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Ⅰ．目   的

鹿児島大学として建物や基幹設備（以下、「ライフライン」と示す。）の維持管理を着実に推進

するための中長期的な取組の方向性を示す「鹿児島大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」

（以下、｢行動計画｣と示す。）に基づき、「鹿児島大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」

（以下、｢個別施設計画｣と示す。）を作成するものである。 

［個別施設計画に必要な事項］ 

①点検・診断の推進

保全台帳（建物カルテ、スペース管理システム、設備台帳）の整備を推進し、建物やライ

フラインの具体的な老朽状況を把握する。

②基本的な方針の策定

点検・劣化診断に基づき教育研究施設、ライフラインなどの基本的な修繕方針、修繕基

準、優先順位などを定める。 

③個別施設計画の策定

①および②を踏まえ、施設の長寿命化のための中期的なトータルコストの縮減、予算の

平準化となる個別施設計画を策定する。 

Ⅱ．体   系

全体的な体系図を下記に示す。 

インフラ長寿命化基本計画

鹿児島大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）

鹿児島大学インフラ長寿命化計画

（行動計画）

教
育
研
究
施
設

附
属
病
院

寄
宿
舎
等

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

※この場合のライフラインとは、電気やガス、上下水道、通信などの都市生活を

支えるために必要不可欠な施設をさす。
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Ⅲ．対象施設

１）500 ㎡以上の教職員・学生が利用する建物（別紙一覧：153 棟）

２）ライフライン

Ⅳ．個別施設計画に必要な事項 

１．点検・診断の推進

  現存の建物カルテやスペース管理システム、設備台帳等を更新し、個別施設計画に反映さ

せ活用しやすい台帳とする。 

２．基本的な方針の策定

 中長期の保全計画を策定するために、個別施設毎のメンテナンスサイクルの実施計画を作

成する。 

メンテナンスサイクルの実施計画は、以下の事項について検討する。

１）個別施設の状態等（点検・診断、修繕履歴）

２）メンテナンス等対策の内容と実施時期

３）メンテナンス対策の優先順位

２．１ 個別施設の状態等

１）点検・診断、修繕履歴

現状把握のために作成している建物カルテやスペース管理システム、設備台帳を利

用し、計画に反映する。併せて、所有する設計図を最新の図面へと適切に更新する。 

２．２ メンテナンス等対策の内容と実施時期

１）修繕の時期

行動計画において個別施設の修繕等の時期を計画しているので、トータルコストを視

野に、３．個別施設計画の策定により計画内容を見直す。 

２）修繕方法の画一化

施設に使用する材料等の画一化を図り、標準品を使用する事でコスト縮減を図り、修

繕計画を簡略化する。 

3



３）省エネ

トータルコストの削減として、費用対効果を十分に検討して省エネ対策を行う。

２．３ メンテナンス対策の優先順位

メンテナンス等を行う際には、各施設の緊急度・重要度等以下の点について考慮し、必

要に応じて優先順位をつけるものとする。 

なお、大規模改修・改築については、国の財政状況（施設整備費補助金）に左右される

ため、施設の長寿命化を図る上で、防水や外壁等躯体の寿命に影響の大きい部位は性

能維持を適切に行う事が必要である。 

１）緊急度

既に支障があるか、被害が予見できるような状況では、応急処置を行うか修繕計画の

前倒しを行うか検討する必要がある。 

２）重要度

施設の用途や建物の種類・規模等をもとに、大学における必要な度合いを計画に反

映する。 

３）防災対策

今後起こり得る自然災害等に対する事業継続計画に配慮し、大学本部や各事業場

の連絡窓口となる施設は、優先的に対応する。 

４）経年

各施設自体の経年や各部位の耐用年数を考慮し、同時期に修繕する事が望ましい

工事を検討し、計画に反映する。 

５）とりこわし建物

キャンパスマスタープランにより、改築等によるとりこわしの時期を計画に反映する。な

お、とりこわし建物は最小限の修繕のみ対応する。 

６）対策費用

３．１個別施設データで検討するコストの平準化を計画に反映する。
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３．個別施設計画の策定

３．１ 個別施設データ

  保全台帳（建物カルテ等）を基に、修繕年次計画表を作成する。なお、作成には学校施設

の長寿命化計画策定に係る解説書付属エクセルソフトを利用する。 

１）個別修繕費等の把握

エクセルソフトに必要な情報を入力し、工事価格を積み上げる。

２）修繕計画の平準化

コストの平準化を図り、コストに応じて修繕時期を調整する。

３．２ とりこわし施設等の検討

キャンパスマスタープランにより、保有面積の１０％削減を図るため、今後必要となる費用や

ゾーニングを勘案し、とりこわす施設や集約する施設等を検討する。 

 参考 ～ 国立大学法人等施設の長寿命化に向けた基本的な考え方の整理（概要）：文部科学省 ～
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Ⅴ．個別修繕等経費の把握

個別修繕等経費を把握するにあたり、以下のフローにより検討を行う。

［第一段階］
① 従来型(築後 30 年で改修、築後 60 年で改築とするライフサイ

クル)により今後の施設整備関連経費必要額を把握
② 現段階で実施予定対応策を考慮

［第二段階］
① 長寿命化型(築後 25・75 年で性能維持改修、築後 50 年で性

能維持・機能向上改修、築後 100 年で改築とするライフサイク
ル)により今後の施設整備関連経費必要額を把握

② 経常修繕は修繕機会の増加により最小限実施とする
③ 現段階で実施予定対応策を考慮

［第三段階］
① 新たな追加対応策を考慮

・施設整備関連経費 ≦ 過去の施設関連経費
(実績額) 

・自己資金等で実施する ≦ 自己資金等見込額

修繕費等の必要額

計画終了
Ｙｅｓ

Ｎｏ

・施設整備関連経費 ≦ 過去の施設関連経費
(実績額) 

・自己資金等で実施する ≦ 自己資金等見込額

修繕費等の必要額

計画終了
Ｙｅｓ

Ｎｏ

・施設整備関連経費 ≦ 過去の施設関連経費
(実績額) 

・自己資金等で実施する ≦ 自己資金等見込額

修繕費等の必要額

計画終了
Ｙｅｓ

Ｎｏ
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従来型の施設整備とは建設後 30 年程度で大規模改修を行い、建物の寿命を考慮した 60 年

程度後に改築するものである。この整備手法から発展した長寿命化型の施設整備とは、建物の

寿命が科学の進歩に伴い適切な整備により延命出来るため、改築よりも廃棄物や二酸化炭素

の排出量が削減でき、トータルコストの縮減が可能な施設整備で、建設後 25 年程度で性能維

持改修を行い、50 年後に性能維持・機能向上改修、75 年程度で性能維持改修、100 年後に改

築というもので、その他に適宜点検・修繕を行うものである。 

どちらの場合でも恒常的な建物修繕（経常修繕）が必要で、その修繕の仕方で性能維持を効

率的に行うことができる。 

以降のグラフにおいて、施設関連経費は施設整備補助金及び自己資金等全ての施設整備

に関連する経費を示している。従来型においては改築や大規模改修を国の予算により実施し

ており、経常修繕は自己資金等を充当して対応してきた。2018 年度以降では経常修繕、改築、

機能向上・性能維持、性能維持、点検・修繕、ライフライン改修と整備手法毎に区分けして計画

した。このうち①経常修繕は従来どおり自己資金で対応し、新たに必要となる性能維持と点検・

修繕においても可能な限り自己資金等を投入することが求められ、②機能向上・性能維持や改

築、ライフライン改修等その他の整備は国の予算に頼らざるを得ないものと考えている。なお、

③附属病院や寄宿舎等収入のある施設は、独立採算型で施設整備を行うことする。

グラフによると、従来型の施設整備では、今後 40 年間で 1,157 億円(28.9 億円／年)が必要と

なり、直近における過去の施設関連経費（病院再開発分除く）平均との比較では約９億円／年

不足するため、より一層の費用負担が必要なことが判る。（グラフ１参照） 

次に、長寿命化型により施設整備費の縮減を検討した。 

その結果、必要額が今後 40 年間で 944 億円（23.6 億円／年）となり、直近における過去の施

設関連経費（病院再開発分除く）平均との比較では、まだ約 4 億円／年の不足が判明したため、

更なる対応が必要である。（グラフ２参照） 

なお、国の予算に頼る大規模改修費等（機能向上・性能維持、改築、ライフラインの整備費）

は約 10 億円／年を削減することができる反面、自己資金での対応が求められる修繕費等（経

常修繕、点検・修繕、性能維持の整備費）は約 5 億円／年の増加となる。 

次の段階において、経常修繕で対応する内容に優先順位を勘案し、各部位の修繕周期を見

直して計画を作成した。この計画では、内装仕上げや防水、建具、電力設備、空調設備等の修

繕において、LCC※注釈上見込んでおくことが望ましい修繕額を最小限に圧縮している。 

その結果、必要額が今後 40 年間で 809 億円（20.2 億円／年）となり、直近における過去の施

設関連経費（病院再開発分除く）平均とほぼ同額とすることができた。（グラフ 3 参照） 

このうち、修繕費等は今後 40 年間で 363 億円（9.1 億円／年）であり、現在の自己資金等約 4

億円／年との差はまだ約 5 億円／年であるため、Ⅵ.課題に示す検討が必要である。

※注釈 LCC(ライフサイクルコスト)とは、構造物の設計・新築から修繕や解体処分までに要する全ての費用。（生涯費用）
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グラフ１ ： ［第一段階］（従来型）

グラフ２ ： （長寿命化型）

従来型（60 年改築）から 

長寿命化型（100 年改築）へ 

凡例 

赤枠(赤線)：実績額 

緑枠(緑線)：必要額（国の必要額＋大学の必要額） 

藍枠(藍線)：国の必要額 

橙枠(橙線)：大学の必要額 
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グラフ３ ： ［第二段階］（長寿命化＋経常修繕を最小限実施）

 なお、インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の各型における年間の維持・更新コストの比較

は以下のとおりで、長寿命化型（経常修繕を最小限実施）であれば直近の施設関連経費平均と

ほぼ同額となる。 

グラフ４ ： （年間の維持・更新コストの比較）
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［第一段階］

 本学の施設整備（附属病院・寄宿舎等除く）における必要な経費は、前述のとおり従来型の計

画では、今後 40 年間で 1,157 億円(28.9 億円／年)が必要となり、直近における過去の施設関

連経費との比較では約９億円／年不足する。 

そのうち自己資金等で対応する修繕費等は今後 40 年間で 292 億円（7.3 億円／年：Ａ）とな

る。 

一方、現在本学の修繕にかける自己資金は約４億円／年（Ｂ）である。そのため施設整備コス

トを縮減すること、及び自己資金等の収入アップを図ることが必須となる。ここではその対応策を

検討する。 

［予定するコスト縮減策］ 

① キャンパスマスタープランに基づいて保有面積 10％削減を行う。

施設関連経費が 2.9 億円／年削減でき、そのうち経常修繕費の 0.7 億円／年が削減でき

る。 

［予定する増収策］ 

② ネーミングライツにより得られた収入を修繕費に活用する。  → α億円／年

③ 省エネによる光熱水費削減で拠出できた費用を修繕費に活用する。

2018 年度実績 … 189 万円／年増収 → 30 年後は 0.6 億円／年の増収

④ 保全業務一元化による削減などで拠出できた費用を修繕費に活用する。

2016 年度実績 … 0.3 億円／3 年増収 → 0.1 億円／年増収

⑤ 教育等施設基盤調整額を修繕費に活用する。

再配分率 … 平成 29 年度 114％ 、 平成 30 年度 114％ → 0.1 億円／年増収

【自己資金等のコスト比較】 

 Ａ 必要額 … 7.3 億円／年

 Ｂ 自己資金実績額 … 4.0 億円／年

① 保有面積削減 … 0.9 億円／年

② ネーミングライツによる収入増 … α億円／年

③ 省エネによる収入増 … 0.6 億円／年

④ 保全業務一元化による収入増 … 0.1 億円／年

⑤ 教育等施設基盤調整額による収入増 … 0.1 億円／年

Ａ＝（7.3 億円／年） ＞ Ｂ＋①＋②＋③＋④＋⑤＝（5.7＋α億円／年） 

よって、自己資金は 1.6－α億円／年の不足が見込まれる。 
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［第二段階］

 本学の施設整備（附属病院・寄宿舎等除く）における必要な経費は、前述のとおり長寿命化型

のライフサイクルでかつ経常修繕を最小限実施する計画では、今後 40 年間に 809 億円（20.2

億円／年）となり、過去の施設関連経費と同等の予算を確保すれば施設整備が満足できる。

そのうち自己資金等で対応する修繕費等は、従来型に加えて新たに性能維持と点検・修繕

に要する費用が必要となり、今後 40 年間で 363 億円（9.1 億円／年：Ｃ）となる。 

一方、現在本学の修繕にかける自己資金は約４億円／年（Ｂ）である。そのため施設整備コス

トを縮減すること、及び自己資金等の収入アップを図ることが必須となる。ここではその対応策を

検討する。 

［予定するコスト縮減策］ 

① キャンパスマスタープランに基づいて保有面積 10％削減を行う。

施設関連経費が 1.8 億円／年削減で、そのうち経常修繕費と性能維持改修費等修繕費の

0.9 億円／年が削減できる。 

［予定する増収策］ 

② ネーミングライツにより得られた収入を修繕費に活用する。  → α億円／年

③ 省エネによる光熱水費削減で拠出できた費用を修繕費に活用する。

2018 年度実績 … 189 万円／年増収 → 30 年後は 0.6 億円／年の増収

④ 保全業務一元化による削減などで拠出できた費用を修繕費に活用する。

2016 年度実績 … 0.3 億円／3 年増収 → 0.1 億円／年増収

⑤ 教育等施設基盤調整額を修繕費に活用する。

再配分率 … 平成 29 年度 114％ 、 平成 30 年度 114％ → 0.1 億円／年増収

【自己資金等のコスト比較】 

 Ｃ 必要額 … 9.1 億円／年

 Ｂ 自己資金実績額 … 4.0 億円／年

① 保有面積削減 … 0.9 億円／年

② ネーミングライツによる収入増 … α億円／年

③ 省エネによる収入増 … 0.6 億円／年

④ 保全業務一元化による収入増 … 0.1 億円／年

⑤ 教育等施設基盤調整額による収入増 … 0.1 億円／年

Ｃ＝（9.1 億円／年） ＞ Ｂ＋①＋②＋③＋④＋⑤＝（5.7＋α億円／年） 

よって、自己資金は従来型の計画よりも差が大きい 3.4－α億円／年の不足が見込まれる。 

11



１ 個別施設計画（教育研究施設）

本計画で対象となった教育研究施設は 116 棟で約 28.1 万㎡であり、そのうち経年 25 年以上

で性能維持改修等を要する面積は全体の 35％(全国立大学平均 30％)に達する。その教育研

究施設の整備コストは以下のとおりである。従来型の施設関連経費は、今後 40 年間で 1,061 億

円(26.5 億円／年)、そのうち経常修繕費は 292 億円(7.3 億円／年)となる。（グラフ５参照） 

長寿命化型による施設整備費は、今後 40 年間で 848 億円（21.2 億円／年）、そのうち性能維

持改修費等は 183 億円(4.6 億円／年)、経常修繕費は 315 億円(7.9 億円／年)となる。（グラフ６

参照） 

経常修繕で優先順位を勘案した場合の施設整備費は、今後 40 年間で 713 億円（17.8 億円

／年）、そのうち性能維持改修費等は 183 億円(4.6 億円／年)、経常修繕費は 180 億円(4.5 億

円／年)となる。（グラフ７参照） 

グラフ５ ： （従来型：教育研究施設）
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グラフ６ ： （長寿命化型：教育研究施設）

グラフ７ ： （長寿命化＋経常修繕の優先順位考慮型：全体から病院、宿舎等除く）
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２ 個別施設計画 （附属病院）

 附属病院は病院再開発計画に沿って整備を進めており、2026 年度には整備が終了する予

定である。 

３ 個別施設計画 （寄宿舎等）

 寄宿舎等は家賃収入があり独立採算型で施設整備を行う事が決定しており、寄宿舎の施設

整備は民間資金を活用した手法を取り入れて行うよう計画を進めている。また、職員宿舎は

寄宿舎の施設整備の推移を見計らって、整備を行うこととしている。
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４ 個別施設計画 （ライフライン）

ライフラインでは、以下の設備について更新計画を立て、実行する予定である。

［設備種別］ 

 特別高圧受変電設備、自家発電設備、中央監視制御設備、受水槽設備、排水処理設備、

冷凍機設備、ボイラ設備、新エネルギー利用設備、直流電源設備、無停電電源設備、屋外

給水管、屋外ガス管、屋外排水管、屋外冷暖房管、屋外電力線、屋外通信線 

グラフ５ ： （従来型：ライフライン）

グラフ６ ： （長寿命化型：ライフライン）
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Ⅵ．課題 ［第三段階］

前章により、これまで実施してきたコスト縮減と資金の増収対策だけでは、修繕等に掛かる費

用を満足することはできないことが判明した。費用が不足すると老朽化が進行し、結果的には研

究費も圧迫することに繋がるため、予算不足を解消するためには、前述した施策に加え、更なる

施策に取り組む必要がある。 

［追加コスト削減案］ 

⑥ 保有面積削減に 10％の上乗せを行う。

２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン（中央教育審議会）により 20 年後には大学

進学者が 20％減少することを踏まえ、10％の保有面積削減を上乗せすることで、施設関連

経費が 1.8 億円／年、そのうち経常修繕費と性能維持改修費等修繕費の 0.9 億円／年が削

減できる。 

［追加増収策］ 

⑦ スペースチャージ料の見直しを行う。

劣化防止費相当額 500 円／㎡をスペースチャージとして徴収しているが、部局からの要望

が多い空調機更新として 500 円／㎡程度を加算 → 1.2 億円／年増収

（スケールメリットが図られコスト縮減も見込まれる。）

⑧ 土地・建物の有効活用により収入を得る。

有休地や利用頻度の少ない土地・建物を貸出し、その土地の賃料を修繕費に充てる。ま

た、共同研究者などに働きかけて大学敷地内に施設を建設してもらい、土地を貸し出す対価

としてその施設を大学が使用する定期借地権を活用した施設整備に取り組む。 

→ β億円／年増収

【自己資金等のコスト比較：第二段階からの追加対策を反映】 

Ｃ 必要額［第二段階と同じ］  … 9.1 億円／年 

［第二段階］収入見込額（Ｄ） … 5.7＋α億円／年 

⑥ 保有面積の追加削減  … 0.9 億円／年

⑦ スペースチャージの見直しによる収入増 … 1.2 億円／年 

⑧ 土地・建物の有効活用による収入増 … β億円／年 

Ｃ＝（9.1 億円／年） ＞ Ｄ＋⑥＋⑦＋⑧＝（7.8＋α＋β億円／年） 

よって、自己資金は 1.3－（α＋β）億円／年の不足が見込まれる。 

なお、本計画は平成 29 年度末時点の実績を元に作成しているため、適宜見直しを行う必要

がある。 
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国立大学法人鹿児島大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）概要 

〈現状〉 

 

【 予算不足により老朽化が進行、全ての施設に対応できない！！ 】 

［第一段階］ 行動計画において示した対応策 

保有施設の総量最適化 

新たな財源の確保 

〈将来ビジョン（30 年後）〉  第一段階を実施した場合 

※1 大学の自己負担で対応する修繕費等の必要額 7－1＝ 6 億円/年 

※2 大学の自己負担で対応する修繕費等の見込額 4＋(1＋α)＝ 5＋α億円/年 
※3 国に負担を求める大規模改修等の必要額 22－2＝ 20 億円/年 

約 28 万㎡

（施設規模) 
※病院・宿舎除く

修繕費等不足額 

約 3 億円/年

必要額：約 7 億円/年 

実績額：約 4 億円/年 

大規模改修等不足額 

約 6 億円/年

必要額：約 22 億円/年 

実績額：約 16 億円/年 

▲10％

施設規模 

キャンパスマスタープランに

基づく 改築・改修の際に集約化 

（H29 より実施） 

ネーミングライツ料 ＋α億円/年

修繕費等 （H28 より実施） 

光熱水費削減額 ＋0.6 億円/年

修繕費等 

（H28 より実施） 

保全業務一元化に
よる削減額 ＋0.1 億円/年

修繕費等 

（H29 より実施） 

教育等施設基盤調
整額を修繕費予算
へ充当 

＋0.1 億円/年

修繕費等 

（再配分率 H29：114％，H30：117％） 
▲ネーミングライツ看板の設置状況

（H18 より実施） スペースチャージ料 1.4 億円（500 円/㎡・年）による計画的修繕 

（H28 より実施） 全学共用スペースの有料化（5,000 円/㎡・年）による計画的修繕  （0.6＋0.1＋0.1＋α＝0.8＋α→1＋α） 

（H29 より実施） 入構料金の値上げによる駐車場等の計画的整備等（859 万円/年） 

修繕費等 

▲1 億円/年
（7×10%＝0.7→1） 

大規模改修費等 

▲2 億円/年
（22×10%＝2.2→2） 

約 25 万㎡

（施設規模) 
※病院・宿舎除く

修繕費等不足額 

約 1-α億円/年

必要額：約 6 億円/年※1 

見込額：約 5+α億円/年※2 

大規模改修等不足額 

約 4 億円/年

必要額：約 20 億円/年※3 

実績額：約 16 億円/年 
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［第二段階（前半）］ ライフサイクルの見直し （経常修繕は最小限実施） 

〈現状〉 

 

長寿命化に向けたライフサイクルの見直し 

〈長寿命化計画に見直し〉 

 

※4 大学の自己負担で対応する修繕費等の必要額 7＋2＝ 9 億円/年 

※5 国に負担を求める大規模改修等の必要額 22－11＝ 11 億円/年 

［第二段階（後半）］ 第一段階と同様の対応策を実施し、修繕費等の削減を検討 

保有施設の総量最適化 

新たな財源の確保 

修繕費等    大規模改修費等 

▲1 億円/年 ▲1 億円/年
（9×10%＝0.9→1） （11×10%＝1.1→1） 

約 28 万㎡

（施設規模) 
※病院・宿舎除く

修繕費等不足額 

約 3 億円/年

必要額：約 7 億円/年 

実績額：約 4 億円/年 

大規模改修等不足額 

約 6 億円/年

必要額：約 22 億円/年 

実績額：約 16 億円/年 

従来型 
改 修 

（性能維持＋機能向上） 

築後 30 年

改 築 

築後 60 年

長寿命型 ※１ 

（性能維持） （性能維持＋機能向上） （性能維持） 

築後 25 ・ 50 ・ 75 年

改 修 

改 築 

築後 100 年

※１） 「国立大学法人施設の長寿命化に向けた基本的な考え方の整理」に基づく

  築後 25・75 年に必要となる性能維持改修は修繕費に含む 

▲10％
施設規模 

（H29 より実施） 

ネーミングライツ料 ＋α億円/年

修繕費等 （H28 より実施） 

光熱水費削減額 ＋0.6 億円/年

修繕費等 

（H28 より実施） 

保全業務一元化に
よる削減額 ＋0.1 億円/年

修繕費等 （H29 より実施） 

教育等施設基盤調
整額を修繕費予算
へ充当 

＋0.1 億円/年

修繕費等 

（再配分率 H29：114％，H30：117％） 

（H18 より実施） スペースチャージ料 1.4 億円（500 円/㎡・年）による計画的修繕 

（H28 より実施） 全学共用スペースの有料化（5,000 円/㎡・年）による計画的修繕  （0.6＋0.1＋0.1＋α＝0.8＋α→1＋α） 

（H29 より実施） 入構料金の値上げによる駐車場等の計画的整備等（859 万円/年） 

修繕費等 

＋ 2 億円/年

大規模改修費等 

▲11 億円/年

約 28 万㎡

（施設規模) 
※病院・宿舎除く

修繕費等不足額 

約 5 億円/年

必要額：約 9 億円/年※4 

実績額：約 4 億円/年 

大規模改修等不足額 

約▲5 億円/年

必要額：約 11 億円/年※5 

実績額：約 16 億円/年
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〈将来ビジョン（30 年後）〉  第二段階を実施した場合 

※6 大学の自己負担で対応する修繕費等の必要額 9－1＝ 8 億円/年 

※7 大学の自己負担で対応する修繕費等の見込額 4＋(1＋α)＝ 5＋α億円/年 
※8 国に負担を求める大規模改修等の必要額 11－1＝ 10 億円/年 

［第三段階］ 第二段階に新たに追加検討する対応策案 

保有施設の総量最適化（二段階目） 

新たな財源の確保 

〈将来ビジョン（30 年後）〉  第三段階まで実施した場合 

※9 大学の自己負担で対応する必要額 8－1＝ 7 億円/年 

※10 大学の自己負担で対応する見込額 (5＋α)＋1＋β＝ 6＋α＋β億円/年 
※11 国に負担を求める大規模改修等必要額 10－1＝ 9 億円/年 

※ 大学の自己資金等を財源とする修繕費等のうち、新たな財源である α+β で 1 億円/年を確保す

る必要がある。

 一方で、厳しい財政状況の中、今後の国の予算についても実績額（16 億円/年）を確保することは

相当困難となることが想定できる。 

修繕費等 

▲1 億円/年
（8×10%＝0.8→1） 

大規模改修費等 

▲1 億円/年
（(22－11)×10%＝1.1→1） 

修繕費等不足額 

約 23 万㎡
（施設規模） 

※病院・宿舎除く

約 1-(α+β)億円/年
必要額：約 7 億円/年※9 

見込額：約 6+α+β億円/年※10 

大規模改修費等不足額 

約▲7 億円/年
必要額：約 9 億円/年※11

実績額：約 16 億円/年 

▲10％

施設規模 

2040 年に向けた高等教育のグランド

デザイン（中央教育審議会）に基づき、

大学進学者が 20％減少すると想定

改築・改修の際に集約化 

スペースチャージ料の見直し

（空調機更新として 500 円／㎡程度を加算） 
＋1 億円/年

修繕費等 

土地・建物の有効活用による収入 

定期借地権を活用した施設整備 ＋β億円/年 
修繕費等 

約 25 万㎡

（施設規模) 
※病院・宿舎除く

修繕費等不足額 

約 3-α億円/年

必要額：約 8 億円/年※6 

見込額：約 5+α億円/年※7 

大規模改修等不足額 

約▲6 億円/年

必要額：約 10 億円/年※8 

実績額：約 16 億円/年 
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