
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学施設の有効活用に関する規程 

 

平成２０年２月２１日 

規程第   ３   号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」と

いう。）が保有する施設及び設備をより有効に活用し、教育研究活動の活性化に

資するため、施設利用に関し必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「部局」とは、先端科学技術研究科、総合情報基盤セン

ター、生命科学研究基盤センター、マテリアル研究プラットフォームセンター、

データ駆動型サイエンス創造センター、デジタルグリーンイノベーションセンタ

ー、保健管理センター、研究推進機構及び事務局をいう。 

２ この規程において「施設」とは、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学不

動産等管理規程（平成１６年規程第７５号。以下「不動産管理規程」という。）

第３条第２号に規定する本学所有の建物のうち、職員宿舎及び学生宿舎を除くも

のをいう。 

３ この規程において「施設活用」とは、施設マネジメントの観点から本学の施設

の利用のあり方について調査及び評価を実施し、施設を有効に活用することをい

う。 

 

（施設活用） 

第３条 施設活用は、施設検討委員会が一元的に行うものとする。 

２ 施設活用の観点から、施設を別表第１に定める、専用スペース及び全学共同利

用スペース（以下「共用スペース」という。）に区分するとともに、共用スペー

スに別表第２のプロジェクトスペースを定める。 

３ 専用スペースは、部局の長（以下「部局長」という。）が運用管理するものと

する。 

４ 共用スペースは、全学的見地に立った利用を前提とし、弾力的に運用するもの

とし、部局長が運用管理するものとする。 

 

（共用スペースの確保） 

第４条 施設の新築及び増築工事を行う場合は、整備面積の２０％以上に当たる共

用スペースを確保しなければならない。 

２ 改修工事を行う場合は、工事内容に応じて、共用スペースを確保するものとす

る。 

３ 前２項の場合においても、学長が特に認めた場合は、この限りではない。 

 



（経費負担） 

第５条 学長は、プロジェクトスペースの利用に係る経費を利用者に負担させるこ

とができる。 

２ 前項の利用者が負担する経費等については、別に定める。 

 

（施設利用状況調査） 

第６条 施設検討委員会は、施設の利用状況について、定時又は随時に調査するこ

とができる。 

２ 施設検討委員会は、前項の調査終了後、速やかに施設利用状況調査報告書（以

下「調査報告書」という。）を作成し、学長に提出するものとする。 

 

（改善勧告） 

第７条 学長は、調査報告書に基づき、スペース利用の改善が必要と判断した場合

は、部局長に勧告することができる。 

２ 前項の改善勧告を受けた部局長は、速やかに改善に努め、その内容を学長に報

告するものとする。 

 

（事務） 

第８条 施設の有効活用に関する事務は、管理部施設課が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２０年２月２１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２１年２月１７日から施行する。 

２ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学産学連携施設管理運営規程（平成１

７年規程第３号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年６月２５日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１７日から施行する。 

   附 則 



 この規程は、平成２４年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和５年１月１日から施行する。 

 



別表第１（第３条第２項関係） 

 

専用スペースと全学共同利用スペースの区分一覧表 
 

区  分 建物番号 建物名 管理部局名 備  考 

専用スペース 001 情報科学Ａ棟 先端科学技術研究科 

総合情報基盤センター 
 

002 情報科学講義棟  

007 情報科学Ｂ棟  

046 情報廃棄物保管庫 
 

052 情報屋外収納庫 

008 バイオサイエンスＣ棟 先端科学技術研究科 

生命科学研究基盤センター 
 

009 バイオサイエンス講義棟  

014 バイオサイエンスＤ棟  

020 バイオ危険物保管庫１  

021 バイオ危険物保管庫２  

040 バイオ廃棄物保管庫１   

011 バイオ廃棄物保管庫２   

010 放射線実験施設  

015 動物実験施設  

055 水棲動物飼育室  

016 実験温室   

027 分子育種温室   

056 温室準備室１   

057 温室準備室２   

042 グリーンラボ管理棟   

043 グリーンラボ温室Ａ   

044 グリーンラボ温室Ｂ   

028 物質創成科学Ｅ棟 先端科学技術研究科 

マテリアル研究プラットフォー

ムセンター 

 

031 物質創成科学講義棟 

032 物質創成科学Ｆ棟 

051 バイオナノプロセス実験施設 

034 物質危険物保管庫 

041 物質屋外倉庫１ 

035 物質屋外倉庫２ 

054 
物質・学際融合１号館廃棄物保

管庫 

先端科学技術研究科 

研究推進機構 
 

全学共同利

用スペース 
053 学際融合領域研究棟１号館 研究推進機構 

 026 

048 
学際融合領域研究棟２号館 

025 附属図書館 総合情報基盤センター  

023 事務局棟 事務局 

 

 

 

 

 

 

 

050 事務局別館 

022 ゲストハウスせんたん 

039 ミレニアムホール 

005 大学会館 
事務局 

保健管理センター 
 



別表第２（第３条第２項関係） 
 

プロジェクトスペース 
 

建物名称 区画番号・名称 室面積（㎡） 備  考 

学際融合領域研究棟１号館 １階オープンラボ 288  

２階オープンラボ 352  

３階オープンラボ 352  

４階オープンラボ 352  

５階オープンラボ 352  

計 1,696  

学際融合領域研究棟２号館 106 144  

108 77 クリーンルーム 

109 76  

110 76  

111 21  

112 21  

115 18  

116 18  

117 39  

118 36  

119 76  

207 144  

209 153  

211 76  

218 72  

220 40  

301 65  

302 108  

304 54  

305 54  

306 54  

307 36  

308 39  

309 36 クリーンルーム 

310 36  

311 40  

計 1,609  

合  計   3,305  

 


