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Ⅰ．人文社会科学系の組織を見直す国立大学法人

　いくつかの国立大学法人が、今年度から６年間で区切られる第３期中期目標

期間（平成28（2016）年度～平成33（2021）年度）において、人文社会科

学系の学部等組織を見直すことを計画している（表１）。本稿は、これらの法

人が同時期に、人文社会科学系の「組織見直し」について計画するに至った背
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景を捉えるものである。

　ａ）第３期の中期目標

　国立大学及び大学共同利用機関が法人化された平成16（2004）年度より、

文部科学大臣は「国立大学法人等が６年間において達成すべき業務運営に関す

る目標」を中期目標として定め、各国立大学法人等に対して示すとともに、公

表しなければならない（国立大学法人法第30条第１項）。もっとも文部科学大

臣は、中期目標を定めるときは「あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、

当該意見に配慮するとともに、（国立大学法人）評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない」（カッコ内筆者補足）こととされており（同法同条第３項）、ま

ずは各国立大学法人等が原案を作成することとなる。

　国立大学法人評価委員会は、平成15（2003）年10月１日より文部科学省に

設置され、国立大学法人及び大学共同利用機関法人について、その業務実績に

関する評価等を行っている（国立大学法人法第９条）。以下、「評価委員会」と

いう。

　第３期の中期目標については、平成28（2016）年１月27日の国立大学法人

評価委員会（第53回）・国立大学法人分科会（第27回）合同会議において、各

法人の原案が“了承”された後１、同年３月１日付けで文部科学大臣から各法

人に提示されるという手続きが取られた２。

　ｂ）第３期の中期計画

　文部科学大臣より中期目標を示された各国立大学法人等は、「当該中期目標

を達成するための計画」を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受け

なければならない（同法第31条第１項）。第３期の中期計画については、同年

１月の時点で各大学から案が提出されており、上記中期目標提示があった翌日

付けで、各法人が「中期計画認可申請書」を提出するという手続きが取られた３。

　中期計画の認可にあたっても、文部科学大臣は「あらかじめ、評価委員会の
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意見を聴かなければならない」（同法同条第３項）。そのため各法人が作成した

第３期の中期計画案は、同年３月23日の国立大学法人評価委員会（第54回）・

国立大学法人分科会（第28回）合同会議にて“了承”された後、同年3月31日

付けで文部科学大臣より認可されている４。

　参考資料１（参照条文）

　○国立大学法人法

第三章　中期目標等 

（中期目標） 

第三十条　文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべ

き業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学

法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２　中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

　一　教育研究の質の向上に関する事項 

　二　業務運営の改善及び効率化に関する事項 

　三　財務内容の改善に関する事項 

　四　教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及

び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項 

１　国立大学法人評価委員会（第53回）・国立大学法人分科会（第27回）合同会

議、議事録、平成28（2016）年１月27日。

２　国立大学法人評価委員会（第54回）・国立大学法人分科会（第28回）合同会

議、議事録、平成28（2016）年３月23日。

３　同上。

４　同上。
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　五　その他業務運営に関する重要事項 

３　文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮す

るとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 

（中期計画） 

第三十一条　国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示

されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところ

により、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、

文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。 

２　中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

　一　教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

　二　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき

措置 

　三　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

　四　短期借入金の限度額 

　五　重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

　六　剰余金の使途 

　七　その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

３　文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。 

４　文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に

掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、

その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 

５　国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その
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　　中期計画を公表しなければならない。

　全86の国立大学法人が今年度より運用している第３期の中期目標・中期計

画は、このような手続きを経て作成され、公表された（同法同条第５項）。こ

のうち中期計画において、人文社会科学分野にかかる学部や大学院の再編等

「組織見直し」について、対象となる部局名または具体的な時期を明記してい

る法人の例を、該当箇所の記載内容と併せて下表に挙げる。

　表１　第３期中期計画における人文社会科学系の「組織見直し」例

法人名 中期計画での記載内容

山形大学
社会的役割を踏まえた人文社会系学部の教育研究組織の見

直しを平成29 年度までに行う。

茨城大学

人文科学及び社会科学の多面的かつ体系的な専門性を身に

つける観点から、平成29年度に「人文学部」を「人文社会

科学部（仮称）」に改組する。

筑波大学

社会的ニーズを踏まえて、人文社会科学分野、図書館情報

学分野などの教育組織、教員組織を見直す。（平成28年度

から平成31年度において見直しを実施し、平成32年度ま

でに見直し結果に基づき必要な行動計画等を策定。）

群馬大学
社会情報学部においては、社会の要請や時代の動向に対応

した、人材の養成を図りつつ、組織の不断の見直し行う。

新潟大学

人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減

少や人材需要等を踏まえた入学定員の見直しを行うととも

に、地方創生など社会的要請の高い分野を重視した教育研

究組織へ平成30年度までに再編する。

三重大学

地域の要請に基づいて創設された学部の理念をさらに発展

させ、多様化する社会の課題を発見し、解決に向けて努力

できる人材を育成することで、地域圏大学としての役割を

果たせるよう、県をはじめとする地方公共団体、地域企業

等との協議を通じて、人文学部・人文社会科学研究科の組

織改革を推進する。
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和歌山大学

人文社会科学系学部・大学院については、経済学部に農業

経営に関するコースを設置するなど、社会的要請の高い分

野への転換を図り、定員規模についても見直しを行う。

島根大学

少子化・高齢社会の進展などの地域課題に対応するため、

法文学部、教育学部及び法務研究科等の教育研究組織の見

直しを行い、成熟社会で活躍する実践的人材養成を目的と

した心理、福祉社会、健康分野を融合した新たな学部を平

成29年度に設置するとともに、社会的ニーズ等を踏まえ、

平成33年度までに人文社会科学系大学院の組織及び規模等

の見直しを行う。

山口大学

デザイン思考を持ち、未来を構想し，地域を創生する能力

を身につけ、アジア文化圏を中心とした国際的な場や地域

社会の活性化に貢献できる人材を輩出するため、平成31年

度までに、人文、教育、経済及び学際分野が連携・協力して、

文系大学院を再編する。

愛媛大学

平成28年度の法文学部の改組及び社会共創学部の設置を受

け、平成32年度には、人文社会科学に関する高度で専門的

な知識と能力、広範な学際的視野及び適切な問題解決能力

を備えた専門職業人の育成を行う専攻や、地域のファシリ

テーターとして、他領域の専門家と協働し、複眼的なアプ

ローチで地域課題を解決できる能力を有する専門職業人の

育成を行う専攻を設置し、人文社会科学系の大学院課程を

整備する。

熊本大学

社会のニーズやグローバル化に対応した人材を養成するた

め、平成31年度までに人文社会科学系及び自然科学系学部

の学部定員を見直し、再編統合する。

鹿児島大学

法文学部については、地域ニーズや地域課題の把握に努め

文系総合学部としての強みと特色を活かすために学科横断

的科目の充実を図るとともに、理系の要素も取り入れた地

域連携とグローバル化に対応した専門教育カリキュラムへ

と見直し、人文社会系学部へ再編する。
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Ⅱ．平成27年６月８日の文部科学省通知（文部科学大臣決定）

　国立大学法人における人文社会科学系の「組織見直し」については、とくに

平成27（2015）年６月８日付けの文部科学大臣決定「国立大学法人等の組織

及び業務全般の見直しについて」（27文科高第269号。以下、本決定という）

が各法人に「通知」されて以降、その是非が広く議論されてきたところであ

る。

　ａ）文部科学大臣による「検討」

　本決定は、第２期中期目標期間（平成22（2010）年度～平成27（2015）

年度）の「終了時までに
4 4 4

」（傍点筆者。以下、同じ）、「当該国立大学法人等の

業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわた

る検討」（国立大学法人法第31条の４第１項。以下、「検討」という）として

行われた。本決定は、全ての国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、

第３期中期目標・中期計画を「本決定に沿った内容」とすることを求めてい

る。

　本決定の別紙１「国立大学法人の第２期中期目標期間終了時における
4 4 4 4

組織及

び業務全般の見直しについて」は、その「第２　組織及び業務全般の見直しの

基本的な方向性」において、次のように「見直しの考え方」を示している。

「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに当たっては、憲法で保障されて

いる学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性への

配慮や自主的・自律的な運営の確保の必要性等の観点に十分留意する必要があ

る。」「見直し内容を示すに当たっては、大学の自治の理念を踏まえ、個々の法

人ごとの具体的な組織・業務に言及するのではなく、全ての国立大学法人を対

象に、見直すべき点を全般的に示すこととする。したがって、本見直しの内容

は、個々の法人に全ての項目が一律に該当するものではなく、各法人の状況に
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応じて該当する内容は異なる。」

　その上で「第３　国立大学法人の組織及び業務全般の見直し」は、「各法人

の状況を踏まえつつ」、「特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・

大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立

大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的

要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めること」とした。

　参考資料２

　 ● 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて

平成27年６月８日 文部科学大臣決定  

　国立大学法人法第31条の４に基づき、文部科学大臣が国立大学法人等

の第２期中期目標期間終了時までに行う組織及び業務全般にわたる見直

しの内容を、国立大学法人については別紙１、大学共同利用機関法人に

ついては別紙２のとおり決定する。

　今後、第３期中期目標・中期計画が本決定に沿った内容となるように

国立大学法人及び大学共同利用機関法人に求めるとともに、所要の措置

を講じることとする。

 

　（別紙１）

　 ● 国立大学法人の第２期中期目標期間終了時における組織及び

業務全般の見直しについて

　 第１　国立大学法人の現状

　１　国立大学の使命

　　　（略）

　２　国立大学法人のこれまでの取組

　　　（略）
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　 第２　組織及び業務全般の見直しの基本的な方向性

　１　見直しの考え方 

　　　（略）

　２　基本的な方向性

　　　（略）

　 第３　国立大学法人の組織及び業務全般の見直し

　各国立大学法人は、各法人の状況を踏まえつつ、この見直し内容等

に沿って検討を行い、その結果を中期目標及び中期計画の素案や年度

計画に具体的に盛り込むことなどが求められる。

　１　組織の見直し

　　⑴　「ミッションの再定義」を踏まえた組織の見直し

　「ミッションの再定義」で明らかにされた各大学の強み・特色・社

会的役割を踏まえた速やかな組織改革に努めることとする。 

　特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院につ

いては、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大

学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止

や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めるこ

ととする。   

　　⑵　法科大学院の組織の見直し

　法科大学院について、「公的支援の見直しの強化策」を踏まえ、司

法試験の合格状況や入学者選抜状況等を考慮に入れ、入学定員規模

の適正化や教育の質の向上を目指すとともに、特に司法試験合格率

が著しく低い場合や適切な入学者数を確保する見込みがない場合等、

課題のある法科大学院は、組織の廃止や連合も含め、抜本的な見直

しに努めることとする。
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　　⑶　その他の組織の見直し

　その他の組織についても、その必要性等について不断に検証・検

討することのできる体制を確立するとともに、審議会における各種

提言等を踏まえ、必要に応じて、大学間連携や入学定員の見直しな

ど、柔軟かつ機動的な組織改革を実施するよう努めることとする。

　２　教育研究、運営等の業務全般の見直し

　　　（略）

　 第４　制度改正等の措置

　１　国立大学法人運営費交付金の配分方法の見直し等

　　　（略）

　２　組織・業務全般の見直し内容の中期目標・中期計画等への反映の

確保

　各法人の自主性、強み、特色及び社会的役割を考慮しつつ、第３に

示す見直し内容の検討結果が各法人の作成する中期目標・中期計画の

素案に具体的に反映されているか等を確認し、国立大学法人評価委員

会の意見を聴いた上で、財政上の理由など真にやむを得ない場合には、

中期目標・中期計画の素案の修正を行うなどの所要の措置を講じる。

　ｂ）人文社会科学系のあり方に関する議論

　本決定の翌月、７月３日には、NHK総合テレビジョン『時論公論』（午前０

時放送）において、一連の国立大学改革に関する考察も含めた、西川龍一解説

委員による考察「国立大学をどうするのか」が放送された。同月22日の読売

新聞（朝刊）13面は【論点スペシャル】「国立大文系学部　どうする」と題し、

藤原正彦氏と本間政雄氏の意見を掲載している。

　同月23日には日本学術会議幹事会声明「これからの大学のあり方－特に教

員養成・人文社会科学系のあり方－に関する議論に寄せて」が発表され、翌週
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の31日には日本学術会議第一部（人文・社会科学系）の主催により、公開シ

ンポジウム「人文・社会科学と大学のゆくえ」が開催された。

　同決定から約２か月後の９月９日には、日本経済団体連合会が「国立大学改

革に関する考え方」を発表した。「今回の通知は即戦力を有する人材を求める

産業界の意向を受けたものであるとの見方があるが、産業界の求める人材像

は、その対極にある」とし、「人文社会科学を含む幅広い教育の重要性」につ

いて提言を行っている。

　その翌週18日、文部科学省（高等教育局）は日本学術会議幹事会（第218

回）に参加し、「新時代を見据えた国立大学改革」について説明を行った。こ

れを受け翌月、10月15日に、日本学術会議幹事会声明「人文・社会科学系の

あり方に関する声明への賛同・支援への謝意と大学改革のための国民的合意形

成に向けての提案」が発表されている。

　その後も議論は続き、平成28（2016）年２月、『中央公論』130巻２号（通

巻1587号）では「国立大学文系不要論を斬る」（29 ～ 89頁）と題し特集が組

まれた。また同月、『歴史評論』通巻790号には、特に人文科学系に焦点が絞

られた河島真氏による考察【歴史の目】「国立大学人文社会科学系学部・大学

院の廃止・転換問題を考える」（89 ～ 93頁）が掲載された。

　前年に続く議論の場としては、平成28（2016）年８月10日、日本学術会議

第一部（人文・社会科学系）の主催により、公開シンポジウム「続　人文・社

会科学と大学のゆくえ」が開催されている。

Ⅲ．国立大学法人評価委員会の「視点」と文部科学省の「観点」

　ａ）国立大学法人評価委員会の「視点」

　本決定の内容は、評価委員会が平成26（2014）年９月９日に取りまとめた

資料「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」の内容と大き
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く違わない（以下、「視点」という）。

　この「視点」は、第２期中期目標期間の「終了時において
4 4 4 4

」（独立行政法人

通則法第35条、参考資料７）、当時の国立大学法人法第35条（独立行政法人通

則法の規定の準用）に基づいて文部科学大臣が「所要の措置」を講ずるにあた

り、それに先立って評価委員会が議論し、まとめたものとされている５。ただ

し議論は、評価委員会に設置されたワーキンググループにおいて、平成26

（2014）年３月以降３回にわたって行われた６。

　文部科学省（高等教育局国立大学法人支援課長）が、この「視点」を各国立

大学法人（中期目標・中期計画担当理事）宛に送付した事務連絡において、

「今後、文部科学省において『視点』を踏まえ組織及び業務全般の見直し内容

を作成し、平成27年６月を目途に各法人にお示しする予定です」と付言して

いたことから、本決定が「視点」を踏まえたものであることは確かに認められ

る。

　参考資料３

　 ● 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点

平成26年９月９日　国立大学法人評価委員会

　文部科学大臣が第２期中期目標期間終了時に行う組織及び業務全般の

見直しに盛り込むことが必要と考えられる内容のうち、各国立大学法人

が行う第３期中期目標・中期計画の素案の検討に資するものとして、以

下の視点を挙げることができるのではないか。

５　国立大学法人評価委員会（第45回）議事録、資料６「国立大学法人等の組織･

業務全般の見直し等の検討について（案）」、平成26（2014）年２月18日。

６　国立大学法人評価委員会（第48回）議事録、平成26（2014）年８月４日。
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　１．見直しの基本的な方向性

　　　（略）

　２．組織の見直しに関する視点

໐　「ミッションの再定義」を踏まえた速やかな組織改革が必要ではな

いか。特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院

については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国

立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の

廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むべきでは

ないか。

໐　法科大学院について、「公的支援の見直しの強化策」を踏まえ、司

法試験の合格状況や入学者選抜状況等を考慮に入れ、入学定員規模

の適正化や教育の質の向上を目指すとともに、特に司法試験合格率

が著しく低い場合や適切な入学者数を確保する見込みがない場合等、

課題のある法科大学院は、組織の廃止や連合も含め、抜本的な見直

しを図るべきではないか。

໐　その他の組織についても、その必要性等について不断に検証・検

討することのできる体制を確立し、必要に応じて、大学間連携や入

学定員の見直しなど、柔軟かつ機動的な組織改革を実施すべきでは

ないか。

　３．業務全般の見直しに関する視点

　　　（略）

　ｂ）文部科学省の「観点」

　上記「視点」に先立ち、平成26（2014）年３月31日付けで文部科学省（高

等教育局・研究振興局）が取りまとめていた「分野ごとの振興の観点」におい

ても（以下、「観点」という）、「人文・社会科学、学際・特定分野」の振興を
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期待して、「組織の在り方の見直し」が具体的方策として掲げられていた。

　しかしながら「観点」においては、本決定及び評価委員会の「視点」では共

通して用いられていた「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換」という

文言が使われていない。また「社会構造の変化や時代の動向に対応した融合領

域や新たな学問分野の進展」が期待されているのも、「学際・特定分野」につ

いてである。

　参考資料４

　※抜粋　 ● 分野ごとの振興の観点

平成26年３月31日　文部科学省高等教育局研究振興局

໐　「ミッションの再定義」を踏まえた各大学、大学共同利用機関法人

ごとの強みや特色を伸長し、社会的な役割を一層果たすための振興

の観点は以下のとおりである。

໐　人文・社会科学、学際・特定分野は、人間の営みや様々な社会事

象の省察、人間の精神生活の基盤の構築や質の向上、社会の価値観

に対する省察や社会事象の正確な分析など重要な役割を担っている。

また、学際・特定分野は、その学際性・個別分野の個性等に鑑み、

社会構造の変化や時代の動向に対応した融合領域や新たな学問分野

の進展等の役割が期待されている。

　　特に、成熟社会の到来、グローバル化の急激な進展等の社会構造

の変化を踏まえ、教養教育を含めた教育の質的転換の先導、理工系

も含めた総合性・融合性をいかした教育研究の推進、社会人の学修

需要への対応、当該分野の国際交流・発信の推進等、各分野の特徴

を十分に踏まえた機能強化を図る。

　　具体的には、養成する人材像のより一層の明確化、身に付ける能

力の可視化に取り組む。また、既存組織における入学並びに進学・

就職状況や長期的に減少する傾向にある18歳人口動態も踏まえつつ、
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　全学的な機能強化の観点から、定員規模・組織の在り方の見直しを

積極的に推進し、強み・特色を基にした教育・研究の質的充実、競

争力強化を図る。

　評価委員会の「視点」が、いかに文部科学省の「観点」踏まえているかは不

明であるが７、本決定が評価委員会の「視点」を基本としていることは、本決

定と併せて各法人に送付された評価委員会（北山委員長）の所見（平成27

（2015）年５月27日付け）が認めているところである８。

Ⅳ．第２期における国立大学法人法改正と「経過措置」

　ａ）「評価」を経ずに行われた「検討」

　本決定の根拠とされている国立大学法人法第31条の４によれば、文部科学

大臣による「検討」及び「所要の措置」は、「評価委員会が第31条の２第１項

第２号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間におけ

る業務の実績に関する評価を行ったとき」に、「中期目標の期間の終了時まで
4 4

に
4

」行われるものである（国立大学法人法第31条の４第１項）。しかしながら

本決定に先立って、評価委員会による「評価」（以下、単に「評価」という）

が行われた事実はない。

７　国立大学法人評価委員会（第48回）議事録、平成26（2014）年８月４日。

ワーキンググループの座長を務めた奥野委員からは、議論についての詳細な説

明はない。

８　国立大学法人評価委員会（第51回）議事録、平成27（2015）年５月27日。

北山委員長より、「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し（案）について

は、本委員会として特段の意見なしとして進めたいと思います」という確認が

あった。
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　本決定が「評価」を経ずに行われた「検討」であることについて、「法律が

定める手続きを無視して」いるため「違法」であり、「必要な手続きを踏むこ

となく行われた文部科学大臣『決定』は法的に無効である」とする指摘もある９。

これについて本稿は、本決定に先立って行われた、国立大学法人法の一部改正

の内容を確認し、次のように理解する。

　参考資料５（参照条文）

　○国立大学法人法

　（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等） 

第三十一条の二　国立大学法人等は、毎事業年度の終了後、当該事業年

度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号

に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 

一　次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度　当該事業年度

における業務の実績 

二　中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度　当該事業年度

における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期

目標の期間における業務の実績 

三　中期目標の期間の最後の事業年度　当該事業年度における業務の

実績及び中期目標の期間における業務の実績 

２　国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学

省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第

一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価

９　光本滋「国立大学の危機――構造と事態打開の方向」、『科学』86巻４号（通

巻1004号）、平成28（2016）年４月、357 ～ 361頁。「評価結果が出ないうち

に、『検討』を行うことなどできるはずがない。必要な手続きを踏むことなく行

われた文部科学大臣『決定』は法的に無効である」（359頁）。
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　を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければ

ならない。 

３　国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければなら

ない。

　（中期目標の期間の終了時の検討） 

第三十一条の四　文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項

第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期

間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間

の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組

織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その

結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものと

する。 

２　文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価

委員会の意見を聴かなければならない。 

３　文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる

措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければな

らない。 

４　評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大

学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主

要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることがで

きる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の

内容を公表しなければならない。 

５　評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、

その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告

を求めることができる。
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　ｂ）「経過措置」として適法に行われた「検討」

　現行の国立大学法人法第31条の２及び第31条の４は、平成26（2014）年６

月13日に公布された「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整備に関する法律」第93条（国立大学法人法の一部改正）によ

り追加されたものであり、その改正施行については「経過措置」が講じられ

た。当該「経過措置」は、同法律の附則第17条（国立大学法人法の一部改正

に伴う経過措置）第４項に規定され、「独立行政法人通則法の一部を改正する

法律」の施行と同日の平成27（2015）年４月１日に施行されている。

　参考資料６（参照条文）

　○独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律

　（国立大学法人法の一部改正）

第九十三条　国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）の一部を次

のように改正する。

　　目次中「・第三十一条」を「－第三十一条の四」に、「第三十五条」

を「第三十四条の二」に改める。

　　（略）

　　第三章中第三十一条の次に次の三条を加える。

　（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）

第三十一条の二　（略）

第三十一条の三　（略）

　（中期目標の期間の終了時の検討）

第三十一条の四　（略）
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　附　則

　（国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置）

第十七条　第九十三条の規定による改正後の国立大学法人法（以下この

条において「新大学法人法」という。）第十一条第四項、第五項、第七

項及び第八項、第十一条の二、第二十五条第四項、第五項、第七項及

び第八項並びに第二十五条の二並びに新大学法人法第三十五条におい

て準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項ま

で及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

２　この法律の施行の際現に国立大学法人等（新大学法人法第二条第五

項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。）の監

事である者の任期（補欠の国立大学法人等の監事の任期を含む。）につ

いては、新大学法人法第十五条第三項（新大学法人法第二十六条にお

いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

３　新大学法人法第三十一条の二及び第三十一条の三の規定は、国立大

学法人等の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関す

る評価についても適用する。

４　国立大学法人等の施行日の前日を含む中期目標（第九十三条の規定

による改正前の国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標を

いう。）の期間の終了時の検討に関する新大学法人法第三十一条の四第

一項の規定の適用については、同項中「評価委員会が第三十一条の二

第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目

標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標」

とあるのは、「中期目標」とする。

　第２期中期目標期間における当該「経過措置」は、「評価」が行われている

ことを要件とせずに、文部科学大臣が「検討」を行うことを適法とするもので
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あった。

　ｃ）「経過措置」により拡大した文部科学大臣の権限

　現行の国立大学法人法第31条の４はもちろん、改正前の国立大学法人法第

35条は、当時の独立行政法人通則法第34条及び第35条を準用することによ

り、文部科学大臣の権限を限定している。第１期中期目標期間（平成16

（2004）年度～平成21（2009）年度）においては、当時、独立行政法人通則

法第34条及び第35条の準用について定めていた国立大学法人法第35条に基づ

き、平成16（2004）年度から平成19（2007）年度までの４年間を対象とし

て評価委員会による“暫定的な評価”が平成20（2008）年度に行われ10、ま

た文部科学大臣による「検討」が「中期目標の期間の終了時において
4 4 4 4

」行われ

ていた11。

　しかしながら第２期中期目標期間においては、４年経過時の“暫定的な評

価”は実施しないこととされ12、その上で「検討」及び「所要の措置」13が「中

10　平成19（2007）年４月６日付けの国立大学法人評価委員会決定「国立大学法

人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領」

において、「中期目標に係る業務の実績に関する評価」の基本をなすものとして、

平成16（2004）年度から19（2007）年度までの４年間の業務の実績について

評価を実施することと、その根拠が国立大学法人法第35条により準用される独

立行政法人通則法第34条にあることが述べられている。

11　平成21（2009）年６月５日付けの文部科学大臣決定「国立大学法人の組織及

び業務全般の見直しについて」（通知：21文科高第6201号）。

12　国立大学法人評価委員会（第35回）議事録及び資料２「第２期中期目標期間

における国立大学法人評価の改善点（案）」、平成22（2010）年６月28日。第２

期中期目標期間終了後の平成28（2016）年度に、６年間を対象とした評価のみ

を行うこととされた。

13　平成27（2015）年12月１日付けの文部科学大臣通知「国立大学法人等の中

期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（27文科高第820号）。
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期目標の期間の終了時までに
4 4 4

」講じられている。

　参考資料７（参照条文）

　※改正前　○独立行政法人通則法

　（中期目標に係る業務の実績に関する評価）

第三十四条　独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目

標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなけ

ればならない。

２　前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の

調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮

して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な

評定をして、行わなければならない。   

３　（略）

　（中期目標の期間の終了時の検討）

第三十五条　主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時にお

いて、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方そ

の他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、

所要の措置を講ずるものとする。

２　主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員

会の意見を聴かなければならない。

３　審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該

独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告す

ることができる。

　すなわち当該「経過措置」は、文部科学大臣の権限を拡大させるものであっ

た。本決定は、その拡大した権限により行われた「検討」であると理解でき

る。
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　これに対し評価委員会の権限は、上記「視点」に関する議論をワーキンググ

ループで行うにとどまり、「評価」または“暫定的な評価”を行うことはな

かった事実から、当該期間において縮小させられていた14。

　以上の整理を踏まえ本稿は、第２期中期目標期間において“暫定的な評価”

を行わなかった上で、平成26（2014）年度には当該「経過措置」の規定を設

け、平成27（2015）年度には本決定を適法に行った“内政”のあり方に疑義

を呈する。国は、国立大学法人法の運用に当たっては、国立大学及び大学共同

利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない（国立大学法

人法第３条）。

14　平成21（2009）年５月27日及び６月24日に開催された国立大学法人評価委

員会（第28回及び第29回）の議事録、配布資料によれば、当時、評価委員会に

設置されていた年度評価・中期目標期間評価に関するワーキンググループは、

「第２期中期目標期間における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目

標期間評価及び年度評価の基本的な方向性」として、「第２期中期目標期間の終

了に先立ち、平成22年度から25年度までの４年間の業務の実績について評価を

実施し、平成26年度中を目処に暫定的な評価結果を明らかにすること」と整理

していた。


