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要旨 
 国立大学法人である岐阜大学は，多様な財源を活用した施設整備の一方法として地方公

共団体との連携により教育・研究スペースを確保している。本論文は，その中の一つとな

る岐阜県食品科学研究所の事例をもとに，整備方法に関する紹介を行い，3 種類のケースを

想定し施設に関するライフサイクルコストを算出することにより，一般的な方法で整備す

る場合に比較し，岐阜大学が負担するコストについてスペースの使用面積当たり最高で約 8
割節約できることを確認した。 
 
キーワード： 国立大学法人，大学施設，多様な財源，ライフサイクルコスト，地方公共団

体，施設維持管理 
 
 
１．はじめに 

 

研究背景と目的 

国立大学法人は，創造性豊かな人材の養成，独創性・先端的な学術研究の推進，地方創

生，地域活性化の推進，高度先端医療の提供等のための拠点として我が国の重要な役割を

果たしている。2016 年 3 月 29 日に文部科学省にて策定された「第 4 次国立大学法人等施

設整備 5 か年計画」（以下「5 か年計画」という。）では，国立大学法人等（大学共同利用機

関法人，独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。）の施設を「創造性豊かな人材養成，

独創的・先端的な学術研究の推進など国立大学法人等の使命を果たすための基盤である」

とし，その国立大学法人等の施設における課題として，昭和 40 年代（1965～1970 年）か

ら 50 年代（1971～1984 年）にかけて進められた学生定員増への対応や新構想大学の設置

などにより整備された膨大な施設が，今まさに更新時期を迎えており，これらの施設の老
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朽化がこのまま進行すれば，基幹設備（ライフライン）の一層の劣化により，教育研究診

療活動に支障が生じることや，人命に影響を与える重大な事故等が発生するおそれがある

こと，地域の防災拠点としての役割を果たすことが困難となること，また，大学改革の進

展を踏まえながら，「大学教育の質的転換」，「大学の強み・特色の重点化」などの重要課題

への対応が求められていることを挙げている 1。国立大学法人等の施設老朽化状況について

は公表され 2，国立大学法人等の全保有面積 28,562,795 ㎡のうち，改修時期の目安である

建築後 25 年以上経過した建物が 17,336,993 ㎡（対前年 490,003 ㎡増）と全体の 60.7％を

占め，このうち今後改修を要する建物（経年 25 年以上を経過し「一部改修済」と「未改修」

の建物を示す）は，9,151,828 ㎡（対前年 408,609 ㎡増）と全保有面積の 32.0%という比率

を示している。 
一方，国立大学法人の施設整備財源に多大な影響を与える国全体の財政状況については，

国・地方を合わせた基礎的財政収支について，2015 年度までに 2010 年度に比べ赤字の対

GDP 比を半減，2020 年度までに黒字化，その後の債務残高対 GDP 比の安定的な引下げを

目指すとし 3，最新の「経済財政運営と改革の基本方針」においても，財政健全化について

成長低下に伴い税収の伸びが当初想定より緩やかだったこと，消費税率引上げ延期や補正

予算の影響により，

2018 年度の PB 赤字

対 GDP 比の見込みは

2.9％程度と，当初の

想定よりも進捗に遅

れがみられるとしな

がらも，歳出改革は継

続して実施する 4とし

ている。5 か年計画に

おいても「厳しい財政

状況」という言葉で表

現し，同時に前述の国

立大学法人等施設に

おける課題等に適切

に対応していくため

には，長期的な視点に

立って，その充実に向

けての計画的かつ重

点的な施設整備を行

うことが不可欠であ

るとし，整備財源とし 図 1 国立大学法人等施設整備費予算額の推移 ※横軸は平成年度（和暦）を示す 
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て文部科学省が施設整備費の確保に努める一方，国立大学法人等の自主性にも配慮しつつ，

多様な財源を活用した施設整備 5を一層推進することとしている。財政状況の厳しさは，施

設整備費補助金 6 の推移（図 1）7 からも明らかであり，当初予算額において国立大学法人

化の初年度である 2004 年度（平成 16 年度）の 646 億円に対し，2018 年度（平成 30 年度）

は 376 億円となり，14 年間で 41.8％の減少となっている。岐阜大学も国立大学法人という

立場上，5 か年計画の方針を踏まえた施設整備を実施しているところであり，今回はその中

で多様な財源を活用した施設整備として，地方公共団体との連携による整備を取り上げた。

岐阜大学が地方公共団体との連携により整備したスペースを，敷地内での位置関係が判る

よう図 2 に示す。2009 年岐阜市が岐阜大学キャンパス内に岐阜市立薬科大学を建設し，そ

の施設内に連合創薬医療情報研究科が主に使用するスペースとして 1,305 ㎡を整備した。

2017 年には岐阜県が，全国で初めて家畜保健衛生所が国立大学法人キャンパス内に設置す

るケースとなる岐阜県中央家畜保健衛生所を建設し，その施設内に家畜衛生地域連携教育

研究センター（GeFAH8） 755 ㎡を整備した。加えて 2019 年には同じく岐阜県が，これも

全国で初めて県の公設試験研究機関を国立大学法人キャンパス内に設置するケースとなる

岐阜県食品科学研究所（GRIFS9）（以下「食品科学研究所」という。）を建設し，その施設

内に食品分野における研究推進・社会連携スペースとして 826 ㎡を整備し，地方公共団体

との連携による整備スペースは，計 2,886 ㎡となった。本稿は，多様な財源を活用した施

設整備として岐阜大学が実施

している地方公共団体との連

携による整備方法が，大学の

管理運営面とりわけ運営コス

ト面においてどの程度の有効

性があるかについて，施設の

ライフサイクルコストを算出

することにより検証すること

を目的とする。 
 

既往の研究 

山本（2015）は，大学キャンパスを大学経営の中に位置づけ，日本の国立大学と欧米と

の比較を交え，大学経営とキャンパス・マネジメントの関係，キャンパス・マネジメント

で使用される手法について検討を行っている。キャンパス・マネジメントの手法として会

計的な手法，建築的な手法，経済学的な手法，業績測定的な手法，戦略経営的な手法を挙

げている。会計的な手法では，施設におけるライフサイクルコストの最適化の見地から施

設マネジメントをすることが望ましいと論じている。今回はこのライフサイクルコストに

着目し，地方公共団体との連携により整備したスペースに関する検証を考えた。 
また，公表されている資料として「施設マネジメントに関するベンチマーキング手法－

2017 年 
岐阜県中央家畜保健衛生所内 
家畜衛生知育連携教育研究センター（GeFAH） 
 755 ㎡ 

2009 年 
岐阜市立薬科大学内 
連合創薬医療情報研究科 
 1,305 ㎡ 

2019 年 
岐阜県食品科学研究所（GRIFS）内 
研究推進・社会連携機構  
 826 ㎡ 

図 2 地方公共団体との連携により整備したスペース 10 
※記載面積は，岐阜大学借用面積を示す 
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国立大学法人等における良好なストックの形成を目指して－」（以下「ベンチマーキング手

法」という。）を紹介する。これは各国立大学法人等が既存施設の状態や維持管理の取組状

況を客観的に認識するとともに，優れた施設環境を有する他大学等と比較し継続的な自己

改善を行うベンチマーキングの考えをとり入れた手法を活用することが，良好な施設維持

のための適切な施設マネジメント実施には有効であるとした考え方に基づき作成されたも

のである。ベンチマーキング手法では，施設マネジメントにおける指標として，全国の国

立大学法人の施設維持管理費用を調査し，保有面積における単価として公表している。ベ

ンチマーキング手法の単価と今回ライフサイクルコスト算出における単価の相関について

は 4 節で後述する。 
 

２．研究の方法 

 

岐阜大学が実施している地方公共団体との連携による整備方法のうち，直近の整備事例

である食品科学研究所の事例を調査の対象とする。次節では食品科学研究所の施設概要，

整備方法について紹介し，4 節では食品科学研究所のライフサイクルコストについて 3 種類

のケースを想定し，それぞれ算出する。内訳別，内訳ごとに支出を行うべき財源別，また

今回の整備方法と一般的な整備方法との比較における大学が支出するべき金額について，

総額，使用面積当たりの単価をそれぞれ示し，5 節で結果に対する有効性の考察を行う。 
 

３．調査対象物件の概要 

 

食品科学研究所概要 

調査対象である食品科学研究所の建物概要を表 1 にまとめた。また，建物自体をイメー

ジしやすくするために外観写真を図 3 に示す 11。 
 

建物名称 岐阜県食品科学研究所 

工事期間 2017年 10月～2019年 1月 

構造・階数 鉄筋コンクリート造 4階建（一部鉄骨造含む） 

建築面積 1,005㎡（附属棟含む） 

延床面積 2,634㎡（附属棟含む） 

岐阜県土地使用許可面積 2,660㎡（無償） 

岐阜大学建物使用許可面積  826㎡（無償） 

 

食品科学研究所の整備方法 

2008 年 3 月 28 日岐阜県と岐阜大学の間で協定を結び，知的，人的，物的資源の活用に

関すること，共同で実施する事業に関すること，目的を達成するために必要な事項に関す

ることについて連携を行うこととなった。加えて 2015 年 11 月 16 日 に「食品科学分野の

連携に関する協定」を結び，岐阜大学のキャンパス敷地内に岐阜県食品科学研究所を整備

図 3 食品科学研究所 外観写真 

表 1 食品科学研究所概要 
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することが具体的に

進む運びとなった。整

備の流れについては

図 4 にまとめた。 
ここで注意を要す

るのは，岐阜県と岐阜

大学の契約は使用貸

借契約であるという

点となる。岐阜大学が貸す土地スペースと岐阜県が貸す建物スペースはあくまでも締結し

ている協定に基づくものであり，決して賃貸借料の相殺とはなっていない。賃貸借料の相

殺ということであれば，金銭のやり取りが派生しないだけで実質の賃貸借料が発生してい

るとの解釈から賃貸借契約とみなされ，強行法規である借地借家法の適用を受け，岐阜県

と岐阜大学で締結している土地使用・建物使用・管理運営に関する覚書よりも借地借家法

が有効となる。つまり双方で話し合いの結果取り決めた覚書の内容より，法律が有効とな

ってしまうことから，これを避けるために土地使用に関する覚書で「岐阜大学が岐阜県に

無償で使用させる」という文言を記載している。また，岐阜大学が使用するスペースにつ

いては，岐阜県の行政財産使用許可とし，地方自治法第 238 条の 4 により借地借家法の適

用を受けない。 
 

４．ライフサイクルコストの計算 

 

ライフサイクルコスト計算の与条件 

今回のライフサイクルコスト算出における計算与条件を一覧にして表 2 にまとめた。 
 

・ライフサイクルコストの内訳を建設費，維持管理費，光熱水費 12，予防保全費 13，機能更新改修費 14，解体費に分
け，積み上げにより算出を行った 

・建設費の単価は，理工系研究所を考慮し 370,000円／㎡ 15とした 16 

・維持管理費の単価は，岐阜大学における 2013年度（H25年度）から 2017年度（H29年度）の附属病院を除いた平
均値である 1,046円／㎡･年とした 

・予防保全費は，防水改修・外壁改修・空調設備改修・照明設備改修・ＥＶ設備改修に分け，それぞれ積み上げた 

・防水の期待耐用年数を 24年とし，防水改修工事費の単価は実績から 12,000円／㎡とした 

・外壁の期待耐用年数を 24年とし，外壁改修工事費の単価は実績から 8,000円／㎡とした 

・空調設備の期待耐用年数を 16年とし，空調設備改修工事費の単価は実績から 20,000円／㎡とした 

・照明設備の期待耐用年数を 24年とし，照明設備改修工事費の単価は実績から 6,000円／㎡とした 

・ＥＶ設備の期待耐用年数を 24年とし，ＥＶ設備改修工事費の単価は実績から 10,000千円／台とした 

・機能更新改修費の単価は，理工系研究所を考慮し 170,000円／㎡とした 

・解体費の単価は，実績から 19,000円／㎡とした 

・計算時点における価格で計算し，物価価格及び消費税の変動については考慮していない 

・予防保全費における期待耐用年数の考え方は，「岐阜大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」，「岐阜大学インフラ
長寿命化計画（個別施設計画）」17による 

・ライフサイクルコスト計算において物価変動は考慮していない 

表 2 ライフサイクルコストの算出計算与条件 
 

図 4 食品科学研究所整備方法のフロー 

ⅰ）食品科学分野の連携に関する協定締結（岐阜県－岐阜大学） 
      ↓ 
ⅱ）建物設計（岐阜県） 
      ↓ 
ⅲ）建設工事（岐阜県） 
      ↓ 
ⅳ）土地使用・建物使用・管理運営 

に関する覚書締結（岐阜県－岐阜大学） 
      ↓ 
ⅴ）建物完成，一部スペース利用（岐阜大学） 
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1 節で紹介したベンチマ

ーキング手法では，維持管

理費の構成を表 318 として

おり，予防保全のための費

用を維持管理費（その中の

修繕費）に含めているが，

本稿では予防保全費として別項目としてライフサイクルコストの算出を行っているので注

意されたい。これは，一つ目には「岐阜大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」（以

下「インフラ個別施設計画」という。）に沿ってキャンパスの具体的な施設維持管理を実施

していくため，その考え方に則った方法でライフサイクルコストを算出し参考にしたいと

考えたこと，二つ目には食品科学研究所における整備手法の場合，支出財源を考えると岐

阜大学が使用するスペースに関して，一般的な修繕費は大学が負担するが，予防保全費は

建物所有者である岐阜県が負担するべき費用であると考えたことが理由である。 
ベンチマーキング手法は 2010 年 4 月に策定され，2008 年度の実績データを使用してい

るためデータが少し古いものとなるが，全国立大学法人の維持管理費平均値は 2,613 円／

㎡･年 19，岐阜大学と同じ分類に属する附属病院を有する総合大学における維持管理費平均

値は 2,345 円／㎡･年となっている。今回のライフサイクルコスト算出に使用した岐阜大学

の維持管理費は 1,046 円／㎡･年だが，そこに予防保全費 1,404 円／㎡･年 20（繰り返すが，

ベンチマーキング手法では参入されていることとなっている）を加えると計 2,450 円／㎡･

年となり，ベンチマーキング手法による平均値と比較しほぼ同等となることから，今回計

算に使用した単価の適正性も確認できると同時に，今回の計算結果について岐阜大学以外

の国立大学法人にも参考にすることができると考える。 
 

食品科学研究所のライフサイクルコスト（Case1） 

食品科学研究所の建物は鉄筋コンクリート造であるため，有形減価償却資産の法定耐用

年数は 47 年 21 となる。

Case1 として，建設から

法定耐用年数まで建物

を使用し，その後岐阜県

と岐阜大学の食品科学

分野での協定が終了し

たと仮定した場合につ

いてライフサイクルコ

ストを算出しグラフと

したものを図 5 に示す。

左よりライフサイクル 図 5 食品科学研究所ライフサイクルコスト（Case1／ライフサイクル：48 年） 

表 3 ベンチマーキング手法における維持管理費を構成する事項 
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コストの総額について，それぞれ内訳別，財源別（金額負担者別），国立大学法人における

一般的な整備方法での財源別（金額負担者別），食品科学研究所の整備方法での財源別（金

額負担者別）の棒グラフとしている。内訳のうち建設費，予防保全費は建物所有者である

岐阜県が負担することとし，維持管理費，光熱水費については，岐阜県と岐阜大学の使用

面積による按分での負担としている。また，47 年間の使用では大規模全面改修となる機能

更新改修は行わないとし，含めていない。岐阜大学の収入は，大きく附属病院収入，運営

費交付金 22，学生納付金，受託事業，施設整備費補助金，施設費交付金 23 で構成され，そ

のうちキャンパスインフラに関する施設整備事業関連費用の財源は，主として運営費交付

金，施設整備費補助金，施設費交付金となる。一般的な整備手法の場合，ライフサイクル

コスト内訳別に財源を整理すると，建設費・機能更新改修費・解体費は主に施設整備費補

助金，維持管理費・光熱水費・予防保全費は主に運営費交付金又は施設費交付金（以下「運

営費交付金等」という。）となり，この区分方法については他の国立大学法人においても概

ね同様と考え，これをもとに一般的な整備方法と食品科学研究所の整備方法での違いをグ

ラフとしている。 
一般的な整備方法では建物全てを使用することが

可能だが，今回の整備方法では建物の一部を使用す

ることになるため，それぞれの整備方法における使

用面積当たりの岐阜大学負担単価を算出しグラフに

したものを図 6 に示す。使用面積当たりのライフサ

イクルコストを比較した場合，一般的な整備方法と

比較して今回の整備方法におけるライフサイクルコ

スト単価は，大学負担相当額において20.6％と約1/5
となる。 

 
食品科学研究所のライフサイクルコスト（Case2） 

インフラ個別施設計画

では，岐阜大学保有施設

における長寿命化と施設

及び施設の工事部位ごと

の予防保全計画を策定し

ている。長寿命化の考え

方では，施設のライフサ

イクルを 96 年とし，折

り返し期となる 48 年に

機能更新改修（大規模全

面改修）を行う計画とし
図 7 食品科学研究所ライフサイクルコスト（Case2／ライフサイクル：96 年） 

図 6 岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト 
の使用面積当たり単価 

（Case1／ライフサイクル：48 年） 

岐阜大学教育推進・学生支援機構年報　第5号　2019年

96



ている。この考え方を踏まえ，Case2 として建設か

ら 48 年目に機能更新改修を行い，96 年目に岐阜県

と岐阜大学の食品科学分野での協定が終了，建物を

解体すると仮定した場合についてライフサイクルコ

ストを算出しグラフとしたものを図 7 に示す。

Case1 では算入されていない機能更新改修は，建物

所有者である岐阜県が行うこととして計算している。 
Case1と同様にCase2におけるライフサイクルコ

スト算出結果から，使用面積当たりのライフサイク

ルコストについて整備方法別に岐阜大学負担単価の

算出を行いグラフにしたものを図 8 に示す。Case2
では一般的な整備方法に比較し，今回の整備方法に

おけるライフサイクルコスト単価は，大学負担相当額において 25.4％と約 1/4 となる。 
 

食品科学研究所のライフサイクルコスト（Case3） 

ライフサイクル 96 年はそのままとし，岐阜県と岐阜大学の間で締結した「食品科学分野

の連携に関する協定」が途中で終了する場合を想定してみる。岐阜県と岐阜大学で取り交

わしを行っている覚書において，協定が解除された場合は岐阜県の費用負担で現状復旧（更

地に戻す）こととなっている。ここで仮に協定が解除され，岐阜県が費用負担となる現状

復旧を行う代わりに建物を岐阜大学へ無償移管（寄附）することとし，Case3 とする。具

体的には，建物の有形減価償却資産法定耐用年数である 47 年を経過した時点で岐阜県は建

物を岐阜大学へ無償移管（寄附），その後岐阜大学は，インフラ個別施設計画により 48 年

目に機能更新改修（大規模全面改修）を行い，96 年目に建物のライフサイクル終了をもっ

て建物解体を行うとし，

ライフサイクルコストを

算出しグラフにしたもの

を図 9 に示す。 
次に使用面積当たりの

ライフサイクルコストに

ついて検証を行う。しか

し，一般的な整備方法に

よる整備では当初より建

物全体を使用することと

なるが，Case3 では岐阜

大学は移管前の 47 年間

は食品科学研究所の一部面積を使用し，移管後の 47年間は建物全体を使用することとなる。

図 8 岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト 
の使用面積当たり単価 

（Case2／ライフサイクル：96 年） 

図 9 食品科学研究所ライフサイクルコスト（Case3／ライフサイクル：96 年） 
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単純な使用面積当たりの比較ができないため，ここ

では使用面積に使用期間を積分した累積延使用面

積 24当たりの岐阜大学負担相当ライフサイクルコス

ト単価の算出を行いグラフとしたものを図 10 に示

す。Case3 では一般的な整備方法に比較し，今回の

整備方法における累積延使用面積当たりライフサ

イクルコスト単価は，大学負担相当額において

67.4％と約 2/3 となることが解る。 
 

５．結論 

 

ライフサイクルコストにおける有効性 

Case1，2，3 におけるライフサイクルコスト算出結果のうち，使用面積及び累積延使用

面積当たりの岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト単価を表 4 としてまとめ再掲する。

一般的な整備方法に比較し食品科学研究所による整備方法は，ライフサイクルコスト積み

上げ計算で検証した結果，使用面積当たり Case1 で約 2 割，Case2 で約 2.5 割，累積使用

面積当たり Case3 で約 7 割弱のライフサイクルコストでスペースが整備可能となり，大学

管理運営面からコストを抑えることができるという意味合いにおいて非常に有効な手段で

あると考える。 
 

 一般的な整備方法 食品科学研究所 
の整備方法 

Case1 ／ライフサイクル：48年 
（使用面積当たりの岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト単価） 578千円/㎡  119千円/㎡  

Case2 ／ライフサイクル：96年 
（使用面積当たりの岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト単価） 937千円/㎡  238千円/㎡  

Case3 ／ライフサイクル：96年 
（累積延使用面積当たりの岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト単価） 9.97千円/㎡･年  6.72千円/㎡･年  

今回ライフサイクルコストの算出条件は，岐阜大学における維持管理費，光熱水費，予

防保全費の実績値を使用し，ライフサイクルの考え方，予防保全改修における期待耐用年

数はインフラ個別施設計画に基づいたため，他の国立大学法人では同じ数値になることは

ない。しかしながら，4 節ライフサイクルコスト計算の与条件 でも記述したが，ベンチマ

ーキング手法における全国立大学法人の維持管理費平均値と今回ライフサイクルコスト算

出に使用した維持管理費（条件を合わせるために予防保全費を加えた単価）はほぼ同等と

なることから，計算結果は他の国立大学法人においても，十分な目安に成り得ると考える。

食品科学研究所の整備方法が採用できる条件として， 
・ 地方公共団体が連携推進しようとしている学域分野が大学に存在すること（岐阜大学

の例では，医学（創薬科学），獣医学（家畜衛生教育），農学（食品科学）） 
・ 地方公共団体が，連携分野における建物を整備する計画があること 

表 4 岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト単価  （Case1／Case2／Case3） 
 

図 10 岐阜大学負担相当ライフサイクルコスト 
の累積延使用面積当たり単価 

（Case3／ライフサイクル：96 年） 
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・ 大学敷地内に連携分野との位置関係も考慮した上での建物を整備する場所があること 
があり，それら全てを満たすことが必要となるため，簡単に採用することができるもので

はないが，条件さえ揃えば大いに検討を行うべきであり，そのためにも日頃から地方公共

団体の動向に関する情報を収集するため関係性を密にしておく必要があると考える。 
 

その他の有効性 

食品科学研究所の整備方法について，スペースにおける調達ライフサイクルコスト縮減

以外の有効性についても考察を行った。2019 年度に創立 70 周年を迎えた岐阜大学は，当

初より現在のキャンパスに立地していた訳ではなく，移転統合を 1981～1983 年に，医学部

及び附属病院の移転を 2003～2005 年にまとまって実施したため，経年別保有面積に 2 箇

所のピークがみられる（図 11）25。経年 35-39 年の保有面積（101,936 ㎡）が全体保有面積

（317,447 ㎡）の約 3 割を占めている。経年進行した建物については順次インフラ個別施設

計画に従い老朽化対策を含めた機能更新改修を実施しているものの，今後 50～60 年経過し

た時期に 96 年と定めたライフサイクルの終焉を一度に迎えることとなる。「1．研究背景と

目的」で岐阜大学は地方公共団体との連携により整備したスペースとして計 2,886 ㎡を確

保したと述べたが，法定耐用年数を過ぎたあたりのタイミングで Case3 を実施することが

可能であれば，14,399 ㎡（岐阜市立薬科大学），2,914 ㎡（岐阜県中央家畜保健衛生所），

2,634 ㎡（岐阜県食品科学研究所），計 19,947 ㎡を確保できることとなり，今後 57～61 年

後にライフサイクルの終焉を迎える保有面積 101,936 ㎡のうち，約 2 割程度の確保が可能

となる。将来的に 18 歳人口が今後大幅に減少していく予測があることや，Sciety5.0 がも

たらす ICT 普及による教

育形態の変化等，約 50 年

後の大学におけるキャン

パスインフラにおける最

適な施設保有面積につい

ても想定し難い面もある

が，サステイナブルなキャ

ンパスインフラ更新の面

からも非常に有効な整備

方法になりえると考える。 
 

【注】 
1）第 4 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画 前文。 
2）国立大学法人等施設実態報告書平成 30 年度 p.16。 
3）当面の財政健全化に向けた取組等について－中期財政計画－ p.2。 
4）経済財政運営と改革の基本方針 2018 p.48，p.68。 

図 11 岐阜大学経年別保有面積 ※横軸は経年を示す 
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5）多様な財源活用した施設整備：広義では「施設整備費補助金，施設費交付金以外の財源

を利用した施設整備」となるが，ここでは「国費以外の財源を利用した施設整備」と定

義する（施設整備費補助金，施設費交付金については，それぞれ 6）25）を参照。）。 
6）施設整備費補助金：国立大学法人法第 46 条第 1 項に基づき国から交付される財源で，

国立大学法人が行う施設･設備の整備及び不動産の購入に要する経費に対して補助を行

うもの。 
7）施設整備費予算額の推移－2018 年 4 月 12 日現在－（文部科学省ホームページ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/__icsFiles/afieldfile/2018/04/12/1318156.pdf ）。 

8）GeFAH：Education and Research Center for Food Animal Health, Gifu University. 
9）GRIFS：Gifu Prefectural Research Institute for Food Sciences. 
10）岐阜大学柳戸キャンパス航空写真（2018 年 8 月撮影）を加工作成した。 
11）その他詳細は食品科学研究所ホームページ参照（ http://www.food.rd.pref.gifu.jp/ ）。 
12）電気料金・ガス料金・上下水道料金・その他燃料費から構成される。 
13）建物機能の劣化防止を主目的とした予防保全的な改修であり，防水・外壁・空調設備・

照明設備・EV 設備の更新改修費。 
14）主には機能更新であるが予防保全改修も含んだ大規模全面改修費をいう。 
15）㎡は建物延べ床面積を示す。 
16）食品科学研究所の工事費用は約 17 億円と公表されているが，内訳が不明のため岐阜大

学の実績を踏まえた標準的な研究施設建設の単価設定とした。 
17）予防保全費の低減のため，施設部位における一般的な耐用年数より長い耐用年数を設

定し，期待耐用年数として計画更新年数を決定している（防水＝24 年，外壁＝24 年，

空調設備＝16 年，照明設備＝24 年，エレベーター設備＝24 年）。 
18）施設マネジメントに関するベンチマーキング手法 p.2。 
19）㎡は国立大学法人の保有面積（保有施設延床面積）を示す。 
20）255(防水改修)+170(外壁改修)+851(空調設備改修)+128(照明設備改修)=1,404 円/㎡･年。 
21）建物／鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの／住宅用，寄宿舎用，

宿泊所用，学校用又は体育館用のもの（昭和四十年大蔵省令第十五号「減価償却資産

の耐用年数等に関する省令」）。 
22）運営費交付金：施設整備費補助金と同じく国立大学法人法第 46 条第 1 項に基づき国か

ら交付される財源で，国立大学法人の使命となる教育･研究活動を展開するために使用

される。 
23）施設費交付金：独立行政法人大学改革・学位授与機構法第 16 条第 1 項第 3 号に基づき，

同機構から交付される財源で，土地の取得,施設の設置若しくは整備又は設備の設置に

使用される。 
24）累積延使用面積＝使用面積×使用年，単位は㎡･年。 
25）岐阜大学施設報告書（平成 30 年度版）のデータをもとに加工作成した。 
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Research Spaces 

In the Case of Gifu Prefectural Research Institute for Food Sciences 
and Gifu University 

 
 

Hidehisa Sonoda 
Facility and Environmental Affairs Department, Gifu University 

 

Abstract 

Gifu University, a national university, has secured spaces for education and research activities 

through collaboration with the local governments by using multiple financial resources. The purposes 

of this study are to introduce our facility maintenance methods by referring to the actual examples of 

the Gifu Prefectural Research Institute for Food Sciences, and to calculate the facility Life Cycle Cost 

(LCC) in three different cases. Our study results show that we have been able to reduce the facility 

maintenance expenses borne by Gifu University by a maximum of 80% per space in comparison to 

the cases where other maintenance methods were employed.   
 
 
Key Words： National University, University Facilities, Multiple Financial Resources, 

Life Cycle Cost, Local Government, Facility Maintenance 
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