及び政治学分野は、現在、社会の変化に伴い、その研究領域を拡大すると同時
に、理論的な深化も著しい。しかしながら、それは、当該学問分野のこれまでの議論の蓄
積に基づいて展開されているものでもある。このような現状において、法学科では、1 年
次は法学・政治学の基本的な理論分野を修得した上で、2 年次以降、各コースにおいて、
より専門的、
先端的な学問を学び、
専門的な知見や分析能力を身につけさせることとする。
(エ) 学生の主体的な学修と専門ゼミナール
全学共通科目において、1 年次前期の必修科目の一部である基礎ゼミナールにおいて、
法学および政治学に関するゼミナールを設けて、学生の主体的な学修を促すと同時に、現
代社会の諸課題を自ら発見し、解決に導く能力の基礎を身につけさせる。その後、専門科
目において、専門分野に関する基本的な理解を得た後、3 年次以降の学生を対象として、
専門ゼミナールを設けて、より専門的見地から、前記能力を磨くと同時に、発表・討論を
中心とした演習形式の授業を通じて、他者を理解し協働する能力を養成する。

３ 学部、学科の名称及び学位の名称
（１） 学部の名称
法学及び政治学に関する基礎理論と、法学的及び政治学的観点からみた社会の仕組みに
ついての基礎的な考え方を学ぶとともに、大都市化・複雑化、さらに高度化した現代社会
における諸問題の解決に際して、法学的及び政治学的な専門的知見に対して、急速に拡大
する要請に応えること、さらに実践的応用能力を教育研究する学部の設置趣旨及び国際的
な通用性、教育研究上の目的等に鑑み、学部の名称は「法学部」
（英語名称：Faculty of Law）
とする。

（２）学科の名称
法学・政治学は相互に密接に関連する学問分野であるため、設置学科は 1 学科とし、学
部の名称の考え方を踏まえて、学科の名称は「法学科」
（英語名称：Department of Law）
とする。また、学位は、学部・学科の設置趣旨、教育内容及び国際的な通用性、教育研究
上の目的等に鑑み学位の名称は学士（法学）
（英語名称：Bachelor of Arts in Law）とす
る。
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４ 教育課程の編成の考え方及び特色
（１） 学部に共通する教育課程の編成の考え方及び特色
本学部の教育課程については、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（平
成17年）の「各高等教育機関の教育・研究の質の向上に関する考え方」を踏まえ、「21世
紀型市民」の育成・充実を目的としつつ、現代社会の諸課題を法学・政治学の観点から分
析、考察し、幅広い知見と柔軟な思考力に基づき解決を与え、それを実践する力を身に付
けた人材の育成を目指し、全学共通科目、専門教育科目から成る教育課程を編成する。
（ア）全学共通科目
全学共通科目は、
『基礎科目群』
、
『教養科目群』
、
『基盤科目群』から構成されている。主
に１・２年次に全学共通科目を履修し、都市や文化などのテーマ毎の幅広い教養を修得す
ると同時に、専門教育の基礎的・導入的な知識や技術を学ぶことを目的としている。
『基礎科目群』は「基礎ゼミナール」、
「情報科目」、「言語科目」、「理系共通基礎科目」
、
「保健体育科目」
、
「キャリア教育科目」から成り、大学での学修に必要となる基礎的な知
識・技術及び能力を身につけることを目的としている。学際的な視点からの分析や研究を
行う上での基礎となる科目群である。
『教養科目群』は、
「都市・社会・環境」、「文化・芸術・歴史」、「生命・人間・健康」、
「科学・技術・産業」の４テーマと「総合ゼミナール」から成る。問題の解決には、課題
ごとに複数分野の学問の観点からの学際的取組が不可欠だが、各テーマの知識・理解を深
め、さらに社会人として必要な幅広い教養と総合的な思考力や問題解決能力を養う科目群
である。
『基盤科目群』は、
「人文科学領域」、
「社会科学領域」、
「自然科学領域」、
「健康科学領域」
の４領域からなり、学問形成に不可欠な基礎的・導入的な知識及び能力を修得し、本格的
な専門分野の学修に備えることを目的とした科目群である。また、自らの専門と異なる分
野・領域の知識や考え方を学び、多角的な視野を持つことも目的としている。
(イ) 専門科目
法学及び政治学の体系的修練を通し、専門知に裏付けられた技術（スキル）と精神（マ
インド）を体得することで、現代社会の諸課題を法学・政治学の観点から分析、考察し、
幅広い知見と柔軟な思考力に基づき解決を与え、それを実践する力を身に付けることで、
現代社会のガバナンス等を担うリーダーに不可欠な専門的かつ実践的能力を備えた人材を
育成する。
専門科目のカリキュラムは、法学及び政治学の専門的な科目を１、２年次の段階から基
礎的な基盤科目として提供し、教養科目として提供される他の法学・政治学系科目ととも
に、法律学コース及び政治学コース共通の専門の基礎を習得できるようにする。さらに、
コース選択後は、各コースの専門科目を体系的に提供するとともに、いずれのコースを選
択しても履修することが望ましい推奨科目を重複して設けることで、幅広い視野を涵養で
きるようにする。
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（２）学科の教育課程の編成の考え方及び特色
法学科においては、法学、政治学の専門領域を学ぶ基礎となる「憲法一部」及び「民法
一部」を法学部法学科の全学生の必修科目の標準履修年次１年次配当科目とする。
(ア)法律学コース
法律学コースの教育課程は、基本六法科目（憲法、刑法、刑事訴訟法、民法、民事訴訟
法、商法）を中心とし、行政法、国際法、社会法、経済法等を含む実定法分野と、法哲学、
法社会学等からなる基礎法学分野が主な領域となる。
必修科目として、前述の「憲法一部」及び「民法一部」に加えて、標準履修年次（以下、
同じ）１年次配当科目の「刑法一部」、２年次配当科目の「民法二部」及び「商法一部」、
３年次配当科目の「民法三部」を設定する。また選択必修科目として「民事訴訟法一部」
（３年次配当科目）または「刑事訴訟法」
（３、４年次配当科目）のいずれかの履修を必修
とする科目とする。
それ以外に、
上記各法学分野及び政治学分野に関する科目を、
選択科目として設定する。
これらの科目を、標準履修モデルに沿った段階的かつ体系的な学修が可能な科目配置と
する。
(イ)政治学コース
政治学コースの教育課程は、政治学、行政学・都市行政、現代日本政治、国際政治、比
較政治、政治思想史、政治史など政治学全般にわたる。
必修科目として、前述の「憲法一部」及び「民法一部」に加えて、標準履修年次（以下、
同じ）１年次配当科目の「政治学」
、２年次配当科目の「行政法一部」
、２、３年次配当科
目の「行政学」及び「日本政治史」を設定する。また選択必修科目として２、３年次配当
科目の「国際法」または「国際政治」のいずれかの履修を必修とする科目とする。
それ以外に、
上記各政治学分野及び法学分野に関する科目を、
選択科目として設定する。
これらの科目を、標準履修モデルに沿った段階的かつ体系的な学修が可能な科目配置と
する。

５ 教員組織の編成の考え方及び特色
（１）学部に共通する教員組織の編成の考え方及び特色
法学部では、法学・政治学に関する専門的・総合的な視野を備え、企業の経営における
様々な現代社会の諸課題を法学・政治学の観点から分析、考察し、幅広い知見と柔軟な思
考力に基づき解決を与え、それを実践する力を身に付けることで、現代社会のガバナンス
等を担うリーダーに不可欠な専門的かつ実践的能力を備えた人材の育成を目指しており、
それぞれの法学、政治学、学術の学位保有者を中心に、専門分野で十分な研究業績がある
専任教員を配置している。学部の専任教員は31名で、そのうち14名が博士の学位を有して
いる。
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（２）学科の教員組織の編成の考え方及び特色
法学科開設時の教員組織は、教授 14 名、准教授 17 名の計 31 名で組織する。開設時の
年齢構成は、50 代 7 名、40 代 6 名、30 代 18 名となっており、バランスのとれた教員構
成となっている。なお、定年に関する規定は別紙１公立大学法人首都大学東京教職員就業
規則のとおり 65 歳である。
専門教育科目の必修科目などの中核となる科目のほとんどを専任教員が担当することか
ら、学生の指導には問題はない。

６ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件
（１）教育方法
全学共通科目のうち、教養科目群、基盤科目群は主に講義形式の授業を行い、幅広い視
野から物事をとらえるための知識の修得を目指す。あわせて、情報リテラシー、外国語教
育などを身につけさせるための講義形式科目、及び学生の主体的な学修を促すと同時に、
現代社会の諸課題を自ら発見し、解決に導く能力の基礎を身につけさせる「基礎ゼミナー
ル」という演習形式科目を配置する。
専門教育科目では、講義形式科目及び演習形式科目を設置する。講義形式の科目では、
専門職業人や、高度専門職業人養成のための基本として、基礎となる幅広い知識や理解の
修得を目指す。演習形式の科目では、講義で得た知識を基に、発表や討論等を通じてそれ
を社会で実践するための能力を磨き、社会人としての基礎力の育成を目指す。

（２）履修指導方法
入学時及び各学年開始時に法学部でカリキュラムの説明等、十分なオリエンテーション
を行う。さらに、個別の学生を対象とした履修相談会を開催し、個別の学習増強の確認及
び履修指導を行う。また、掲示板や e ラーニングシステム（kibaco）を介して、必要に応
じた連絡を行う。
履修モデルは以下の通りである。
（ア）法律学コース
区分

1年

全学共

基礎科目群

通科目

基礎ゼミナール(2)

群

実践英語Ⅰ・Ⅱ(8)

2年

3年

4年

計
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情報リテラシー実践Ⅰ(2)
教養科目群
日本国憲法（2）
基盤科目群
法学入門(2)
民事法入門(2)
刑事法入門(2)

8

現代政治入門(2)
政治理論入門(2)
専門教

憲法一部(4)

憲法二部(2)

民法三部(4)

民法四部(4)

育科目

民法一部(4)

民法二部(4)

民事訴訟法一部(4)

民事訴訟法二部(4)

群

刑法一部(4)

商法一部(4)

商法二部(4)

法哲学(4)

政治学(4)

刑法二部(4)

刑事訴訟法(4)

行政法一部(4)

行政法二部(4)

国際法(4)

労働法(4)
法社会学(4)
経済法(4)

100

刑事学(4)
34
単情報法(4)
位
を消費者法(4)
選
択

法律学政治学演習
(4)

知的財産法(4)
行政学(4)
法律学政治学演習(4)

計

62

34

28

124

3年

4年

計

（イ）政治学コース
区分

1年

全学共

基礎科目群

通科目

基礎ゼミナール(2)

群

実践英語Ⅰ・Ⅱ(8)

2年
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情報リテラシー実践Ⅰ(2)
教養科目群
日本国憲法(2)
基盤科目群
法学入門(2)
民事法入門(2)
刑事法入門(2)
現代政治入門(2)
政治理論入門(2)
専門教

憲法一部(4)

行政学(4)

日本政治思想史(4)

行政法二部(4)

育科目

民法一部(4)

日本政治史(4)

西洋政治思想史(4)

労働法(4)

群

刑法一部(4)

現代日本政治(4)

比較政治(4)

商法一部(4)

政治学(4)

行政法一部(4)

都市行政論(4)

法律学政治学特殊

国際政治(4)

法律学政治学演習

講義(4)

国際法(4)

(4)

法律学政治学演習

計

西洋政治史(4)

(4)

憲法二部(2)

政治学卒業論文

民法二部(4)

(10)

74

20

9

30

100

124

（３）卒業要件
卒業に必要な全単位は 124 単位である。その内訳は、下表記載の通りである。
基礎ゼミナール

2 単位

基

情報リテラシー実践

2 単位

礎

実践英語

8 単位（＊）

科

未修言語科目

（注 2）

目

理系共通基礎科目

群

保健体育科目

全
キャリア教育科目
学
共
通
科
目

教

都市・社会・環境

養

文化・芸術・歴史

科

生命・人間・健康

目

科学・技術・産業

群

総合ゼミナール

基

人文科学領域

盤

124 単
位以上
１４単位以上（注１）

社会科学領域

科

自然科学領域

目
健康科学領域

群
科 専

コース指定科目のうちＡ科目

24 単位

目 門

コース指定科目のうちＡＢ科目

4 単位以上

群 教

コース指定科目のうちＢ科目

育

32 単位
以上

72 単位
以上

他学部・他学科の専門教育科目

＊必修科目：情報リテラシー実践Ⅰ
＊未修言語科目：第二群と第三群を合わせて 16 単位まで算入可
＊単位互換科目は、卒業単位には含まない。
（注１）全学共通科目の履修に際しては、以下に掲げる法学部推奨科目を含めて履修することが望ましい。
法学部推奨科目:法学入門、日本国憲法、民事法入門、刑事法入門、現代政治入門、政治理論入門
（注２）未修言語科目（ドイツ語、フランス語、中国語、朝鮮語のいずれか）の履修を強く推奨する。

７ 施設・設備等の整備計画
（１） 校地、運動場の整備計画
法学部は、現在の都市教養学部のある南大沢キャンパスに設置する。南大沢キャンパス
の校地については、420,046 ㎡を有し、大学設置基準を十分に満たしている。また、下表
のとおり運動場や体育館、テニスコート等についても校舎と同一の敷地内に設けているほ
か、キャンパス内に学生の休息その他に利用できる空き地も十分に備えている。
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施設名

面積（㎡）

体育館

5,057

陸上競技場

18,699

野球場

12,422

球技場

10,861

テニスコート
和・洋弓場
多目的運動場広場
ゴルフ練習場

2,816

備考
アリーナ、プール、柔道場、剣道場等

サッカー、ラグビー等
６面

242
5,502

バレーボールコート、ハンドボールコート

250

新学部の設置後も、南大沢キャンパス全体の収容定員に変更がないため、既存の校地・
運動場を活用することで十分に対応できるものと考えている。
（２）校舎等施設の整備計画
法学部を置く南大沢キャンパスの校舎については 135,798 ㎡を有しており、大学設置基
準を十分に満たしている。法学部の教育課程を実施するために必要な施設として、演習室
５室を整備しているほか、他学部と共有の教育施設として、講義室 107 室、パソコン教室
６室を整備している。
新設学部である法学部と既存組織である都市教養学部都市教養学科法学系の授業科目数、
教室数、収容定員は以下のとおりであり、授業を実施する教室については、既存組織にお
いても十分な室数を確保できていることから、新設学部においても支障はない。
＜科目数、教室数、入学定員＞

新設学部（法学部）
既存組織（都市教養学部都
市教養学科法学系）

科目数

教室数

収容定員

245

118

800

319

118

800

なお、専任教員の研究室については、34 部屋を整備しており、法学部の専任教員 31 人
分を確保している。
以上のことから、既存の校舎等の設備で、法学部の教育課程を実施するに当たり、十分
に対応できるものと考えている。
（３) 図書等の資料及び図書館の整備計画
法学部を置く南大沢キャンパスは付属図書館を設置しており、和書 517,945 冊、洋書
167,523 冊の計 685,468 を所蔵している（平成 28 年３月 31 日時点）
。なお、電子ジャーナ
ルについても安定的な整備に努めており、Elsevier 社が提供する Science Direct や Wiley
社が提供する Wiley Online Library、Springer 及び Birkhauser など関連出版社が提供す
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る Springer Link 等と契約し、現在利用可能な電子ジャーナルの総数は約 11,900 タイトル
である。図書の選書は、教員推薦、学生希望及び司書職員による選書等を取りまとめ、図
書、学術雑誌、視聴覚資料等を系統的に整備するための指針である「選書基準」に照らし
ながらそれぞれのニーズを反映させている。
シラバスに記載されている教科書、参考図書のほか、学部・研究科の教育に係る専門書
などを系統的、集中的に整備・管理し、全学で所蔵している蔵書は、付属図書館のウェブ
サイトから「蔵書検索（OPAC）
」システムによって検索可能にしている。また、平成 22 年
度に機関リポジトリ「みやこ鳥」を開設し、本学の学術成果を収集・公表することで、教
育研究に効率的に利用できるようにした。
付属図書館の閲覧席は、図書閲覧スペースに 641 席を設け、学生の学習スペースについ
ては平成 25 年度にラーニングコモンズを開設し、メディアスペース（54 席）
、プレゼンテ
ーションルーム（30 席）
、コミュニケーションスペース（80 席）を整備している。
付属図書館のほか、４号館には法学部図書室を有し、職員３名（専任司書１名、アルバ
イト２名）で、図書の受入保管等を行っている。
以上のことから、図書等の資料及び図書館については、法学部の規模、教育研究の目的
等に照らして適切であると考える。

８ 入学者選抜の概要
（１）求める学生像（アドミッション・ポリシー）
法学部では、東京都立大学法学部の伝統を引き継ぎ、学生一人ひとりの能力を引き出す
少人数教育を通じて、法的思考（legal mind）と良き社会人としての特性（civility）を
備え、現代に山積する諸問題に果敢に挑む有益な人材の育成を目的としている。
【求める学生像】
１.現代社会の諸問題を解決するために法学・政治学を学びたいと思う人
２.社会的に有意義な活動に積極的に取り組もうという意欲がある人
３.法曹、公務員、企業等、社会の第一線で活躍したい人
【高等学校段階までに修得すべき学力・能力】
１.現代社会の諸問題を学ぶために必要な基礎知識および基礎学力
２.問題への主体的な取り組みのために必要な論理的な思考力と表現力
３.問題への深く、幅広い視野からの取り組みのために必要な外国語能力

（２）入学者選抜の基本方針
法学部では、一般選抜入試のほか、推薦・特別選抜入試を実施し、本学部のアドミッシ
ョン・ポリシーに合致した多様な人材を選抜する。
○一般選抜
・前期日程
大学入試センター試験（必須教科として国語と外国語、選択教科として地理歴史、数学
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から１科目）によって、主に１の知識・学力を有しているか、また個別学力検査（国語と
外国語）によって、主に２と３の能力を有しているかを評価する。
○多様な選抜
(ア) 指定校推薦
本学部が指定する高校から、本学部が求める学生像に合致し、本学部が高等学校段階ま
でに修得していることを求める学力・能力を有していると推薦のあった生徒を対象とした
選抜です。出願書類と面接によって、本学部が求める学生像に合致し、１から３の知識・
学力・能力を有しているかを総合的に評価する
(イ) 特別選抜
・チャレンジ入試
高等学校中退等の理由で大学入学資格を有していないが、強い勉学意欲のある人で、法学
部が指定する本学部の科目の履修許可を受け、優秀成績で単位を修得した人を対象とした
選抜です。出願書類、指定科目の履修成績、面接によって、本学部が求める学生像に合致
し、１から３の知識・学力・能力を有しているかを総合的に評価する。
・帰国子女入試
帰国子女を対象とした選抜です。出願書類、学力試験（外国語と国語）
、面接によって、法
学部が求める学生像に合致し、１から３の知識・学力・能力を有しているかを総合的に評
価する。
・中国引揚者等子女入試
中国引揚者等子女を対象とした選抜です。出願書類、学力試験（外国語と国語）
、面接によ
って、法学部が求める学生像に合致し、１から３の知識・学力・能力を有しているかを総
合的に評価する。
・私費外国人留学生入試
私費外国人留学生を対象とした選抜です。日本留学試験の成績、TOEFL のスコア、学力試
験（地理歴史）
、面接によって、法学部が求める学生像に合致し、１から３の知識・学力・
能力を有しているかを総合的に評価する。
入学者選抜方式毎の募集人員について、下表に示す。
入学定員

一般選抜

推薦入試

特別選抜

指定校推薦

法学部法学科

200

176

20

4

チャレンジ

帰国子女

中国

若干名

2

2

（３）入学者選抜体制
入学者選抜は入試委員会が中心となり実施している。入試委員会には４つの部会を置き、
入学者選抜の実施を学部入試実施部会及び多様な入試実施部会が、入試制度の分析・検証・
改善を入試制度検討部会が、入試広報を入試広報部会がそれぞれ担っている。
問題作成、入試の実施、合否判定に至るまで１年間のスケジュールが厳密に組まれ、入
試委員会を中心とする各教員はそれぞれの段階で役割に応じて関わり、教員と職員が相互
13

にチェックし合い、入学者選抜に人為的ミスが加わることを厳正に避けている。
着実な入試業務遂行のため、担当業務ごとの詳細な業務マニュアルや緊急時用のマニュ
アルを整備し、関係者に周知している。また、公正さを担保するために、学部入試の第２
次学力試験受験者に対し、入試成績の開示及び得点の算出方法を周知している。
入学者選抜の実施当日は、学長を最高責任者として、全体を統括する実施本部を置き、
副学長及び学部入試実施部会長が各試験場本部を指揮する。各試験場本部は、入試実施部
会委員の指揮のもと、各試験室を統括する。また、当日は職員も含め、全体的かつ統一的
に対応する体制がとられている。なお、入試委員会の事務局及び入学者選抜に関する事務
一般は入試課が統一的に担当し、入試実施については各学部と連携して進めている。

９ 企業実習や海外語学研修等の学外実習を実施する場合の具体的計画
本学では、キャリア教育の体験型科目として、全学部共通で 1 年次から履修できる「現
場体験型インターンシップ」を実施する。前期授業期間に事前学習（全 3 回）を行い、実
習先の事前調査やグループワークに取り組んだうえで、夏季休業期間に 5～10 日間の現場
実習を体験する。現場実習は、東京都庁及びその関係団体、都内の区や市、企業などバラ
エティに富んだ実習先で行われる。 学生がこのインターンシップに参加することにより、
大都市の抱えるさまざまな課題や自分自身の課題について認識を深め、これらの課題に主
体的に取り組む能力や社会人として必要な基礎的コミュニケーション能力などを自ら養成
することをめざす。
（１）実習先の確保の状況
別紙２参照：実習先の確保の状況（平成 28 年度実績）
（２）実習先との連絡携体制
「現場体験型インターンシップ」については、大学と実習先との間で協定書を締結し、
実習実施に関する必要事項を事前に定める。また、実習の効果的な実施にあたり、実習先
担当者と「現場体験型インターンシップ」運営事務局との間で緊密な連絡を図り、以下の
取り組みを行う。
【実習前】大学と実習先による実習計画・内容の調整及び作成
【実習中】大学による実習先への実習中訪問
【実習後】実習先による実習所見の作成

（３）成績評価体制及び単位認定方法
・成績評価体制
現場体験型インターンシップ部会（各学部教員が中心の科目運営部会）
・単位認定方法
以下 3 点の要素により、現場体験型インターンシップ部会が認定を行う
①学生の事前学習（全３回の授業）及び実習への参加状況
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②学生の実習成果報告書及び実習録の提出状況・内容
③実習先からの学生の実習所見票の内容
また、本学部では、様々な課題を抱える官公庁の現場での体験学習を通じた問題意識の
醸成及び課題解決能力の向上を目的とし、専門教育科目群に「インターンシップ」科目を
設定し、以下の通り取り組む。

（１）実習先の確保の状況
履修をする場合、キャリア支援課の紹介によるか、学生自ら行う。

（２）実習先との連絡体制
キャリア支援課を通じて、実習先との連絡を随時とることとする。

（３）成績評価体制及び単位認定方法
履修生は、実習にあたり、日誌を作成し、終了時には実習報告書を提出する。インター
ンシップ先は学生の「実習所見票」をキャリア支援課に提出する。実習終了後、上記日誌、
成果報告書、所見に基づき、担当教員が単位認定を行う。

１０ 管理運営
教学面における管理運営の体制については、以下のとおりである。

（１）教育研究審議会
目 的 ：教育研究に関する重要事項を審議するために設置
構 成 ：学長、事務局長、理事、学部長、大学教育センター長、 国際センター長、オープ
ンユニバーシティ長、学術情報基盤センター長、総合研究推進機構長
審議事項：
① 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のうち、教育
研究に関する事項
② 教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
③ 人事の方針に関する事項のうち、教育研究に関する事項
④ 教育研究に係る自己点検及び評価に関する事項
⑤ 教育課程の編成に係る方針に関する事項
⑥ 学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の支援に関する事項
⑦ 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に係る方針に
関する事項
⑧ その他教育研究に関し、学長が重要と認める事項
開催頻度：原則として月２回開催
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（２） 学部教授会
目 的 ：学長が教育研究に関する事項について決定を行うに当たり、各教授会の所掌事項
について意見を述べるために設置。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、次に掲げる教育研究に関する事項を審議するために設置。
構 成 ：当該学部に所属する教授および准教授
必要に応じ、当該学部の助教、その他教職員を加えることができる。
審議事項：
① 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こと及び学位の授与に
関する事項
② 教育課程の編成に関する事項
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、当該組織
に係る事項
④ その他教育研究に関する重要な事項
開催頻度： 原則として月１回程度

（３） 各種運営委員会（教学面における事項について審議するための委員会）
目 的： 学長が教育研究に関する事項について決定を行うに当たり、各委員会の所掌事項
について意見を述べるために設置
委 員 会： 教務委員会、入試委員会、ＦＤ委員会、学生委員会、キャリア支援委員会、等
構成及び審議事項： 各委員会規程に定めるとおり
開催頻度： 必要に応じて開催

１１ 自己点検・評価
本学の教育研究上の目的に照らして、教育研究活動等の状況について自ら点検・評価を
行い、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び使命の達成に寄与することを目的とし
て、自己点検・評価を実施している。
本学の自己点検・評価は、原則として２年単位で重点テーマを設定し実施している。平
成 23・24 年度は「研究」
、平成 25・26 年度は「国際化」及び「教育」を重点テーマとし、
テーマに関する項目を重点的に点検・評価した上で、改善を要する点とした事項について
は、改善計画を策定し、改善に取り組んできた。
これらの自己点検・評価は、学長を委員長、各部局長及び事務組織の部長等を委員とす
る「自己点検・評価委員会」が実施している。学長自らが委員長として全学の自己点検・
評価を行うことにより、自主的・自律的に教育研究の質の確保に資する内部質保証の体制
を構築している。各学部・研究科においては、自己点検・評価委員会部会を設置し、全学
の自己点検・評価に関する基本方針、基準、項目等を踏まえ、学部・研究科の特性に応じ
て、自己点検・評価を実施する。
また、自己点検・評価の結果を踏まえ、第三者評価として、大学機関別認証評価を受審
している。平成 22 年度及び平成 28 年度に受審した、独立行政法人大学改革支援・学位授
与機構による大学機関別認証評価では、
「大学評価基準を満たしている」との評価を受けて
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おり、同評価における指摘事項についても、改善計画を策定し、教育の質向上のために全
学的に取り組んでいる。さらに、中期計画及び年度計画に関する進捗や成果等について、
東京都地方独立行政法人評価委員会公立大学分科会による評価を毎年度受けている。
なお、自己点検・評価結果及び認証評価結果は本学ホームページに、東京都地方独立行政
法人評価委員会公立分科会による評価結果は、公立大学法人首都大学東京ホームページに
それぞれ公表している

１２ 情報の公表
公立大学として都民への説明責任を果たすとともに、教育研究活動の質の向上及びその
成果を地域社会に広く還元するため、法人の運営に関する情報や教育研究に関する情報な
どを、積極的に公表している。
これらの情報については、大学案内等各種刊行物のほか、本学公式ホームページにおい
て公表しており、学校教育法施行規則第172 条の２に基づく教育研究に関する情報につい
ては、教育情報の公表に関するページ（http://www.tmu.ac.jp/kyouikujouhoutop.html）
を設け、以下の事項について公表している。
① 大学・大学院（各学部・研究科含む）の目的に関すること
② 教育研究上の基本組織に関すること
③ 教員組織、教員数及び各教員が有する学位及び業績等に関すること
④ 入学者受入方針（アドミッションポリシー）、入学者数、収容定員・在学生数及び卒業
後の進路状況等に関すること
⑤ 授業科目、授業の方法及び内容、年間の授業計画並びに履修モデル等に関すること
⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業・修了の認定基準に関すること
⑦ 本学の施設・設備、交通アクセス及び学生の課外活動に関すること
⑧ 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
⑨ 学生の修学、学生生活、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
また、自己点検・評価報告書、認証評価結果、法人評価結果、学則等各種規程等につい
ても、以下のとおり本学及び法人の公式ホームページで公表している。
・自己点検･評価報告書
（http://www.comp.tmu.ac.jp/hyoka/jikoten/index.html）
・認証評価結果
（http://www.comp.tmu.ac.jp/hyoka/ninsyo/index.html）
・法人評価結果
（http://www.houjin-tmu.ac.jp/about/guideline/reports.html）
・学則等各種規程等
（http://education.joureikun.jp/tmu/index.htm）

１３ 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等
本学では、全学のＦＤ委員会及び大学教育センターが中心となって、授業の方法をはじ
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めとした教育活動のさらなる改善を図るため、幅広い教育支援を展開するとともに、活動
の効果を検証し、時宜にかなった企画の充実に努めている。主な取組は以下のとおりであ
る。
○ 授業改善アンケートの実施
全学共通科目のほぼ全ての授業で「授業改善アンケート」を実施し、学生の意見を授
業担当教員にフィードバックしている。これを受けて改善した事例等について教員から
意見を収集し、他の教員の参考になるよう取組事例を公開している。
○ 研修・セミナーの開催
教育改革における主要なテーマや授業方法についての理解を深めることを目的として、
ＦＤセミナーを開催し、外部の専門家による講演や本学教員の活動紹介、討論会等を行
っている。また、導入研修としての新任教員研修や、教員と職員が合同で大学教育につ
いて考えるＦＤ・ＳＤセミナーを開催している。
○ 広報活動
ＦＤセミナー等の講演内容や授業改善アンケート結果の考察等、一年間のＦＤ活動を
まとめた冊子『クロスロード』を年１回発行している。また、学生向けにリーフレット
『Study+』を発行し、アンケート結果とともに教員の取り組みや学修支援に関する情報
を紹介している。
また、学部・研究科にも部局ＦＤ委員会を設置し、専門教育科目の授業に関するアンケ
ートの実施等、授業改善活動に取り組んでいる。
法学部においては、授業の内容及び方法の改善を図るため、以下の取組を行う。
○ 法学部ＦＤ委員会の開催
法学部ＦＤ委員会を設置し、
学部におけるＦＤ活動の報告と意見交換を行うとともに、
授業アンケートの方法、成績評価基準、セミナー実施等について検討する。
○ 授業アンケートの実施
学部の専門科目について、学生を対象とした授業アンケート調査を実施する。調査結
果は、授業内容の改善に活かすため、授業担当教員に返却する。

１４ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制
（１）教育課程内の取組
全学共通科目及び専門教育科目において、社会的及び職業的自立を図るための科目を設
置する。全学共通科目においては、キャリア形成のための科目（キャリア教育科目）を5
科目（キャリア形成、キャリア形成演習、学びのデザイン：理論と実践、現場体験型イン
ターンシップ、国際交流概論）設置する。このうち、現場体験型インターンシップは、前
期授業期間に事前学習（全3回）を行い、実習先の事前調査やグループワークに取り組んだ
うえで、夏季休業期間に5～10日間の現場実習を体験する。現場実習は、東京都庁及びその
関係団体、都内の区や市、企業などバラエティに富んだ実習先で行われる。 学生がこのイ
ンターンシップに参加することにより、大都市の抱えるさまざまな課題や自分自身の課題
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について認識を深め、これらの課題に主体的に取り組む能力や社会人として必要な基礎的
コミュニケーション能力などを自ら養成することをめざす。
また、専門教育科目においては、「インターンシップ」科目を設定し、実社会とのテー
マにした教育の一環として、学生が、様々な課題を抱える官公庁の現場で体験実習をする
ことで、問題意識を醸成し、課題解決能力を向上することをめざす。

（２）教育課程外の取組
学生サポートセンターキャリア支援課では教育課程外の取組として、学生が自己の
将来を見据え、目標を持って、主体的に知識や能力を培い、社会人として活躍できる
よう、低年次から一貫した支援を行っている。具体的には、自分自身の分析や適職を
発見するためのワークショップといった、低学年向けのガイダンスに始まり、インタ
ーンシップ・就職活動に関する情報提供や各種ガイダンス、約200社に及ぶ企業の人事
担当者から直接話を聞くことができる学内企業セミナー、公務員試験対策、面接対策
講座など年間30以上の支援行事を開催している。また、キャリアカウンセラーをはじ
めとする専門スタッフが、一人ひとりの進路・就職に関する相談にきめ細かく対応す
る。
（３）適切な体制の整備
キャリア・就職支援に関する事項についてはキャリア支援委員会を設置し、組織的に審
議・決定し、就職支援における事業の企画・実施及び各学部との調整を行う。社会的・職
業的自立に関する指導等を行うため、学生サポートセンターにキャリア支援課を設置し、
南大沢、日野、荒川の各キャンパスにおいて、キャリアカウンセラー４名、就職相談員５
名が就職相談を行っている。また、内定した学生が自らの就職活動経験を基に就職に関す
る相談に対応する就職活動アドバイザーの設置や、500名を超える登録のあるＯＢ・ＯＧネ
ットワークと連携した交流会等の実施による支援も行う。
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別紙１

○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 制定 平成17年4月1日)

改正

平成17年法人規則第150号
平成19年3月30日18法人規則第43号
平成21年3月31日20法人規則第49号
平成25年2月26日24法人規則第35号
平成26年7月4日26法人規則第1号
平成28年3月15日27法人規則第51号

平成18年3月31日17法人規則第229号
平成20年3月31日19法人規則第45号
平成23年3月30日22法人規則第63号
平成25年11月27日25法人規則第10号
平成27年12月25日27法人規則第29号
平成28年12月27日28法人規則第9号

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 人事
第1節 採用(第3条－第7条)
第2節 任期(第8条)
第3節 評価(第9条)
第4節 昇任・降任(第10条・第11条)
第5節 異動(第12条)
第6節 休職(第13条－第20条)
第7節 結核休養(第21条)
第8節 退職(第22条－第24条)
第9節 解雇(第25条－第27条)
第10節 退職後の責務(第28条・第29条)
第3章 服務規律(第30条－第41条)
第4章 勤務時間、休日、休暇等(第42条)
第5章 給与(第43条)
第6章 退職手当(第44条)
第7章 研修(第45条)
第8章 表彰(第46条)
第9章 懲戒処分等(第47条－第51条)
第10章 安全及び衛生(第52条－第59条)
第11章 出張(第60条)
第12章 旅費(第61条)
第13章 福利厚生(第62条)
第14章 災害補償(第63条)
第15章 発明等(第64条)
第16章 適用除外(第65条)
第17章 雑則(第66条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人首都大学東京(以下「法人」という。)に勤務す
る教職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的と
する。
2 教職員の就業に関し、労働協約、この規則及びこれに付随する諸規則に定めの
ない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」とい
う。)その他関係法令の定めるところによる。
(適用範囲)
-1http://education.joureikun.jp/tmu/act/print/print110000043.htm
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第2条 この規則は、法人に常時勤務する教員(以下「教員」という。)及び職員(以
下「職員」という。この規則において、以上を総称して「教職員」という。)に
適用する。ただし、教員の就業に関し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)に定めのある事項については、同規則の
定めるところによる。
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。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第3条 教職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
(労働条件の明示)
第4条 教職員の採用に際しては、採用をしようとする教職員に対し、この規則を
提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する職務に関する事項
(3) 雇用契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間(第4章で定める所定勤務時間をいう。
以下同じ。)を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(試用期間)
第5条 新たに採用した者については、採用の日から6月を試用期間とする。ただ
し、理事長が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 前項の試用期間は、理事長が特に必要と認めた場合、6月の範囲で期間を定め延
長することができる。
3 試用期間は、勤続期間に通算する。
4 試用期間中の教職員は、勤務成績が不良なこと、心身に故障があることその他
の事由により引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇され、又は
試用期間満了時に本採用を拒否されることがある。ただし、採用後14日を超える
教職員にあっては、第25条の規定による。
(平17規則229・一部改正)

(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提出しな
ければならない。ただし、法人が別に指示する場合はその一部を省略することが
できる。
(1) 履歴書(写真添付のもの)
(2) 卒業証明書等
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項証明書
(5) その他法人が必要と認める書類
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、その都度速やかに届け出なければならない。
(平17規則229・一部改正)

(採用時の配置)
第7条 採用時の配置は、法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
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第2節 任期
(任期)
第8条 教員の任期は、別に定め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(平成17年度法人規則第14号。以下「大学教員任期規則」という。)又は
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。以下「高専教員任期規則」という。)による。
2 職員の任期は、別に定める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)による。
(平17規則229・平19規則45・平26規則1・一部改正)

第3節 評価
(勤務評定)
第9条 法人は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。
2 評価に関し必要な事項については、別に定める。
(平17規則229・一部改正)

第4節 昇任・降任
(昇任)
第10条 教職員の昇任(上位の職位に就けることをいう。)は、業績及び職務遂行能
力の総合的な評価により行う。
(降任)
第11条 教職員が次の各号の一に該当する場合、降任することがある。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
(4) 本人が希望し、これを理事長が認めたとき。
2 職員の降任に係る手続については、別に定め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(平成17年度法人規則第142号。以下「降任及び
解雇手続規則」という。)による。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

第5節 異動
(異動)
第12条 業務の都合により、教職員に配置換、就業の場所の変更、兼務及び出向
(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。
2 配置換等を命ぜられた教職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 出向を命ぜられた教職員の取扱いについては、別に定める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)による。
(平17規則229・一部改正)

第6節 休職
(休職)
第13条 教職員が次の各号の一に該当すると理事長が認めるときは、これを休職に
することができる。
(1) 刑事休職 教職員が刑事事件に関して起訴され、法人の業務に相当期間就
労できないと見込まれるとき。
(2) 病気休職 心身の故障により長期の休養を要し、法人の業務に相当期間就
労できないと見込まれるとき。
(3) 外国政府等機関の業務に従事するための休職 外国の政府又はこれに準ず
る公共的機関の招きにより、その教職員の職務と関連があると理事長が認める
それらの機関の業務に従事するため、法人の業務に相当期間就労できないと見
込まれるとき。
-3-
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(4) 災害による生死不明、所在不明の休職 水難、火災その他の災害により生
死不明又は所在不明となり、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれる
とき。
(5) 調査・研究のための休職 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設
においてその教職員の職務に関連があると理事長が認める学術に関する事項の
調査、研究又は指導に従事するため、法人の業務に相当期間就労できないと見
込まれるとき。
(6) 学術休職 外国の大学院等において職務に関連があると理事長が認める学
術を専攻するため、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき。
(7) その他休職 前各号に掲げるもののほか、理事長が休職にすることが適当
と認めるとき。
2 前項の規定は、第5条に定める試用期間中の教職員には適用しない。
(平17規則229・一部改正)

(休職の期間)
第14条 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事
件が裁判所に係属する期間とする。
2 前条第1項第2号から第7号までの規定に該当する場合における休職の期間は、必
要に応じいずれも3年(第5号及び第6号の規定に該当する場合にあっては2年。以
下この項において同じ。)を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合につ
いて、理事長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては休職に
した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができ
る。
(平17規則229・一部改正)

(休職の効力)
第15条 休職は発令をもってその効力を生じ、又は失効する。
(休職事由の消滅)
第16条 教職員が第13条第1項に掲げる事由のうち第2号を除く各号に定める事由に
より休職となった場合において、休職事由が消滅したときは直ちに届け出なけれ
ばならない。
2 第13条第1項第2号に定める事由により休職となった場合における当該教職員の
復職については、医師の診断書等に基づき判断する。
3 前項に定める医師は、法人が指定することができる。
(平17規則229・平22規則63・一部改正)

(復職)
第17条 休職の期間が満了したときは、教職員は復職するものとする。
2 休職中の教職員の休職事由が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、教職
員は復職するものとする。
3 復職する場合、休職前の職務と異なる職務に就かせることがある。
4 第1項の規定は、第13条第1項第1号に掲げる事由により休職となった者につい
て、当該休職事由が消滅するまでの間に第9章各条に基づいて懲戒処分を行うこ
とを妨げるものではない。
第18条 削除
(平17規則229・削除)

(休職期間の例外)
第19条 雇用契約の期間の定めのある教職員の雇用契約の期間満了日が休職期間満
了日より先に到来するときは、第14条各号に定める休職期間にかかわらず、当該
雇用契約の期間満了日をもって休職期間満了日とする。
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前項の規定により休職期間の満了となった者と雇用契約を更新し、当該教職員
が引き続き当該雇用契約の始期となる日以降も休職となるときの当該雇用契約の
更新後の休職期間は、当該雇用契約を更新する前の休職の期間と通算して第14条
各号に定める期間とする。
(平17規則150・一部改正)

(勤続期間の取扱い)
第20条 休職期間は、別に定めがある場合を除き、勤続期間に通算しない。
(平17規則150・一部改正)

第7節 結核休養
(結核休養)
第21条 教職員(第5条に定める試用期間中の者及び第13条第1項第1号に定める刑事
休職期間中の者を除く。)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
(以下「休養期間」という。)、休養することができる。
(1) 勤続1年未満の者 普通休養期間は、勤務日数に相当する期間とする。ただ
し、90日に満たない者は90日とする。特別休養期間は、次の1年以内とする。
(2) 勤続2年未満の者 普通休養期間は2年以内とする。特別休養期間は、次の1
年以内とする。
(3) 勤続3年未満の者 普通休養期間は、2年4月以内とする。特別休養期間は、
次の8月以内とする。
(4) 勤続4年未満の者 普通休養期間は、2年8月以内とする。特別休養期間は、
次の4月以内とする。
(5) 勤続5年未満の者 普通休養期間は、3年以内とする。特別休養期間は、次
の2月以内とする。
(6) 勤続10年未満の者 普通休養期間は、3年以内とする。特別休養期間は、次
の4月以内とする。
(7) 勤続10年以上の者 普通休養期間は、3年以内とする。特別休養期間は、次
の6月以内とする。
2 休養者は、療養に専念し、かつ、休養に関する法人の指示に従わなければなら
ない。
3 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年以内に結核性疾患により再休養する場
合の休養期間は、前に休養した期間と通算して第1項各号に定める期間に達する
までとする。
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
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。ただし、残存休養期間と附加休養期間を合した期間が第1項各号に定める期
間を超えることはできない。
(1) 復務後の勤務期間1年6月以内 3月以内
(2) 復務後の勤務期間2年以内 6月以内
5 前項の規定により附加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
6 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、2年を超えてから結核性疾患による再休養
する場合の休養期間については、第1項に定めるところによる。
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「休養」と、「第14条各号」とあるのは「第1項各号」と読み替えるも
のとする。
8 結核休養に関しその他必要な事項については、理事長が定める。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)
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第8節 退職
(自己都合退職)
第22条 教職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職
しようとする日の30日前までに、退職届を提出しなければならない。
(定年による退職)
第23条 雇用契約の期間の定めのない教員の定年年齢は、65歳とする。
2 雇用契約の期間の定めのない職員(次項に定める者を除く。)の定年年齢は、60
歳とする。
3 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。以下「職員任期規則」という。)第5条の規定により雇用契約の期間の定めの
ない職員になった者の定年年齢は、65歳とする。
4 第2項により定年退職となる職員が、定年後も法人に引き続き雇用されることを
希望した場合において、第24条及び第25条に該当しないときは、その者が65歳に
達した日以後における最初の3月31日まで雇用する。第2項により定年退職となっ
た職員(この項前段の規定により定年後も法人に引き続き雇用された後に退職し
た者を含む。)が、法人に雇用されることを64歳に達する日以後における最初の3
月31日までの間に希望した場合も、同様とする。
5 第1項から第3項までの教職員は、それぞれ当該各項に定める定年年齢に達した
ときは、定年年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
6 理事長は、特に必要と認められる教職員について、第1項から第3項までの規定
にかかわらず、別に定めることができる。
(平17規則229・平19規則45・平20規則49・平22規則63・平25規則10・平26規則1・平27規則29・一部改
正)

第23条の2 大学教員任期規則第6条第2項の規定により同規則第6条第1項に定める
年齢に達する日以後最初の3月31日を超えて雇用された教員が、同規則第7条の規
定により雇用契約の期間の定めのない教員となった場合の退職日は、当該定めの
ない教員となった日以後最初の3月31日とする。
2 高専教員任期規則第6条第2項の規定により同規則第6条第1項に定める年齢に達
する日以後最初の3月31日を超えて雇用された教員が、同規則第7条の規定により
雇用契約の期間の定めのない教員となった場合の退職日は、当該定めのない教員
となった日以後最初の3月31日とする。
3 職員任期規則第4条第2項の規定により同規則第4条第1項第1号に定める年齢に達
する日以後最初の3月31日を超えて雇用された職員が、同規則第5条の規定により
雇用契約の期間の定めのない職員となった場合の退職日は、当該定めのない職員
となった日以後最初の3月31日とする。
(平26規則1・追加)

(その他の退職)
第24条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める日をもって退
職したものとする。
(1) 定められた雇用期間が満了したとき 雇用契約期間満了日
(2) 法人の役員に就任するとき 就任日の前日
(3) 死亡したとき 死亡日
2 前項第1号の規定は、雇用契約を更新するときは適用しない。
(平17規則150・平17規則229・平20規則49・一部改正)

第9節 解雇
(解雇)
第25条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良なとき。
-6-
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(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 第13条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第7号の休職をした者又は第21条
の結核休養となった者が休職又は休養の期間を満了したにもかかわらず、な
お、休職事由又は休養事由が存在するとき。
(4) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
(5) 業務上又は経営上やむを得ないとき。
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。ただし、職員につ
いては、第2号に該当する場合であって、その刑に係る罪が過失によるものであ
り、かつ、その刑の執行を猶予された場合には情状により、又は第3号に該当す
る場合には、当該職員を解雇しないことができる。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政
党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。
3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、少なくとも30日前にその予告を
するか、又は労基法第12条に定める平均賃金の30日分を支給するものとする。た
だし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 前項の規定は、第5条に定める試用期間中の教職員(14日を超えて引き続き雇用
された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合は適用しな
い。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

(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(昭和42年法律第121号)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。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養するための休業期間及びその後30日
間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(職員の解雇に係る手続)
第27条 職員の解雇に係る手続については、別に定める降任及び解雇手続規則によ
る。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

第10節 退職後の責務
(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返還しなければならない。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

(退職証明書等)
第29条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があったときは、これを交付す
る。
第3章 服務規律
(職務専念義務等)
第30条 教職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)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。
-7http://education.joureikun.jp/tmu/act/print/print110000043.htm
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2

教職員は、自らの行動が法人の信用に影響を与えることを認識するとともに、
日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のため
に用いてはならない。
(服務心得)
第31条 教職員は、法令、この規則及び法人の諸規則を遵守し、上司の指揮命令に
従って、その職務を遂行しなければならない。
2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の
下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、その指揮命令下にある教職員の人格を尊重し、その指導育成に努める
とともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(障害を理由とする差別の禁止)
第31条の2 教職員は、その職務の遂行に当たり、身体障害、知的障害、精神障害
(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)を理由と
して、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を
受ける状態にある者(以下「障害者」という。)に対し障害者でない者と不当な差
別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 教職員は、その職務の遂行に当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要
としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重で
ないときは、その社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしな
ければならない。
(平27規則51・追加)

(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) 法人の名誉又は信用を失墜させる行為
(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為
(守秘義務)
第33条 教職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後
も同様とする。
2 教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表
するときは、理事長の許可を得なければならない。
(平17規則229・一部改正)

(個人情報の保護)
第34条 教職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な
目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(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。
(教職員の倫理等)
第36条 教職員は、その職務に係る倫理を遵守しなければならない。
2 教職員は、他の法人に勤務する者が倫理に反する行為を行っていることを内部
機関に通報したことをもって、いかなる不利益も受けないものとする。
3 倫理等に関しその他必要な事項については、別に定める。
(平17規則150・一部改正)

(セクシュアル・ハラスメントの防止)
第37条 教職員は、法人に勤務する者又は学生その他その職務に従事する際に接す
るそれ以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止)
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第37条の2 教職員は、部下又は同僚の妊娠又は出産に関して、その者の職務環境
を悪化させる言動を行ってはならない。
2 教職員は、部下又は同僚の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の
利用に関してその者の職務環境を悪化させる言動を行ってはならない。
(平28規則9・追加)

(旧姓の使用)
第38条 教職員は、所定の手続を経ることにより、婚姻、養子縁組その他の事由
(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の
戸籍上の氏を文書等に使用することができる。
(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、速やかに着
任しなければならない。
2 前項に定める教職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないとき
は、理事長の承認を得なければならない。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

(文書の配布、集会等)
第40条 教職員が法人の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において文書又は
図画を配布しようとするときは、業務の正常な遂行を妨げない方法及び態様にお
いて、これを配布しなければならない。
2 前項に定める文書又は図画が次のいずれかに該当すると理事長が判断するとき
は、当該文書又は図画を配布してはならない。
(1) 法人の業務の正常な運営を妨げるもの
(2) 第32条各号に掲げる行為に該当するもの
(3) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷等に該当するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) その他法人の業務に支障をきたすもの
3 教職員が学内で文書又は図画を掲示する場合には、理事長の許可を得た上で、
あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合であっても、前
項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。
4 教職員は理事長の許可なく、学内で業務外の集会、演説、放送又はこれらに類
する行為を行ってはならない。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

(兼業・兼職)
第41条 教職員の兼業・兼職については、別に定め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(平成17年度法人規則第23号)による。
(平18規則43・一部改正)

第4章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間、休日、休暇等)
第42条 教職員の勤務時間、休日、休暇等については、別に定める公立大学法人首
都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則
第24号)による。
第5章 給与
(給与)
第43条 教員の給与については、別に定める公立大学法人首都大学東京大学教員給
与規則(平成17年度法人規則第25号)又は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)による。
2 職員の給与については、別に定める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)による。
-9-
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(平18規則43・平19規則45・一部改正)

第6章 退職手当
(退職手当)
第44条 教職員の退職手当については、別に定める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)による。
(平17規則229・一部改正)

第7章 研修
(研修)
第45条 教職員は、職務の遂行上必要な知識及び技能を習得し、時代に即応できる
資質を備えるため研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなけれ
ばならない。
(平17規則229・一部改正)

第8章 表彰
(表彰)
第46条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰する。
(1) 業務の改善、業務効率の向上等に多大な功労があったとき。
(2) 法人の名誉となり、又は法人に勤務する者の模範となる善行を行ったと
き。
(3) その他理事長が必要と認めるとき。
2 表彰に関しその他必要な事項については、別に定める。
第9章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第47条 教職員の行為が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処することがで
きる。
(1) この規則及びその他法人規則等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 法令違反その他法人の教職員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。
(懲戒)
第48条 懲戒は、戒告、減給、停職、諭旨解雇又は懲戒解雇の区分によるものとす
る。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に定める平均賃金の1日分の2分の1を超え
ず、その総額が一給与支給期における給与の総額の10分の1を超えない額を給
与から減ずる。
(3) 停職 1日以上6月以下、勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与
を支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予
告して、若しくは30日の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けない
で即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。
(平17規則229・一部改正)

(訓告等)
第49条 前条に定める場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要が
あるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができ
る。
(損害賠償)
-10http://education.joureikun.jp/tmu/act/print/print110000043.htm
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第50条 教職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、前2条に
基づく懲戒処分又は訓告等の有無にかかわらず、損害の全部又は一部を賠償させ
ることができる。
(職員の懲戒に係る手続)
第51条 職員の懲戒に係る手続については、別に定める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)による。
(平17規則150・一部改正)

第10章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第52条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令(以
下「労働安全衛生法等」という。)に基づき、教職員の健康増進と危険防止のた
め必要な措置を講じる。
(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(以下「上司等」という。)に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い
止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。
(1) 安全及び衛生について、上司等の命令、指示等に従い、実行すること。
(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。
(4) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、そ
の効力を失わせるような行為をしないこと。
(健康診断)
第57条 教職員は、法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならな
い。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明す
る書面を提出したときは、この限りではない。
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。
3 教職員は、正当な理由なしに、前2項の措置等を拒んではならない。
(平17規則229・一部改正)

(就業の禁止)
第58条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、その就業を禁止するものとす
る。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限り
でない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
-11http://education.joureikun.jp/tmu/act/print/print110000043.htm
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(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある
ものにかかった者
(3) その他理事長が必要と認めるとき。
2 教職員は、前項各号の規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その
指示に従わなければならない。
3 第1項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その
他専門の医師の意見をきくものとする。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)

(その他必要な事項)
第59条 安全及び衛生に関しその他必要な事項については、理事長が定める。
(平17規則229・一部改正)

第11章 出張
(出張)
第60条 業務上必要がある場合には、教職員に出張を命ずることがある。
2 出張を命ぜられた教職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければな
らない。
(平17規則229・一部改正)

第12章 旅費
(旅費)
第61条 旅費については、別に定める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)による。
(平17規則229・一部改正)

第13章 福利厚生
(福利厚生)
第62条 法人は、教職員の健康と福祉のために必要な措置を行う。
第14章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第63条 教職員の業務上の災害及び通勤中の災害については、別に定める公立大学
法人首都大学東京公務災害補償規則(平成17年度法人規則第35号)による。
(平17規則229・一部改正)

第15章 発明等
(発明等及び権利の帰属)
第64条 教職員が職務上行った発明等及び権利の帰属に関する取扱いについては、
別に定める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4
7号)による。
(平17規則150・一部改正)

第16章 適用除外
(適用除外)
第65条 臨時職員(法人に勤務する者を補助する軽易な業務に従事するため、臨時
に雇用された者で、理事長が指定した者をいう。)については、この規則によら
ず、個別の雇用契約の定めるところによる。
(平24規則35・一部改正)

第17章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第66条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。-12http://education.joureikun.jp/tmu/act/print/print110000043.htm
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(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。
(平17規則229・一部改正)

(任期の例外)
3 任期の定めのない教員には、第8条第1項の規定は適用しない。
(平17規則229・追加)

(休職の経過措置)
4 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で、施行
日前日において東京都の職員の休職の事由等に関する規則(昭和27年東京都人事
委員会規則第11号)その他の規則(以下「休職規則等」という。)により休職であ
った者が引き続き施行日以降も休職となる場合には、当該休職は休職規則等に基
づき発令された休職期間満了日までの休職とみなす。
(平17規則150・平17規則229・旧第3項繰下・一部改正)

(結核休養の勤続期間に関する経過措置)
5 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が第21条
に定める結核休養となる場合、その勤続期間には、施行日前日以前における職員
の結核休養に関する条例(昭和29年東京都条例第11号)別表に定める勤続期間を通
算する。
(平17規則150・一部改正)

(施行日前の懲戒の効果に関する措置)
6 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対す
る、施行日前日以前における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の
規定による懲戒処分については、施行日以降においても、第48条に定める懲戒の
区分とみなし、引き続きその効力を有するものとする。
(平17規則229・一部改正)

附 則(平成17年法人規則第150号)
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日17法人規則第229号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成19年3月30日18法人規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日19法人規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この規則の施行日前において、東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学
校の教員であった者が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校におけ
る業務に従事する教員となった場合には、第3条から第7条までの規定は適用しな
い。
附 則(平成21年3月31日20法人規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(定年年齢に係る特例)
-13http://education.joureikun.jp/tmu/act/print/print110000043.htm
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2

改正後の規則において、第23条第1項の本文中「65歳」とあるのは、改正後の規
則第23条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、
同表の右欄に定める年齢とする。

期間の区分

年齢

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

63歳
64歳

(平22規則63・一部改正)

附 則(平成23年3月30日22法人規則第63号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日24法人規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日25法人規則第10号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月4日26法人規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日27法人規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日27法人規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日28法人規則第9号)
この規則は、平成29年1月１日から施行する。

-14http://education.joureikun.jp/tmu/act/print/print110000043.htm
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別紙：実習先の確保の状況（平成 28 年度実績）

実習先総数

受入団体数

受入コース数

受入定員

122 団体

275 コース

611 名

受入団体数

受入コース数

受入定員

■内訳
項

目

東

京

都

17 団体

75 コース

164 名

特

別

区

17 団体

28 コース

45 名

市

19 団体

70 コース

136 名

東京都の関係団体

12 団体

32 コース

67 名

企業・その他法人

57 団体

70 コース

199 名

■2016 年度受入団体
東京都
総務局、主税局、生活文化局、都市整備局、環境局、福祉保健局、東京都児童相談センター、(社福)東京都社会福祉事業団、
病院経営本部(各都立病院)、建設局、港湾局、東京消防庁、交通局、水道局、下水道局、選挙管理委員会事務局、教育庁
特別区
港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、(公財)江東区文化コミュニティ財団、品川区、(社福)目黒区社会福祉事業団、大田区、
世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、練馬区、江戸川区、東京二十三区清掃一部事務組合
市
八王子市、武蔵野市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、国立市、狛江市、東村山市、
東久留米市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市
東京都の関係団体
(公財)東京都歴史文化財団、(公財)東京都交響楽団、(公財)東京しごと財団、(公財)東京動物園協会、(公財)東京都公園協会、
東京都住宅供給公社、(公財)東京都中小企業振興公社、(地独)東京都立産業技術研究センター、(公財)東京都スポーツ文化事業団、
(公財)東京都道路整備保全公社、(公財)東京防災救急協会、公立大学法人首都大学東京
企業・その他法人
東京ガス㈱、東武グループ、大和ハウス工業㈱、㈱内田洋行、㈱岡村製作所、トッパン･フォームズ㈱、セコムトラストシステムズ㈱、
ぴあ㈱、㈱マイナビ、リゾートトラスト㈱、㈱八芳園グループ総本社、京王観光㈱、㈱東京サマーランド、㈱サカイ引越センター、
㈱飯田産業、多摩都市モノレール㈱、㈱多摩テレビ、多摩信用金庫、東京都競馬㈱、東京港埠頭㈱、㈱東京オペレーションパートナー
ズ、東電ハミングワーク㈱、渡辺パイプ㈱、ホームテック㈱、アールシーソリューション㈱、㈱アーチ、㈱アマテラス、㈱いい生活、
イーネット㈱、小川工業㈱、㈱クオリティ・オブ・ライフ、㈱クレッシェンド、国産㈱、㈱佐竹製作所、㈱サーフコミュニケーション
ズ、三和工機㈱、㈱ソルクレオ、㈱西建設計、日本電算㈱、㈱日本トータル･システム、㈱パフ、㈱浜野製作所、㈱ビジネスネットコ
ーポレーション、ペパーソンインターナショナル㈱、堀江車輌電装㈱、リオン㈱、黒川税理士事務所、リハビリ道場、一般社団法人日
本新聞協会、(一財)日本ユースホステル協会、(社福)シルヴァーウイング、(社福)武蔵野会、NPO 法人留学協会、NPO 法人国際自然大
学校、NPO 法人東京コミュニティスクール、NPO 法人フュージョン長池、(公財)日本サッカー協会
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