
 

平成31年 №16 

○国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部を改正する規則 

 

改正理由 

委員会再編，センター再編及び事務組織再編に伴い，所要の改正を行うもので

ある。 

 

 

 

 



 

国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部を改正する規則を次のように制

定する。 

 

平成31年３月25日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

平成31年規則第１号 

国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部を改正する規則 

 

 

 国立大学法人東京学芸大学事務組織規則（平成16年規則第３号）の一部につい

て，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部改正について 

 

改正理由：委員会再編，センター再編及び事務組織再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

 〔省略〕 

 

第２章 組織 

（部等） 

第３条 事務局に，学務部，総務部及び財務・研究推進部を置く。 

（課） 

第４条 学務部に，次の６課を置く。 

 (1)～(6) 〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

２ 総務部に，次の６課及び担当課長１人を置く。 

 (1)～(4) 〔省略〕 

 (5) 学術情報課 

 (6) 情報基盤課 

３ 財務・研究推進部に，次の５課を置く。 

 (1)～(3) 〔省略〕 

 (4) 研究支援課 

 (5) 学系支援課 

 （課に置く室） 

第５条 学務課に，大学院室を置く。 

２ 総務課に，基金事務室を置く。 

３ 学術情報課に，大学史資料室事務室を置く。 

（係） 

第６条 第２条の室及び第４条の課に，別表に掲げる係を置く。 

 

第３章 所掌事務 

 

 〔省略〕 

 

第２章 組織 

 （部等） 

第３条 事務局に，学務部，教育研究支援部，総務部及び財務施設部を置く。 

（課） 

第４条 学務部に，次の６課を置く。 

 (1)～(6) 〔省略〕 

２ 教育研究支援部に，次の４課及び１室を置く。 

 (1) 研究支援課 

 (2) 学系支援課 

 (3) 学術情報課 

 (4) 情報基盤課 

 (5) 大学史資料室事務室 

３ 総務部に，次の４課を置く。 

 (1)～(4) 〔省略〕 

  

 

４ 財務施設部に，次の３課を置く。 

 (1)～(3) 〔省略〕 

 

 

 （課に置く室） 

第５条 学務課に，大学院室を置く。 

２ 総務課に，基金事務室を置く。 
 

（係） 

第６条 第２条の室及び第４条の課に，別表に掲げる係を置く。 

 

第３章 所掌事務 



    第１節 学務部 

 

  〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第１節 学務部 

 

  〔省略〕 

 

第２節 教育研究支援部 

 （研究支援課） 

第１２条 研究支援課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 教育研究支援の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

 (2) 研究助成に関すること。 

 (3) 教育実践研究推進本部に関すること。 

 (4) 産業界等との研究協力に関すること。 

 (5) 知的財産（財産管理に関することを除く。）に関すること。 

 (6) 競争的資金等（財務課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

 (7) 科学研究費助成事業（経理課の所掌に属するものを除く。）の応募等に関

すること。 

 (8) 研究員の派遣及び受入れに関すること。 

 (9) 紀要の出版に関すること。 

 (10)広報に係る連絡調整に関すること。 

 (11)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 (12)その他教育研究支援事務で他の課の所掌に属さないものを処理すること。 

 （学系支援課） 

第１３条 学系支援課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 教員の人事に関すること。 

 (2) 教員の勤務時間，休暇，出張，研修，兼業等に関すること。 

 (3) 教授会等の会議に関すること。 

 (4) 学系長等の選挙に関すること。 

 (5) 教室構成員に関すること。 

 (6) 旅費，公務外出及び謝金の請求事務に関すること。 

 (7) 教員の給与・共済組合事務の補助に関すること。 

 (8) 放射性同位元素実験施設に関すること。 

 (9) 環境教育研究センター，教育実践研究支援センター，教員養成カリキュラ

ム開発研究センター及び理科教員高度支援センター（以下「センター」とい

う。） 

  の事業に関すること。 

 (10)センターの利用に関すること。 

 (11)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 (12)その他学系等支援事務に関すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 総務部 

 （総務課） 

 （学術情報課） 

第１４条 学術情報課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 附属図書館（以下「図書館」という。）に関し，総括し，及び連絡調整す

ること。 

 (2) 図書館資料の購入及び役務契約（経理課の所掌に属するものを除く。）に

関すること。 

 (3) 図書館資料の登録，利用及び保存に関すること。 

 (4) 図書館資料の資産管理に関すること。 

 (5) 参考調査に関すること。 

 (6) 情報リテラシー教育支援に関すること。 

 (7) 図書館資料の相互利用に関すること。 

 (8) 図書館資料のデジタル化及び発信に関すること。 

 (9) 所掌事務の会計監査（監査室に属するものを除く。）に関すること。 

 (10)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 (11)その他図書館及び学術情報に関すること。 

 （情報基盤課） 

第１５条 情報基盤課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 全学の情報化の企画立案及び調整に関すること。 

 (2) 全学の情報化の基盤整備に関すること。 

 (3) 全学の情報化の普及，調査等に関すること。 

 (4) 情報基盤整備推進本部の業務に関し，連絡調整すること。 

 (5) 全学の情報セキュリティに関すること。 

 (6) 情報処理センターの事業及び運営・利用に関すること。 

 (7) 事務情報システムの導入及び維持管理支援に関すること。 

 (8) 大学情報データベースに関すること。 

 (9) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 (10)その他情報化事務に関すること。 

 （大学史資料室事務室） 

第１６条 大学史資料室事務室においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさ

どる。 

 (1) 大学史資料の整理及び保存に関すること。 

 (2) 大学史資料の公開に関すること。 

 (3) 大学史資料室の設置準備及び管理・運営に関し必要なこと。 

 (4) その他大学史資料に関すること。 

 

    第３節 総務部 

 （総務課） 



第１２条 総務課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(14) 〔省略〕 

２ 基金事務室においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(3)  〔省略〕 

 （人事課） 

第１３条 人事課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(13) 〔省略〕 

 （広報企画課） 

第１４条 広報企画課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(2) 広報戦略推進本部の業務に関し，連絡調整すること。 

(3)～(10)  〔省略〕 

（附属学校課） 

第１５条 附属学校課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1)～(13) 〔省略〕 

（学術情報課） 

第１６条 学術情報課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 附属図書館（以下「図書館」という。）に関し，総括し，及び連絡調整す

ること。 

(2) 図書館資料の購入及び役務契約（経理課の所掌に属するものを除く。）に

関すること。 

(3) 図書館資料の登録，利用及び保存に関すること。 

 (4) 図書館資料の資産管理に関すること。 

 (5) 参考調査に関すること。 

 (6) 情報リテラシー教育支援に関すること。 

 (7) 図書館資料の相互利用に関すること。 

 (8) 図書館資料のデジタル化及び発信に関すること。 

 (9) 所掌事務の会計監査（監査室に属するものを除く。）に関すること。 

 (10)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(11)その他図書館及び学術情報に関すること。 

２ 大学史資料室事務室においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学史資料の整理及び保存に関すること。 

 (2) 大学史資料の公開に関すること。 

 (3) 大学史資料室の設置準備及び管理・運営に関し必要なこと。 

(4) その他大学史資料に関すること。 

 （情報基盤課） 

第１７条 情報基盤課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

第１７条 総務課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(14) 〔省略〕 

２ 基金事務室においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(3)  〔省略〕 

 （人事課） 

第１８条 人事課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(13) 〔省略〕 

 （広報企画課） 

第１９条 広報企画課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(2) 広報戦略室の業務に関し，連絡調整すること。 

(3)～(10)  〔省略〕 

 （附属学校課） 

第２０条 附属学校課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(13) 〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1) 全学の情報化の企画立案及び調整に関すること。 

 (2) 全学の情報化の基盤整備に関すること。 

 (3) 全学の情報化の普及，調査等に関すること。 

 (4) 情報基盤整備推進本部の業務に関し，連絡調整すること。 

 (5) 全学の情報セキュリティに関すること。 

 (6) ＩＣＴセンターの事業及び運営・利用に関すること。 

 (7) 事務情報システムの導入及び維持管理支援に関すること。 

 (8) 大学情報データベースに関すること。 

 (9) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(10)その他情報化事務に関すること。 

（担当課長の職務） 

第１８条 担当課長は，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 特定教育課題対応センター機構の運営に関すること並びに教育インキュベ

ーションセンター及び教員養成開発連携センターの事業に関すること。 

(2) 次世代教育研究推進機構の業務に関すること。 

(3) 東京学芸大Explayground推進機構との連携・協力に関すること。 

(4) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(5) その他教育インキュベーション推進に関すること。 

 

第３節 財務・研究推進部 

（財務課） 

第１９条 財務課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(19) 〔省略〕 

 （経理課） 

第２０条 経理課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(15) 〔省略〕 

 （施設課） 

第２１条 施設課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(17) 〔省略〕 

 （研究支援課） 

第２２条 研究支援課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 教育研究支援の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

 (2) 研究助成に関すること。 

 (3) 教育実践研究推進本部に関すること。 

 (4) 産業界等との研究協力に関すること。 

 (5) 知的財産（財産管理に関することを除く。）に関すること。 

 (6) 競争的資金等（財務課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第４節 財務施設部 

 （財務課） 

第２１条 財務課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(19) 〔省略〕 

 （経理課） 

第２２条 経理課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(15) 〔省略〕 

  （施設課） 

第２３条 施設課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(17) 〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7) 科学研究費助成事業（経理課の所掌に属するものを除く。）の応募等に関

すること。 

 (8) 研究員の派遣及び受入れに関すること。 

 (9) 紀要の出版に関すること。 

 (10)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 (11)その他研究支援に関すること。 

 （学系支援課） 

第２３条 学系支援課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 教員の人事に関すること。 

 (2) 教員の勤務時間，休暇，出張，研修，兼業等に関すること。 

 (3) 教授会等の会議に関すること。 

 (4) 学系長等の選挙に関すること。 

 (5) 教室構成員に関すること。 

 (6) 旅費，公務外出及び謝金の請求事務に関すること。 

 (7) 教員の給与・共済組合事務の補助に関すること。 

 (8) 放射性同位元素実験施設に関すること。 

 (9) 大学機能強化センター機構及び現職教員支援センター機構の運営に関する

こと並びに次世代教育研究センター，環境教育研究センター，特別支援教育

・教育臨床サポートセンター及び理科教員高度支援センターの事業に関する

こと。 

 (10)前号に規定するセンターの利用に関すること。 

 (11)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(12)その他学系等支援事務に関すること。 

 

第４節 学長室 

第２３条の２ 学長室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学の将来構想及び中期目標・中期計画に関し，企画立案し，及び連絡調

整すること。 

 (2) 戦略評価推進本部の業務に関し，連絡調整すること。 

 (3)～(7) 〔省略〕 

 

 〔省略〕 

 

第４章 職員 

 （事務局長） 

第２５条 事務局に，事務局長を置く。 

２ 事務局長は，学長の監督の下に，事務局の事務を掌理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節の２ 学長室 

第２３条の２ 学長室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学の将来構想及び中期目標・中期計画に関し，企画立案し，及び連絡調

整すること。 

 (2) 戦略評価室の業務に関し，連絡調整すること。 

 (3)～(7) 〔省略〕 

 

 〔省略〕 

 

第４章 職員 

 （事務局長） 

第２５条 事務局に，事務局長を置く。 

２ 事務局長は，学長の監督の下に，事務局の事務を掌理する。 



 

 

 

 

 （部長） 

第２６条 部に，部長を置く。 

２ 部長は，上司の命を受け，部の事務を処理する。 

 （副部長） 

第２７条 部に，副部長を置くことができる。 

２ 副部長は，課長を兼務する。 

３ 副部長は，事務局長の命を受け特定の業務を処理するとともに，部長の職務

を助ける。 

 （学長室長） 

第２８条 学長室に室長を置く。 

２ 学長室長は，上司の命を受け，室の事務を処理する。 

 （監査室長） 

第２９条 監査室に室長を置く。 

２ 監査室長は，上司の命を受け，室の事務を処理する。 

 （課長） 

第３０条 課に，課長を置く。 

２ 課長は，上司の命を受け，課の事務を処理する。 

３ 課長は，課に所属する職員に対し，当該所掌事務に加え，その他の事務を処

理させることができる。 

 （担当課長） 

第３１条 部に特定の業務を担当する課長を置くことができる。 

２ 担当課長は，上司の命を受け，特定の業務を処理する。 

 （副課長） 

第３２条 課に，副課長を置くことができる。 

２ 副課長は，上司の命を受け特定の事務を処理するとともに，課長の職務を助

け課の事務を整理する。 

 （専門員） 

第３３条 部，課又は室に，専門員を置くことができる。 

２ 専門員は，上司の命を受け，課又は室の所掌事務若しくは担当課長の職務の

うち高度の専門的知識又は経験を必要とする特定分野の事務を直接処理すると

ともに，専門的見地から課長又は室長若しくは担当課長を補佐する。 

 （事務長） 

第３４条 附属学校課に，事務長を置くことができる。 

 （事務局参事役） 

第２６条 事務局に，事務局参事役を置く。 

２ 事務局参事役は，上司の命を受け，事務局の事務に関する重要事項の企画及

び立案を行う。 

 （部長） 

第２７条 部に，部長を置く。 

２ 部長は，上司の命を受け，部の事務を処理する。 

 （副部長） 

第２８条 部に，副部長を置くことができる。 

２ 副部長は，課長を兼務する。 

３ 副部長は，事務局長の命を受け特定の業務を処理するとともに，部長の職務

を助ける。 

 （学長室長） 

第２８条の２ 学長室に室長を置く。 

２ 学長室長は，上司の命を受け，室の事務を処理する。 

 （監査室長） 

第２９条 監査室に室長を置く。 

２ 監査室長は，上司の命を受け，室の事務を処理する。 

 （課長） 

第３０条 課に，課長を置く。 

２ 課長は，上司の命を受け，課の事務を処理する。 

３ 課長は，課に所属する職員に対し，当該所掌事務に加え，その他の事務を処

理させることができる。 

 （担当課長） 

第３０条の２ 部に特定の業務を担当する課長を置くことができる。 

２ 担当課長は，上司の命を受け，特定の業務を処理する。 

 （副課長） 

第３１条 課に，副課長を置くことができる。 

２ 副課長は，上司の命を受け特定の事務を処理するとともに，課長の職務を助

け課の事務を整理する。 

 （専門員） 

第３２条 課又は室に，専門員を置くことができる。 

２ 専門員は，上司の命を受け，課又は室の所掌事務のうち高度の専門的知識又

は経験を必要とする特定分野の事務を直接処理するとともに，専門的見地から

課長又は室長を補佐する。 

 （事務長） 

第３２条の２ 附属学校課に，事務長を置くことができる。 



２ 事務長は，上司の命を受け，附属学校課の所掌事務のうち高度の専門的知識

又は経験を必要とする特定分野の事務を直接処理するとともに，特定の附属学

校を統括する。 

 （課に置く室長） 

第３５条 課に置く室に室長を置き，副課長又は専門員をもって充てる。 

 （専門職員） 

第３６条 課に，専門職員を置くことができる。 

２ 専門職員は，上司の命を受け，課の所掌事務のうち専門的知識又は経験を必

要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。 

 （係長） 

第３７条 係に，係長を置く。 

２ 係長は，上司の命を受け，係の事務を処理する。 

 

   第５章 補則 

（補則） 

第３８条 事務局長は，事務局の業務を処理する上で必要がある場合は，第26条

から第37条までに規定する職員以外の職員を置くことができる。 

 （規則の改廃） 

第３９条 この規則の改廃は，事務局長を経て学長が定める。 

 

  〔省略〕 

 

 

別表（第６条関係） 

学務部 学務課 総務係 

   教育実習係 

   教務企画係 

   教務第一係 

   教務第二係 

   教務第三係 

   教務第四係 

  大学院室 修士課程係 

   博士課程係 

２ 事務長は，上司の命を受け，附属学校課の所掌事務のうち高度の専門的知識

又は経験を必要とする特定分野の事務を直接処理するとともに，特定の附属学

校を統括する。 

 （部及び課に置く室長） 

第３３条 部及び課に置く室に室長を置き，副課長又は専門員をもって充てる。 

 （専門職員） 

第３４条 課に，専門職員を置くことができる。 

２ 専門職員は，上司の命を受け，課の所掌事務のうち専門的知識又は経験を必

要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。 

 （係長） 

第３５条 係に，係長を置く。 

２ 係長は，上司の命を受け，係の事務を処理する。 

 

   第５章 補則 

（補則） 

第３６条 事務局長は，事務局の業務を処理する上で必要がある場合は，第25条

から第33条までに規定する職員以外の職員を置くことができる。 

 （規則の改廃） 

第３７条 この規則の改廃は，事務局長を経て学長が定める。 

 

  〔省略〕 

 

 

別表（第６条関係） 

学務部 学務課 総務係 

   教育実習係 

   教務企画係 

   教務第一係 

   教務第二係 

   教務第三係 

   教務第四係 

  大学院室 修士課程係 

   博士課程係 



   教職大学院係 

 教育企画課 免許状更新講習・教育企画係 

   資格認定試験係 

   教育調査・現職教育係 

 学生課 厚生係 

   学生支援係 

   課外教育係 

   学生生活係 

 キャリア支援課 キャリア支援係 

   教員就職係 

   企業就職係 

 入試課 学部入試係 

   大学院入試係 

   連合大学院入試係 

 国際課 国際企画係 

   留学生支援係 

  短期留学係 

総務部 総務課 総務係 

  法規係 

  調整係 

  基金事務室  

 人事課 人事係 

   給与第一係 

   給与第二係 

   職員係 

 広報企画課 地域連携係 

   広報係 

   教職大学院係 

 教育企画課 免許状更新講習・教育企画係 

   資格認定試験係 

   教育調査・現職教育係 

 学生課 厚生係 

   学生支援係 

   課外教育係 

   学生生活係 

 キャリア支援課 キャリア支援係 

   教員就職係 

   企業就職係 

 入試課 学部入試係 

   大学院入試係 

   連合大学院入試係 

 国際課 国際企画係 

   留学生支援係 

  短期留学係 

  国際事業係 

教育研究支援部 研究支援課 総務係 

   研究協力係 

 学系支援課 総合教育科学系事務係 

   人文社会科学系事務係 

   自然科学系事務係 

   芸術・ｽﾎﾟｰﾂ科学系事務係 

   研究センター係 

 学術情報課 学術企画係 

   図書情報係 



 附属学校課 企画調整係 

   附属学校第一係 

   附属学校第二係 

   世田谷地区事務係 

   小金井地区事務係 

   大泉地区事務係 

   竹早地区事務係 

   高等学校事務係 

   特別支援学校事務係 

 学術情報課 学術企画係 

   図書情報係 

   雑誌情報係 

   利用者支援係 

   情報リテラシー係 

  大学史資料室事務室 

 情報基盤課 情報基盤係 

   事務情報係 

   情報システム係 

財務・研究推進部 財務課 総務係 

   財務企画係 

   決算係 

   管財係 

 経理課 管理係 

  収入支出係 

   経理調達第一係 

   経理調達第二係 

   経理調達第三係 

   雑誌情報係 

   利用者支援係 

   情報リテラシー係 

 情報基盤課 情報基盤係 

   事務情報係 

   情報処理センター係 

 大学史資料室事務室  

総務部 総務課 総務係 

   法規係 

   調整係 

  基金事務室  

 人事課 人事係 

   給与第一係 

   給与第二係 

   職員係 

 広報企画課 広報係 

   地域連携係 

 附属学校課 企画調整係 

   附属学校第一係 

   附属学校第二係 

   世田谷地区事務係 

   小金井地区事務係 

   大泉地区事務係 

   竹早地区事務係 

   高等学校事務係 

   特別支援学校事務係 

財務施設部 財務課 総務係 



 施設課 施設企画係 

  施設計画係 

   建築係 

   電気係 

   機械係 

 研究支援課 総務係 

   研究協力係 

 学系支援課 総合教育科学系事務係 

   人文社会科学系事務係 

   自然科学系事務係 

  芸術・ｽﾎﾟｰﾂ科学系事務係 

   研究センター係 

学長室  調査係 

  評価企画係 

監査室  監査係 

 

 

   附 則 

この規則は，平成31年４月１日から施行する。 

 

   財務企画係 

   決算係 

   管財係 

 経理課 管理係 

  収入支出係 

   経理調達第一係 

   経理調達第二係 

   経理調達第三係 

 施設課 施設企画係 

  施設計画係 

   建築係 

   電気係 

   機械係 

学長室 

 

 調査係 

評価企画係 

監査室  監査係 

 

 

 


