平成１８年規則第８６号
国立大 学法 人奈良 教育 大学特 任教 員規則
平 成１ ８年８ 月３ １日
制

定

改正

平成 １９年

３ 月２３ 日規 則第２ ３号

改正

平成 １９年 １０ 月１８ 日規 則第６ ５号

改正

平成 ２０年

３ 月２０ 日規 則第３ １号

改正

平成 ２３年

９ 月２２ 日規 則第３ ８号

改正

平成 ２３年 １２ 月２２ 日規 則第５ ７号

改正

平成 ２７年

３ 月２７ 日規 則第２ ８号

改正

平成 ２８年

３ 月２５ 日規 則第１ ７号

（趣旨 ）
第１条

こ の規則 は、 国立大 学法 人奈良 教育 大学教 員の 任期に 関す る規則 （以 下「任 期規 則 」

という。）第２条 別表（４）に基 づき、国 立 大学法 人奈 良教育 大学（以下「本 学」とい う 。）
におい て雇 用する 特任 教員に 関し 、必要 な事 項を定 める 。
（目的 ）
第２条

特 任教員 は、本学学 部及 び大学 院等 の教育 研究 におい て、教育指 導全 般、教 育実 践 分

野にお ける 高度な 専門 職教育 又は 特別な 教育 研究プ ロジ ェクト 等に 参画等 し 、もって 本学 の
教育研 究活 動の一 層の 推進及 び活 性化に 資す ること を目 的とす る。
（資格 ）
第３条

特 任教員 は、 次の各 号の いずれ かに 掲げる 者と する。

一

教 育指 導全般 に関 して、 優れ た知識 及び 経験を 有す る者

二

教育実践分野における高度な専門職教育に関して、高度な実務上の実績を有する者
（以下 「実 務家教 員」 という 。）

三

特 別な 教育研 究プ ロジェ クト に参画 する うえで 、教 育研究 、国 際学術 交流 、産 学 官 連
携、地 域貢 献等の 顕著 な事業 実績 を有す る者

四
２

そ の他 、学長 が教 育研究 上、 特に必 要と 認める 者

特 任教 員は、 特任 教授、 特任 准教授 、特 任講師 、特 任助教 又は 特任助 手と する。

（職務 ）
第４条

特 任教員 は、本学学 部及 び大学 院等 の教育 研究 におい て、教育指 導全 般、教 育実 践 分

野にお ける 専門職 教育 、特 別な 教 育研究 プロ ジェク ト又 は学長 が特 に必要 と認 める分 野の 教
育研究 に従 事する 。
（配置 計画 ）
第５条

学 長は、職種 、職務 、雇 用期間 、雇 用理由 及び その他 必要 な事項 を明 らかに した 配 置

計画案 を策 定し 、教 育 研究評 議会（以 下「評 議会 」と い う。）の審 議を経 て教 授会に 報告 す
る。
（選考 ）
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第６条
２

特 任教員 の選 考は、 教授 会及び 評議 会の議 を経 て、学 長が 行う。

学 長は 、前条の 配 置計画 に基 づき副 学長 及び講 座主 任等に 特任 教員候 補適 任者の 推薦 を 依
頼する もの とし、 選考 に当た って は原則 とし て教授 会に 審議を 付託 する。

３

教 授会 は、推薦 の あった 特任 教員候 補適 任者に つい て人事 委員 会によ る予 備的審 査を 行 っ
た上で 選考 を行い 、そ の結果 を評 議会に 報告 する。

４

学 長が 特に必 要と 認める 場合 には、第２ 項の定 めに かかわ らず 、評議 会の 議を経 て、特 任
教員候 補者 の選考 を行 うこと がで きる。

（実務 家教 員の選 考等 ）
第７条

特 任教員 のう ち実務 家教 員の推 薦、資格審 査の 基準及 び選 考の手 続に 関して は、別 に

定める もの とする 。
（契約 ）
第８条

学 長は 、特任 教員を 雇用 する場 合は 、当 該者と の間で 所定 の様式 によ る契約 を締 結 す

る。
（契約 期間 ）
第９条

特 任教員 の契 約期間 は、１事業 年度 の範囲 内で 定める もの とする 。た だし、学長 が 必

要と認 める 場合は 、１ 年の範 囲内 で延長 する ことが でき る。
２

前 項の 規定に かか わらず、教 育研究 プロ ジェク トに 配置し た特 任教員 及び 学長が 特に 必 要
と認め て配 置した 特任 教員の 契約 期間は 、３ 年以内 の期 間で定 める ことが でき る。ま た、学
長が必 要と 認める 場合 は、３ 年の 範囲内 で契 約期間 を延 長する こと ができ る。

３

前 ２項 に定め る契 約期間（延 長を含 む）につい ては 、本学 との 通算契 約期 間（労 働契 約 法
第１８条及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等
の効率的推進等に関する法律第１５条の２に規定する通算契約期間をいう。以下同じ。） １ ０
年を超 える ことが でき ない。

４

通 算契 約期間 は、平成２ ５年 ４月１ 日以 降の雇 用契 約を通 算す るもの とす る。た だし 、通
算を行 う期 間中に 、労 働契約 法第 １８条 第２ 項に規 定す る空白 期間 がある 場合 は、同規 定 に
基づき 取扱 うもの とす る。

５

特 任教 員の契 約期 間は、当 該 者が満 ７０ 歳に達 した 日以後 にお ける最 初の ３月３ １日 を 超
えるこ とが できな い。

（勤務 条件 ）
第１０ 条

特任教 員は 非常勤 とし 、勤務 態様 、勤務 時間 及び勤 務場 所は、第８ 条に規 定す る 個

別の契 約の 定めに よる 。
２

特 任教 員の報 酬は 年俸と し、 その額 は学 長が個 別に 定める 。

３

特 任教 員の退 職手 当は、 支給 しない 。

（その 他）
第１１ 条

この規 則に 定める もの のほか 、特 任教員 の就 業に関 し必 要な事 項は 、国 立大学 法 人

奈 良 教 育大 学 教 職 員就 業 規 則 （平 成 １ ６ 年国 立 大 学 法人 奈 良 教 育大 学 規 則 第４ ３ 号 ） を 準 用
する。
（雑則 ）
第１２条

この規則に定めるもののほか、特任教員に関し必要な事項（学内の職務範囲を含
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む。） は、 別に定 める 。
附

則

この規 則は 、平成 １８ 年８月 ３１ 日から 施行 する。
附

則 （平 成１９ 年規 則第３ ７号 ）

この規 則は 、平成 １９ 年４月 １日 から施 行す る。
附

則 （平 成１９ 年規 則第６ ５号 ）

この規 則は 、平成 １９ 年１０ 月１ ８日か ら施 行する 。
附

則 （平 成２０ 年規 則第３ １号 ）

この規 則は 、平成 ２０ 年３月 ２０ 日から 施行 する。
附

則 （平 成２３ 年規 則第３ ８号 ）

１

こ の規 則は、 平成 ２３年 １０ 月１日 から 施行し 、平 成２４ 年４ 月１日 から 適用す る。

２

平成２３年度に配置されている特任教員のうち、プロジェクトに配置されている特任教
員については、最初の採用日から３年を１契約期間と見なすことができる。引き続き契約
更新し てい る場合 につ いても ３年 間を１ 契約 期間と する ことが でき る。
附

則 （平 成２３ 年規 則第５ ７号 ）

この規 則は 、平成 ２４ 年４月 １日 から施 行す る。
附

則 （平 成２７ 年規 則第２ ８号 ）

この規 則は 、平成 ２７ 年４月 １日 から施 行す る。
附

則 （平 成２８ 年規 則第１ ７号 ）

この規則は、平成２８年３月２５日から施行し、平成２８年４月１日以降の雇用契約を締結
する者 に適 用する 。
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