
運営費交付金による国立大学の機能強化の促進について

令和2年度予算

共通政策課題分

307億円

基幹経費分
9,220億円

機能強化促進分
340億円

成果を中心とする実績状況に基づく配分
（共通指標）
850億円

重点支援評価に基づく配分
（各大学のＫＰＩ）

250億円

＜1兆807億円＞

特殊要因運営費交付金
940億円

法人化時の各法人の学生数・
教員数等の規模を踏まえ配分

第3期中期目標期間中の各
法人の機能強化の方向性に

応じた重点支援
[有識者の評価等に基づき配分]

高等教育に共通する
政策課題への対応

[有識者の評価等に基づき配分]

退職手当等の
国が措置すべき義務的経費

学長裁量経費
400億円

重点支援① 地域のニーズに応える人材育成・研究を推進 55大学
重点支援② 分野毎の優れた教育研究拠点やネットワークの形成を推進 15大学
重点支援③ 世界トップ大学と伍して卓越した教育研究を推進 16大学

▶ 研究所・研究ｾﾝﾀｰ等による共同利用・共同研究体制の強化・充実

研究所・研究センター等による大学の枠を越えた研究資源の共同利用や
研究者の交流を活性化等を通じた我が国の研究力向上

▶ 学術研究の大型プロジェクトの推進

国内外の優れた研究者を惹きつける研究環境を構築し、国内外の研究機
関に対し研究活動の共通基盤を提供
（学術情報ネットワーク（SINET）、ハイパーカミオカンデ計画等14事業）

▶ 数理・データサイエンス・AI教育の全国展開

文系理系を問わない全学的な数理・データサイエンス・AI教育の全国展
開 (6拠点大学、30協力大学)

▶ 教育研究基盤設備の整備

地域の中核としての連携強化を通じた機能強化に資する設備整備等
等

地域の教育研究拠点として地方創生に資する教育研究拠点の設置、
Society5.0に向けた人材育成のための体制構築等

▶ 重点支援評価に基づく配分(各大学のKPI)

▶ 機能強化を推進するための教育研究組織整備

戦略の達成状況を把握するためのKPIを評価。各法人の機能強化の方向
性に応じた取組をきめ細かく支援し、PDCAサイクルを確立

国立大学に求められる機能、政策課題対応への支援
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地域の行政・産業の課題解決のため、協働を通
じて産業振興や地域活性化を担う人材を養成。
【県内の自治体・企業と連携して徹底した実習
とステークホルダー参画型教育の実施】

高知大学
地域協働学部(Ｈ27)

地域協働学専攻（Ｒ２）

地域の創生と持続的な発展に向けて、防災
や都市設計といった観点から問題の発見・
解決ができる人材を養成。【自治体・企業
と連携したＰＢＬ教育、デザイン思考によ
る学際融合教育の実践】

富山大学
都市デザイン学部(Ｈ30)

データサイエンスに関する専門知識と技術
を習得し、データに基づいた課題解決がで
きる人材を養成。【日本初のデータサイエ
ンス学部を設置し、人文社会系大学から文
理融合型大学へ転換】

滋賀大学
データサイエンス学部（Ｈ29）
データサイエンス研究科（Ｒ１）

農林業の担い手の減少と高齢化が問題視さ
れる中で、担い手を育成するため、震災・
原子力災害の影響も踏まえつつ、21世紀
の食料・農林業・地域社会が直面する諸課
題の解決に貢献できる人材を養成。【生産
環境の修復・維持など総合的なフードシス
テムの専門教育の実施】

福島大学
農学群（Ｒ１）

異分野の専門家や地域の専門家と協働し新
たな価値を創造（共創）する、専門性と俯
瞰性を兼ね備えた「地域を守る」人材と
「地域から攻める」人材を養成。【様々な
分野の専門家からなるチームが協働し、地
域社会の機能維持や産業発展のためのノウ
ハウを身に付けるための教育を実施】

弘前大学
地域共創科学研究科（Ｒ２）

産業・文化の振興といった地域ニーズを踏まえ、

アートを通じて地域社会に活力を与えられる人

材を養成。【自治体と連携したフィールド実習、

佐賀県有田窯業大学校の資源を活用した実践教

育】

佐賀大学
芸術地域デザイン学部(H28)

地域資源に新たな価値を創成し、成長産業の振

興と地域活性化を図るため、畜産・農業・観光

等の地域資源のマネジメント人材を養成。【県

内の自治体・企業等と連携し中山間地等での課

題解決型実習を実施】

宮崎大学
地域資源創成学部(H28)

社会制度、まちづくり、防災・減災等の重
層的・複合的な地域課題に対応できる、文
理の総合力を持った人材を養成。大学院で
は、社会デザインとイノベーションに関す
る高度な専門知識・技術を身につけた高度
専門人材を育成。
【地域創生のための高度なリテラシーとし
て学際的な思考力と実践力を養成】

宇都宮大学
地域デザイン科学部（H28）
地域創成科学研究科(Ｒ1)

運営費交付金による国立大学の機能強化の促進について（教育研究組織整備等）

◆国立大学における特色ある地方創生に資する組織整備の状況（主なもの）

フィールドワークを重視し、水・紙産業の振興

など地域社会の持続的発展を担う人材を養成。

【県内の自治体・企業と連携し、新たな寄附講

座の設置とコンソーシアムの構成】

愛媛大学
社会共創学部(H28)
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ヘルス・フード・アグリとバイオを融合した生

物資源を活用した6次産業化及び産業創出人材

を養成。徳島県の農場を活用し、県内の自治

体・企業等と連携した実践型フィールド実習の

実施。

徳島大学
生物資源産業学部(H28)

若者の流出抑制等に対応するため、地域のリ

ソースを組織的に結集した「地域ダイバーシ

ティプラットフォーム」を形成し、「教育」の

観点から、地域の高等学校や行政、企業といっ

た多様な機関・人々を巻き込んだ新しい人材育

成の仕組みを構築。

福井大学
産学官連携・地域

イノベーション推進機構(R2)

国内外企業との大型共同研究を推進するため、

組織的な共同研究マッチング機能の高度化を

図り、本学が世界的強みを持つ材料研究シー

ズの価値の見える化と発信、IRデータに基づ

く適材適所の研究者チーム編成等を支援する

体制を構築。

信州大学
学術研究・産学官連携推進機構(R2)

南北６００ｋｍにまたがる南九州・南西諸島

域の地域課題等を一元的に収集。学内研究者、

自治体、産業界等と連携を強化し、防災、観

光、農林水産等に関する課題の相談活動、共

同研究、技術開発等を行い、島嶼を抱える地

域の固有の問題を解決。

鹿児島大学
南九州・南西諸島域共創機構(H30)

神戸大学や近隣地域の大学が有する医療分野を

中心としたシーズと、国内外の企業のニーズを

マッチングさせ、海外を見据えた知財戦略の立

案やビジネスモデルを構築し、大学を中心とし

たイノベーションの創出を推進。

神戸大学
産官学連携本部(H29)

東北大学
国際放射光イノベーション・
スマート研究センター(R2)

次世代放射光施設を活用し、学術的挑戦性

と産業的革新性の融合が誘発する産学共創

の世界トップレベルの研究開発拠点を構築

し、産官学金からなるリサーチコンプレッ

クスを形成し、イノベーション・エコシス

テムの構築とグローバル・リーダー育成等

を推進。

世界をリードする魚類に係る生殖工学研究

の成果・技術を活かし、生物多様性保全及

び新産業創出のために本研究所を設置。我

が国の水産業衰退に対し、付加価値の高い

種苗の効率的な供給による養殖産業の興隆

や、国際的な物流・食糧貿易の乱れに対し、

養殖産業の維持による食料供給の安定化を

推進。

東京海洋大学
水圏生殖工学研究所(R1)

Society5.0に向けた「公教育におけるオー
プンイノベーション」を推進する拠点とし
て本センターを設置。本学をプラット
フォームとした産官学の連携協働と、教育
に関する新事業の創成支援などを通じて、
外部資金の導入を図りつつ、社会的課題に
対して自由な発想の研究開発を行い、その
社会活用及び実装を推進。

東京学芸大学
教育インキュベーション

センター(R1)

運営費交付金による国立大学の機能強化の促進について（教育研究組織整備等）

◆国立大学における産学連携を推進する組織整備の状況（主なもの）

三重が抱える課題解決に向けて、地元産業界と

連携した共同研究を題材とするＰＢＬやプロ

ジェクト・マネジメント教育により、起業家や

第二創業を目指す地域の経営者を育成。若者の

地元定着に向けて、地域の経済力の強化や産業

創出に貢献。

三重大学
地域イノベーション学研究科

社会イノベーションユニット(H29)
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●：共同利用・共同研究拠点の所在地

・鳥取大学
乾燥地研究ｾﾝﾀｰ

・岡山大学
資源植物科学研究所
惑星物質研究所

・広島大学

放射光科学研究ｾﾝﾀｰ
・徳島大学

先端酵素学研究所

・愛媛大学
地球深部ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ研究ｾﾝﾀｰ
沿岸環境科学研究センター

・高知大学
海洋ｺｱ総合研究ｾﾝﾀｰ

・九州大学
生体防御医学研究所
応用力学研究所

ﾏｽ・ﾌｫｱ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所
・佐賀大学

海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ
・長崎大学

熱帯医学研究所
・熊本大学

発生医学研究所
・琉球大学

熱帯生物圏研究ｾﾝﾀｰ

・北海道大学
低温科学研究所
遺伝子病制御研究所
触媒科学研究所
ｽﾗﾌﾞ・ﾕｰﾗｼｱ研究ｾﾝﾀｰ
人獣共通感染症ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

・帯広畜産大学
原虫病研究ｾﾝﾀｰ

・東北大学
加齢医学研究所
流体科学研究所
電気通信研究所
電子光理学研究ｾﾝﾀｰ

・筑波大学
計算科学研究ｾﾝﾀｰ
遺伝子実験ｾﾝﾀｰ

・群馬大学
生体調節研究所

・千葉大学
環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ
真菌医学研究ｾﾝﾀｰ

・東京大学
地震研究所
社会科学研究所附属
社会調査・ﾃﾞｰﾀｱｰｶｲﾌﾞ
研究ｾﾝﾀｰ

史料編纂所
物性研究所
大気海洋研究所
素粒子物理国際研究ｾﾝﾀｰ
空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ

・東京医科歯科大学
難治疾患研究所

国立大学27大学67拠点

私立大学16大学18拠点

※○は中核機関
【物質・ﾃﾞﾊﾞｲｽ領域共同研究拠点】

・北海道大学 電子科学研究所
・東北大学 多元物質科学研究所 ○
・東京工業大学 化学生命科学研究所
・大阪大学 産業科学研究所
・九州大学 先導物質化学研究所

【学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点】

・北海道大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
・東北大学 ｻｲﾊﾞｰｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ
・東京大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ ○
・東京工業大学 学術国際情報ｾﾝﾀｰ
・名古屋大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
・京都大学 学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
・大阪大学 ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
・九州大学 情報基盤研究開発ｾﾝﾀｰ

【生体医歯工学共同研究拠点】

・東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 ○
・東京工業大学 未来産業技術研究所

・静岡大学 電子工学研究所
・広島大学 ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾊﾞｲｵ融合科学研究所

【放射線災害・医科学研究拠点】
・広島大学 原爆放射線医科学研究所 ○
・長崎大学 原爆後障害医療研究所

・福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学ｾﾝﾀｰ

【北極域研究共同推進拠点】
・北海道大学北極域研究ｾﾝﾀｰ ○
（連携施設）
・情報・ｼｽﾃﾑ研究機構国立極地研究所
国際北極環境研究ｾﾝﾀｰ

・海洋研究開発機構
北極環境変動総合研究ｾﾝﾀｰ

【放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点】
・弘前大学 被ばく医療総合研究所
・福島大学 環境放射能研究所
・筑波大学 ｱｲｿﾄｰﾌﾟ環境動態研究ｾﾝﾀｰ ○
（連携施設）
・日本原子力研究開発機構福島研究開発部門福島研究開発拠点
廃炉環境国際共同研究センター

・量子科学技術研究開発機構量子医学・医療部門
高度被ばく医療センター福島再生支援研究部

・国立環境研究所福島支部

公立大学6大学9拠点
・大阪市立大学

都市研究ﾌﾟﾗｻﾞ
人工光合成研究ｾﾝﾀｰ
数学研究所

・和歌山県立医科大学
みらい医療推進ｾﾝﾀｰ

・名古屋市立大学
不育症研究ｾﾝﾀｰ
創薬基盤科学研究所

・兵庫県立大学
自然・環境科学研究所天文科学ｾﾝﾀｰ

・横浜市立大学
先端医科学研究センター

・会津大学
宇宙情報科学研究センター

・自治医科大学
先端医療技術開発ｾﾝﾀｰ

・慶應義塾大学
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｰﾀ設計・解析ｾﾝﾀｰ

・昭和大学
発達障害医療研究所

・玉川大学
脳科学研究所

・東京農業大学
生物資源ｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ

・東京理科大学
総合研究院火災科学研究所
総合研究院光触媒国際研究ｾﾝﾀｰ

・東京外国語大学
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所

・東京工業大学
ﾌﾛﾝﾃｨｱ材料研究所

・一橋大学
経済研究所

・新潟大学
脳研究所

・金沢大学
がん進展制御研究所
環日本海域環境研究ｾﾝﾀｰ

・名古屋大学
未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所
宇宙地球環境研究所
低温プラズマ科学研究センター

・京都大学
人文科学研究所
ｳｲﾙｽ・再生医科学研究所
ｴﾈﾙｷﾞｰ理工学研究所
生存圏研究所
防災研究所
基礎物理学研究所
経済研究所
複合原子力科学研究所
霊長類研究所

生態学研究ｾﾝﾀｰ
放射線生物研究ｾﾝﾀｰ
野生動物研究ｾﾝﾀｰ
東南ｱｼﾞｱ地域研究研究所

・大阪大学
微生物病研究所
蛋白質研究所
社会経済研究所
接合科学研究所

ﾚｰｻﾞｰ科学研究所

16大学6ﾈｯﾄﾜｰｸ型拠点24研究機関

※青字は令和元年10月からの
新規認定拠点

・京都芸術大学
舞台芸術研究ｾﾝﾀｰ

・同志社大学
赤ちゃん学研究ｾﾝﾀｰ

・大阪商業大学
JGSS研究ｾﾝﾀｰ

・関西大学
ｿｼｵﾈｯﾄﾜｰｸ戦略研究機構

・法政大学
野上記念法政大学能楽研究所

・明治大学
先端数理科学ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ

・早稲田大学
各務記念材料技術研究所
坪内博士記念演劇博物館

・東京工芸大学
風工学研究ｾﾝﾀｰ

・中部大学
中部高等学術研究所国際GISｾﾝﾀｰ

・藤田医科大学
総合医科学研究所

●：国際共同利用・共同研究拠点の所在地

※ （ ）は国際共同利用・共同研究拠点（内数）。令和2年4月現在

国際共同利用・共同研究拠点7拠点

（国立大学）
・東北大学

金属材料研究所
・東京大学

医科学研究所
宇宙線研究所

・京都大学
化学研究所
数理解析研究所

・大阪大学

核物理研究ｾﾝﾀｰ

（私立大学）
・立命館大学

ｱｰﾄ・ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

分類 分野 拠点数 分類 分野 拠点数 分類 分野 拠点数 計

理・工 35(1) 理・工 10 理・工 4 49

医・生 28(1) 医・生 10 医・生 2 40

人・社 10 人・社 8(1) 人・社 0 18

73 28 6 107計 計 計

国立 公私立
ネット
ワーク

54大学107拠点（国立30大学、公立7大学、私立17大学）

運営費交付金による国立大学の機能強化の促進について（共同利用・共同研究拠点一覧）
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