施策目標4-2 大学などにおける教育研究基盤の整備

●施策期間
目標達成年度：平成22年度（基準年度：平成18年度）

●主管課（課長名）
大臣官房文教施設企画部計画課（山下

治）

●関係局課（課長名）
高等教育局国立大学法人支援課（杉野 剛）、同専門教育課（澤川
研究振興局学術機関課（森田 正信）

和宏）、同局医学教育課（新木

一弘）、

●施策の概要
個性が輝く高等教育の振興のために、国立大学法人等施設を重点的・計画的に整備し、大学などにおける教育
研究基盤の整備を図る。

●評価
第2次国立大学等施設緊急整備5か年計画（平成18年度〜平成22年度）（以下、「第2次5か年計画」という。）
による、老朽再生整備や狭隘解消整備など一部にやや遅れがみられるものの、大学附属病院の再生や共同利用ス
ペースの保有面積状況、新たな整備手法による施設整備の実施件数など、各達成目標の達成状況から十分に進捗
した。

●達成目標
○達成目標 4-2-1 B
「第 2 次 5 か年計画」では、「教育研究基盤施設の再生」及び「大学附属病院の再生」を重点的・計画的に整
備するとしている。そこでは、「教育研究基盤施設の再生」として「老朽再生整備」400 万㎡、「狭隘解消整備」
80 万㎡、「大学附属病院の再生」として 60 万㎡、5 か年で計約 540 万㎡を整備目標としており、各年度における
達成度合いによって判断する。
・判断基準 4-2-1：3 つの整備目標に対する達成度合い

判断基準

3 つの整備目標に対する達成度合い
S＝すべてが当初想定していたどおりの水準であり、かつ、一部について当初想定していた水準の 120
％以上
A＝すべてが当初想定していたどおりの水準
B＝すべて又は一部について、当初想定していた水準の 80％を上回っている
C＝すべてが当初想定していた水準の 80％を下回っている

平成 21 年度における当該事業の整備面積は合計 125 万㎡（うち、「教育研究基盤施設の再生」として「老朽
再生整備」92 万㎡、「狭隘解消整備」19 万㎡、「大学附属病院の再生」として 14 万㎡）であり、4 か年で合計
406 万㎡を整備している。
このことから、おおむね順調に進捗しているが、一部については進捗にやや遅れが見られる。
（指標・参考指標）
整備対象別
○教育研究基盤施設の再生
・老朽再生整備（万㎡）

18
実

績

整備目標
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・狭隘解消整備（万㎡）

実
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（75%）
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24
36
48
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※四捨五入の関係で、上述の合計と合わない場合がある。

11
（69%）
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11
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績

整備目標
○大学附属病院の再生（万㎡）

実

績

整備目標

（指標に用いたデータ・資料等）
「第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 か年計画の進捗状況」
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：各次年度 5 月）
（基準時点又は対象期間：各次年度 5 月 1 日時点）
（所在：文部科学省）
○達成目標 4-2-2 A
「第 2 次 5 か年計画」では、国立大学等は全学的な視点に立ったスペースの弾力的・流動的な活用等の施設マネ
ジメントを一層推進することとしていることから、基準年度（平成 18 年度）と比較した共同利用スペースの保有
面積の増減によって判断する。
・判断基準 4-2-2：基準年度と比較した共同利用スペースの保有状況

判断基準

基準年度と比較した共同利用スペースの保有状況
S＝大幅に増加した（基準年度に対して 20％以上増加）
A＝増加した
B＝減少した
C＝大幅に減少した（基準年度に対して20％以上減少）

平成 21 年度の共同利用スペースは、全体で 167 万㎡保有されている。基準年度と比べ 11 万㎡増加しており、順
調に進捗している。
（指標・参考指標）
18

19
156

共同利用スペース（万㎡）

20

21
22
163
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（104%）
（108%）
※（ ）内は基準年度に対する増減率

158
（101%）

（指標に用いたデータ・資料等）
「国立大学法人等施設実態報告書」
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成 22 年 9 月作成予定）
（基準時点又は対象期間：各次年度 5 月 1 日時点）
（所在：文部科学省）
○達成目標 4-2-3 S
「第 2 次 5 か年計画」では、寄附・自己収入による整備など、国立大学等の自助努力に基づいた新たな整備手法
（寄附による整備、地方公共団体や民間企業等との連携による整備など）による施設整備を推進することとしてい
ることから、基準年度と比較した新たな整備手法による施設整備の実施件数の増減によって判断する。
・判断基準 4-2-3：基準年度と比較した新たな整備手法による施設整備の実施件数

判断基準

基準年度と比較した新たな整備手法による施設整備の実施件数
S＝大幅に増加した（基準年度に対して 20％以上増加）
A＝増加した
B＝減少した
C＝大幅に減少した（基準年度に対して20％以上減少）

平成 21 年度に、新たな整備手法による施設整備が 470 件実施され、基準年度に比べ基準年度に対して 20％以上
増加しており、順調に進捗している。
（指標・参考指標）
18
新たな整備手法による施設整
備状況（件）

19
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20
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（133%）

21
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※（ ）内は基準年度に対する増減率

（指標に用いたデータ・資料等）
「新たな整備手法による整備実績(平成18年度〜平成21年度)」
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：各次年度4月）
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（基準時点又は対象期間：各年度）（所在：文部科学省）

●必要性・有効性・効率性分析
【必要性の観点】
国立大学等の施設は、世界一流の優れた人材の養成や創造的・先端的な研究開発を推進するための拠点であ
り、科学技術創造立国を目指す我が国にとっては不可欠な基盤である。しかしながら現状は、老朽化した施設
が増加し、次世代をリードする研究者など優れた人材の養成や創造的・先端的な研究開発の場の確保が困難に
なりつつある。
よって、「第3期科学技術基本計画」を受け策定した、「第2次5か年計画」に基づき、老朽施設の再生を最重
要課題とし、併せて新たな教育研究ニーズによる施設の狭隘化の解消を図り、人材養成機能を重視した基盤的
施設や卓越した研究拠点の再生を図る必要がある。さらに、大学附属病院については、先端医療の先駆的な役
割等を果たすことができるよう、計画的に整備を図る必要がある。また、本計画は教育振興計画においても、
着実に実施することとされている。
【有効性の観点】
本事業の実施により、教育研究基盤施設の老朽再生、狭隘解消、大学附属病院の再生等、国立大学などに
おける教育研究基盤の整備を図ることができる。
【効率性の観点】
（事業インプット）
・国立学校施設整備事業
81,817百万円（平成21年度予算額）
上記のほか、平成20年度補正予算額（89,697百万円）も含める。
（事業アウトプット）
本事業の実施により、教育研究基盤施設の老朽再生・狭隘解消が進み、大学附属病院の再生整備の進捗
が図られる。
（事業アウトカム）
本事業を着実に実施することで、従来できなかった教育研究が可能となり研究内容に幅ができることや、
少人数教育等きめ細かな教育が可能となる等、世界一流の優れた人材の養成と創造的・先端的な研究開発の
推進に資することが期待できる。
また、国立大学等によるスペースの弾力的・流動的な活用などの施設マネジメントの推進や、寄附・自己
収入による整備をはじめとする自助努力による新たな整備手法などのシステム改革等も積極的に活用しな
がら施設整備を図っている。

●施策への反映（フォローアップ）
【予算要求への反映】
評価対象政策の改善・見直し
【機構定員要求への反映】
特になし
【具体的な反映内容について】
平成23年度以降については、新たな施設整備計画を策定し、実効的かつ効果的な整備を行うため、国の
政策課題や社会的要請を踏まえつつ、各大学等の特性等に応じた戦略的整備を推進する。この際、地球環境や、
安全・安心な環境の確保についても配慮するとともに、施設マネジメントのシステム改革も推進する。
また、限られた財源の中で大学等の施設整備をより効果的に推進するため、大学から要求された施設整備事
業の評価事務体制の強化を図る。
【事業仕分け、行政事業レビューの指摘について】
○行政事業レビューについて（平成22年7月）
＜現状維持＞
・独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備に必要な経費
・国立大学法人施設整備(文教施設費等)
・国立大学法人等施設事務経費
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●具体的な達成手段

【事

業

概

要

等】

【21 年度の実績】

第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 か年計画に基づく国立大学法人等の施設整備事業
（開始：平成 18 年度 終了：平成 22 年度 21 年度予算額：83,375 百万円）

「第 2 次国立大学等施設
緊急整備 5 か年計画」に
基づき、国立大学等施設
の重点的・計画的整備を
図る。

「第 2 次 5 か年計画」に基づき、93 万㎡の重点的・計画的整備を図った。
○教育基盤研究施設の再生
・老朽再生整備
：
78 万㎡
・狭隘解消整備
：
4 万㎡
○大学附属病院の再生：
11 万㎡
※平成 20 年度補正予算（89,697 百万円）分を含めた実績
※単位未満を四捨五入して表記している。
・事業の選定に際し、必要性・緊急性や教育研究の活性化状況などについて、有識者に
よる客観的で公平性のある評価を行い、事業の必要性及び有効性を判断した。

国立大学法人等の自助努力に基づく新たな整備手法の推進（達成目標 4-2-3 参照）
（開始：平成− 終了：− 21 年度予算額：−百万円）
国立大学等の自助努力により、32 万㎡の施設整備を図った。
（「第 2 次 5 か年計画」ベース）
○教育基盤研究施設の再生
・老朽再生整備
：
14 万㎡
・狭隘解消整備
：
15 万㎡
○大学附属病院の再生：
3 万㎡
寄附・自己収入による整
※単位未満を四捨五入して表記している。
備等、国立大学法人等の
○新たな整備手法における整備状況：470 件
自助努力による新たな整
・寄附による整備
： 40 件
備手法の推進を図る。
・地方公共団体や民間企業等との連携による整備： 9 件
・借用による学外スペースの確保： 12 件
・その他（自己財源による整備等）：409 件
○事業採択時の評価項目の 1 つとして取組を促した。
○事例集を作成し各国立大学法人等に配布した。
国立大学法人等の施設マネジメントの推進（達成目標 4-2-2 参照）
（開始：平成− 終了：− 21 年度予算額：−百万円）
共同利用スペースの確保
等、国立大学法人等にお ○事業債採択時の評価項目の 1 つとし、取組を促した。
ける全学的視点に立った ○国立大学法人等の施設担当者を対象とした説明会等で取組事例を紹介するなど、情報
施設マネジメントの推進
提供を行った。
を図る
（参考）関連する独立行政法人の事業（なお、当該事業の評価は文部科学省独立行政法人評価委員会において行われ
ている。評価結果については、独法評価書を参照のこと）
独法名
―

21年度予算額
―

事業概要
―
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