
 

東京大学基本組織規則第１３条及び第１８条に基づく室等について 

 

平成１６年 ４月 １日 
総  長  裁  定 

改正 平成１６年 ７月１６日 改正 平成１６年１２月２７日 

全改 平成１７年 ４月 １日 改正 平成１７年 ７月２８日 

改正 平成１７年 ９月１６日 改正 平成１７年１０月 １日 

改正 平成１８年 ３月 ９日 改正 平成１８年 ３月２０日 

改正 平成１８年 ３月３１日 改正 平成１８年 ４月２８日 

改正 平成１８年 ６月２９日 全改 平成１８年 ９月１４日 

改正 平成１８年１０月２７日 改正 平成１９年 ５月２４日 

改正 平成１９年 ７月 ３日 改正 平成１９年 ９月２７日 

改正 平成２０年 ２月２６日 改正 平成２０年 ２月２８日 

改正 平成２０年 ３月２５日 改正 平成２０年 ７月 １日 

改正 平成２０年 ７月１６日 改正 平成２０年１１月 ４日 

改正 平成２１年 １月２９日 改正 平成２１年 ３月２６日 

改正 平成２１年 ６月 ９日 改正 平成２１年 ７月 ８日 

改正 平成２２年 ３月２５日 改正 平成２３年 １月１１日 

改正 平成２３年 ３月２８日 改正 平成２３年 ７月２６日 

改正 平成２３年 ９月２７日 改正 平成２４年 ３月２９日 

改正 平成２４年１１月 ８日 改正 平成２５年 ２月２１日 

改正 平成２５年 ３月２８日 改正 平成２５年 ６月２０日 

改正 平成２５年 ７月２５日 改正 平成２６年 ３月２７日 

改正 平成２６年 ９月 ２日 改正 平成２６年 ９月２５日 

改正 平成２７年 ３月２６日 改正 平成２８年 ２月１６日 

改正 平成２８年 ３月２３日 改正 平成２８年 ４月１４日 

改正 平成２８年 ５月１９日 改正 平成２８年１０月２７日 

改正 平成２８年１２月２２日 改正 平成２９年 ３月１５日 

改正 平成２９年 ７月 ４日 改正 平成３０年 ３月２９日 

改正 平成３０年１１月２２日 改正 平成３１年 ３月 ７日 

改正 平成３１年 ３月２２日 改正 令和 元年 ９月２６日 

改正 令和 元年１１月２８日 改正 令和 ２年 ３月２６日 

改正 令和 ２年 ４月３０日 改正 令和 ２年 ６月２５日 

改正 令和 ２年１１月２６日 改正 令和 ３年 ３月２５日 

改正 令和 ３年１０月２１日 改正 令和 ３年１２月１６日 

改正 令和 ４年 ３月２４日 改正 令和 ４年 ６月２３日 

改正 令和 ４年１０月２７日 改正 令和 ５年 ３月３１日 

 

 

１ 設置 
（１）東京大学基本組織規則第１３条第２項の規定に基づき、次の室及び委員会を置く。 

学術推進支援室  総長室総括委員会  UTokyo Global Navigation Board 



 

IR データ室  未来社会協創推進本部  国際オープンイノベーション機構 
特別教授室  特命教授室  百五十年史編纂室  財務経営本部  内部監査室 
法務本部  DX 本部  総長企画室 

（２）上記（１）の室及び委員会のうち、総長室総括委員会のもとに別表１に定める組織を置く。 
（３）東京大学基本組織規則第１８条の規定に基づき、教員と職員が協働して行うべき業務を実

施するための組織として、次の室を置く。 
環境安全本部  キャンパス計画室 広報戦略本部  バリアフリー支援室   
情報システム本部  産学協創推進本部 社会連携本部  男女共同参画室   
エグゼクティブ・マネジメント・プログラム室  ライフサイエンス研究倫理支援室   
保健・健康推進本部  国際化推進学部入試担当室  安全保障輸出管理支援室   
リサーチ・アドミニストレーター推進室  総合技術本部   
グローバルリーダー育成プログラム推進室  研究倫理推進室   
入試企画室  国際戦略企画室 

２ 構成 
（１）室には、室長、副室長及び室員を置く。 
（２）室長、副室長及び室員は、総長が任命する。 
（３）事務職員等は、職務を行うに当たり、所属部署の職務に対し、室の職務を優先させるもの

とする。 
３ 庶務 
   各室の庶務は、担当の理事が指定する。 
４ 改廃 
   この裁定の改廃は、担当の理事の意見を聴いて、総長がこれを行う。 
５ その他 
   この裁定に定めるもののほか、必要な事項は担当の理事が定める。 
 
   附 則 
 この裁定は、平成１６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この裁定は、平成２６年４月１日から実施する。 

   附 則 
 この裁定は、平成２６年９月２日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２６年９月２５日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２７年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２８年３月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２８年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２８年４月１４日から実施する。 



 

附 則 
 この裁定は、平成２８年５月１９日から実施する。 

附 則（平成２８年１０月２７日総長裁定） 
 この裁定は、平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２８年１２月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２９年５月１日から実施する。 

   附 則（平成２９年３月１５日総長裁定） 

 この裁定は、平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成２９年７月４日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、平成３０年１２月１日から実施する。 

附 則（平成３１年３月７日総長裁定） 
 この裁定は、平成３１年４月１日から実施する。 

附 則（平成３１年３月２２日総長裁定） 
 この裁定は、平成３１年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和元年１０月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和元年１２月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和２年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和２年５月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和２年７月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和２年１２月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和３年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和３年１１月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和４年７月１日から実施する。 

附 則 



 

 この裁定は、令和４年１１月１日から実施する。 

附 則 
 この裁定は、令和５年４月１日から実施する。 

 

別表１（１（２）関係） 
組織 

総括プロジェクト機構 
ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 
トランスレーショナル・リサーチ・イニシアティブ 
生命科学ネットワーク 
分子ライフイノベーション機構 
Beyond AI 研究推進機構 
現代日本研究センター 
アト秒レーザー科学研究機構 
デジタルオブザーバトリ研究推進機構 

 


