
   

 

 

公立大学法人福知山公立大学定款 
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附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この公立大学法人は、教育のまち福知山における「学びの拠点」とし

て、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）

に基づき、大学を設置し、及び管理することにより、総合的な知識と専門的

な学術を深く教授研究するとともに、地域協働型教育研究を積極的に展開す

ることにより、地域に根ざし、世界を視野に活躍できる高度な知識及び技能

を有する人材を育成し、北近畿地域の持続可能な地域社会の形成と地方創生

に寄与することを目的とする。 

（名称） 

第２条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人福知山公立大学（以下「法

人」という。）とする。 

（大学の設置） 

第３条 法人は、第１条の目的を達成するため、福知山公立大学（以下「公立

大学」という。）を福知山市字堀３３７０番地に設置する。 

（設立団体） 

第４条 法人の設立団体は、福知山市とする。 

（事務所の所在地） 

第５条 法人は、事務所を福知山市字堀３３７０番地に置く。 

（法人の種別） 

第６条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

（公告の方法） 



   

 

 

第７条 法人の公告は、福知山市公告掲示板及び法人の事務所の掲示場への掲

示並びに福知山市公報への掲載及びインターネットの利用により行う。 

第２章 役員等 

第１節 役員 

（定数） 

第８条 法人に、役員として、理事長１人、理事５人以内及び監事２人を置く。 

２ 法人に、副理事長を置かないものとする。 

（職務及び権限） 

第９条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長は、第１６条各号に掲げる事項について決定をしようとするときは、

第１４条に規定する理事会の議を経なければならない。 

３ 理事は、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときは 

あらかじめ理事長が指定した順序により、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。 

４ 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、福知山市の

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、法人が次に掲げる書類を福知山市長（以下「市長」という。）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。 

(１）法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の法第

１３条第６項第１号に規定する総務省令で定める書類 

(２)その他福知山市の規則で定める書類 

７ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市

長に意見を提出することができる。 

（理事長の任命等） 

第 10条 理事長の任命は、法人の申出により、市長が行う。 

２ 理事長は、公立大学の学長（以下「学長」という。）となるものとする。 

３ 学長となる理事長を選考するため、法人に理事長選考会議（以下「選考会

議」という。）を置く。 

４ 選考会議は、委員６人で組織し、選考会議の委員（以下この条において「委

員」という。）は、次に掲げる委員各３人をもって充てる。 

(１)第１７条第２項第２号から第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２０条第２項第３号から第５号までに掲げる者の中から同条第１項に

規定する教育研究審議会において選出された者 



   

 

 

５ 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。 

６ 議長は、選考会議を主宰する。 

７ 第４項から前項までに定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選

考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。 

（理事の任命等） 

第 11条 理事は、理事長が任命する。 

２ 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職

員でない者が含まれるようにしなければならない。 

（監事の任命） 

第 12条 監事は、市長が任命する。 

（任期） 

第 13条 学長となる理事長の任期は、４年とし、再任されることができる。 

２ 理事の任期は、４年とする。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任

命する理事長の任期の末日以前でなければならない。 

３ 監事の任期は、任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものにつ

いての法第３４条第１項に規定する財務諸表の承認の日までとする。 

４ 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の

任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの第１１条第２項の規定の

適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。 

５ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第２節 理事会 

（設置及び構成） 

第 14条 法人に理事会を置き、理事長及び理事をもって組織する。 

（招集及び議事） 

第 15条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、理事会の構成員のうち２人以上から会議の目的たる事項を記載

した書面を付して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

５ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

６ 監事は、理事会において意見を述べることができる。 

（議決事項） 

第 16条 理事会の議決事項は、次のとおりとする。 

(１)中期目標についての意見（法第７８条第３項の規定により法人が市長に対

し述べる意見をいう。以下同じ。）及び年度計画（法第２７条第１項の規定



   

 

 

により法人が定める計画をいう。以下同じ。）に関する事項 

(２)法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項 

(３)学則、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重要な規程の制定又は改廃に関する

事項 

(４)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

(５)公立大学、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 

(６)人事の方針に関する事項 

(７)組織及び運営並びに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 

(８)その他理事会が定める重要事項 

第３章 審議機関 

第１節 経営審議会 

（設置及び構成） 

第 17条 法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、法人に経営審議

会を置く。 

２ 経営審議会は、委員１０人以内で組織し、経営審議会の委員（以下この節

において「委員」という。）は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１)理事長 

(２)理事長が指名する理事 

(３)理事長が指名する職員 

(４)法人の役員又は職員でない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、理事長が任命する者 

３ 前項第４号に掲げる委員の数は、委員の総数の２分の１以上とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、第２項第１号から第２号までに掲げ

る委員の任期については、当該職にある期間とする。 

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。 

（招集及び議事） 

第 18条 経営審議会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面を

付して請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。 

３ 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

５ 経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 



   

 

 

（審議事項） 

第 19条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(１)中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のう

ち、法人の経営に関するもの 

(２)法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の

経営に関するもの 

(３)重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの 

(４)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

(５)公立大学、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 

(６)職員の人事に関する事項のうち、定数管理その他の法人の経営に関するも

の 

(７)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 

(８)その他法人の経営に関する重要事項 

第２節 教育研究審議会 

（設置及び構成） 

第 20条 公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、法人に

教育研究審議会を置く。 

２ 教育研究審議会は、委員１４人以内で組織し、教育研究審議会の委員（以

下この節において「委員」という。）は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１)学長となる理事長（以下この節において「理事長」という。） 

(２)理事長が指名する理事 

(３)学部、学科その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、理事長が指名す

る者 

(４)理事長が指名する職員 

(５)法人の役員又は職員でない者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見

を有する者のうちから、理事長が指名する者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、第２項第１号から第２号までに掲げ

る委員のうち役員である者の任期については、当該職にある期間とする。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

（招集及び議事） 

第 21条 教育研究審議会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面を

付して請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。 

３ 教育研究審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができ



   

 

 

ない。 

５ 教育研究審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

（審議事項） 

第 22条 教育研究審議会は、次に掲げる事項について審議する。 

(１)中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のう

ち、公立大学の教育研究に関するもの 

(２)法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、公立大

学の教育研究に関するもの 

(３)重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、公立大学の教育研究に関

するもの 

(４)教育課程の編成に関する方針に係る事項 

(５)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 

(６)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 

(７)教員の人事に関する事項のうち、人事の方針及び基準に関するもの（第１

９条第６号に係るものを除く。） 

(８)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 

(９)その他公立大学の教育研究に関する重要事項 

第４章 業務の範囲及びその執行 

（業務の範囲） 

第 23条 法人は、次に掲げる業務を行う。 

(１)公立大学を設置し、これを運営すること。 

(２)学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助

を行うこと。 

(３)法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他

の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

(４)地域の生涯学習の充実に資する多様な学習機会を提供すること。 

(５)公立大学における教育研究成果の普及及び活用を通じ、地域社会及び国際

社会に貢献すること。 

(６)前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

（業務方法書） 

第 24条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、

業務方法書の定めるところによる。 

 



   

 

 

第５章 資本金等 

（資本金） 

第 25条 法人の資本金については、別表第１及び別表第２に掲げる資産を福知

山市が出資するものとし、当該資本金の額は、当該資産について、出資の日

における時価を基準として福知山市が評価した価額の合計額とする。 

（解散に伴う残余財産の帰属） 

第 26条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産が

あるときは、当該残余財産を福知山市に帰属させる。 

第６章 雑則 

（規程への委任） 

第 27条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるも

ののほか、理事長が別に定める規程による。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。 

 （最初の理事長の任命の特例等） 

２ 第１０条第１項の規定に関わらず、法人の成立後最初の理事長の任命は、

法人の申出に基づくことを要しないものとし、市長が行う。 

３ 法人が設置する公立大学の成立後最初の学長となる理事長の任期は、４年

とする。 

附 則 

この定款の変更は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

別表第１（第２５条関係） 

資産の

種 別 
所在地 地目 地積(㎡) 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番３ 学校敷地 ４７６．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番４ 学校敷地 ９８６．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番６ 学校敷地 ３，４１４．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番２７ 学校用地 ７１．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番２８ 学校敷地 ５４５．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番２９ 学校敷地 １５７．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番３０ 学校敷地 ４６５．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番３２ 学校敷地 ３６０．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番３４ 学校敷地 １，０３９．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番３５ 学校敷地 １，３２２．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番３７ 学校用地 １６４．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番３８ 学校用地 ３５．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番４６ 学校敷地 ２７．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番５５ 学校用地 ２７０．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番５６ 学校敷地 ９０１．００ 

土地 福知山市字堀小字堀山５１４番２ 学校用地 ５４７．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番８ 学校用地 ５，２３５．００ 



   

 

 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番１ 学校用地 ９１７．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番２ 学校用地 ４５．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番３ 学校敷地 ６７．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番８ 用悪水路 ２．７４ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番９ 学校用地 ６．６９ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４５番２ 学校用地 ６３８．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４５番１０ 学校用地 １０９．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番４８ 学校敷地 １５６．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番３９ 学校用地 １６．００ 

土地 福知山市字天田小字武者ヶ谷１２６番２ 学校用地 ７４７．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番１２ 雑種地 １７．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番１３ 雑種地 ４０．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番１４ 雑種地 ２９．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４５番１ 原野 ８１８．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４５番３ 原野 １７６．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４５番４ 用悪水路 １６．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４５番１１ 雑種地 ３２．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４６番１ 原野 １，５９７．００ 



   

 

 

土地 福知山市字堀小字西山１７４６番２ 山林 ６５６．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４６番５ 山林 １０９．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４６番６ 雑種地 ２６．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４６番７ 雑種地 ７２．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４６番８ 雑種地 ６．７０ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４６番９ 雑種地 ０．０１ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番１ 原野 ９．９１ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番５ 原野 ９．９１ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番６ 原野 ９．９１ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番７ 原野 ９．９１ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番２８ 原野 ３６．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番２９ 原野 ３６．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番３５ 原野 １３８．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番４１ 原野 １８４．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番４９ 原野 ２３．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番７８ 原野 ３２４．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番７９ 雑種地 ４３．００ 

土地 福知山市字堀小字武者ヶ谷３３８４番８０ 原野 ２９０．００ 



   

 

 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番１１ 原野 ３４６．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番１２ 原野 １４４．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番５２ 原野 ９４．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番５４ 雑種地 ２１．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３９０番３ 学校敷地 ７４７．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３９０番２ 学校敷地 ８１０．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３９０番８ 学校敷地 １８．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３９０番９ 養水池 ７７４．００ 

土地 福知山市字堀小字堀山５１６番２ 学校用地 １４６．００ 

土地 福知山市字堀小字堀山５１５番 学校敷地 １，１１４．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番４ 学校敷地 ５９．００ 

土地 福知山市字堀小字西山１７４２番６ 学校用地 ２１．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番５ 学校用地 １，１１３．００ 

土地 福知山市字堀小字小谷３３７０番９ 学校敷地 ９３７．００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

別表第２（第２５条関係） 

資産の 

種 別 
所在地 名称 構造 延床面積(㎡) 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番８ 外 

１号館 

鉄筋コンクリー

ト造陸屋根５階

建 

２，３６２．６５ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番６ 外 

２号館 

鉄骨鉄筋コンク

リート造陸屋根

３階建 

１，１０９．２４ 

厚生棟 
鉄骨造亜鉛メッ

キ鋼板葺２階建 
４８０．００ 

警備員室 木造瓦葺平家建 １６２．０６ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７ ０ 番 ３ ４ 

外 

４号館 

鉄筋コンクリー

ト造コンクリー

ト屋根地下１階

付５階建 

６，４７１．７０ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番６ 外 

福祉棟 

鉄筋コンクリー

ト造コンクリー

ト屋根地下１階

付２階建 

１，１２３．４７ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

９０番１ 外 

食堂 
鉄骨造瓦葺平家

建 
６３４．９９ 

食堂機械室 

鉄筋コンクリー

ト造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 

１１．２０ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番５ 外 

３号館 
鉄骨造亜鉛メッ

キ鋼板葺２階建 
１，７５６．０８ 

ポンプ室 

鉄筋コンクリー

ト造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 

７．５０ 

 


