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○印は東京大学が組織的に関与しているもの

主体 表題等 日時

26学会（41万人会員）会長 科学・技術による力強い日本の構築－我が国の科学・技術の進むべき方向と必要な政策－ 4月28日

○ 旧7帝大・早稲田大学総長、慶應義塾長
「国家の成長戦略として大学の研究・人材育成基盤の抜本的強化を
―新成長戦略、科学技術基本計画の策定等に向けた緊急政策提言― 」

3月19日

東京大学理学部物理学科4年生有志 若手研究者育成資金縮減の影響調査及び反対署名 12月18日

人文・社会科学若手研究者有志 行政刷新会議事業仕分けに関する見解と要望および署名 12月15日

○ 東京大学等11大学研究担当理事・副学長
大学の研究基盤の強化と未来を拓く若手研究者の育成のために（共同声明）
－平成22年度予算における科学研究費補助金の拡充について－

12月15日

九州地区11大学学長 地域の知の拠点である大学への公的投資の充実を－平成22年度予算編成に関する共同声明－ 12月14日

○ 国立大学協会 国立大学協会臨時総会決議 12月11日

○ 国立大学協会 国立大学附属病院を取り巻く諸問題への提言 12月9日

中国地区5国立大学 国家百年の計における国立大学再生を 12月9日

東北地区国立7大学学長 「大学予算の充実で地域の知的基盤の強化を」 12月8日

日本コンピュータ化学会 科学技術振興のための施策と予算に関する意見書 12月7日

滋賀大学学長、滋賀医科大学学長
国の知的基盤である大学の教育研究の振興と大学予算の確保・充実に向けて
－県内2国立大学法人学長の緊急アピール－

12月7日

生物科学学会連合 学術および科学技術の研究振興政策に関する要望 12月7日

国立大学附属病院長会議
我が国における医療の再建と明日の医療の構築を願って
～国立大学附属病院長会議要望書～

12月7日

国立大学附属病院長会議 平成22年度診療報酬改定に関する要望について 12月7日

地震・火山噴火予知研究協議会 国立大学運営費交付金特別教育研究経費等の科学技術・学術経費に対する事業仕分けへの声明 12月5日

科学技術系主要20学会
主要20学会声明　行政刷新会議事業仕分け判定を受けて
「我が国の将来に責任を持つ科学技術研究と若手人材育成・教育の強化」
今後我々はどう考え行動しなければならないか

12月4日

○ 全グローバルCOE拠点リーダー 行政刷新会議「事業仕分け」第3WGによるグローバルCOEプログラム評価に対する声明 12月4日

関東・甲信越地区の15大学機関 「国立大学法人等運営費交付金」に関する行政刷新会議「事業仕分け」について 12月4日

国立大学工学系部長会議
日本の学術および科学技術に関する緊急宣言
―グローバル社会における日本の科学技術水準の衰退を憂える―

12月3日

東北地区国立3大学学長 大学予算の充実で地域の知的基盤の強化を 12月3日

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻・理学部物理学科 若手研究者の育成に関する緊急アピール 12月3日

日本物理学会 基礎科学に対する事業仕分けの評価について 12月3日

国立大学53工学系学部長会議
日本の学術および科学技術に関する緊急宣言
－グローバル社会における日本の科学技術水準の衰退を憂える－

12月3日

山形大・信州大・山形県知事・長野県知事 地域の科学技術振興施策及び｢地域卓越研究者戦略的結集プログラム｣に対する要望 12月3日

北海道内7国立大学学長
大学界との「対話」と大学予算の「充実」を
－平成22年度予算編成に関する緊急アピール－

12月2日

日本私立大学団体連合会・日本私立短期大学協会 平成22年度私立大学関係政府予算に関する要望 12月2日

○ 東京大学大学院理学系研究科 次世代を担う若手研究者支援の充実を望む 12月2日

新潟大学学長　下條文武 平成22年度予算編成への要望（声明）　～次の世代のための我が大学の使命～ 12月2日

全国農学系学部長会議 「地球」の農・食・環境問題解決に向けた農学からの要望 12月1日

グローバルＣＯＥ「生命科学」拠点リーダー 緊急共同アピール－次世代を担う若手研究者の育成と世界最高水準の大学づくりの推進に向けて－ 12月1日

日本発生生物学会 日本発生生物学会声明 12月1日

東京工業大学学長 「行政刷新会議事業仕分け」（グローバルＣＯＥの事業）について 12月1日

宇宙線研究者会議 行政刷新会議事業仕分けに対する意見書 12月1日

熊本大学学長　谷口功 平成年度予算編成に対する要望：国立大学法人予算の充実を（声明） 12月1日

中国地区5国立大学 行政刷新会議「事業仕分け」における当該事業の見直しに関する要望書 12月1日

日本動物学会 日本の学術、科学および科学技術関連教育研究費予算の維持に関する要望書 11月30日

科学技術系主要14学会 行政刷新会議・事業仕分け判定に関する要望書－我が国の科学技術研究強化の重要性－ 11月30日

四国地域国立5大学長 四国地域の国立大学における教育研究水準の維持・向上等について（共同声明） 11月30日

国立大学附置全国共同利用研究所・研究センター協議会
大学等における研究と教育は「未来への投資」であり、大学法人の壁を越えた大学間の連携と研究拠点
の育成が、わが国固有の学問の発展に寄与する

11月30日

茨城大学長 池田幸雄 国立大学運営費交付金等の事業仕分けについて（学長声明） 11月30日

福井大学学長　福田優 国立大学に係る平成22年度予算編成等に関する要望 11月30日

奈良県内国立3大学学長
高等教育政策の基本方針の確立と大学予算の充実を
― 未来を担う人材の育成のために ―

11月28日

○ 国公私立大学３団体
大学・学術は、一日にしてならず
－国公私立大学に係る平成２２年度予算に関する要望－

11月27日

大学関係予算に関する各種団体の声明等

※このリストはあくまで東京大学が把握している限りのものを掲載しています。..
追加すべき情報・webリンクの希望等がありましたら、下記へご一報ください。
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○ 国際化拠点整備事業「グローバル30」構想責任者 大学の国際化推進に向けた政治的決断を 11月27日

東海・北陸地域12国立大学長
地域を支える人材育成と研究開発(共同声明)
－最先端技術を支える国立大学の基礎研究力を次世代へ－

11月27日

○ 東京大学等9大学産学官連携本部長・理事
行政刷新会議「事業仕分け」
事業番号3-23 地域科学技術振興・産学官連携の「廃止」評価に対する意見

11月27日

神戸地区3大学学長 次世代スーパーコンピュータの整備についての神戸地区の3大学学長からの要望 11月27日

京都大学総長、京都府知事、京都市市長、京都商工会議所会頭 地域科学技術振興・産学官連携事業継続の要望について 11月26日

京都大学理事、産学連携本部長 要望書（産学連携の廃止評価について） 11月26日

○ 国立大学協会
大学界との「対話」と大学予算の「充実」を
－平成22年度予算編成に関する緊急アピール－

11月26日

国立大学附置研究所・センター長会議 緊急声明 11月26日

大阪大学学長　鷲田清一 総長からのメッセージ「事業仕分け」をめぐって（メッセージビデオ） 11月26日

基幹系大学センター 次世代スパコン開発・利用プロジェクトの推進を切に願う 11月25日

ノーベル賞・フィールズ賞受賞者 事業仕分けに対する緊急声明 11月25日

東京大学総長・GCOE各拠点長 グローバルCOEプログラムの予算確保に関する要望書 11月25日

山中伸弥京大教授 （会見「深く憂慮」） 11月25日

国立大学法人・大学共同利用機関法人 国立大学法人・大学共同利用機関法人における運営費交付金の確保について（要望） 11月25日

日本地球惑星科学連合 刷新会議事業仕分けについての意見書（若手研究者育成） 11月25日

愛知教育大学学長　松田正久 「国立大学運営費交付金の増額と教育系単科大学に対する特別の配慮を求めます！」 11月25日

日本免疫学会 科学技術予算に関する行政刷新会議事業における仕分け評価についての要望書 11月24日

○ 旧7帝大・早稲田大学総長、慶應義塾長
大学の研究力と学術の未来を憂う（共同声明）
－国力基盤衰退の轍を踏まないために－

11月24日

御手洗経団連会長 （会見「科学技術予算は復活を」） 11月24日

日本民俗学会 学術研究推進のための財政的支援の重要性について―抗議声明 11月24日

国立大学法人10大学理学部長会議
緊急提言「事業仕分けに際し、『短絡的成果主義』から脱却した判断を望む－科学技術創造立国を真に
実現するために－」

11月23日

黒木登志夫　日本学術振興会・学術システム研究センター・副所
長／世界トップレベル研究拠点プログラム・ディレクター

わが国の科学の危機的状況を訴える 11月22日

日本地震学会 行政刷新会議の地球科学技術関連研究開発事業仕分け結果に対する意見書 11月21日

地域研究学会連絡協議会 学術研究推進のための財政的支援の重要性 11月21日

日本学術会議会長 我が国の学術研究推進の重要性についての会長談話 11月20日

日本地球惑星科学連合 行政刷新会議の事業仕分け結果についての意見書 11月20日

日本の理科系研究を推進する
若手研究者有志の会

事業番号3－20　競争的資金（先端研究）・事業番号3－21　競争的資金（若手研究育成）についての意
見と提言

11月20日

大学技術移転協議会
事業番号3－23　地域科学技術振興・産学官連携　行政刷新会議「事業仕分け」による標記事業の廃止
に対する意見

11月20日

理研科学者会議 理研科学者会議の野依理事長に対する具申書 11月20日

ウイルス学会、日本細菌学会、
日本寄生虫学会、日本感染症学会

（緊急会見「海外拠点は一度つぶしたら二度とできず、日本の国際的信用も失墜する」） 11月20日

日本地質学会 行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書 11月20日

日本鉱物科学会 行政刷新会議の事業仕分け結果についての意見書） 11月20日

計算物性物理連絡会 次世代スーパーコンピュータの計画遂行を求める声明 11月19日

日本遺伝学会 （要望書） 11月19日

生物学・薬学関係9学会 若手研究者育成・支援政策の強化に関する要望書 11月19日

総合科学技術会議有識者議員 科学技術関係予算の確実な確保について（緊急提言） 11月19日

海洋開発研究機構　地球内部ダイナミクス領域 IFREE 行政刷新会議の事業仕分け結果（地球内部ダイナミクス研究）に対する意見書 11月19日

生物学・薬学関係8学会 科学技術・学術研究振興支援政策の強化に関する要望書 11月19日

日本分子生物学会 科学技術予算に関する行政刷新会議事業仕分け評価についての緊急の要望 11月18日

日本分子生物学会、自然科学研究機構・基礎生物学研究所

事業番号3-18　植物科学研究事業に対する予算縮減措置停止のお願い
事業番号3-18　バイオリソース事業に対する予算縮減措置停止のお願い
事業番号3-20　競争的資金（先端研究）および事業番号3-21　競争的資金（若手研究者育成）に対する
予算縮減措置停止のお願い

11月18日

日本植物生理学会 植物科学研究の事業仕分け・日本植物生理学会長意見書 11月18日

計算基礎科学コンソーシアム 次世代スーパーコンピュータ開発に関する緊急声明 11月18日

○ 国立大学協会 国立大学附属病院を取り巻く諸問題への提言 10月13日

○ 国立大学協会 「平成22年度国立大学関係予算の確保・充実について（要望）」 10月13日
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