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はじめに 

 

我が国のインフラが今後急速に老朽化することが予測される中、国および地

方公共団体等が管理するあらゆるインフラを対象に、国及び地方公共団体等が

一丸となってインフラの戦略的な維持管理等を推進するため、平成 25 年 11 月

29 日に開催された「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」に

おいて、「インフラ長寿命化基本計画」が策定された。 

 

これを受けて文部科学省は、所管施設等の長寿命化に向けた各設置者の取組

を推進するため、「文部科学省インフラ長寿命化計画(行動計画)」を平成 27 年

3 月に策定した。 

その内容は、国立大学法人が保有する施設も対象としておりこれに基づき、

本学におけるインフラ長寿命化のための行動計画・個別施設計画の策定が求め

られている。(ただし、行動計画は平成 29 年 3 月に策定済み) 

 

施設整備をめぐる財政状況が厳しい中、将来にわたって安定的に整備充実を

図るため、膨大な保有施設を最大限活用しながら、計画的な修繕・改修等の対

策が重要であり、特に老朽施設・設備等については、事故未然防止と研究棟確

保のため、整備実態の把握および的確な点検を進め、計画的に対策を実施する

ことが一層重要である。 

 

さらに、経年による施設の機能陳腐化等により、教育研究の高度化・多様

化・国際化・産学官連携推進等の教育研究活動に支障が生じていないか、ま

た、バリアフリーや省エネ等社会的要請に対応できているか等を適時に確認

し、機能向上を図っていくことも重要である。 

 

このインフラ長寿命化の行動計画・個別施設計画は、インフラの維持管理等

に係るトータルコストの縮減を図り、必要な予算の確保を進めていくため、中

長期的な将来の見通しを把握し、これを一つの目安として戦略を立案し、必要

な取組を進めていくことに資することを目的としている。 

 

なお、策定にあたっては、「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引(平成

27 年 文部科学省)」を活用し、随所に内容や図表等を引用している。 
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１. 宮崎大学インフラ長寿命化計画の背景・目的 

1－1.取組の背景 

戦略的かつ機能的な大学運営を行うためには、高度・多様化する教育研究医療

活動や新たな教育研究医療活動に展開できる質の高い教育研究医療環境を整備

することが求められている。しかしながら、国立大学法人においては、施設整備

費をめぐる財政状況は厳しく、我が国の高度成長期以降に集中的に整備された

インフラが今後一斉に老朽化するため、さらなる厳しい財政状況が見込まれる。 

また、本学の木花キャンパスは統合移転整備により、昭和 40 年代～50 年代

に整備されたため、施設や基幹設備（ライフライン）の老朽化が進んでおり膨大

な施設の更新時期が到来している。財政状況により予算確保が難しい場合、施設

の老朽化が進むことで修繕費の確保が行えない場合は教育基盤に支障をきたし、

弱体化が懸念される。 

 

１－２.取組みの目的 

インフラ長寿命化の行動計画・個別施設計画は、インフラの維持管理等に係る

トータルコストの縮減を図り、必要な予算の確保を進めていくため、中長期的な

将来の見通しを把握し、これを一つの目安として戦略を立案し、必要な取組を進

めていくことに資することを目的としている。 

施設整備をめぐる財政状況が厳しい中、将来にわたって安定的に整備充実を

図るため、膨大な保有施設を最大限有効活用しながら、計画的な修繕・改修等の

対策が重要であり、特に老朽施設・設備等については、事故未然防止と、研究機

能等確保のため、整備実態の把握および的確な点検を進め、計画的に対策を実施

することも重要である。 

さらに、経年による施設の機能陳腐化等により、教育研究の高度化・多様化・

国際化・産学官連携推進等の教育研究活動に支障が生じていないか、また、バリ

アフリーや省エネ等社会的要請に対応できているか等を適時に確認し、機能向

上を図っていくことも一層重要である。 

「財政的に持続可能な範囲」で実現するためには、従来と同じ手法による整備

を見直すことで、経費抑制と平準化に取り組む必要があります。 

このために、国の老朽化対策である「インフラ長寿命化計画基本計画」に基づ

き、建物の耐用年数に応じて、適切な時期に適切な改修を行うことにより、経費

の抑制と平準化を図りながら、安心・安全な施設環境を確保します。 
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１－３.計画期間 

〇計画期間 

本計画の計画期間は、４０年とします。 

１－４.対象施設 

全ての施設を本計画の対象施設とする。(ただし、附属病院、職員宿舎、宮崎市立田野病

院および宮崎市介護老人保健施設さざんか苑は別途計画する。) 
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２.本学施設の目指すべき姿 

２－１宮崎大学の目指すべき方向性について 

(1)「国立大学経営力戦略(平成 27 年 6 月 16 日 文部科学省)」において、各国

立大学は、既存の枠組みや手法等にとらわれない大胆な発想で、学長がリーダ

ーシップとマネジメント力を発揮し、組織全体をリードする将来ビジョンに基

づく自己改革・新陳代謝を実行することや、確かなコスト意識と戦略的な資源

配分を前提とした経営的視点で大学運営を行うことで経営力を強化することが

求められている。 

大学等の将来ビジョンに基づく機能強化を推進する具体的施策として、国立

大学法人運営費交付金の中に３つの重点支援の枠組みが設けられ、第 3 期中期

目標期間において、宮崎大学は、主として、地域に貢献する取組とともに、専

門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界・全国的な教育研究

を推進する取組を中核とする国立大学として取組んでいる。 

 

(2) 第 3 期中期目標期間（平成 28 年度～平成 33 年度）を視野に入れた、活動

の道標となる『宮崎大学未来 Vision～地(知)の融合で興す「新たに光る宮崎ブ

ランド」を日本と世界へ～』においては、『異分野融合を軸に「地の利、人の

利」を活かした教育研究等の推進』や『地域と共に興す「新たに光る宮崎ブラ

ンド」の確立と発信』を目標とし、人材育成・研究・グローバル化・医療・大

学運営の視点からまとめたものであり、これにより宮崎大学は、地域活性化の

拠点として、また、特色ある学術研究を宮崎から世界へ発信する拠点として、

新たな大学創造に邁進することとしている。 

 

２－２.国立大学法人をとりまく国の文教施設施策の動向について 

(1) 第 4 次国立大学法人等施設整備 5か年計画(平成 28～32 年度) 

(平成 28 年 3 月 29 日 文部科学大臣決定) 

ⅰ 重点整備 

① 安全・安心な教育研究環境の基盤の整備 

・耐震対策(非構造部材を含む)や防災機能強化に配慮しつつ、長寿

命化改修を推進 

・老朽化した基幹設備(ライフライン)を更新 

② 国立大学等の機能強化等変化への対応 

・大学等の機能強化に伴い必要となる新たなスペースを確保 
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・長寿命化に合わせ、機能強化に資する整備を実施(ラーニング・コ

モンズやアクティブ・ラーニング・スペース、地域産業を担う地

域人材育成など、地域と大学の連携強化のための施設整備を実施) 

・大学附属病院の再開発整備の着実な実施 

③ サスティナブル・キャンパスの形成 

・今後 5年間でエネルギー消費原単位を 5％以上削減 

・社会の先導モデルとなる取組を推進 

 

ⅱ 推進方策(戦略的な施設マネジメントの取組の推進) 

① 施設マネジメント推進のための仕組みの構築 

・経営者層のリーダーシップによる全学的体制で実施 

② 施設の有効活用 

・経営的な視点での戦略的な施設マネジメントの下、施設の有効活

用を積極的に行う。 

・保有面積の増大は、施設管理コストの増大につながるため、保有面

積の総面積抑制を図る。 

③ 適切な維持管理 

・予防保全により良好な教育研究環境を確保する。 

・光熱水費の可視化による維持管理費等の縮減や、必要な財源の確

保のための取組を進める。 

 

ⅲ 多様な財源を活用した施設整備の推進 

大学等は、国が施設整備費の確保に努める一方、資産の有効活用を含

め、多様な財源を活用した施設整備を一層推進する。 
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  (2) 大学経営に求められる施設戦略～施設マネジメントが教育研究基盤

を強化する～ 

(平成 27 年 3 月 国立大学等施設の総合的なマネジメントに関する検討会) 

 

ⅰ 施設マネジメントの必要性 

① 施設の重要性と課題 

・教育研究活動を支える基盤、大学機能強化への対応のため施設は重要。 

・既存施設の老朽化進行、新たな施設需要増加の課題がある。 

② 適切な施設マネジメントの必要性 

・現在の施設マネジメントの取組・成果は不十分、経営者層自らが全

学的な取組として施設マネジメントを進めることが必要。 

 

ⅱ 基本的な考え方 

① 大学経営の一環としての施設マネジメント 

・厳しい財政状況の中で国立大学法人等の理念やアカデミックプラ

ンを実現するために、施設の戦略的な運営が必要。 

・施設マネジメントは、施設の整備や維持管理、既存施設の有効活

用、省エネルギー対策、財源確保等、施設全般に係る様々な取組

である。 

・キャンパス全体について、総合的・長期的視点から、教育研究活動

に対応した適切な施設を確保・活用することを目的として実施す

る。 

・施設に係る取組を大学経営の一環として捉え、教育研究や財務の

戦略との整合性を図りながら実施する。 

② トップマネジメントによる全学的体制の構築 

・施設マネジメントは、経営者層のリーダーシップによる全学的体

制で実施する。 

・体制の構築には、施設マネジメントを経営者層によるトップマネ

ジメントとして位置づけることが必要。 

・横断的な実務体制の構築とともに学内の合意形成を図り、実効性

のある施設マネジメントを実施。 

・また、施設マネジメントの取組への理解を深めるため、施設利用者

への普及啓発による参画意識の醸成が不可欠。 

③ PDCA サイクルにおける経営者層の役割 



10 
 

・中期的な行動計画を策定する PDCA サイクルを確立するとともに、

毎年の取組についても短期間の PDCA サイクルにより検証・評価

する。 

・経営者層の十分な理解による主体的な実施が必要。 

 

ⅲ 戦略的な実施手法 

① 教育研究にもたらす効果の想定と事後の検証・評価 

・教育研究等にもたらす効果を想定し施設整備・管理目標を設定す

る。 

・教育研究等にもたらす効果を評価指標によって検証・評価し、結果

を次の効果の想定等に活用する。 

 

 

② 情報を活用した経営判断 

・財務状況や既存施設の現状、利用者ニーズなど、判断に必要な情報

を把握し、教育研究棟にもたらす効果の想定や実施方策の検討を

行う。 

③ 三つの視点を踏まえた実施方策の検討 

・施設マネジメントの三つの視点(クオリティ、スペース、コスト)か

ら総合的なバランスを図りつつ、実施方策を検討する。 

・実施方策の検討結果を踏まえ、施設整備計画・施設修繕計画の中期

的な行動計画を策定する。 

 

ⅳ 国の推進方策 

① 情報提供 

② 施設マネジメントの取組状況の評価 

③ 施設マネジメントの理解促進 
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３.宮崎大学の施設実態 

３－１.施設の運用状況・活用状況の実態 

３－１－１.対象施設の面積一覧 

 本学は木花キャンパス、清武キャンパス、花殿キャンパス及び船塚キャ

ンパスの４つの主要キャンパスがある。 

木花、清武、花殿、船塚の主要キャンパスのうち、木花キャンパスは、昭

和 59 年の農学部をはじめに、工学部、教育学部と順次移転整備が進められ、

平成元年に全ての組織が移転完了、清武キャンパスは、昭和 49 年に宮崎医

科大学として設置後、平成 15 年 10 月に旧宮崎大学と統合した新生宮崎大学

として今日に至っている。 

さらに、花殿キャンパスには附属小学校および中学校、船塚キャンパスに

は附属幼稚園があり、その他、農学部附属フィールド科学教育研究センター

として、住吉、田野、延岡等に施設を保有している。 

宮崎大学では、保有面積約 28 万㎡のうち６割の約 15 万㎡(H28.5.1.現在)

となっており、そのうち約 9 万㎡が木花キャンパスの施設に集中し、今後急

速な老朽化の進行が予測される。 
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３－１－２.入学生数及び県内人口数の変化 

１．本学と他大学の入学定員と大学入学者の出身高校所在地 

 教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部の５学部からなる大学として機能

しています。学部の年間入学者定員は約 1,035 人で収容定員は約 4,480 人となり、大学院

も合わせると約 5,000 人程度の学生数となっています。 

 

計 1,035 人／年 

計 1,070 人／年 

入学定員 

計 1,722 人／年 

計 1,950 人／年 

計 1,477 人／年 

計 170 人／年 
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２．県内人口数の変化－急速な少子高齢化に伴う人口減少 

全国的に人口減少する推計が示されている中で、宮崎県の将来人口推移につ

いても今後20年(2040年)でさらなる減少が見込まれている。また、１８歳人口

は、2010年～2020年頃までほぼ横ばいで推移するが、2030年頃から再び減少

することが予測されている。 

今後、少子高齢社会の到来に伴い人口減少見込まれており、学部の組織改編

や人数の見直し等の変化にも対応するため、施設整備を行う際にも検討が必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年時点 
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３－１－３.施設関連経費の推移 

１．施設整備補助金の減少 

施設整備費補助金は近年減少傾向にあり、補正予算に依存している状況にあ

る。 

 
「（出典）国⽴⼤学協会、国⽴⼤学法⼈ 基礎資料集、2018 年 1 月 30 日。」 

２．宮崎大学の施設関連経費の推移 

施設関連予算は施設整備補助金等や施設費交付金・運営費交付金によるもの

がある。国の予算と同じく施設整備補助金は減少傾向にある。 
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３－１－４.施設の保有量 

１.本学の保有資産の状況 

１、耐震対策はほぼ完了したものの、昭和５９年代から昭和６３年代にかけて整備された 

膨大な施設の更新時期が到来しており、安全面・機能面・経営面で大きな課題が生じ、対

応が急務である。 

 経年２５年以上の改修を要する施設の面積は全体の約７５％であり、今後５年で経年２

５年以上の改修を要する施設の面積が現在より倍増する。 

２、基幹設備（ライフライン）の老朽化も進行し、耐用年数を超えたものの割合が高く、

特に教育研究に影響を及ぼすガス配管や排水管の老朽化が 50％を超えている。 

 

２.キャンパスごとの整備状況 

宮崎大学には４つの主要キャンパス（木花、清武、花殿、船塚）があり、中でも木花キ

ャンパスは昭和 59 年から 63 年代に移転整備が行われ、経年 30 年以上の建物が集中して

いる。なお、清武・花殿・船塚キャンパスは改修が順次完了している。 

 

2018 年５月時点 
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３－１－５.今後の維持・更新コスト（従来型） 

1.更新コスト（従来型）について 

今後、現在と同じく古い建物から順番に更新を行った場合のコストを試算し

た。対象施設は１９６棟（全ての建物）で、全ての建物について古い順から改

修等を行った場合４０年間で総額 1,583 億円の維持・更新コストが必要になる

ことが試算された。 

これは、年間で考えると 39.6 億円となり、現在の約 2.3 倍程度の予算を毎年

確保していくことが必要となるため、現状の古い建物から順番に更新を続けて

いくと、財政的にも非常に厳しいことがわかる。 
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2.施設維持管理・光熱費の実態について 

維持管理とは、施設の点検・運転・維持・修繕を行うことにより、施設を正

常に保つことである。教育研究環境を良好に保ち、施設利用者が快適に安心し

て施設を利用するためには、保有する施設を健全に維持していくことが極めて

重要である。 

光熱費とは、電気料・水道料・ガス料・燃料費のことであり、必要経費とな

る。 

維持管理費が減少するということは、施設の劣化・損傷に対応する修繕、設

備機器の点検保守等が充分に行われておらず、教育研究環境を良好に保てなく

なる。 

教育研究への機能強化対応に伴い、宮崎大学の保有面積は増加傾向にある中

で、光熱水費は年々増加している。その反面、維持管理費は低水準となり、必

要な補修や修繕が満足にできていない。多くの建物で必要な維持管理費が確保

されていないため機能が著しく低下し問題が起きてからの対応となっており、

結果、事後保全となっている。 

 

 

 異常が起きてから対応する事後保全の場合、大きな損傷を招き修繕費が高くなるばかりではなく

安全性が脅かされる。また、設備の性能が低下した状態での運転費は通常よりも増加し、さらに故

障した場合、修繕に時間がかかり、教育研究の支障が発生する。 
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□施設の維持管理について 

 文部科学省で実施した調査の結果によれば、国立大学等における平成 25 年

度の維持管理費の実績は平均 2,500 円／㎡で、私立大学の実績の半額程度にと

どまっており、修繕、清掃、警備等の実績額により差が生じていると考えられ

る。国立大学等と私立大学とを単純に比較することはできないものの、予算や

契約に関する制度の違い等を考慮しても維持管理の実施状況に格差が認められ

る。 

 

法改正や人件費の高騰等による点検・保守・運転監視費等の増加に圧迫され

修繕費は減少しており、設備更新等の修繕費の確保が課題である。 

宮崎大学の維持管理費と光熱水費の現状について（附属病院は除く） 

国立大学の維持管理費の実績は平均 2,500 円／㎡で、本学の維持管理費は平均 1,300 円

／㎡程度となっている。特に、修繕費の減少が大きく影響しており、経年３０年以上の建

物が増え、老朽化が著しいなか、充分な費用の確保が行えてないことがわかる。 

 

「（出典）文部科学省 ⼤学経営に求められる施設戦略、

2015 年 3 月」 
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光熱水費には電気料、ガス料、水道料、燃料費などがある。光熱費が毎年増

加する中で、電気料の増加が大きく影響しており、主な原因としては料金の値

上げや空調機をガス空調から電気空調に更新したことによる使用量の増加など

である。 
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３－２.施設の老朽化状況 

３－２－１.施設老朽化状況の実態 

本学では建物点検として、2017 年度～2018 年度にかけ、全ての建物について点検調査

を行った。その結果を建物カルテにまとめている。196 棟についてカルテを作成した。 

本学の不具合状況の発生状況は屋根防水や給排水衛生の整備需要度が高い。道路や内装、

外壁などの修繕も多く、研究に支障をきたすものが主に修繕件数が多い。

 

計画策定にあたって、指標や優先順位の考え方を示すことが重要である。 
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３－２－２.施設の長寿命化計画について 

国立大学法人等が抱える膨大な施設を効果的効率的に施設整備や維持管理を行うために

は、従来のライフサイクルコストから長寿命化のライフサイクルへ転換することにより、

既存施設を最大限活用することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後保全型から予防保全型への転換 

従来の維持管理 

（事後保全） 

長寿命化計画 

（予防保全） 

補修が大規模に

なると補修費用

が増える 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄが増え

適切な維持管理が

困難になる 

劣化が進む前の

計画的な 

維持管理対策 

こまめな予防

保全で補修費

は減る 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄが減

り良好な維持管

理が可能になる 

予算がないため、

修理が必要な箇所

のみ対策 
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施設の機能や性能の劣化の有無や兆候・状態を把握し、劣化を予測した上で、計画的に適

切な保全を行い、機能停止などを未然に防ぐ「予防保全」による施設長寿命化を推進し、財

政負担の縮減・平準化に取組む。 
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３－２－３.今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

今後の方向性を定めていく上で、施設の将来における修繕費や更新にかかる事業費を見

通し、現在の施設を今後も保有していくこが可能であるか、また、どのようにしていけば

保有していくことが可能なのか分析・把握することが大切である。 

 下記の表は今後の維持・更新コストを示している。建物を改築（建替え）で主に実施した

場合を最大とし、インフラ長寿命化計画（行動計画）で示した長寿命化で行った場合で比較

検討を行った。全ての建物 196 棟で検討した場合、改築型は今後 40 年間の総額で約 1,580

億円、年間で 40 億円必要である。長寿命化型は約 1,340 億円と膨大な建物更新費が必要と

の試算となった。 

 従来型(改築)と長寿命化型で比較した検討表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討①

本学の
全建物

棟数 196棟

面積 288,017㎡

40年間の
必要額

1,583億円

１年間の
必要額

39.6億円/年

40年間の
必要額

1,340億円

１年間の
必要額

34億円/年

項目

条件

長寿命化

型

（100年で
改築）

1,323億円 1,200億円 925億円

33億円/年 30億円/年 23億円/年

改築型
（50年で
改築）

1,564億円 1,445億円 1,158億円

39.1億円/年 36.1億円/年 29億円/年

122棟 91棟 76棟

200㎡以下の小規模
建物を除いて検討

木花・清武・花殿・船塚
で検討

木花・清武・花殿・船塚で
検討（附属病院除く）

282,720㎡ 252,303㎡ 174,158㎡

検討② 検討③ 検討④
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従来型（改築）の１９６棟（宮崎大学の全ての建物）で試算した場合 

１９６棟（宮崎大学の全ての建物）を長寿命化した場合 

・総額約 1,340 億円、年間約 34 億円の更新費が必要 

・従来型と比べて総額▲243 億円、年間▲5.6 億円で 15.4％の削減効果 
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７６棟を長寿命化した場合 【上記の主要団地から病院を除いて検討】 

・附属病院と小規模建物(200 ㎡以下)を除く、主要団地の建物 76 棟で検討した場合 

（附属病院施設は、財政融資資金を財源とした長期借入金を活用して整備することから、

分けて検討する） 

・総額約 925 億円、年間約 23 億円の更新費が必要 

・従来型と比べて総額▲658 億円、年間▲16.6 億円で 41.6％の削減効果 

 
参考：コスト試算条件 
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３－２－４.施設更新費に係わる自己資金必要額の試算結果 

長寿命化の試算結果グラフから、補助金の必要額と自己資金の必要額を算出した。 

施設整備費補助金は、年間(2014 年～2018 年)の平均で約 6 億円の実績がある。(但し、

ライフライン関係（排水管等）の建物以外の補助事業も含む） 

 自己資金は年間(2014 年～2017 年)の平均で約１億円の実績がある。 

 

【全ての建物１９６棟で検討した場合】 

・補助金は年間で 16.2 億円以上の確保が必要 

・自己資金は年間で 8.0 億円以上の確保が必要である。 

【附属病院と小規模建物を除く、主要団地の建物７６棟で検討した場合】 

・補助金は年間で 9.5 億円以上の確保が必要 

・自己資金は年間で 4.3 億円以上の確保が必要 

今後４０年間で全ての建物を維持するためには、多額の資金が必要となる。 
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３－２－５.スペースチャージ導入等による新たな財源の確保 

 

 

 

 

 

 

 

医学部基礎臨床研究棟ではスペースチャージ制実施で、年間約１千万円の財源確保

を行ったことや、大型改修を実施した結果、エネルギー使用量が 28％削減でき、光熱

水費が年間約１千万削減された。 

全学的にスペースチャージ制を取入れることや省エネ改修で得られた削減コスト

を、修繕積立金化する仕組みの検討を行い、経営基盤の強化を図る。 

医学部のスペースチャージの事例 
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３－２－６.施設の総量の最適化と重点的な整備 

本学の理念やアカデミックプランの実現を目的として、施設について戦略的

な運営を行い、教育研究や財務の戦略と整合性を図りながら、大学機能強化の

ニーズに対応することが重要である。 

 施設に係る支出（新増築、改修費、維持管理費及び光熱水費）は大学の支出

全体の約１６％を占めており、財務経営に与える影響は少なくない。 

インフラ長寿命化計画は、大学のインフラ設備を適切に維持していくための機

能回復を目指しており、これまでの事後保全による非効率的かつ不経済な維持

管理から脱却し、予防保全による効率的・経済的な施設整備・維持管理への転換

を図る計画である。 

ただし、すべての施設を整備し、運営するだけの財政基盤がない場合は、「施

設等の優先度」を検討する。長期的に必要となる施設を判断し、将来の財政状況

等を見据え「重点的な整備」を行い、施設の役割を将来に渡り持続的に発揮させ

ることで、教育機能強化を図る。 

総合的・長期的な視点で教育研究活動に対応した適切な施設を確保・活用するためには、施

設の現状を把握し、何を優先すべきか総合的に判断すると同時に、必要な財源確保策を検討

した上で、長期的に必要となる施設の検討を行い長寿命化に向けた計画の策定や保有施設
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の総量の最適化も検討にいれながら、施設のマネジメントを進めることが重要です。 

 

計画的な施設整備 

改修については、施設の物理的な性能を維持するための大規模改造（性能維持改修）と施

設の平面計画の変更等の教育研究ニーズ等に対応するための長寿命化改修（機能改修）の２

つに区分した場合、施設を長期間利用していくためには大規模改造を適時適切に行う事が

重要である。 

長寿命化改修(機能改修)は教育研究ニーズを踏まえながら対応していくことが重要であ

るが老朽化した膨大な施設を維持していくためには、施設整備の必要性や効果等について

十分検討しメリハリを付け効果的・効率的に行うことが重要である。 

 

施設整備における優先度の考え方 

すべての施設を整備し、運営するだけの財政基盤がない場合は、「施設等の優先度」が考

えられる。建築年数が長い施設（重症度の高い）を優先的に改修していくと、建築年数が短

い若い建物もやがて年齢を重ね老朽化が進み、いつまで経っても改修・更新の追いかけっこ

になり、財政を圧迫しかねない。そのためにも長期的に必要となる施設の総量を判断し、将

来の財政状況等を見据えた「建築物総量の管理」が重要である。 
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４－１.本学施設整備の基本方針等 

４－１－１.キャンパスマスタープランとインフラ長寿命化計画（個別

施設計画）との一体計画 

本学のアカデミックプランや経営戦略、中期目標・中期目標中期計画と連動した戦略的な

施設戦略を行うため、キャンパスマスタープランを策定している。キャンパスマスタープラ

ンは教育研究の高度化・グローバル化、学内共同利用・大学間共同利用の促進等の大学戦略

等と、教育研究の将来構想を踏まえたキャンパスの目指すべき姿を具体化しており、インフ

ラ長寿命計画もこのキャンパスマスタープランに記載された重要な役割となっている。 

インフラ長寿命化計画は、大学のインフラを適切に維持していくための機能回復を目指

しており、これまでの事後保全による非効率的かつ不経済な維持管理から脱却し、予防保全

による効率的・経済的な施設整備・維持管理への転換を図る計画である。 

【キャンパスマスタープラン】 

キャンパス発展に主眼を置き、理想的なキャンパスを目指し、目標を実現するため、

主に機能強化を行う。 

【インフラ長寿命化計画】 

大学のインフラ機能を回復し維持するために、効率的・効果的に行う計画的修繕。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンパスマスタープランとインフラ長寿命化計画は相互に関係しており、一体的な

計画として補完する。 
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４－１－２. 本学施設の整備の基本方針 

(1) 基本的な考え方 

本学施設の整備の基本方針は、「国立大学改革」および「国立大学経営力戦略」等

の国の施策や、これを受けた「宮崎大学第 3 期中期目標・中期計画(2016 年 4 月 1 日

～2022 年 3 月 31 日)」に掲げる大学機能強化、その対応のために、「第 4 次国立大学

法人等施設整備 5 か年計画(平成 28～32 年度)」、「大学経営に求められる施設戦略～

施設マネジメントが教育研究基盤を強化する～」等に即したものとする。 

    

 

(2) 今後の本学施設の活用方針と留意事項 

本学施設の目指すべき姿や本学の財政状況と施設管理関係予算の状況等を踏まえ、

個別施設をどのように活用していくか、以下のように検討する。 

方針① 現状規模・機能を維持する場合 

大学機能強化等のニーズに対応することに留意しつつ、スペースマネジメントによ

る既存施設の有効活用を一層進めることが重要である。 

施設の転用が見込めない場合には、施設を保有しているだけでも日常的な維持管理

のための費用がかかることから、不要となった部分を取り壊す「減築」を行うことも

考えられる。 

方針② 現状規模・機能を維持しつつ、複合化・共用化等を検討する場合 

本学施設が地域の核となることも視野に入れながら、地域の実情に応じ、他の文教

施設・公共施設等との複合化・共用化も考えられる。 

方針③ 用途廃止等を検討する場合 
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改修等の優先順位付けと実施計画を策定する必要がある。すなわち、施設の改修や

日常的な維持管理等を効果的に進めていくため、将来的な用途廃止等の予定や施設の

転用等の見込みを十分に考慮し、それらに応じたムダのない適切な方法とする。 

 

(3) 実効性ある計画とするために 

情報収集や関係者間の調整等に時間がかかり、現時点で個別施設計画が立てられな

い場合も、策定に向けた具体的な検討時期を定め、確実に検討を進めていくことが重

要である。 

国の施策等、関連する計画が策定・改訂された場合には、計画に反映できるように

検討する。 

 

５－１.基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

５－１－１.長寿命化実施に伴う整備水準 

改修(特に長寿命化改修)の実施に当たっては、単に数十年前の建築時の状態に戻すの

ではなく、構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるとと

もに、省エネ化や多様な教育研究活動等の大学機能強化に対応するための改修を行うこ

とが重要である。 

把握した施設の現状から、今後の改修等によりどの水準まで引き上げるか、施設の部

位毎に検討し、長寿命化計画における統一的な方針を設定する。 

これにより、類似用途・規模の施設における整備水準の統一を図ることができる。ま

た、部位毎のおおまかな整備費用を積算することで、大規模改修等を行う際に必要とな

る額をあらかじめ想定することができる。 

整備水準を検討する項目(部位)としては、以下のものが考えられる。 

 

整備水準を高めるほどコストは高くなる一方、建物性能向上により、建物寿命が延び

て光熱水費の縮減につながる好循環のリノベーションとなる可能性もあるため、整備水

準の設定に当たっては、ライフサイクルコストを考慮し、予算の見通しを踏まえた水準

を設定することが有効である。 

安全・安心 
内装、外装、非構造部材の耐震対策、防災機能、防犯対策、 

事故防止対策、アスベスト対策等 

機能強化 
設備(空調、給排水等)、アクティブラーニング、ICT 設備、 

バリアフリー、トイレ仕様、エレベータ仕様等 

サスティナブル 

・キャンパス 

断熱性能、日射遮蔽性能、遮音性能、設備の高効率化、 

木材使用等、ZEB 化の導入 
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(1) 長寿命化の方針 

国を含めた厳しい財政状況下、改築を中心とした老朽化対策では対応しきれない施

設が大幅に増加する恐れがあるため、中長期的な維持管理等にかかるトータルコスト

の縮減・予算の平準化を実現するため、原則として、改築より工事費が安価かつ、廃

棄物や二酸化炭素の排出量が少ない長寿命化改修への転換を図るようにすることが

必要である。 

(2) 点検・診断 

行動計画や個別施設計画に基づき、できるだけ早期に必要な体制を整備し、定期的

な点検により劣化・損傷の程度や原因等を把握するとともに、劣化・損傷が進行する

可能性や施設に与える影響等について評価(診断)を実施する。 

(3) 予防保全の方針 

施設をできる限り長く使用するため、適切な維持管理を行うことが重要であり、そ

のためには、老朽化による劣化・破損等の大規模な不具合が生じた後に修繕等を行う

「事後保全」だけではなく、損傷が軽微な早期段階から予防的な修繕等を実施するこ

とで機能・性能の保持・回復を図る「予防保全」を行うことが有効である。 

「予防保全」を行うことにより、突発的な事故や費用発生を減少させることができ、

施設の不具合による被害のリスクを軽減することや、改修、日常的な維持管理の費用

を平準化し、中長期的なトータルコストを低減することが可能となる。一方、毎年の

維持管理費として一定程度の費用を見込む必要があることに留意する必要がある。 

(4) 建物の目標使用年数の設定 

鉄筋コンクリート造施設の法定耐用年数は、47 年となっているが、物理的な耐用

年数はこれより長く、適切な維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保

される場合には 70～80 年程度、さらに、技術的には 100 年以上の長寿命化も可能で

あることを踏まえて、個別施設ごとの目標使用年数を設定する。 

(5) 改修周期の設定 

あらかじめ設定した目標使用年数まで使用するため、必要な改修の周期を設定する。

例えば、築 20 年経過後に原状回復のための改修を行い、目標使用年数の中間期に長

寿命化改修を実施、その後改築までの期間に再度原状回復のための改修を行うなど、

定期的に必要な改修を行うことで建物を長寿命化することが重要である。このことに

より、建物の機能・性能の低下を長期間放置することなく、求められている水準まで

引き上げる機会を定期的に得ることができるメリットもある。 

(6) 基準類の整備 

各施設の特性を踏まえ、各々、法令や要領、基準、マニュアル等の基準類を全体と

して過不足なく、整合性をもって体系的に整備する必要がある。 
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(7) その他、個別の課題への対応 

その他、地域の実情等に応じて、本学施設が果たす役割、機能、活用状況、重要性

等の、整備を実施する際に考慮すべき事項を設定の上、それらに基づく基本的な考え

方を明確化する。 

５－１－２.長寿命化を行う計画対象施設の設定 

〇長寿命化計画の重点対象範囲について 

施設：教育研究施設（木花団地、清武１団地、住吉団地、田野２団地、赤水団地） 

※附属病院・職員宿舎関係は別途計画するため、今回は除く 

   附属学校施設（花殿団地、船塚団地） 

基幹設備（ライフライン）：木花団地、清武団地、花殿団地、船塚団地、住吉団地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

５－１－３.計画期間の設定 

 

 

５－１－４.目標使用年数と改修周期の設定 

長寿命化を図る施設の耐用年数と長寿命化改修(機能改修)については次の考え方を

基本とする。（但し、用途や整備年代が多様であり、一律にあてはめることは困難であ

ることから、個別に施設の劣化状況を踏まえた判断が必要である。） 

 

・長寿命化を図る施設の耐用年数は 100 年程度(80～100 年)を目標とする。 

・長寿命化を図るためには、維持管理を適切に実施するとともに、経年 20～25 年程度

の間隔で次の大規模改造を実施する。あわせて、法定改正等への対応についても検討す

る。 

〇大規模改造（原状回復）→経年 20～25 年と 60～75 年に実施 

設備（空調等）・屋上防水・外壁の改修や更新等 

〇長寿命化改修(機能向上)→経年 40～50 年に実施し 

設備(空調・照明・給排水等)・屋上防水・外壁・建具の改修や更新、躯体の耐久性

回復等（主に教育研究の機能強化向上に対応する） 
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但し、各部位ごとでみると、20 年より短い期間で一般的な耐用年数が設定されてい

るものもあるため、定期的な点検により劣化状況を把握し、更新時期を判断することが

重要である。 

特に、躯体の劣化は耐久性に大きく影響するため、外壁や屋上防水の修繕等の維持管

理を適切に実施することが重要である。 

 

５－１－５.フレキシブルな空間構成の基本レイアウトの設定(例) 

・将来にわたって、有効活用できるようにフレキシブルな仕様とする。 

・メンテナンスが容易に行えるよう計画する。 
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５－２.予防保全のための維持管理について 

５－２－１.予防保全を行うための、維持管理の項目・手法 

適切な維持管理の実施と予防保全計画の整備 

本学施設の老朽化状況において把握した項目のうち、今後継続的に維持管理の点検・

評価の対象とする項目を選定し、選定した部位毎にチェックリストを作成し、劣化状況

の点検方法、点検実施頻度等を設定するとともに、部位毎に事後保全・予防保全の別を

決定し、計画的に修繕等を行うことが重要である。 

予防保全により中長期的な維持管理等に係るトータルコストを下げることを目的とし

て、維持管理に係る予算について毎年一定程度見込む必要がある。 

適切なタイミングでの改修 

施設の老朽化が深刻になる前に適切なタイミングで改修を行うことが必要である。 

特に、建設から年数が浅い建物や老朽化していない施設については維持管理を着実に行

う事が重要である。定期的な点検により施設の劣化状態を把握した上で、最適なタイミ

ングで補修を図るものとし、特に大規模な施設でライフサイクルコストの縮減効果が

高い施設については、健全度判定に基づき、時間経過に伴う劣化・損傷を予測した上で、

施設の長寿命化を図ることを目的として修繕、更新を行う。 
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施設の点検・評価の結果については、データベース等に蓄積することにより、今後の

老朽化の予測、長寿命化の目標年数等の検討に活用することとし、老朽化が原因で発生

する不具合のうち軽微なものについても、漏れなく蓄積できるよう工夫する。 

なお、効率的な点検・評価を行うためには、12 条点検等法定点検はもちろん、定期点

検等の対象外についても積極的に点検・評価する。 

 

〇施設の劣化を抑制するためには、施設を丁寧に使用することも不可欠であり、日常的

な清掃等に加え利用者の意識醸成に向けた取組みが必要である。 

 

 

５－３.予防保全を行うにあたり、優先順位の設定 

施設を高いレベルで良好な状態に保つためには、予防保全を行うことが重要であるが、

全て一律に予防保全を行うとコストが増加する場合もあるため、予防保全を行うものと

劣化状況等を踏まえて行うもの、事後保全で対応していくものを整理し、効果的・効率

的に維持管理を行うために、優先順位をつけることが重要である。 

 

【優先順位の考え方】 

修繕費用を抑える手法として、計画を実施に移す段階で、不具合の実績や劣化状況等

を確認して、まだ使用して問題ないものは更新時期を延期して修繕費の削減を行う。ま

だ使えるものを長く使うという観点で、修繕費用が減り、経済的にも有効となる。 

このことから改修時期に実施するかどうかの判断基準を設定し、長く使えるかどうか

判断する。判断基準は部位ごとに設定し、改修の実施判断は以下による。 

〇教育研究に支障がでる 

〇利用者の安全、安心の確保に支障 

〇改修によって、全学的な部分で省エネなどの効果が望める 

 

具体的には５つの評価基準により定量化している 

１、 安全性向上（安全・安心） 

２、 必要性（中期目標・中期計画等との整合性） 

３、 稼働率・共用度 

４、 コスト（経済性・収益向上） 

５、 教育研究・学生支援 
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５－３－１.優先的に整備する項目の設定 

利用者の多い講義棟・研究棟・校舎・福利施設・体育施設を優先的に整備する。 

 

【最優先項目】 

１、建物部位：屋上防水、外壁、照明設備、空気調和設備、トイレ 

２、ライフライン：上下水道、電気、ガス等 

上記項目については、優先順位を付け、整備時期を示した年次計画を作成する。また、

毎年見直し行う。 

 

 

 

●教育研究における重要や老朽化度・安全性・狭隘度を考慮する。 

●屋上防水・外壁・トイレについては、安全性および良好な教育環境確保の観点か

ら、故障や不具合の履歴があるものを、優先的に整備する。また、故障暦が同等のも

のは、経年数を考慮して整備を行う。 

●照明および空調設備に関しては、省エネ性を加味する。 



40 
 

５－３－２.財源確保策について 

施設のクオリティーの確保やスペースの活用に関わるコストは大学経営の視点から、

費用対効果の向上や保有施設全体のライフサイクルコストの効率化を踏まえて必要額

を検討し、戦略的に財源を確保・管理します。 

 

施設のライフサイクルコスト 

 整備のための初期の建設コストの他に、定期的な改修費や毎年の維持管理費、光熱水

費等が将来に渡り継続的に必要であり、特に施設の新増改築を計画する際には、これら

必要な財源の負担方法について充分な検討が必要です。 

 

 

財源確保のための手法 

具体的な財源確保策を毎年検討し、いつからどのように行えるのか検討することや、

財源のない場合の対応策についても検討することが今後の課題である。 

 

 

 

 

 

●国に財源を求めるものと、大学の自己財源に行うものの整理 

●スペースチャージ等の施設利用料を徴収する制度の導入 

●多様な財源の活用（PPP や PFI 事業、国や地方公共団体の補助制度、企業等と連

携した施設整備等） 

●運営交付金、競争的資金の間接経費等を活用した維持管理費の包括的な確保と一

元的な管理・配分 
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エネルギーコストマネジメント 

省エネ対策実施によるランニングコストの削減や、補助金活用によるイニシャルコ

ストの低減によって、費用対効果が上がることで、投資回収年数を短縮でき、対策実

施後も施設や設備が現状にあっているのかの見直しを行いながら、マネジメントを行

う。 

 
 

 

維持管理費のコスト縮減 

 

エネンルギーマネジメントにより、削減したコストについては新たな整備費用に活用

することで、好循環なサイクルを構築していくことができる。そのためのルールや体制

づくりが今後の課題である。 

 

 

●予防保全の観点に基づく長期の修繕計画の策定・実施による修繕費のトータルコ

ストの削減と毎年のコストの平準化 

●役務の一元化、維持管理契約の複数年度化による保全費の削減 

●エネルギー使用量の全学的管理と目標値の設定による光熱水費の抑制 
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５－３－３.新技術の利用 

・メンテナンスフリーに近い設備の導入やエネルギーの見える化をするための具体

策を作成する。 

・ICT（情報伝達技術）や AI など最新技術の活用 

・サスティナブルキャンパスの形成に向けて、環境負荷低減のための先導的モデルと

して、ZEB 化（ゼブ・エネルギー・ビル）の導入を検討。 

特に３段階ある基準の中で、ZEB Ready の導入を目指す。 

 
 

ZEB とは、、、快適な室内環境を保ちながら、負荷抑制、自然エネルギーの利用、設備システムの高効率

化により、省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーの導入を目指した建築物です。 

ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル） 
年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの建築物 

Nearly ZEB（ニアリー・ゼロ・エネルギー・ビル） 
ZEB に限りなく近い建築物として ZEB Ready の要件を満たしつつ、再生可能エネルギーにより年間の

一次エネルギーをゼロに近づけた建築物（対基準一次エネルギー消費量 25％未満） 

ZEB Ready（ゼロ・エネルギー・ビル・レディ） 
ZEB を見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高効率省エネルギー設備を備えた建築物(対基準

一次エネルギー消費量 50％未満) 

ZEB Ready のイメージ図 
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６－１.長寿命化の実施計画 

戦略的リノベーション計画の策定し、具体化した取組みを実施していく。 
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６－１－１.施設の長寿命化の実施計画 

〇長期修繕計画として、建物カルテにより、建物の劣化度について調査した。 

〇中期修繕改修計画として、屋上防水、バリアフリー対策、省エネルギー対策等の修繕改

修計画の作成を行った。 

 
 

実施計画を作成するにあたり、次の点も踏まえた形で実施計画を行う。 

高度・多様化する教育研究に対応する機能生、防災・事故防止などの安全性、施設利用

者の快適性・利便性を確保し、個性的で魅力あるキャンパスづくりを進める。また、施設

の長寿命化や省エネルギー性、省資源に配慮した施設水準の向上を図る。 

特に、施設利用者が快適に安心して施設を利用するためには、保有する施設を健全に維持

していくことが重要となる。 

 

●長寿命化に合わせ、機能強化に資する整備を実施(ラーニング・コモンズやアクティ

ブ・ラーニング・スペース、地域産業を担う地域人材育成など、地域と大学の連携強化

のための施設整備を実施) 

●施設整備の際には、汎用性の高いフレシキブルな空間構成とすること将来的に必要と

なる維持管理費を比較し使用材料や設備機器を選択する等、ライフサイクルコスト削減

に向けた取組みを行うこうとが重要である。 

●好循環を生む戦略的なインフラ設備の更新 

 限られた財源の中で、維持管理の好循環を生み出すために、老朽化したエネルギーロ

ス等の大きい設備の解消や集約的整備による最小限の更新を行う 
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整備計画の直近 5年の個別施設計画を算出した。 
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６－１－２.資産保有の最適化 

●スペースの有効活用 

学生・教職員によるスペースの必要以上の専有や既得権意識を排除して全学的にスペー

スを管理し、目的・用途に応じた施設の需給度合い、利用度などを踏まえながら、既存スペ

ースを適切に配分し、施設の有効活用を積極的に行う。施設の新築や増築は、その後の施設

管理に係わるコスト（定期的な改修費や毎年の維持管理費、光熱水費等）の増大につながる

ことを認識し、保有施設の総量の最適化を図る。 

 

●広域的観点からの最適化 

「フルスペック型」から「ネットワーク型」への転換 

施設の利用状況を踏まえた、同種の用途や機能を有するスペースの配置の適正化と集約

化による利用効率の向上 

収容人員、設備内容等の情報を公開して予約を行うシステムの構築による、講義室、会議

室等の部局の枠を超えた活用の促進 

 

●共同利用スペース・学長裁量スペースの確保 

研究内容や利用者を特定しない共同利用スペースの確保と全学的又は複数部局の連携に

よる運営 

大学の理念やアカデミックプランの実現に向けた、トップマネジメントによる戦略的・重

点的なスペースの配分を可能とする、本部で管理するスペースの確保 

 

●学外施設等の活用 

 自己保有に限らず、地域や他大学との連携を含めた学外施設の有効活用 

 

【主な取組み】 

 

 

 

 

 

●全学的な共同利用スペースの確保 

●スペースの有効活用を図ることで、建物の集約化を検討 

●類似施設の統合を、次期更新時に検討 

●職員宿舎の縮減・再編計画 

●学外施設等の活用 
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６－１－３.財産の有効活用 

(1) 取組目標 

 財源確保の多元化・強化の観点からの資産有効活用の取組拡大 

 (2) 基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状維持を 

中心に検討 

施設の統廃合や 

他用途への転用を 

中心に検討 

土地の有効利用や 

施設運営等における 

民間活力の導入を 

中心に検討 

施設適正配置の検討を 

行いつつ、土地の売却・ 

貸付や、他用途への転用 

を中心に検討 

高 

高 低 資産の市場価値 

資
産
の
使
用
価
値 

●余剰地や余剰床の貸付け事業の推進 

●土地等貸付の推進を行うことで、土地の有効活用を行い、収益増加。 

●使用料の適正化（講義室等、固定資産貸付の推進を行う） 

●広告事業の推進 

●他大学等の資産有効活用に関するグッドプラクティスを検証・評価 

●自動販売機の更新時に、環境配慮型や災害対応型等、付加価値の高い機種導入を促進 
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７－１.長寿命化計画の継続的運用方針 

効率的かつ効果的な長寿命化計画を進めていくためには、① 施設の点検・評価によ

って現状を把握した上でそれを踏まえた計画を策定し(PLAN)、② 計画に基づき、適

切な改修や日常的な維持管理等を実施し(DO)、③ 整備による効果検証を継続的に行

うとともに、より効果的な整備手法など改善すべき点について課題整理し(CHECK)、

④ 次期計画に反映していく(ACTION)、という PDCA サイクル(メンテナンスサイク

ル)を確立することが重要である。 

このようなサイクルを確立し、長寿命化計画を継続的に運用していくためには、次に

示す 1) 情報基盤整備と活用、2) 推進体制整備、3) フォローアップが重要である。 

 

７－１－１.情報基盤の整備と活用 

計画の見直し等を行うための基礎資料とするため、本学施設の実態において把握した

項目や、それに基づく維持管理の項目・手法等において選定した維持管理項目の点検・

調査結果等を踏まえ、施設の状態や過去の改修・交換履歴、事故・故障の発生状況等を

データベースに蓄積する。 

その際、文部科学省大臣官房文教施設企画部への毎年の「実態報告」に、一定の情報が

蓄積されているため、これらの情報を活用するとともに、12 条点検等の法定点検の結

果等、継続的な点検・調査の結果に基づいて、適切に更新を行っていくことが重要であ

る。 

また、施設の情報だけではなく、IR と連携した PDCA サイクルを活用し、アウトカ

ム（教育・研究・社会貢献にもらたす効果）を最大化する。 

 

既存施設の現状に関する情報の例 

 

 

 

 

 

●施設の基本情報（用途ごとの面積、改修履歴、機能改善、維持費等、図面データ

化） 

●老朽化や安全に関する情報（劣化状況等、建物カルテによる事故歴等） 

●施設の利用状況（利用方法、稼働率等、学内の職員が施設情報を確認できるシス

テムの構築） 
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７－１－２.推進体制の整備 

施設マネジメントについて 

施設は、人材・資金・情報と同様に経営資源の一つです。 

施設マネジメントとは、国立大学等の理念やアカデミックプランの実現を目的として、施

設について戦略的な運営を行い、教育研究や財務の戦略と整合性を図りながら、最小限の投

資により、最大の効果をあげる取組のことです。 

具体的には、総合的・長期的な視点で、教育研究活動に対応した適切な施設を確保・活用

するための新増改築・改修事業、修繕・保守点検の維持管理、既存施設の有効活用・再配分、

省エネルギー体躯、これらに必要な財源の確保などがある。 

 

トップマネジメントによる全学的な体制の構築が必要 

施設マネジメントをトップマネジメントとして、制度的・組織的に位置づけ、経営者層の 

リーダーシップによる全学的体制で実施し、大学経営の観点から機動的に意思決定を行う。 

部局の枠を超えた横断的な実務体制を構築するとともに、学内会議等における学内の 

合意形成を図り、実行性のある取組みを進めることが重要である。また、計画を策定するに

当たっても経営者層の主体的な参画が不可欠である。 

 

７－１－３.フォローアップ 

例えば、個別施設計画完成および第 4 次国立大学法人等施設整備計画 5 か年計画期間終

了時である平成 32 年度時点や、第 3 期中期目標・中期計画期間終了時である平成 33 年度

時点等、適切な時期に長寿命化計画の進捗状況等についてフォローアップを実施し、必要に

応じて計画を更新する。 

なお、フォローアップの評価結果について会議等学内への公表を積極的に行う 

 

必要に応じて計画の更新を行うが、主なフォローアップ時期は下記を目安に行う。 

計画予定期間：２０１６年～２０５６年【６年ごとに見直しを行う】 

 見直し年度【2022 年、2028 年、2034 年、2040 年】 

 

計画策定後、定期的に進捗状況をフォローアップし、進捗が遅れているものについ

ては課題を整理して解決策を検討する。 
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資料編 
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資料－１ 建物カルテについて 

建物カルテの作成を行っており、その情報を建物情報一覧表としてまとめた。 

建物カルテは、各個別施設の５項目について、目視・図面等で点検等を行った。 

目視点検：【１、屋根・屋上 ２、外壁】 

図面・改修履歴等：【３、内部仕上げ ４、電気設備 ５、機械設備】 
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建物情報一覧表として、本学の全施設の劣化度を算出している。 
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資料編－２ 

資料２－１.優先的に整備する個別部位の設定 

【重点的に対策すべき個別部位】 

 

【上記以外の個別部位】 

 

資料２－２.計画を実施する判断基準 

【屋上防水の判断基準】 

→雨漏りしている場合は改修を行う。 

雨漏りが発生していない場合は、建物カルテを確認し、屋上防水の評価が C 又は D

の場合は、改修を行うか、点検を行い問題がなければ延期する。 

【外壁の判断基準】 

→クラックや浮きが著しい場合は改修する。また、タイルの落下等の事故が過去に起

きている場合や、建物カルテの外壁の評価が C の場合は改修を行う。ただし、点検

屋上防水：老朽化に伴う雨漏りにより、教育研究に支障をきたすため。 

外 壁：老朽化に伴う外壁の剥落により、人身事故等の恐れがあるため。 

照明設備：老朽化に伴う照明設備の故障により、教育研究に支障をきたすため。また老 

朽化した照明設備はエネルギー消費が大きく、更新することでエネルギー消 

費が軽減でき、維持管理コストが抑えられるため。 

空調設備：老朽化に伴う空気調和設備の故障により、教育研究に支障をきたすため。ま 

た、老朽化した空気調和設備はエネルギー消費が大きく、更新することでエ 

ネルギー消費が軽減でき、維持管理コストが抑えられるため。 

給排水設備：老朽化した給排水管からの漏水は、学内環境の維持および光熱水費の面か 

ら更新が必要となるため。特にトイレは暗い・汚い・臭い(3K)といったク 

レームが多く、利用者に不便をかけるため。 

建 具：多くの不具合が建具金物や建付け調整で対応できるため、緊急修繕で対応する。 

内 装：汚れや塗装の剥がれで、教育研究等の活動において大きな支障を伴わないため、

大規模改修で対応する。 

防災設備：キャンパス内の多くの建物と連動してシステム化されており、大がかりな工

事となるため、大規模改修で対応する。 

構内道路：自動車通学の需要が多く、駐車料金など受益者負担により整備する。 

構内樹木：計画的に緑地管理を行うため、緑地管理計画を策定し保全業務で対応する。 
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を行った上で問題がなければ延期できる。 

【照明設備及び空調設備の判断基準】 

→故障が発生している場合は、改修。故障が発生していない場合は、改修を延期。改

修する機器が高効率で、省エネ効果が高い場合は改修する。 

【トイレの判断基準】 

→和式トイレの場合は改修を行う。（ただし、全面改修でなくても良い） 

また、主に講義棟や体育施設等の不特定多数が利用するものを優先させる。臭い・暗

い・汚いなどの 3K（劣悪）に該当する場合は改修する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


