
区　　　分 部　局　名 事　項　（ 事　業 ）　名 備　　考

教育改革
　 教育学研究科 子どもの生命性と有能性を育てる教育・研究推進事業

理学研究科
工学研究科
人間・環境学研究科
化学研究所
共通教育推進部

早期体験・自己啓発型最先端科学実験教育

薬学研究科 薬学フロンティア教育プログラム開発 継　続

研究推進
　戦略的研究推進
　経費

化学研究所 超臨界二酸化炭素ナノポーラスエラストマー創製事業 継　続

再生医科学研究所
再生医科学研究所附属幹細胞医学研究センターにおける，新たな
ES細胞（臨床応用用ES細胞）樹立のプロジェクト研究

継　続

防災研究所
化学研究所
エネルギー理工学研究所
生存圏研究所
東南アジア研究所

生存基盤における科学的緊急重点課題の解決

ウイルス研究所 新興・再興ウイルス感染克服研究連携事業 継　続

霊長類研究所
リサーチ・リソース・ステーション（ＲＲＳ）
－環境共存型飼育施設による新たな研究用霊長類創出プロジェク
ト－

継　続

研究推進
　大学間連携経費 化学研究所 物質合成研究拠点機関連携事業（名古屋大学，九州大学） 継　続

再生医科学研究所 幹細胞の臨床応用を目指す基盤研究と治療研究

防災研究所 地震火山噴火予知計画研究事業 継　続

研究推進
　研究組織の整備 地域研究統合情報センター 地域情報資源の共有化と相関型地域研究の推進 継　続

研究推進
　新医療技術等
　研究・開発経費

医学研究科
医学部附属病院

次世代医療技術・創薬・臨床開発プロジェクト
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区　　　分 部　局　名 事　項　（ 事　業 ）　名 備　　考

拠点形成
　 生存圏研究所 生存圏科学ミッションの全国・国際共同利用研究拠点形成 継　続

防災研究所 災害に関する学理と防災の総合的対策のための研究推進事業 継　続

基礎物理学研究所 基礎物理学分野横断型全国共同研究 継　続

基礎物理学研究所 クォーク・ハドロン科学研究拠点の形成

数理解析研究所 無限解析共同研究 継　続

原子炉実験所 原子力科学の先導的な応用分野の開拓 継　続

霊長類研究所 霊長類の生物学的特性の学際的研究 継　続

放射線生物研究センター 放射線生物学研究の推進拠点 継　続

生態学研究センター 生態学における共同研究 継　続

連携融合事業
　 医学研究科 ポストゲノム研究の国際共同研究事業 継　続

経済研究所 先端政策分析連携推進機構の設置 継　続

新センター
こころの未来に関する研究事業
－こころの未来研究センターの設置－

特別支援事業
　教育研究高度化
　設備等

化学研究所 800MHz多目的高分解能NMR装置

生存圏研究所
生態学研究センター

DASHシステム

学部・大学院等
　組織整備 医学研究科 医学部保健学科学年進行による整備 継　続

医学研究科 大学院医学研究科人間健康科学系専攻（修士課程）の設置

薬学研究科 独立専攻「医薬創成情報科学専攻」の新設

　　　30 　　件　　　

　新規　11　件　   

　継続　19　件　   

合　　　　　　計

内　　　訳
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整理
番号 要求部局名 部局要求事業名称 要求事項名

総合研究棟改修・改築(物理系)

理学研究科1号館総合研究棟改修

2 医学研究科・医学部 医学部保健学科校舎耐震改修・増築 (南部)総合研究棟改修(医学部保健学科)

医学図書館の耐震改修・増築

医学部Ｄ棟耐震改修

放射性同位元素センター 本館研究棟耐震補強および改修工事

4 工学研究科・工学部 流域圏総合環境質センター耐震化・再生化整備事業 (由美浜）流域圏総合環境質センター改修

農学研究科・農学部 （北部）総合研究棟(フィールド科学教育研究社会連携棟）新営

数理解析研究所 （北部）総合研究棟（数理解析研究所）新営

ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学研究教育ｾﾝﾀｰ （北部）総合研究棟(フィールド科学教育研究社会連携棟新営）

6 人間・環境学研究科
総合人間学部

吉田南ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館改修工事 （中央）吉田南キャンパス図書館改修

人間・環境学研究科
総合人間学部

吉田南総合館等耐震・内部改修

 高等教育研究開発推進機構 吉田南総合館等耐震・内部改修

ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ地域研究研究科

東南ｱｼﾞｱ研究所

地域研究情報統合センター

9 宇治共通 生存基盤科学戦略研究棟改修（研究所本館） （宇治）生存基盤科学戦略総合研究棟改修(研究所本館)

10 宇治共通 基幹環境整備(電力設備等） （宇治）基幹・環境整備（電力設備等）

11 基礎物理学研究所 （北部）湯川記念館改修 （北部）湯川記念館改修

（南部）生存基盤科学戦略研究棟新営

ｳｨﾙｽ研究所本館改修

ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾘｻｰﾁﾗﾎﾞ新営

研究棟を安全管理棟へ改修

基幹整備　公共水道の導入　共同溝の整備

基幹整備（受変電所・配電設備改修）

15 霊長類研究所 生存基盤科学戦略研究棟改修（研究所本館） （犬山）総合研究棟改修（霊長研本館他）

(中央他)基幹･環境整備(電力設備等)

本部地区電話交換機設備整備

17 工学研究科・工学部 (桂)総合研究棟Ⅲ･RI棟新営工事 （桂）総合研究棟Ⅲ（物理系）（軸）・ＲＩ棟（軸）

18 情報学研究科 情報学研究科建物新営 （桂）総合研究棟Ⅵ（情報系）（軸）

19 施設・環境部 (桂)基幹･環境整備 （桂）基幹・環境整備

13

（南部）生存基盤科学戦略総合研究棟改修（ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ系）12 ウイルス研究所

原子炉実験所

原子炉実験所

平成１９年度概算要求事項（施設整備費）一覧

○安全安心な教育研究環境への再生に関する事項

（熊取）基幹・環境整備（電力設備等）

【施設整備事業】

8

5

総合教育研究棟新営及び東南ｱｼﾞｱ研究所北棟、南棟、
旧京都織物本館の改修

○新キャンパス（桂）の整備に関する事項

（中央他）基幹・環境整備（電力設備等）16 施設・環境部

（南部）総合研究棟改修（医・図書館他）

（北部）総合研究棟（ﾌｨｰﾙﾄﾞ・数研他）

（熊取）総合研究棟改修（研究棟）

（南部）総合研究棟（Ａ・Ａ研他）

（中央）吉田南総合館改修

（北部）総合研究棟改修（物理系他）1

医学研究科・医学部

理学研究科・理学部

3

14

7



整理
番号 要求部局名 部局要求事業名称 要求事項名

教育学研究科・教育学部 工学部石油化学科研究室実験室（９号館）改修

人文科学研究所 人文科学研究所の移転に伴う工学部５号館の大型改修工事

経済研究所 旧図書館別館及び工学部石油化学研究室建物整備・改修

学術情報メディアセンター 工学部旧建築系（７号館）改修

低温物質科学研究センター 総合研究棟改修（工学部７号館）

教育学研究科・教育学部 教育学部本館改修

経済研究所 経済研究所本館・別館整備・改修

学術情報メディアセンター 学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ北館改修

22 学生部 キャンパスアメニティ（学生支援）整備事業 （中央）ｷｬﾝﾊﾟｽｱﾒﾆﾃｨ（学生支援）整備事業

23 医学部附属病院 新病棟の整備 （医病）総合高度先端医療病棟（軸Ⅰ）

24 医学研究科・医学部 ラットリソースセンター新営 （南部）ラットリソースセンター

25 宇治共通 （宇治）生存基盤科学戦略研究棟新営 （宇治）生存基盤科学戦略研究棟（軸）

26 宇治共通 （宇治）メディア集合系整備 （宇治）ﾒﾃﾞｨｱ集合系整備（図書・知的国際プラザ）

27 霊長類研究所 ﾘｻｰﾁ・ﾘｿｰｽ・ｽﾃｰｼｮﾝ(RRS）研究用霊長類繁殖研究施設（育成舎） （犬山）リサーチ・リソース・ステーション

28 研究・国際部 国際交流会館(宇治)家族棟新営 （宇治）国際交流会館

整理
番号

1

2

3

整理
番号

要求部局名 部局要求事業名称 要求事項名

1 医学部附属病院 南病棟２階・４階車椅子便所等改修工事 （南部）南病棟便所等改修

2 宇治共通 宇治構内外灯改修整備 （宇治）外灯等整備

3 施設・環境部 （中央他）キャンパス環境整備 （中央他）キャンパス環境整備

4 学生部 総合体育館バリアフリー化 （中央）総合体育館エレベーター等整備

事項名

医学部附属病院 総合医療治療システム

医学部附属病院 診療支援高度生理機能検査総合システム

21 （中央）総合研究棟改修（教育学部本館他）

○大学として特に戦略的に取り組むこととされた事項

【営繕事業】

【PＦＩ事業(継続事業)】

○附属病院(新病棟)の整備に関する事項

要求事項名

（南部）総合研究棟施設整備事業

（桂）総合研究棟Ⅴ、（桂）福利・保健管理棟施設整備事業

（北部）総合研究棟改修（農学部総合館）施設整備等事業

○吉田本部構内の再配置に関する事項

（中央）総合研究棟改修（工学部５号館他）

部局名

【病院特別医療機械整備費】

20




