議案第３０８号 公立大学法人大阪市立大学定款の一部変更について 対照表
現定款
目次

一部変更案
目次

第１章 総則（第１条―第７条）

第１章 総則（第１条―第７条）

第２章 役員（第８条―第１６条）

第２章 役員（第８条―第１７条）

第３章 審議機関

第３章 審議機関

第１節 経営審議会（第１７条―第１９条）

第１節 経営審議会（第１８条―第２０条）

第２節 教育経営評議会（第２０条―第２２条）

第２節 教育研究評議会（第２１条―第２３条）

第４章 業務の範囲及びその執行（第２３条・第２４条）

第４章 業務の範囲内及びその執行（第２４条・第２５条）

第５章 資本金等（第２５条・第２６条）

第５章 資本金等（第２６条・第２７条）

第６章 委任（第２７条）

第６章 委任（第２８条）

附則

附則

第１章 総則

第１章 総則

省略

省略

第２章 役員

第２章 役員

（定数）

（定数）

第８条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事５人以内及び

第８条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事６人以内及び

監事２人以内を置く。

監事２人以内を置く。→改変

（職務及び権限）

（職務及び権限）

第９条 省略

第９条 省略

２ 理事長は、第１６条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、
第１４条に規定する役員会の議を経なければならない。

２ 理事長は、第１７条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、
第１５条に規定する役員会の議を経なければならない。→読み換え

３ 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を掌握する。

３ 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌握する。

４―８ 省略

４―８ 省略

→改変

（理事長の任命等）

（理事長の任命） →大幅改変 キーポイント

第１０条 理事長の任命は、法人の申し出に基づき、市長が行う。

第１０条 理事長の任命は、市長が行う。→大幅改変

２ 理事長は、市立大学の学長となるものとする。

２

削除

３ 理事長を選考するため、理事長選考会議を置く。

３

削除

４ 第１項の法人の申し出は、理事長選考会議に基づき行う。

４

削除

５ 理事長選考会議は、委員６人で構成し、委員は、次に掲げる者各同数を

５

削除

６

削除

７ 理事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。

７

削除

８ 議長は、理事長選考会議を主宰する。

８

削除

９ 第５項から前項までに定めるもののほか、議事の手続その他理事長選考

９

削除

キーポイント

もって充てる。
（１）第１７条第２項第２号から第４号までに掲げる者の中から同条第１
項に規定する経営審議会において選出された者
（２）第２０条第２項第２号から第５号までに掲げる者の中から同条第１
項に規定する教育研究評議会において選出された者
６ 前項第１号に掲げる者のうち１人は第１７条第２項第２号又は第３号に
掲げる者、前項第２号に掲げる者のうち１人は第２０条第２項第３号に掲
げる者でなければならない。

→大幅改変

会議に関し必要な事項は、議長が同会議に諮って定める。
（学長の任命等）→ 新設・大幅改変
第１１条

市立大学の学長は理事長とは別に任命するものとする。

２

学長を選考するため、市立大学に学長選考会議を置く。

３

学長の任命は、学長選考会議の選考に基づき、理事長が行う。

４

前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。

５

学長選考会議は、委員６人で構成し、委員は、次に掲げる者各同数を
もって充てる。

（１）第１８条第２項第３号及び第４号に掲げる者の中から同条第１項に
規定する経営審議会において選出された者
（２）第２１条第２項から第６号までに掲げる者の中から同条第１項に規

定する教育研究評議会において選出された者
６

第１８条第２項第４号又は第２１条第２項第６号に掲げる者の中から選
出された委員の数は、委員の２分の１以上でなければならない。

７ 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。
８ 議長は、学長選考会議を主宰する。
９ 第５項から前項までに定めるもののほか、議事の手続その他学長選考会
議に関し必要な事項は、議長が同会議に諮って定める。
（副理事長及び理事の任命等）

（副理事長及び理事の任命等）

第１１条 副理事長及び理事の任命は、理事長が行う。

第１２条 副理事長及び理事の任命は、理事長が行う。→読み換え

２ 理事のうち１人は、法人の役員又は職員以外の者（以下「学外者」という。
）
の中から任命しなければならない。

２ 理事の任命に当たっては、その任命の際現に学外者（法人の役員又は職
員以外のものをいう。以下同じ。）である者が理事の総数の２分の１以上
含まれるようにしなければならない。→大幅改変

（監事の任命）

（監事の任命）

第１２条 省略

第１３条 省略

（任期）

（任期）

第１３条

学長となる理事長の任期は、２年以上６年を越えない範囲内におい

第１４条 理事長の任期は、２年とする。→新設

て、理事長選考会議の議を経て、法人の規定で定める。
２ 副理事長及び理事の任期は、６年を越えない範囲内において、理事長が
これを定める。

２ 副理事長となる学長の任期は、学長選考会議の議を経て、法人の規定で
これを定める。→改変
３ 理事の任期は、２年とする。→新設

３―４ 省略

４―５ 省略

５ 役員は、再任されることができる。この場合において、理事が、最初の任

６ 役員は、再任されることができる。この場合において、理事が、最初の

命の際に、学外者であったときは、その再任の際における第１１条第２項の

任命の際に、学外者であったときは、その再任の際における第１２条第２

規定の適用については、当該理事を学外者とみなす。

項の規定の適用については、当該理事を学外者とみなす。→読み換え

（役員会の設置及び構成）
第１５条 省略 →読み換え

（役員会の召集及び議事）

（役員会の召集及び議事）

第１５条 省略

第１６条 省略 →読み換え

２ 役員会の構成員の２人以上から会議の目的たる事項を記載した書面を
付して要求があったときは、役員会を招集しなければならない。
３―７ 省略

２ 理事長は、役員会の構成員の２人以上又は監事から会議の目的たる事項を
記載した書面を付して要求があったときは、役員会を招集しなければならな
い。

→改変

３―７ 省略
（役員会の議決事項）

（役員会の議決事項）

第１６条 省略

第１７条 省略 →読み換え

第３章 審議機関

第３章 審議機関

第１節 経営審議会

第１節 経営審議会

（設置及び構成）

（設置及び構成）

第１７条 省略

第１８条 省略 →読み換え

２ 経営審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

２ 経営審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

（１）―（３）省略

（１）―（３）省略

（４）学外者で大学に関し広くかつ高い見識を有する者のうちから、第２

（４）学外者で大学に関し広くかつ高い見識を有する者のうちから、第２０

０条第１項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて理事長が任命するも

条第１項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて理事長が任命する

の。

もの。 →読み換え

３―６ 省略

３―６ 省略

（設置及び議事）

（設置及び議事）

第１８条 省略

第１９条 省略 →読み換え

（審議事項）
第１９条 省略
第２節 教育研究評議会
（設置及び構成）
第２０条 省略
２ 教育研究評議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
（１）学長
（２）副学長
（３）学長が指名する理事
（４）学長が定める教育研究上重要な組織の長
（５）教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員

（審議事項）
第２０条 省略 →読み換え
第２節 教育研究評議会
（設置及び構成）
第２１条 省略 →読み換え
２ 教育研究委員は、次に掲げる委員をもって構成する。
（１）学長
（２）副学長
（３）学長が指名する理事
（４）学長が定める教育研究上重要な組織の長
（５）教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
（６）学外者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、教育
研究評議会の承認を経て学長が任命するもの。
３

前項第６号に該当する委員の数は、４名とする。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、第２項第１項から第４号までに
該当する委員の任期は、当該職の任期による。
５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
６ 委員は、再任されることができる。この場合において、委員が最初の
任命の際に学外者であったときは、その再任の際における第２項第６号の規
定の適用については、当該委員を学外者とみなす。

→大幅改変

第３章 審議機関 第２節 教育研究評議会

第３章 審議機関 第２節 教育研究評議会

第４章 業務の範囲及びその執行

第４章 業務の範囲及びその執行

第５章 資本金等

第５章 資本金等

第６章 委任

第６章 委任

附則

附則

第２１条―第２７条 省略

第２２条―第２８条 省略

→読み換え

別表（第２５条関係）省略

別表（第２５条関係）省略

→読み換え

参考して、地方独立行政法人法（抄）として、
「（定款）
第８条 省略
２ 定款の変更は、設立団体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、この限りではない。
３―４ 省略」と、わざわざ、条文のうち、第２項の変更が「軽微」な場
合には、まず、議会の議決が必要ない旨だけが強調されるように、添付されて
いる。

