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際教養際教養国際教養大学財産管理規程国際教養大学財産管理規程    

 

平成 16 年 4 月 1 日 

理 事 長 決 定 

規 程 第 9 4 号 

目次 

第１章 総則及び固定資産等（第１条－第２８条） 

第２章 物品（第２９条－第４３条） 

第３章 債権（第４４条－第４８条） 

附則 

 

第１章 総則及び固定資産等 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人国際教養大学の財産管理に関して必要な事項を定め、

その適正な管理に期することを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 財産の管理は、この規程の定めるところによる。ただし、図書については別に

定める。 

（用語の意義） 

第３条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）固定資産等 不動産及び取得価格又は時価評価額が５０万円以上の動産及び次

に掲げる各権利 地上権、地役権、鉱業権、その他これらに準ずる権利（その他

これらに準ずる権利とは、法律上確立している用益物権又は用益物権的性格を有

する権利をいう。）、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ず

る権利、株券、社債券、及び国際証券、その他これらに準ずる有価証券、出資（出

えん）による権利、不動産の信託の受益権 

（２）物品 固定資産等以外の動産 

（３）債権 

（固定資産等事務の総括） 

第４条 事務局長は、固定資産等の取得、管理及び処分の適正を期するため、固定資産

等の取得、管理、処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにすると

ともに必要な調整を行うものとする。 

(調査及び措置命令） 

第５条 理事長は、固定資産等の取得、管理、処分の適正を期するため、必要があると

認めるときは、事務局長に対し、財産について報告させ、用途の変更、用途の廃止、
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所管換その他必要な措置を命ずることができる。 

（固定資産等取得前の措置） 

第６条 事務局長は、固定資産等を取得しようとするときは、あらかじめ当該固定資産

等について調査を行い、権利その他特殊な義務があるときは、これを排除し、又は固

定資産取得後の使用目的を妨げないよう必要な措置を講じなければならない。 

（固定資産等の取得） 

第７条 事務局長は、寄附により財産を取得するときは、寄附申込書等、相手の意思を

確認できる書類及び寄附受納書により受け入れの手続きをしなければならない。 

（固定資産等の登記又は登録） 

第８条 事務局長は、登記又は登録を要する固定資産等を取得したときは、直ちにその

手続きをしなければならない。 

（固定資産等の維持保全） 

第９条 事務局長は、その所管する固定資産等の管理について、常に次の各号に掲げる

事項に注意し、その維持保全に努めなければならない。 

（１）固定資産等の維持、保全及び利用状況 

（２）固定資産等の貸付け状況及びその料金 

（３）固定資産等の増減及びその証拠書類 

（４）固定資産等の登記簿、登録簿及び財産台帳の記載事項並びに図面 

（５）火災、盗難等の予防措置 

（６）その他固定資産等管理上必要な事項 

（改築等） 

第１０条 事務局長は、その所管する建物等について、改築、移築、移転又は改造の工

事をしようとするときは、大学経営会議の承認を受けなければならない。 

（損害保険） 

第１１条 建物等については、その経済性を考慮して適当な保険に加入するものとする。 

（不動産及び動産の貸付け） 

第１２条 不動産及び動産（以下「貸付財産」という。）は、次の各号のいずれかに該

当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において貸付けすることができ

る。 

（１）大学の事務又は事業と密接な関係にある事務又は事業を行うことを目的として

いる団体が、その事務又は事業のため直接使用するとき。 

（２）学生、教職員、その他大学の施設を利用する者のため、食堂、売店その他の厚

生施設を設置するとき。 

（３）運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、や

むを得ないと認められるとき。 

（４）公共目的の講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。 
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（５）国又は地方公共団体が、公共又は公益の用に供するとき。 

（６）地域住民、団体が営利を目的としない用に使用するとき。 

（７）災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間使用

するとき。 

（８）交通事情等により公共団体が校舎敷地の一部を駐車場として使用する場合又は

公舎等の敷地を公共団体若しくは公共的団体が主催するスポーツ大会等に使用

する場合で使用期間が一時的であり、かつ、使用目的が営利を目的としないとき。 

（９）信号機、防犯灯その他の公共的施設の設置のための使用で、その使用面積が小

さいものであるとき。 

（１０）全各号に掲げるもののほか、大学の事務又は事業の遂行上必要やむを得ない

と認められるとき 

(貸付けの手続） 

第１３条 前条の規定による貸付けを受けようとする者は、国際教養大学施設管理規定

に基づき使用願を提出しなければならない。 

２ 前条の貸付けを許可するときは、貸付財産の管理上必要な許可の条件を記載した許

可書を交付するものとする。 

（貸付け料の徴収） 

第１４条 貸付財産の貸付けにあたり、国際教養大学財産使用料徴収規程に基づき、使

用料を徴収しなければならない。 

（貸付けの担保） 

第１５条 貸付財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保

を提供させ、又は適当と認める保証人をたてさせなければならない。 

(用途等の指定) 

第１６条 貸付財産を貸し付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない

期日及び期間を指定しなければならない。 

（契約事項） 

第１７条 長期間継続して貸付財産を貸し付けようとするときは、その使用目的、期間

並びに貸付料の額、納付の時期及びその方法、その他必要と認められるもののほか、

次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、必要がないと認められる事項は

省略することができる。 

一 借受人がその貸付財産を毀損し、亡失し、若しくは荒廃し、又は承認を受けない

で原型を変更し、若しくは転貸し、その他契約の趣旨に反すると認められるときは、

契約を解除し、その損害を賠償させることができること。 

二 原型を変更した場合は、承認を受けたときを除き、借受人が自費をもって原型に

復さなければならないこと。 

三 実地調査等に関すること 
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四 維持修繕その他に要する費用の負担区分に関すること。 

(建物等の取り壊し) 

第１８条 事務局長は、財産の建物等を取り壊そうとするときは、あらかじめ大学経営

会議の承認を受けなければならない。 

(固定資産等台帳の作成及び保管) 

第１９条 事務局長は、その所管する財産について固定資産等台帳を備えなければなら

ない。 

２ 事務局長は、台帳を固定資産等の区分及び種目ごとに作成し、固定資産等について

取得、処分その他の事由に基づく異動及び変動があつた場合は、すみやかに記載内容

を修正し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 固定資産等台帳には、土地にあっては登記簿謄本、公図の写し、位置図及び境界標

埋設の表示を付した実測図を、建物にあっては登記簿謄本、位置図、配置図及び平面

図をその他の固定資産等にあってはその内容がわかる書類を整備しておかなければ

ならない。 

(固定資産等の区分、種目等) 

第２０条 固定資産等台帳に登載すべき財産の区分、種目及び数量の単位は、別に定め

るところによる。 

(固定資産等台帳に登載する価格) 

第２１条 固定資産等台帳に登載する価格は、買入れに係るものは買入価格、交換又は

寄附に係るものは交換又は寄附受納当時における時価評価価格、代物弁済に係るもの

は当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区

分により定めなければならない。 

（１）土地については、類地の時価を考慮して算定した金額 

（２）建物、工作物、その他これらに類するものについては、建築費又は製造費。た

だし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格 

（３）立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その

他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格 

(固定資産等台帳価格の改定) 

第２２条 事務局長は、その所管する固定資産等について、毎年、その年の３月３１日

現在においての定めるところにより評価し、その評価額により固定資産等台帳に記載

された価格を改定しなければならない。 

(固定資産等貸付台帳) 

第２３条 事務局長は、固定資産等を貸し付けたときは、財産貸付台帳に必要な事項を

記載し、関係書類を整理しておかなければならない。 

(取得報告) 

第２４条 事務局長は、固定資産等を取得したときは、固定資産等台帳を作成し、又は
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修正し、すみやかに固定資産等取得報告書に次の各号に掲げる書類及び図面を添付し

て、理事長に報告しなければならない。 

（１）固定資産等台帳正本 

（２）契約書の写し 

（３）登記簿謄本の写し 

（４）交換又は寄附の場合にあってはその申込書の写し 

（５）関係図面(土地にあっては公図の写し、位置図及び境界標埋設の表示を付した

実測図、建物にあっては位置図、配置図及び平面図) 

（６）その他参考となる書類及び図面 

(処分報告) 

第２５条 事務局長は、固定資産等を処分したときは、固定資産等台帳を修正し、すみ

やかに固定資産等処分報告書に次の各号に掲げる書類及び図面を添付して、理事長に

報告しなければならない。 

（１）契約書の写し 

（２）交換の場合にあっては、登記簿謄本及び交換申込書の写し 

（３）譲与の場合にあっては、譲与申込書の写し 

（４）関係図面(土地にあっては位置図及び実測図、建物にあっては位置図、配置図

及び平面図) 

（５）その他参考となる書類及び図面 

（固定資産等の異動） 

第２６条 事務局長は、その所管する固定資産等について、所管換、用途廃止、建物の

移築又は改築をしたときその他固定資産等に異動増減(取得又は処分による異動増減

を除く。) を生じたときは、すみやかに固定資産等異動報告書により理事長に報告し

なければならない。 

(事故報告) 

第２７条 事務局長は、固定資産等が天災その他の事故により滅失し、又はき損したと

きは直ちに固定資産等損害報告書に被害物件の関係図面、写真等を添付して理事長に

報告しなければならない。 

(借受固定資産等の管理) 

第２８条 事務局長は、借り受けている固定資産等(以下「借受固定資産等」という。) 

について借受固定資産等台帳を作成し、必要な事項を記載するとともに、関係書類を

整理しておかなければならない。 

２ 管理及貸付等の規定は、借受固定資産等の管理等について準用する。 

 

第２章 物品 

(物品の分類) 
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第２９条 第三条第１項第２号で定める物品は、それぞれ当該各号に分類するところに

よる。 

（１）管理物品 取得価額または時価評価額が１０万円以上５０万円未満の動産、ま

たはその性質又は形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用に耐える

動産で別に事務局長が定めたもの 

（２）消耗品 備品及び管理物品以外の物品 

(物品管理者) 

第３０条 物品管理者は、総務課長とする。 

(物品の分類換え) 

第３１条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、

その分類換えをすることができる。 

(物品の購入) 

第３２条 物品管理者は物品の購入の依頼があつたときは、速やかに、購入手続を執行

し、依頼者へ物品の購入契約の内容を通知しなければならない。 

(生産物の取得) 

第３３条物品を生産したときは、その職務に従事する職員は、生産物品伝票により、こ

れを物品管理者に引き継がなければならない。 

(寄贈物品の受入れ) 

第３４条 物品の受入れは、寄附申込書及び寄附受納書によりしなければならない。 

(物品の検査） 

第３５条 物品管理者は物品の取得にあたり検査を実施しなければならない。 

(物品管理の原則) 

第３６条 物品管理者は、物品を常に良好な状態で管理し、その目的に応じて効率的に

使用させなければならない。 

(管理物品の亡失又は損傷の処理) 

第３７条 管理物品を使用している者は、その保管し、又は使用している管理物品を亡

失し、又は損傷したときは、直ちに顛末書を作成し物品管理者に報告しなければなら

ない。 

２ 物品管理者は、前項のてん末書を受理したときは、直ちに、その亡失又は損傷の状

況を調査し、事務局長に物品亡失(損傷)報告書を提出しなければならない。ただし、

その亡失又は損傷の程度が軽微であるときは、この限りでない。 

(備付帳簿) 

第３８条 物品管理者は、物品の使用状況を明らかにしておくため、次に掲げる帳簿を

備え、物品に異動の事実があつた都度、別表に定める区分を表示して記載整理しなけ

ればならない。 

一 管理物品原簿 
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二 印紙類受払簿 

三 生産物品伝票 

(管理物品の記号及び番号) 

第３９条 管理物品を受け入れたときは、当該管理物品に記号及び番号を表示しておか

なければならない。ただし、表示が困難な管理物品については、この限りでない。 

(管理物品の不用の決定) 

第４０条 物品管理者は、使用に耐えない管理物品又は供用の必要がない管理物品につ

いて不用管理物品処分調書により不用の決定をすることができる。重要な物品に係る

不用の決定をしようとするときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならな

い。重要な物品については、事務局長が別にこれを定める。 

(不用管理物品の売却等) 

第４１条 物品管理者は、前条第一項の規定により不用の決定をした管理物品について

は、解体によって使用できる部分を除き、売却の手続を執らなければならない。ただ

し、買受人がいないとき、売却の費用が売却金額を超えるとき、又は売却が不適当と

認めるときは、当該物品を棄却することができる。 

(生産物の売却等) 

第４２条 物品管理者は、生産物を売却しようとするとき又は買受人がいないため、売

却の費用が売却金額を超えるため、若しくは売却が不適当なため生産物を棄却しよう

とするときは、生産物品伝票により当該生産物を売却し、又は棄却するものとする。 

(重要物品の異動報告) 

第４３条 物品管理者は、重要な物品について購入等異動の事実があったときは、事務

局長に報告しなければならない。 

 

第３章 債権 

（債権の定義） 

第４４条 この章において債権とは、金銭の給付を目的とする法人の権利で、地方自治

法第２４４条に掲げるもの以外のものをいう。 

（督促手続） 

第４５条 事務局長は、大学が保有する債権で納入義務者が納期限を過ぎても完納しな

いものが発生したときは、債務者に対して期限を指定して納期限後一月以内に督促状

を送付するとともに遅滞なく完納するよう督促しなければならない。 

（不能欠損処分） 

第４６条 事務局長は、次に掲げる場合には当該歳入について不能欠損処分するものと

する。 

一 債権について理事長の承認を得て権利放棄することとした場合 

二 債権について消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと（債権が法
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律の規定により時効の援用をまたないで消滅するものであるときは、消滅時効が完

成したこと。） 

２ 前項の規定による不能欠損処分は、不能欠損調書を作成してしなければならない。 

（債権管理簿の整理） 

第４７条 事務局長は、法人が保有する債権について債権管理簿を作成し、必要事項を

記載整理しなければならない。 

（貸付金の整理） 

第４８条 事務局長は、貸付金を貸付けしたときは、債権管理簿とは別に貸付金整理簿

に記載整理しなければならない。 

 

 

附  則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。  

附  則 

この規程は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２７年１月１日から施行する。 

 


