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はじめに

～「長崎大学キャンパスマスタープラン２０１６」の策定にあたって～

長崎大学では、2008年２月、施設マネジメント専門部会検討案として「文教町２キャンパスマスタープラン

（案）」を策定し、その後、2010年文部科学省より「戦略的なキャンパスマスタープランづくりの手引き」が

まとめられ、その中で各国立大学に対して、「教育研究の基盤となるキャンパス全体の整備・活用を図るため

のキャンパスマスタープラン策定」が求められたことから、手引きに基づき「長崎大学キャンパスマスタープラン

（文教町２キャンパス編）」を改編しました。その後引き続き、「長崎大学キャンパスマスタープラン2011（坂本

キャンパス編）」、「長崎大学キャンパスマスタープラン2012（片淵キャンパス編）」と主要団地におけるキャン

パスマスタープランを策定し、各プランに基づきキャンパス整備を図ってきたところです。

今回作成した「長崎大学キャンパスマスタープラン2016」は、

・３つのキャンパスマスタープランを統合し、記載内容の統一性を図ること

・耐震対策事業や病院再開発事業により急速に進行した施設整備と記載内容の整合性を図ること

・３つのキャンパスマスタープラン策定後に示された文部科学省の施策等に対応し、記載内容を追加・

修正すること

・第３期中期目標・中期計画を迎え、本学の経営戦略と整合性を図ること

を目的として策定しています。

今後、本学の機能強化や個性・特色の伸長につながるよう、教育・研究・医療の基盤となるキャンパスを一層

充実させるため、この「長崎大学キャンパスマスタープラン２０１６」に基づき、キャンパスを継続的に整備すると

共に、施設マネジメントを一層推進する所存です。

長崎大学環境・施設マネジメント委員長 山下 敬彦
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第１章 キャンパスマスタープランの基本事項

１． キャンパスマスタープランの基本的な考え方

キャンパスは、大学の顔、教育研究活動の基盤であると共に、学生にとって学習の場であり、卒業生にとっては母校の思い出の場

でもある。また、これから学ぼうとする人たちにとって魅力的であることが大切である。キャンパスの調和のとれた秩序ある発展を通じて、

教育研究の基盤となるキャンパスの整備・活用を図るためにはキャンパス環境全体の基本的な計画であるキャンパスマスタープランが

重要であり、キャンパスマスタープランは、アカデミックプランや経営戦略と密接な関係を有している。

なお、様々なキャンパス環境に関する課題に適切に対応しつつ、良好なキャンパス環境の形成を図るためには、新たな施設整備に

主眼をおいた従来の「施設長期計画」から、キャンパス全体の整備・活用を図るキャンパスマスタープランを策定し、施設マネジメント

に取り組みながら、長期的視点に立った計画的な整備を行うことが重要である。

キャンパスマスタープランの策定プロセス

第１章 キャンパスマスタープランの基本事項

※１： 「施設の戦略的な運営」が施設マネジメントであり、キャンパス全体について総合的かつ長期的視点から教育研究活動に対応した適切な施設を確保・活用することを目的として実施すること。
具体的には、施設の改修、新増改築等の工事を伴う事業のみならず、定期的な修繕・更新や点検保守等の維持管理、既存施設の学内での再配分や利用効率の向上、光熱水費の削減等の
省エネルギー対策、さらにはこれらに必要な財源確保など、施設全般に係る様々な取組みである。

※1
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２． キャンパスマスタープランの構成

キャンパスマスタープランを策定するに当たっては、大学のアカデミックプラン、経営戦略やキャンパスの現状を踏まえることが重要で

ある。なお、アカデミックプラン及び経営戦略の下に位置づけられるキャンパスマスタープランは、「キャンパスの基本方針」「キャンパスの

整備方針・活用方針」「キャンパスのフレームワークプラン（アクションプラン）」から構成されており、各事項の定義は以下のとおりである。

•長崎大学のアカデミックプラン及び経営戦略の実現に向け、現状把握を基にキャンパスの整備・活用に
関する戦略として目標とすべき指針

キャンパスの基本方針

•基本方針を実現させ、キャンパスの発展的再生を図るための具体的方針

キャンパスの整備方針・活用方針

•フレームワークプラン
キャンパスマスタープランを実現させるため、30年後の各キャンパスの目指すべき目標を示した計画案

•アクションプラン
フレームワークプランと大学のアカデミックプラン、経営戦略に基づき、６年間で実現させるための実行

計画案

キャンパスのフレームワークプラン・アクションプラン

キャンパスマスタープラン計画期間

第１章 キャンパスマスタープランの基本事項
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３． キャンパスマスタープランの基本方針と整備・活用方針

（１） 長崎大学の理念と基本的目標

長崎大学は、長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ、豊かな心を育み、地球の平和を支える科学を創造
することによって、社会の調和的発展に貢献する。

理 念

長崎大学は、東シナ海を介して大陸と向き合う地理的環境と出島、原爆被ばくなどの記憶を有する
地域に在って、長年にわたり培ってきた大学の個性と伝統を基盤に、新しい価値観と個性輝く人材を創
出し、大きく変容しつつある現代世界と地域の持続的発展に寄与する。第3期中期目標期間においては、
具体的に以下の項目を基本的目標として設定し、新しい学長主導ガバナンス体制の下、改革を迅速
かつ大胆に推進する。

（１） 熱帯医学・感染症、放射線医療科学分野における卓越した実績を基盤に、予防医学や医療経済学等
の関連領域を学際的に糾合して、人間の健康に地球規模で貢献する世界的“グローバルヘルス”教育
研究拠点となる。

（２） 全ての教育研究領域の高度化、国際化を推進するとともに、国内外のトップレベルの大学との連携
の強化及び実質化、管理運営・人事システム改革、学内資源の適正再配置等をとおして、大学全
体の総合力を格段に向上させ、世界最高水準の総合大学への進化のための基盤を構築する。

（３） グローバル化する社会の要請に応えるべく、国際水準の教育、キャンパスの国際化、日本人学生の
留学の飛躍的拡大の実現に向けた戦略的かつ包括的な教育改革を推進し、地域の課題を掘り下げ
る能力と、多文化が共生する国際社会の現場で活躍する力を兼ね備えた長崎大学ブランド人材を育
成する。

（４） 特に学部教育においては、学生参加型の新しい教養教育と世界標準の学部専門教育との有機的
結合により、問題解決能力・創造的思考力・コミュニケーションスキル等の学士力と各専門分野の知
識・素養に裏打ちされ、現実の課題に即応できる個性輝く学士を育成する。また、新しい大学教育
を高校教育改革と効果的に接続させるため、多面的かつ基盤的な資質・能力を測るための新しい入
学者選抜方法を先進的に開発・導入する。

（５） 地域に基盤を置く総合大学として、地域のニーズに寄り添いつつ、教育研究の成果を地域の行
政、産業、保健医療、教育、観光に還元し、グローバル化時代における地方創生の原動力となる。
特に、海洋エネルギー、海洋生物資源、水環境、地域福祉医療、核兵器廃絶など、地域社
会の持続的発展に大きく貢献し、かつ、地球規模課題にも直結する特色分野における教育研究を
重点的に推進する。また、東日本大震災直後から継続している福島との協働を強化し、福島の未来
創造に貢献する。

基本的目標

第１章 キャンパスマスタープランの基本事項
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（２） キ ンパ タ プランの基本方針

第１章第１章 キャンパスマスタープランの基本事項キャンパスマスタープランの基本事項

（２） キャンパスマスタープランの基本方針

①長崎大学の歴史の記憶を継承し、地域に愛されるキャンパス

②高度化・個性化を推進し、国際的な教育研究拠点でありつづけるキャンパス

③緑や景観を大切にし 潤いと活気あふれる環境にやさしいキャンパス③緑や景観を大切にし、潤いと活気あふれる環境にやさしいキャンパス

④地域社会と共に、知と感性をリードするキャンパス

⑤異なる言語や文化が交流し、情報発信するキャンパス

※ 本計画の立案・運用については、以下の基本的理念に基づき策定している。

⑥人を守り育て、社会の未来を作るキャンパス

高等教育・研究及び先端医療を担う大学は、地域の発展にとっては不可欠な存在であり、ひいては日本
及び国際社会においても、その個性的な活動が重要な役割を果たしていかなければならない。
こうした活動を支えるキャンパスは、次代を担う若者の育成の場であり、教育・研究・医療を推進する場とし

てなくてはならない基盤である。
本学のキャンパスが５０年、１００年先まで未来永劫、地域に愛され信頼されると同時に自ら「知の情報拠

点」として地域に根を下ろし発展し続けることが、新たな歴史をつくり存在意識を確固たるものとする。

※ 本計画の立案 運用については、以下の基本的理念に基づき策定している。

キャンパスは、社会にとって残すべき大切な資源であり、誇り高き大学の顔でありつづけることが使命である。
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（３） キャンパスマスタープランの整備・活用方針

①地域の芸術・文化拠点としてのキャンパス
②大学施設の地域活用と市民に支えられるキャンパス
③キャンパス境界の視覚的バリアの解消（文教町２）

④景観形成重点地区に面したキャンパスの境界部分の
環境整備

⑤ユニバーシティ・パークの構築
⑥学習交流都市・游学のまちの核としての整備

Ⅳ 地域に開かれたキャンパスの実現

①歴史の継承として「変えてはいけない部分」と戦略的
に 「変えていく部分」の明確化

②キャンパス全体の高度利用
③キャンパスの秩序形成の推進
④骨格としての通路と広場のネットワーク構築
⑤施設の集約化

Ⅰ フレームワークプラン（３０年）の策定

①豊かな屋外環境の充実
②産学連携施設の整備の推進(文教町２、坂本)
③医歯薬学総合研究拠点の整備(坂本) 
④将来構想を可能とする空地の捻出と維持
⑤グローバル化に対応したキャンパス
⑥既存施設の有効活用

Ⅱ 戦略的な資産（土地）活用

①地域医療・高度医療の拠点キャンパス
②原爆後障害医療、熱帯医学研究等特色ある医学

研究の拠点キャンパス
③若手生命科学研究者の創出

Ⅲ 地域医療・先端生命科学研究拠点
のキャンパス整備

①老朽化への計画的対応
②セキュリティの確保
③課外活動・福利厚生施設の改善
④「まちと調和したキャンパスづくり」の推進
⑤多様な価値観に対応した施設の充実

Ⅴ 安全・安心・充実したキャンパスライフ
の実現

①魅力あふれるキャンパス
②「学び舎」として誇れるキャンパス
③豊かで安定した環境の形成と記憶の継承の場

（キャンパスの普遍的要素の抽出）
④軸線、眺望、共用スペースの改善

Ⅵ 「大学の顔」としてのキャンパス整備

①施設の環境対策の向上
②社会の先導モデルとなる取組の推進

（キャンパスのスマート化等）
③BCP（事業継続計画）に対応した施設設備計画

Ⅶ 持続可能なキャンパスの推進

第１章 キャンパスマスタープランの基本事項

本方針の立案・運用については、以下の４つの視点でデザインしている。

キャンパスの創造的再生を推進するための体制を構築し、また、自らの個性や特色、社会的役割を踏まえた既存
キャンパスの再評価を行い、キャンパス全体の課題や問題点を明らかにした上で、大学の機能強化や個性・特色の
伸長につながるキャンパスに再生するための戦略をデザインする。

戦略

キャンパスの機能を維持・向上させていくため、学内・学外関係者との協働や、大学間で協働していく仕組みを
デザインする。

協働

キャンパスの将来構想を実現させていくため、キャンパスマスタープランを学内外の関係者が共有した上で、優先
順位を検討し、キャンパスづくりを組織的・段階的に進め、それらを連鎖させてキャンパス全体の再生につなげてい
くなど、キャンパスづくりの工程をデザインする。

工程

キャンパスづくりにおいては、大学の役割を支え、教育研究を活性化させるため、機能性を追求するとともに、個性
・特色を表象する空間、交流を育む空間、時代を紡ぐ空間などのキャンパスを特徴付ける空間を意図的にデザインする。

空間
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第１章 キャンパスマスタープランの基本事項
（４） 基本方針と整備・活用方針の関連性

①地域の芸術・文化拠点としてのキャンパス
②大学施設の地域活用と市民に支えられるキャンパス
③キャンパス境界の視覚的バリアの解消（文教町２）

④景観形成重点地区に面したキャンパスの境界部分の
環境整備

⑤ユニバーシティ・パークの構築
⑥学習交流都市・游学のまちの核としての整備

Ⅳ 地域に開かれたキャンパスの実現

①歴史の継承として「変えてはいけない部分」と戦略的
に 「変えていく部分」の明確化

②キャンパス全体の高度利用
③キャンパスの秩序形成の推進
④骨格としての通路と広場のネットワーク構築
⑤施設の集約化

Ⅰ フレームワークプラン（３０年）の策定

①豊かな屋外環境の充実
②産学連携施設の整備の推進(文教町２、坂本)
③医歯薬学総合研究拠点の整備(坂本) 
④将来構想を可能とする空地の捻出と維持
⑤グローバル化に対応したキャンパス
⑥既存施設の有効活用

Ⅱ 戦略的な資産（土地）活用

①地域医療・高度医療の拠点キャンパス
②原爆後障害医療、熱帯医学研究等特色ある医学

研究の拠点キャンパス
③若手生命科学研究者の創出

Ⅲ 地域医療・先端生命科学研究拠点のキャンパス整備

①老朽化への計画的対応
②セキュリティの確保
③課外活動・福利厚生施設の改善
④「まちと調和したキャンパスづくり」の推進
⑤多様な価値観に対応した施設の充実

Ⅴ 安全・安心・充実したキャンパスライフの実現

①魅力あふれるキャンパス
②「学び舎」として誇れるキャンパス
③豊かで安定した環境の形成と記憶の継承の場

（キャンパスの普遍的要素の抽出）
④軸線、眺望、共用スペースの改善

Ⅵ 「大学の顔」としてのキャンパス整備

①施設の環境対策の向上
②社会の先導モデルとなる取組の推進

（キャンパスのスマート化等）
③BCP（事業継続計画）に対応した施設設備計画

Ⅶ 持続可能なキャンパスの推進

基本方針 整備・活用方針

⑤ 異なる言語や文化が交流し、情
報発信するキャンパス

⑥ 人を守り育て、社会の未来を作る
キャンパス

① 長崎大学の歴史の記憶を継承し、
地域に愛されるキャンパス

② 高度化・個性化を推進し、国際
的な教育研究拠点でありつづけ
るキャンパス

③ 緑や景観を大切にし、潤いと活気
あふれる環境にやさしいキャンパス

④ 地域社会と共に、知と感性をリー
ドするキャンパス
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参考 国立大学法人等に求められる施設機能等

第１章第１章 キャンパスマスタープランの基本事項キャンパスマスタープランの基本事項

参考：国立大学法人等に求められる施設機能等

①大学等の個性や特色を生かした多様な教育研究ニーズへの対応
②高度で専門的な教育研究ニーズへの対応
③世界的な教育拠点の形成への対応
④豊かな教育環境の確保（学生支援環境等の充実）
⑤大学間連携 推進

（１）教育機能の発展

⑤大学間連携の推進

①卓越した研究拠点形成、イノベーション創出への対応
②プロジェクト研究等への対応
③共同利用・共同研究の推進への対応

（２）研究機能の発展

①地方公共団体、企業等との連携・協力と多様なスペース確保の取組
②産学官連携の特性への配慮

（３）産学官連携の強化

（４）地域貢献の推進
①地域・社会との共生
②生涯学習機能の充実
③地域医療の拠点形成への対応
④安全性等への配慮
⑤地方公共団体との連携

（４）地域貢献の推進

①キャンパスの国際化
②留学生、外国人研究者等への対応

（５）国際化の推進

（６）地球環境問題への貢献
①地球温暖化対策等のモデルとなるキャンパス整備
②省エネルギー活動と一体的な環境対策の推進

①キャンパス環境の調和、個性化
②学生生活等を支える施設の充実

（７）魅力あるキャンパス環境の充実

参考文献：知の拠点ー我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について
（平成23年8月 今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議）
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第２章 キャンパスにおける現状と課題

１． 長崎大学のキャンパス

（１） キャンパスの概要

長崎大学は、６学部、事務局等が属する文教町２キャンパス、医歯薬学系及び附属病院がある坂本１、坂本２の各
キャンパス、経済学系が属する片淵キャンパスの主要４キャンパスの他、附属学校のキャンパスである文教町１、柳谷
町の各キャンパスや海洋未来イノベーション機構環東シナ海環境資源研究センターがある多以良キャンパス等大小合
わせ２３のキャンパスを有している。

団地
番号

団地名 所在地 学部等名

001 片淵 長崎市片淵４丁目２番１号 経済学部、経済学研究科、附属図書館（経済学部分館）

002 坂本１ 長崎市坂本１丁目１２番４号
国際連携研究戦略本部、医学部(医学科)、熱帯医学研究所、原爆後障害医療研究所、
医歯薬学総合研究科（医学系）、先導生命科学研究支援センター、附属図書館（医学分館）、
熱帯医学・グローバルヘルス研究科

003 坂本２ 長崎市坂本１丁目７番１号
病院、歯学部、薬学部、医歯薬学総合研究科（保健学系・歯学系・薬学系）、
医学部(保健学科)、国際交流会館坂本分館、原子力災害対策戦略本部、看護師宿舎

005 文教町２ 長崎市文教町１番１４号

計画・評価本部、産学官連携戦略本部、広報戦略本部、研究推進戦略本部、国際教育リエ
ゾン機構、海洋未来イノベーション機構、地方創生推進本部、監査室、事務局、多文化社会
学部、教育学部、教育学研究科､附属教育実践総合センタ－､薬学部、工学部、環境科学部、
水産学部、附属図書館、工学研究科､水産･環境科学総合研究科、医歯薬学総合研究科（薬
学系）、附属薬用植物園、保健・医療推進センタ－、ＩＣＴ基盤センタ－、大学教育イノベ－ショ
ンセンタ－、先端計算研究センタ－、言語教育研究センタ－、核兵器廃絶研究センタ－、学務
情報推進室、やってみゅーでスク、ダイバーシティ推進センタ－、先端創薬イノベ－ションセンタ
－、地域教育連携･支援センタ－､障がい学生支援室、福島未来創造支援研究センター、イン
スティテューショナル・リサーチ室

004 文教町１ 長崎市文教町４番２３号 教育学部附属幼稚園、附属小学校、附属中学校

006 西町 長崎市西町１２番１号
国際交流会館
職員宿舎

009 銭座町 長崎市銭座町４番５９号 一般管理施設

010 上西山町１ 長崎市上西山町１１番１号 教職員施設

011 時津町 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷 臨海研修所

012 白鳥町１

長崎市白鳥町１１番１号
長崎市白鳥町１１番２号
長崎市白鳥町１１番３号
長崎市白鳥町１１番４号

Ａ
Ｂ 職員宿舎
Ｃ
Ｄ

013 立岩町 長崎市立岩町２０１番地 ―

014 柳谷町 長崎市柳谷町４２番１号 教育学部附属特別支援学校

015 野母崎町２ 長崎市野母町野母１３２１ 野母崎研究施設

017 島原 長崎県島原市礫石原町甲１２０１番地 九州地区国立大学島原共同研修センター

018 平野町 長崎市平野町２４番９号 職員宿舎

020 上西山町３ 長崎市上西山町１１番１３号 駐車場

023 中川１ 長崎市中川１丁目４番１８号 職員宿舎

024 中川２
長崎市中川１丁目５番１５号
長崎市中川１丁目５番２５号

駐車場
職員宿舎

026 多以良町 長崎市多以良町１５５１番７ 海洋未来イノベーション機構環東シナ海環境資源研究センター、短期学生宿舎

027 坂本３ 長崎市坂本１丁目１１番１５号 職員宿舎

028 滑石 長崎市滑石４丁目３番１０号 職員宿舎

029 長与

長崎県西彼杵郡長与町三根郷５３－１２９
長崎県西彼杵郡長与町三根郷５３－９８
長崎県西彼杵郡長与町三根郷５３－１３１
長崎県西彼杵郡長与町三根郷５３－１３０

３
４ 職員宿舎
５
６

030 白鳥町２ 長崎市白鳥町８番１ 学生・留学生宿舎

※黒太枠団地が主要団地

第２章 キャンパスにおける現状と課題

平成28年5月1日時点
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（２） 沿革

安政4（1857）年11月12日、オランダ軍医ポンペ・ファン・メールデルフォールトが、幕府医官松本良順をはじめとする
12名に対し、オランダ語による医学講義を開始した。この医学部の起源である医学伝習所の設置が長崎大学の創基である。

＜キャンパス設置＞
長崎大学の各キャンパスは、歴史の変遷の中で整備されており、主要キャンパスにおいては、下記のとおり移転、新設等

により現在のキャンパスが形成された。なお、坂本キャンパスにおいては既に125年が経過している。

＜各キャンパス設置起源＞
・坂本キャンパス

1891年（明治24年） 西彼杵郡浦上山里村に第五高等中学校移転
・片淵キャンパス

1905年（明治38年） 西彼杵郡上長崎村片淵郷に長崎高等商業学校設置
・文教町キャンパス

1953年（昭和28年） 長崎市大橋町に学芸学部移転

片淵

坂本２

坂本１

文教町２

第２章 キャンパスにおける現状と課題
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土地面積：187,125㎡ 学生数：6,275人

建物延面積：121,174㎡ 教職員数：759人

○文教町２キャンパス

昭和２８年、地元の協力により大学の誘致活動があり、大村にあった学芸学部（現在の教育学部）が大橋町（現

在の文教キャンパス）に移転した。その後、昭和36年に水産学部が佐世保市から移転、昭和41年工学部設置、

昭和44年薬学部移転、平成9年環境科学部設置、平成26年には多文化社会学部が設置されるなど大学本部、

各センター等とともに本キャンパスを構成している。

（３） 主要キャンパス

第２章 キャンパスにおける現状と課題
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○坂本１キャンパス

旧制長崎医科大学の敷地を継承しており、医学部（医学科）の１学部、医歯薬学総合研究科（医学系）及び熱帯医学・
グローバルヘルス研究科の２大学院で構成され、その他に共同利用・共同研究拠点である熱帯医学研究所及び原爆後
障害医療研究所などが設置されている。

土地面積：92,176㎡

建物延面積：55,028㎡

学生数：358人

教職員数：220人

土地面積：86,807㎡

建物延面積：169,488㎡

学生数：1,092人

教職員数：1,841人

第２章 キャンパスにおける現状と課題

○坂本２キャンパス
旧制医科大学病院の敷地を継承し、長崎大学附属病院（医学系・歯学系）が設置されると共に、医学部（医学科・保健

学科）及び歯学部の２学部、医歯薬学総合研究科（歯学系、薬学系、保健学科系）の１大学院で構成されている。
本キャンパスでは、平成16年度から病院再開発整備に着手し、平成27年度の中央診療棟の完成に伴い、概ね再開

発事業が完了を迎えるに至った。
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多以良町キャンパス

土地面積：10,900㎡
建物延面積：2,648㎡
学生数：23人
教職員数：6人

文教町１キャンパス

土地面積：51,185㎡
建物延面積：16,157㎡
学生数：1,148人
教職員数：66人

柳谷町キャンパス

土地面積：12,529㎡
建物延面積：3,527㎡
学生数：60人
教職員数：29人

○片淵キャンパス
本キャンパスは、長崎高等商業学校の敷地を継承し、経済学部、経済学研究科などが設置されている。原爆投下の被害が

比較的少なかったことから、当時の面影を残すこととなり、瓊林会館、レンガ倉庫は長崎高等商業学校時代の建物で登録有形
文化財となっている。なお、表門衛所（1905年建設）は、昭和51年（1976年）グラバー園に移築復元されている。

○その他キャンパス

土地面積：51,723㎡

建物延面積：16,422㎡

学生数：719人

教職員数：76人

第２章 キャンパスにおける現状と課題
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片淵キャンパス

北門 東門

正門

⑫
⑪

⑩

坂本１キャンパス

⑤⑥

⑦

⑧

⑨

正門北門

文教町２キャンパス

① ③

②④

正門

北門

東門

第２章 キャンパスにおける現状と課題

①時計塔と大壁画 ②捕鯨砲 ③附属薬用植物園
（シーボルト記念植物園）「 高きより高きへ

ＡＢ ＡＬＴＯ ＡＤ ＡＬＴＵＭ 」
長崎大学の教育理念ともいうべき、
学問の真理を探究するラテン語が
織り込まれた大壁画は、時計台と合
わせて、長崎大学の大いなる「顔」で
ある。

池の中央に据えられた捕鯨砲は重さ
２トン・口径９０ミリの堂々たる姿であ
る。大洋漁業株式会社から寄贈され
たもので、水産学部の練習船「長崎
丸」で学生たちが東京からはるばる
運んできた。

面積は１,８００平方メートルであり約４
５０種類の漢方原料・民間薬の原
料・ハーブ等の薬草植物が栽培され
ている。また、シーボルト記念植物園
を併設している。

④中部講堂 ⑤シーボルト記念碑 ⑥ポンペのレリーフ
なか べ

１９６２年３月２６日完成し、大洋漁
業中部謙吉社長の寄贈によるため
「中部講堂」と称した。
１９９６年にリニューアルし、７１４席、
放送、映写、舞台設備等が整備さ
れた。

シーボルトは、１７９６年ドイツに生ま
れ、１８２３年出島のオランダ商館医
として、長崎に派遣された。
１８２４年には医学教育を行うための
鳴滝塾を開設した。

ポンペは我が国における「近代西洋
医学教育の父」と呼ばれている。
１８５７年オランダ海軍軍医ポンペは
医学校を開設するべく長崎海軍伝習
所へやってきた。

⑧記念講堂 ⑨ポンペ会館⑦良順会館
りょうじゅん

２００８年、医学部１５０周年記念事
業の一環で、ポンペと共に医学部を
創始した松本良順の名を冠して開館
した。会議室やシンポジウム会場に
加え、「１５０周年ミュージアム」も併
設している。

創立１１０周年・原爆復興２０周年記
念事業建築物として長崎医学同窓
会により建設され１９６９年に完成し
た。

レンガ造り２階建であるこの会館は、
長崎医学同窓会が長崎大学医学
部創立１３０周年・原爆復興４０周年
を記念して、同窓会会員・医学部教
官等多数の方々の募金により、１９９
２年に建設したものである。

（４） キャンパス資源

⑩瓊林会館
（国登録有形文化財）
石畳とのコントラストが魅力的な赤レン
ガ造りの建物であり、１９１９年に建てら
れ、現在は会議室や瓊林会（経済学
部同窓会）事務局として活用している。

⑪煉瓦倉庫
（国登録有形文化財）
赤レンガ造りの倉庫であり、レンガはイ
ギリス積みで、石彫も施されている。
瓊林会館とともに経済学部に残る貴
重な建造物である。

⑫拱橋
（国登録有形文化財）
１９０３年、学校正門にふさわしい橋を
と考えられ、造られた石橋である。橋
の両サイドに桜や銀杏が植えられ、季
節ごとに変わる風景も見どころである。

けい りん こまねきばし
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第２章 キャンパスにおける現状と課題

①

②
③正門

北門

東門

③被爆三世ザクロ②三菱兵器製作所の碑①原爆慰霊碑
教育学部の前身、長崎師範学校の同
窓生が原爆の犠牲となった学友５４名
の追悼のため、この地に１９５９年に建
てられた。

第２次大戦中、この地に兵器工場が
あり、原爆で亡くなられた方々の冥福
を祈り、二度とこのような惨事がない
よう願って建てられた。

平和を祈念する樹木として、被爆
三世ザクロの木は２００８年５月２７日
に植樹された木である。

（４） キャンパス資源（被爆関連）

○文教町２キャンパス

文教町２キャンパスは、戦時中三菱兵器大橋工場があり、原爆投下により大きな被害を受けた。

○坂本１キャンパス

・坂本１キャンパスは、旧制長崎医科大学を前身としており、原爆投下により甚大な被害を被った。
・1931年に建てられた旧配電室を記念同窓会館として改修され、原爆遺構として登録されている。
・被爆した旧長崎医科大学正門門柱が国指定文化財として登録されている。
・敷地南東には、グビロが丘や薬専防空壕跡地などがあり、当時の面影を残している。

坂本１キャンパス

正門北門

④

⑤

⑥

④グビロが丘の
原爆被災者慰霊碑

雑木林の中を案内板に沿い、５分ほど
登ると小高い丘の上に出る。虞美人
草が咲く道があることからこの呼び名
になった。原爆被災直後には重傷者
が運ばれ、永井隆博士も救護活動に
あたった。

⑤被爆した門柱
（国指定文化財）

⑥記念同窓会館

原爆のすさまじい爆風を受けた旧長
崎医科大学正門門柱（現裏門）。巨
大な石柱は熱で溶けて黒焦げになり、
約１０度傾いている。原爆の怖さをリ
アルに伝えている。

良順会館の裏側にあり、医学部に現
存する唯一の原爆遺構。１９３１年に
宿泊施設として建設され、戦時中は
配電室として利用されていた。爆心地
から半径１キロ以内に残る貴重な建
物である。

⑦水壺を捧げる子供の像 ⑧被爆したクスノキ
（「長崎市被爆建造物等」登録）病院玄関前に出島を形どった池と、

大きな水壺を持って水を落とし続ける
子供の像がある。原爆によって亡く
なった方々への鎮魂の意味が込めら
れている。

爆心地から７００メートルの距離で被
爆し、その直後は枯れ木同然の姿
になったものの、翌年には新芽を出
した。その生命力は復興に立ち上
がったばかりの人々を大きく勇気づ
けた。

⑨長崎医科大学附属病院碑銘

坂本２キャンパス

⑦
正門

歯学部
正門

⑧

⑨

被爆により附属病院で亡くなられた
方々の冥福をお祈りし、二度とこのよ
うな惨禍が地球上に繰り返されること
のないよう願って、長崎市により設置
されたものである。

○坂本２キャンパス

・坂本２キャンパスは、旧医科大学病院として整備されてきたが、原爆の投下により壊滅的なダメージを被った。
・医学部・歯学部病院の統合等、病院再整備を進めたが、時代の変化に伴い発生した原爆医療等の関係施設の設置を計画している。
・旧歯学部本館前のクスノキが「長崎市被爆建造物等」として登録されている。

○片淵キャンパス

・片淵キャンパスは、長崎高等商業学校を前身とし、原爆投下の被害も比較的少なかったため、現在もその面影を残している。
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（５） 施設・インフラ老朽化状況

○施設の老朽化状況

・長崎大学の老朽化状況を国立大学法人等と比較すると、建築後25年以上の老朽施設が６％上回っているが、改修済みの施設は

16％上回っていることから大規模改修整備が進んでいる。

・経年25年以上の未改修施設が約8万㎡あるため、施設整備補助金の獲得加え、多様な財源確保にも注力しながら計画的に改修

を進めていくことが今後の課題である。

・建物の耐震化については、平成２8年度末で98％に達する予定である。

65%

35%

44%

1%20%

35% 保有面積
393千㎡ 経年25年

以上
254千㎡

経年25年
未満

139千㎡

未改修
139千㎡

未改修
79千㎡

一部改修済
3千㎡

改修済
171千㎡

第２章 キャンパスにおける現状と課題

長崎大学
（H28.5.1現在）

59%
41%

28%

11%

20%

41%

全体面積
28,261千㎡

経年25年
未満

11,669千㎡
未改修

11,669千㎡

未改修
5,554千㎡

一部改修済
3,068千㎡

改修済
7,969千㎡

経年25年
以上

16,592千㎡

国立大学法人等
（H28.5.1現在）

※職員宿舎除く※職員宿舎除く
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0 100m50

建築後２５年以上 改修済

建築後２５年以上 一部改修済

建築後２５年以上 未改修

建築後２５年未満

○文教町２キャンパス

・経年25年以上の施設が全体の約80％を占めており、未改修、一部改修済建物が約20％ある。

・工学部、共通関連施設に未改修施設が多くみられる。

・耐震改修については、整備が進んでおり、平成28年度中に全ての施設が耐震化済みとなる。

第２章 キャンパスにおける現状と課題

79%

21%

61%

1%

17%

21%

保有面積
121千㎡

未改修
21千㎡

改修済
73千㎡

経年25年以上
95千㎡

経年25年未満
26千㎡

未改修
26千㎡

一部改修済
0.8千㎡

文教町２キャンパス
（Ｈ28.5.1現在）
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○坂本１キャンパス

・経年25年以上の施設が全体の55％を占めており、その約半数が未改修建物である。

・医学部基礎研究棟等主要施設が大規模改修の時期を迎えている。

0 50m

第２章 キャンパスにおける現状と課題

55%45%

30%

25%

45%

保有面積
55千㎡

経年25年以上
30千㎡

経年25年未満
25千㎡

未改修
25千㎡

未改修
14千㎡

改修済
16千㎡

坂本1キャンパス
（Ｈ28.5.1現在）
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○坂本２キャンパス

・経年25年以上の施設が全体の54％を占めており、その約３分の１が未改修および一部改修済建物である。

・病院再開発整備事業は、旧第２中央診療棟取壊し（平成29～30年度実施予定）により完了の運びとなるが、

旧歯学部本館等教育研究関連施設の老朽化改善が急務である。

・駐車施設や医学部（保健学科）関連施設に未改修施設が多くみられる。

0 50m

第２章 キャンパスにおける現状と課題

54%

46%

35%

1%
18%

46%

経年25年以上
91千㎡

経年25年未満
78千㎡

未改修
31千㎡

未改修
78千㎡

一部改修済
1千㎡

改修済
59千㎡

保有面積
169千㎡

坂本2キャンパス
（Ｈ28.5.1現在）
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○片淵キャンパス

・経年25年以上の施設が全体の83％を占めており、他キャンパスに比べ割合が高い。

・経年25年以上の未改修施設が28％あり、他のキャンパスに比べ割合が高いため、計画的な改修整備が必要である。

・老朽化対応及びラーニングコモンズ 等の整備を目的とした図書館経済学部分館の改修が急務である。

0 50m

第２章 キャンパスにおける現状と課題

※２： 複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」を提供するもの。
その際、コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく、それらを使った学生の自学自習を支援する図書館職員によるサービスも提供する。

※2

83%

17%

55%
28%

17%

保有面積
16千㎡

経年25年以上
13千㎡

経年25年未満
3千㎡

未改修
4千㎡

未改修
3千㎡

改修済
9千㎡

片淵キャンパス
（Ｈ28.5.1現在）
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・経年25年以上の施設が全体の92％占めており、他キャンパス
に比べ割合が高い。

・附属幼稚園関係施設、技術教室等や課外活動施設の未改修
施設が多くみられる。

経年25年

以上

92%

経年25年

未満

8%

改修済

58%

一部改修

済

5%

未改修

29%

未改修

8%

保有面積
16千㎡

・団地内の全ての施設が経年２５年未満であるが、海岸に近接し
ていることから、特に塩害対策等維持管理への配慮が必要である。

・経年25年以上の施設が9全体の96％、改修済建物が66％占
めており、他キャンパスに比べ割合が高い。

経年25年

以上

96%

経年25年

未満

4%

改修済

66%

一部改修

済

17%

未改修

13%

未改修

4%

保有面積
3.5千㎡

経年25年

未満

100%

未改修

100%

保有面積
2.6千㎡

第２章 キャンパスにおける現状と課題

＜文教町１キャンパス（附属学校）＞

○その他キャンパス

＜柳谷町キャンパス（附属学校）＞

＜多以良町キャンパス＞
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・屋外のインフラ について、法定耐用年数 を大幅に超える設備もあるため、老朽化が原因で、電気設備、給排水設備

及びガス設備等の故障や事故が発生し、教育研究活動に重大な支障をきたす恐れがある。

○ キャンパス全体

○ インフラ老朽化状況

第２章 キャンパスにおける現状と課題

※3

※３： 国立大学等の教育研究活動に不可欠な電力、ガス、通信・情報、給排水、空調等を維持するために必要となる建築設備の主要・幹線部分
※４： 法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく耐用年数）はそれぞれ15年

33%

68%

37%

19%

7%

7%

33%

54%

7%

35%

49%

23%

12%

67%

13%

25%

65%

14%

81%

70%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

屋外ガス配管

屋外汚水配管

屋外実験排水配管

屋外給水配管

屋外雨水配管

屋外冷暖房配管

屋外通信系基幹ケーブル

屋外電力系基幹ケーブル

経年30年以上 経年15年～29年 経年0～14年

屋外給水配管（地中埋設）の
老朽状況

外灯設備の老朽化屋外冷暖房配管の老朽状況

※4
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○文教町２キャンパス

○坂本１キャンパス

第２章 キャンパスにおける現状と課題

13%

63%

3%

7%

1%

88%

30%

26%

18%

24%

8%

99%

12%

70%

61%

19%

73%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

屋外ガス配管

屋外汚水配管

屋外実験排水配管

屋外給水配管

屋外雨水配管

屋外冷暖房配管

屋外通信系基幹ケーブル

屋外電力系基幹ケーブル

経年30年以上 経年15年～29年 経年0～14年

85%

83%

68%

12%

9%

90%

69%

35%

27%

32%

3%

8%

10%

31%

65%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

屋外ガス配管

屋外汚水配管

屋外実験排水配管

屋外給水配管

屋外雨水配管

屋外冷暖房配管

屋外通信系基幹ケーブル

屋外電力系基幹ケーブル

経年30年以上 経年15年～29年 経年0～14年
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○坂本２キャンパス

○片淵キャンパス

第２章 キャンパスにおける現状と課題

80%

48%

18%

3%

71%

12%

73%

37%

29%

8%

27%

15%

82%

97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

屋外ガス配管

屋外汚水配管

屋外実験排水配管

屋外給水配管

屋外雨水配管

屋外冷暖房配管

屋外通信系基幹ケーブル

屋外電力系基幹ケーブル

経年30年以上 経年15年～29年 経年0～14年

84%

62%

7%

12%

3%

44%

76%

19%

15%

2%

56%

16%

38%

100%

17%

81%

72%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

屋外ガス配管

屋外汚水配管

屋外実験排水配管

屋外給水配管

屋外雨水配管

屋外冷暖房配管

屋外通信系基幹ケーブル

屋外電力系基幹ケーブル

経年30年以上 経年15年～29年 経年0～14年
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④

③

②

⑤

①

0 50 100m

２．キャンパスの土地利用状況等

○文教町２キャンパス

◆ゾーニング 関連
・ゾーンが混在している。
（補助体育館（運動・課外）、25mプール（運動・課外）が教育研究ゾーンに配置されている。）
・ICT基盤センター周辺の土地が活用されていない。
・キャンパスモールに耐震性が低い大学教育機能開発センター棟が配置されている。

◆建物配置計画関連
・小規模施設・プレハブ建物が乱立している。
・教職員・学生等の増加に食堂等アメニティ 施設が対応できていない。
・外部利用者や災害時利用も想定した屋外トイレが整備されていない。

◆その他
・敷地境界塀（コンクリートブロック造等）の老朽化が著しい。

教育研究ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

産学連携ゾーン

運動・課外活動ゾーン

課題課題

①耐震性が低い
大学教育機能開発センター

②敷地境界塀のクラック

③小規模施設の乱立

④敷地境界塀・フェンス
の老朽化

第２章 キャンパスにおける現状と課題

※5

※５： キャンパスで行われる教育研究等の諸活動を利用目的別に区分けすることをいう。
敷地の合理的な活用を図るため、教育研究ゾーン、共通ゾーン、駐車場ゾーン、運動・課外活動ゾーン、産学連携ゾーン及び病院ゾーンの設定を行う。

※６： キャンパスライフにおいて、心地よく快適に楽しく教育研究活動をするために必要なものが整い、整備されていること

※6

⑤土地の未活用
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②

①

③
④

0 50m

○坂本１キャンパス

◆ゾーニング関連
・医歯薬学総合研究科（薬学系基礎）の移転計画が進んでいないため、医歯薬学総合研究科の質的融合化に影響を

及ぼしている。

◆建物配置計画関連
・小規模施設、プレハブ建物、低層建物の分散配置により土地の狭隘化を招いている。
・食堂等アメニティ施設が不足している。

◆その他
・敷地北側フェンスや西側石積擁壁等敷地境界工作物の老朽化が著しい。
・敷地南側は高低差のある民有地があることから雨水処理方法の検討が必要である。

②プレハブ建物の分散配置①敷地境界石積擁壁の老朽化 ④小規模建物の分散配置③敷地境界石積擁壁の老朽化

課題課題

第２章 キャンパスにおける現状と課題

教育研究ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

運動・課外活動ゾーン
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第２章第２章 キャンパスにおける現状と課題キャンパスにおける現状と課題

○坂本２キャンパス

①

②

0 50m

教育研究ゾーン

病院ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

◆ゾーニング関連
・高低差が約50mある敷地の殆どが傾斜地にあり、建物の建て詰まりが進行している。
・旧歯学部本館改修工事の未実施が本キャンパス教育研究環境整備に影響を及ぼしている。

運動・課外活動ゾーン
②石積擁壁の老朽化①石積擁壁の老朽化

課題課題

・中央診療棟の改築整備完了に伴い、旧第２中央診療棟、旧第３中央診療エリアのゾーニング見直しが必要である。
・旧第２中央診療棟取り壊し跡地の利用計画が未策定である。
・医歯薬学総合研究科（保健学系）、ならびに医学部保健学科の移転に関する具体的な計画が未策定である
・病院再再開発のための空地が確保されていない。

◆建物配置計画関連
・旧第３中央診療棟、旧第１中央診療棟跡地の具体的な計画が未策定である。
・旧歯学部本館改修後における保健学科関連施設の活用計画が未策定である。
・旧歯学部本館等の改修が遅れているため講義室等が不足している。
・病院機能強化として更衣室等福利厚生施設、患者家族等宿泊施設、女性医師就労支援のための病児保育室の確保が
望まれている。

◆その他
・敷地の西側と東側の石積擁壁等敷地境界工作物の老朽化が著しい。
・屋外環境の老朽化が進行し、雨水時の水たまり等通行に支障をきたす箇所がある。
・原爆関連カルテの保存場所が確保されていない。
・原子力災害時等に対応するための拠点機能の充実が必要である。
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①

②

③
④

○片淵キャンパス

◆ゾーニング関連
・ゾーンが混在している。

（課外活動等共用施設（運動・課外）が駐車ゾーンに配置されている。）
・南側テニスコートが未利用となっている。

◆建物配置計画関連
・登録有形文化財の３施設の保全環境体制（瓊林会館の耐震化、拱橋の補強、倉庫の利活用）が整っていない。
・平成26年度からの学部学生数減少に伴う施設利用計画が策定されていない。

◆その他
・敷地西側テニスコート周辺の境界塀の老朽化が著しい。
・敷地南側グラウンドは長崎市の要請により緊急時のヘリコプター離発着場として利用されているが、グラウンドの

老朽化が進んでいる。

教育研究ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

運動・課外活動ゾーン
0 50m

①瓊林会館の耐震化 ④テニスコートの未利用状況②倉庫の利活用 ③拱橋の補強

課題課題

第２章 キャンパスにおける現状と課題
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３．キャンパスの交通動線等

○文教町２キャンパス

◆交通動線関連
・道路舗装の老朽化が進行し、雨天時の水たまり等通行に支障をきたす箇所がある。
・一般道路においては、歩行者動線との分離が図れていない箇所がある。
・正門及び東門において、入退構のルール（右折禁止）が未掲示のため、周辺道路及び構内出入口に混雑が生じている。

◆駐車場・駐輪場関連
・指定駐車（輪）スペース以外の駐車（輪）により、通行上（緊急車両通行時含む）及び美観上問題がある。

利用者のマナーアップの他、運用規程の見直し（必要台数の把握、設置場所の検討等）が必要である。

◆ユニバーサルデザイン関連
・東門と外周道路の高低差が大きく、車いす利用者にとって障害となっている。
・構内道路において、点字ブロック未整備箇所がある。

キャンパスモール ※７

幹線道路 歩車道分離有
（2車線）

一般道路 歩車道分離無
（1車線）

歩行者専用道路

主要出入口 自動車可

その他出入口 自動車不可

駐車場 ３７４台

駐輪場（バイク） １０６０台

駐輪場（自転車） ６８６台

■凡例

正門
東門

南門

西通用口

東通用口

北門

第２章 キャンパスにおける現状と課題

課題課題

②

④

⑤

①

④駐輪場
（利用者のマナーアップ必要）

⑤歩行者専用道路
点字ブロック未整備

①正門

⑥東門（高低差が大きい）

③北門

※７： 教育研究活動をつなぐ連続的に歩行者動線を優先した空間軸

北通用口

②駐車場

③

⑥
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○坂本１キャンパス

◆交通動線関連
・主要道路の幅員が狭い。
・正門付近において、人、車の動線が混在しており危険である。
・正門付近のアプローチがクランクしており、見通しが悪い。
・セキュリティ強化として、門扉等の設置が必要である。

◆駐車場・駐輪場関連
・駐車スペースが慢性的に不足しており、路上駐車が多い。
・違法駐輪が多いため、利用者のマナーアップ及び設置個所の検討が必要である。

◆ユニバーサルデザイン関連
・主要道路における歩車道分離の検討が必要である。

キャンパスモール

幹線道路 歩車道分離有
（２車線）

一般道路 歩車道分離無
（１車線）

歩行者専用道路

主要出入口 自動車可

その他出入口 自動車不可

駐車場 378台

駐輪場 135台

■凡例

北門 正門

坂本２キャンパスへ

①北門

Ｐ（26台）

Ｐ（64台）

Ｐ（22台）

Ｐ（34台）

Ｐ（9台）

Ｐ（25台）

Ｐ（28台）
Ｐ（25台）

Ｐ（20台）

Ｐ（12台）

Ｐ（19台）

Ｐ（14台）

Ｐ（39台）

Ｐ（22台）

Ｐ（10台）
Ｐ（24台）

Ｐ（38台）

Ｐ（50台）

②正門

第２章 キャンパスにおける現状と課題

課題課題

③駐輪場 ④駐車場

③
④Ｐ（9台）

Ｐ（14台）

Ｐ（9台）

① ②
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◆交通動線関連
・敷地形状、建物配置の関係から、動線の大幅な見直しは困難である。

◆駐車場・駐輪場関連
・駐車スペース慢性的に不足しており、路上駐車が多い。
・外来者駐車スペースが不足しており、周辺道路の混雑にも影響を及ぼしている。

◆ユニバーサルデザイン関連
・病院エリアと保健学科エリアの高低差が大きく、移動が不便であることから、近年、昇降棟設置により改善を進めている。

幹線道路 歩車道分離有
（2車線）

一般道路 歩車道分離無
（1車線）

歩行者専用道路

主要出入口 自動車可

その他出入口 自動車不可

駐車場 886台

駐輪場 274台

○坂本２キャンパス

正門

歯学部
正門

■凡例

坂本１キャンパスへ

①歯学部正門

④駐車場③駐輪場

第２章 キャンパスにおける現状と課題

課題課題

Ｐ（96台）

Ｐ（40台）

Ｐ（103台）

Ｐ（78台）

Ｐ（7台）

Ｐ（24台）

Ｐ（15台）

Ｐ（183台）

Ｐ（77台）

Ｐ（16台）

Ｐ（20台）

Ｐ（60台）

Ｐ（31台）

Ｐ（16台）Ｐ（16台）

Ｐ（62台）

Ｐ（7台）
Ｐ（35台）

Ｐ（16台）

Ｐ（12台）

Ｐ（33台）

Ｐ（85台）

Ｐ（116台）

④

③
②正門 ②

①

Ｐ（6台） Ｐ（23台）

Ｐ（7台）
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正門

東門

北門

Ｐ（83台）

Ｐ（10台）

Ｐ（200台）

Ｐ（80台） Ｐ（117台）

Ｐ（183台）

②

③

④

①

⑤

キャンパスモール

幹線道路 歩車道分離有
（2車線）

一般道路 歩車道分離無
（1車線）

歩行者専用道路

主要出入口 自動車可

その他出入口 自動車不可

駐車場 93台

駐輪場 580台

■凡例

◆交通動線関連
・正門から瓊林会館までの道路（石畳）の老朽化が顕著であるため、歴史的価値のある石畳の景観保持とバリアフリーの観点からの
検討が必要である。

◆ユニバーサルデザイン関連
・主要道路における歩車道分離の検討が必要である。

①北門

④正門 ⑤東門

②駐輪場 ③駐車場

課題課題

○片淵キャンパス

第２章 キャンパスにおける現状と課題
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⑧

⑦
①

②

③
⑨

④ ⑤

⑥
⑩

⑪

凡例
広場
アート・モニュメント
緑地
サイン

４．キャンパスの広場等

○文教町２キャンパス

◆広場関連
・各学部周辺の広場が少なく、広場に付随したアメニティ施設も乏しい。

◆緑地関連
・十分な維持管理経費が確保されず、適切な緑地管理が困難である。

◆サイン関連
・サイン設置が不足している箇所があり、来訪者が分かりづらい。

第２章 キャンパスにおける現状と課題

課題課題

①教育学部前広場

④若人の像 ⑤時計塔と大壁画
「高きより高きへ

AB ALTO AD ALTIM 」

⑥女性の像
「風の中で～

明日への思い～」

⑩キャンパス案内 ⑪誘導表示

※８： 記念碑、記念建物、銅像、慰霊碑など、何かを記念したり称えたりするために作られた作品のこと。

②サリュ広場

③おもやい広場

⑦クスノキ並木

⑧図書館緑地(遊歩道)

⑨敷地境界クスノキ

広 場 緑 地

アート・モニュメント
※８

サイン
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●

●
●

⑤⑤
●

③

○坂本１キャンパス

◆広場関連
・学生・研究者等が憩える広場の確保が困難である（坂本１）
・敷地形状の制約により広場の確保が困難である（坂本２）

◆緑地関連
・周辺環境に配慮しながら緑化計画を進める必要がある（坂本１）
・適切な緑地管理が施されていない（坂本２）

◆サイン関連
・統一性がなく、外国語表記がない箇所がある（坂本１）

③原爆復興５０周年記念碑 ④シーボルト記念碑

第２章 キャンパスにおける現状と課題

課題課題

⑤水壺を捧げる子供の像

④

⑧

○坂本２キャンパス

広 場

アート・モニュメント

緑 地

サイン

⑧キャンパス案内

凡例
●広場
●アート・モニュメント
●緑地
●サイン

⑨誘導表示

⑥グビロが丘①屋上庭園

⑦敷地境界
②福利厚生棟前

●

●

●①

②

●

●
⑨

⑦

●

●

●

●

⑥

●

●
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①総合教育研究棟前

第２章 キャンパスにおける現状と課題

課題課題

◆広場・緑地関連
・伐採等を含めた、緑地等の適切な維持管理が必要である。

○片淵キャンパス

②福利厚生施設前

⑨経済学部講堂前⑧正門前

⑦西山川沿い

⑥経済学部本館前

広 場 緑 地

サインアート・モニュメント

③武藤長蔵博士記念碑 ④長崎高等商業学校の門柱

凡例
●広場
●アート・モニュメント
●緑地
●サイン

⑤慰霊碑

●

●

①

②

⑧

⑦

●

●

●

●

●

⑨③

⑤

④
⑥

●
●
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第３章 キャンパスフレームワークプラン

１．フレームワークプランの考え方

国立大学法人等においては、機能別分化の推進、教育研究のグローバル化、産学連携の強化、地域貢献の進展等に伴い、

キャンパスにはこれらの取組みを推進するための機能や、これらの取組みを可能とする柔軟性の確保が求められている。

このため、キャンパスマスタープランにおける整備方針・活用方針に基づき、現状の課題を克服し、キャンパスの発展的再生を

図るため、キャンパス計画の根幹となる「骨格」「ゾーニング」「オープンスペース」「ランドスケープ」の４つの計画をフレームワーク

プランと捉え、30年後の長崎大学が目指すべき目標を概念的に示す。

（１）骨格の考え方

・接続する空間の秩序を構成するようなキャンパスの主要な動線を「キャンパス骨格（主軸）」と位置付け、キャンパス主軸を中

心として、建物配置計画、交通動線計画等,各部門別計画への展開を図る。

（２）ゾーニングの考え方

・主要キャンパスにおいては、以下のゾーンを設定する。

<教育研究ゾーン>

学部、大学院、附置研究所、学内共同研究施設等の教育研究機能を配置するゾーン

<病院ゾーン>

病院機能を配置するゾーン

<産学連携ゾーン>

産業界と協働した戦略的な研究等、産学官の共同研究が利用する施設を配置するゾーン

<運動・課外活動ゾーン>

体育館、グラウンド、プール等の運動施設や、サークル室等の課外活動施設を配置するゾーン

<駐車場ゾーン>

駐車場、駐輪場を配置するゾーン

<共通ゾーン>

図書館、福利厚生施設、一般管理施設、広場、緑地等、他のゾーンに含まれない共通施設を配置するゾーン

・教育・研究活動等の将来の変化に柔軟に対応できるゾーニングを行う。

・キャンパスにおける普遍的要素を明確にした上でゾーニングを決定する。

・将来の施設需要の変化に対応するため、まとまった規模の将来用地確保に配慮する。

・敷地周辺への影響も考慮したうえでゾーニングを検討する。

（３）オープンスペースの考え方

・キャンパス外の空間を意識し、都市計画としての一体的な配置を計画する。

・多様な利用者に対し、安心・安全な空間の整備、わかりやすいサイン計画、適切な屋外照明の設置などに配慮する。

（４）ランドスケープ の考え方

・敷地周辺の景観の考え方、キャンパスの中心となる主軸の交点の設定、地域との結節点の設定、ランドマーク の把握を行う。

第３章 キャンパスフレームワークプラン

※9

※９： 景観。特に，人工環境と自然環境の調和を目指して構成された外部空間の総合的な景観。
※10： その土地の目印や象徴になるような建造物

※10
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第３章 キャンパスフレームワークプラン

（５）周辺地域との連携

・長崎大学の主要キャンパスは、いずれも長崎市内にあり、長崎市都市計画マスタープランと密接に関係しており、本学のマスター

プラン、特にフレームワークプランの中の骨格（軸）の考え方やオープンスペースの考え方を整理するうえで、重要な視点である。

・文教町２キャンパス、坂本キャンパス及び片淵キャンパスは、長崎市都市計画の中では、都市拠点軸の中にあり、片淵キャンパ

スは都市拠点軸の中枢核に近接し、文教町２キャンパス及び坂本キャンパスは、主核に位置している。

長崎市都市計画マスタープラン
－将来都市構造図ー

文教町２キャンパス

坂本キャンパス

片淵キャンパス

□文教町２キャンパス

長崎市都市計画マスタープランの中

で、西浦上地区（住吉地区）は、「商

業・業務地における土地利用の高度

化」と「泉・住吉地区住宅市街地総合

整備事業の推進」を整備方針としてい

る。文教町２キャンパスは、北側に住居

地区、西側に商業地区が形成されてお

り、２つの地区のクッション的役割を本

キャンパスが果たしていることから、周

辺の景観に配慮した周辺環境整備の

計画を立案する。

長崎市都市計画マスタープランの中

で、中央北部地区は「被爆建造物等の

保全・連携」を整備方針としている。坂

本キャンパスでは、近接する景観形成

重点地区（平和公園地区）に配慮した

周辺環境整備の計画を立案する。

長崎市都市計画マスタープランの中

で、中央東部地区は「歴史的まちなみ

の保全と地区の特性を活かしたまちづく

り」を整備方針としている。片淵キャンパ

スでは、周辺の景観に配慮した周辺環

境整備の計画を立案する。

□坂本キャンパス □片淵キャンパス
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２． 文教町２キャンパスのフレームワークプラン

（１） 骨格（軸）

・正門から東門を結ぶ東西のキャンパスモールを「横軸（東西軸）」として整備を行う。

・北門からキャンパスモールまでの南北道路を「縦軸（南北軸）」として整備を行う。

・主軸を結ぶ動線を補助軸として設定し、周回道路内の駐車を規制し、人と自動車等の動線が交差しないよう動線分離

（交通動線の明確化）を計画する。

0 50 100m

キャンパスモール

骨格（主軸）

補助軸

北門

正門

東門

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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0 50 100m

教育研究ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

産学連携ゾーン

運動・課外活動ゾーン

（２） ゾーニング

＜教育研究ゾーン＞
・縦軸・横軸を中心として既存の配置を継承し、施設の集約化を図る。

＜共通ゾーン＞
・キャンパスモール付近の共通ゾーンについてはオープンスペースと連動させ、景観的な調査にも配慮しつつ、人的交流を促す。

＜駐車場ゾーン＞
・集約化を行った施設の跡地を駐車場として設定し、人と自動車等の動線が交錯しないよう歩道の併設等できるかぎり動線分離
を図る。

＜産学連携ゾーン＞
・外部との交流が容易な敷地南側へゾーンを設定する。

＜運動・課外活動ゾーン＞
・ゾーン内における異種用途施設については、改築時等に移動を計画する。

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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0 50 100m

（３） オープンスペース

・キャンパスモール内に大学の顔となるような広場等の整備を行う。

・縦軸・横軸を基準としてその周辺または周回道路内に広場を有機的に展開させる。

・建物の中に設けた小規模な広場（コート）を有機的に南北軸、東西軸に結合させることで、建物の緩やかな連携を図る。

骨格（主軸）

補助軸

歩道

広場

正門

東門

北門

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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0 50 100m

正門

東門

北門

（中部講堂）

（総合教育研究棟）

（学生会館）

（時計台と大壁画）

（附属図書館）

（４） ランドスケープ

文教通り（長崎バイパス県道113号）
・公共街路等の景観形成に対する配慮
・緑地・植栽による緑景観
・CB壁、コンクリート擁壁の改修による修景

近隣住宅地隣接部
・緑地・植栽による緑景観

浦上街道（国道206号）
・公共街路等の景観形成に対する配慮
・緑地・植栽による緑景観
・擁壁の改修による修景 近隣住宅隣接部

・緑地・植栽による緑景観

第３章 キャンパスフレームワークプラン

キャンパスの周縁部

隣接部からの景観

キャンパス主軸（キャンパスモール・南北軸）

キャンパス主軸の交点

ランドマーク

地域との結節点

景観軸

キャンパスのイメージ要素

①

②

③

④

⑤

①総合教育研究棟 ②中部講堂 ③附属図書館 ④時計台と大壁画 ⑤学生会館
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３． 坂本１キャンパスのフレームワークプラン

（１） 骨格（軸）

・正門からポンぺ会館前を通り福利厚生棟から北門を結ぶ道路を本キャンパスの主軸と位置づける。

・敷地境界線側の正門と北門を結ぶ動線及び主軸から北側敷地を結ぶ動線を補助軸とする。

・周回道路内の駐車を規制し、人と自動車等の動線が交差しないよう動線分離（交通動線の明確化）を計画する。

0 50m

キャンパスモール

骨格（主軸）

補助軸

北門
正門

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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0 50m

教育研究ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

運動・課外活動ゾーン

（２） ゾーニング

＜教育研究ゾーン＞

・医学部、熱帯医学研究所、原爆後障害医療研究所および先導生命科学研究支援センターなどの施設が整備されている既存
の配置を継承し、施設の集約化を図る。大学等の機能強化に伴い必要となる新たなスペースを確保するため、北東側へ新た
にゾーンを設定する。

＜共通ゾーン＞
・キャンパスモール付近の共通ゾーンについてはオープンスペースと連動させ、景観的な調査にも配慮しつつ、人的交流を促す。
なお、グビロが丘、記念同窓会館、旧正門は将来への継承すべき「変えてはいけない部分」とする。

＜駐車場ゾーン＞
・敷地境界側へ集約化を行い、人と自動車等の動線が交錯しないよう歩道の併設等できる限り動線分離を図る。

＜運動・課外活動ゾーン＞
・グラウンドのみを残し、体育館、テニスコート、弓道場については、坂本2団地へ集約化を図る。

（３） オープンスペース

・本キャンパスは敷地が狭隘のためオープンスペースの確保が困難であることから、建物改築時に主軸を中心とした建物配

置を計画し、段階的にオープンスペース確保に努める。

・ 現在の原爆復興50周年記念碑周辺の広場を中心として、学生、教職員の交流が可能な広場整備を計画する。

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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（４） ランドスケープ

医学部通り
・景観形成重点地区（平和公園地区）に面しており、配慮
緑地・植栽による緑景観

・石積み擁壁の改修による修景

近隣住宅地隣接部
・老朽化したよう壁の安全性の確保

近隣住宅地隣接部
・敷地内が低いため、安全面に配慮
・グラウンドの防球対策の整備について、
周辺への景観に配慮

・浦上天主堂を見た時の景観に配慮

第３章 キャンパスフレームワークプラン

0 50m

北門 正門

（医学部基礎研究棟）

（原爆復興50周年記念碑）

（ポンペ会館）

景観形成重点地区
（平和公園地区）

浦上天主堂

キャンパスの周縁部

隣接部からの景観

キャンパス主軸

ランドマーク

地域との結節点

キャンパスのイメージ要素

①

②

③

（良順会館）

②原爆復興50周年記念碑 ③医学部基礎研究棟
①ポンペ会館 ④良順会館

④
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４． 坂本２キャンパスのフレームワークプラン

（１） 骨格（軸）

・ 大学病院正門から医学部保健学科および歯学部正門に抜ける道路を本キャンパスの主軸とし、補助軸として大学附属

病院側から歯学部本館側に抜ける南北道路を設定する。

0 50m

歯学部正門

正門

骨格（主軸）

補助軸

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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第３章第３章 キャンパスフレームワークプランキャンパスフレームワークプラン

（２） ゾーニング

＜教育研究ゾーン＞
・敷地南側は、歯学部が整備されており、今後、歯学部本館を医歯薬学総合研究科等の施設として計画する。
・一部教育研究ゾーンと病院ゾーンの混在が見られるが、病院再開発整備が完了間もないことからフレームワーク期間中の
病院再再開発時に見直しを行う。

・医歯薬学総合研究科（保健学系）、ならびに医学部保健学科の移転に関する具体的な計画を検討する。

＜病院ゾーン＞
・敷地中央部分の病院再開発が完了しており ゾーニングを変更する可能性が低いことから将来的に継承する・敷地中央部分の病院再開発が完了しており、ゾーニングを変更する可能性が低いことから将来的に継承する。

＜共通ゾーン＞
・敷地中央の中段部分には、特高受変電所・給水センター施設があり、今後もこの敷地のエネルギー供給の中心となること
から将来的に既存の配置を継承する。

＜駐車場ゾーン＞
・正門左側及び歯学部正門北側は、患者サービスのため立体駐車場が整備されるなど、変更する可能性が低いことから、
将来的にも既存の配置を継承する。なお、人と自動車等の動線が交錯しないよう歩道の併設等できる限り動線分離を図る。

・旧第2中央診療棟、および保健学科跡地については、新たにゾーンを設定する。

教育研究ゾーン

＜運動・課外活動ゾーン＞
・保健学科跡地（一部）を利用し、坂本１キャンパスの体育施設（体育館、テニスコート、弓道場）を集約する。

病院ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

運動・課外活動ゾーン

0 50m

（３） オープンスペース

・本キャンパスは敷地が狭隘かつ傾斜地のため、オープンスペースの確保が困難であり、病院再開発整備が完了間もない

ことから病院再再開発時に見直しを行う。
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（４） ランドスケープ

0 50m

近隣住宅地隣接部
・緑地・植栽による緑景観、斜面の緑化

近隣住宅地隣接部
・老朽化した擁壁の安全面に考慮した整備
を行う

近隣商業地隣接部
・大木対策と老朽化した擁壁の安全面
に考慮した整備を行う

近隣住宅地隣接部
・景観形成重点地区に面しており、
キャンパスの玄関口であることから
景観整備を行う

歯学部正門

正門

（病院本館・
病棟・診療棟）

第３章 キャンパスフレームワークプラン

景観形成重点地区
（平和公園地区）

キャンパスの周縁部

隣接部からの景観

キャンパス主軸

キャンパス補助軸

ランドマーク

地域との結節点

キャンパスのイメージ要素

①

①病院本館・病棟・診療棟

総合研究棟
（旧歯学部本館）

②総合研究棟

②
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５． 片淵キャンパスのフレームワークプラン

（１） 骨格（軸）

・経済学部本館南側のキャンパスモールを中心に正門から経済学部本館前を通り、北門に抜ける逆L型の動線を主軸として

設定する。なお、これまで継承された旧長崎高等商業学校時代の施設、工作物等については引き続き保存に努める。

0 50m

キャンパスモール

骨格（主軸）

正門

東門

北門

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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教育研究ゾーン

共通ゾーン

駐車場ゾーン

運動・課外活動ゾーン

（２） ゾーニング

＜教育研究ゾーン＞
・敷地中央部分には、経済学部の教育・研究を行う経済学部本館や片淵総合教育研究棟等の施設があり、ゾーンを変更
する可能性が低いことから将来的に既存の配置を継承する。

＜共通ゾーン＞
・瓊林会館、倉庫、拱橋は登録有形文化財であることから将来への継承すべき「変えてはいけない部分」として設定する。

＜駐車場ゾーン＞
・北門側に大規模な駐車場を整備しており、将来的にゾーンを変更する可能性が低いことから将来的にも継承する。
また、課外活動施設の跡地に駐輪場・バイク置き場を計画し、交通関連の集約化を行う。

＜運動・課外活動ゾーン＞
・ゾーン内における異種用途施設については、改築時等に移動を計画する。

0 10 20 50m

（３） オープンスペース

・経済学部本館周辺の広場を本学構成員及び地域住民も憩える広場と位置づけ、整備を行う。

第３章 キャンパスフレームワークプラン
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（４） ランドスケープ

第３章 キャンパスフレームワークプラン

0 50m
正門

東門

北門

西山（県道235号線）・西山川通り
・景観形成重点地区（西坂・諏訪の森地区）の近くにあるため、
景観整備を行う

・境界塀が老朽化しているため、安全面に考慮した整備を行う

近隣住宅地隣接部
・市道の拡張により緑地帯が無くなっており、新たな緑景観を補充を行う
・敷地内が低いため、安全面に考慮した整備を行う

（瓊林会館）

①

キャンパスの周縁部

隣接部からの景観

キャンパス主軸（逆L字型）

ランドマーク

地域との結節点

景観軸

キャンパスのイメージ要素

⑩瓊林会館
（国登録有形文化財）
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第４章 キャンパスアクションプラン

１．アクションプランの考え方

アクションプランは、大学の中期目標・中期計画期間と連動した６年間で実現させるための具体的な実行計画案、と位置づけ、

大学のアカデミックプランや経営戦略及びキャンパス計画の根幹となるキャンパスフレームワークプランに基づき策定する。

キャンパスには、大学の様々な活動を推進するための機能や、取組みを可能とする柔軟性の確保が求められている。このため

整備方針・活用方針に基づき、既存キャンパスの現状の問題点を克服し、キャンパスの発展的再生を図るため、部門別計画の

検討を行うことが重要であり、その中でも、「施設整備計画」「屋外環境・交通動線計画」「インフラストラクチャー計画」の３つの計

画を特に重要なアクションプランと捉え、次のような考え方に基づき計画を策定する。

整備の優先度、ならびに事業費については、中期目標・中期計画及び機能強化等、大学のアカデミックプランや経営戦略との

関連性が高いものからとし、計画の規模や内容に応じて、施設整備費補助金、学内予算、民間資金等多様な財源の中から選択

の上、施設特性に沿った資金計画を立てる。

（１）施設整備計画の考え方

・ 文部科学省の「第４次国立大学法人等施設整備５カ年計画」に基づき、大学の特性を生かした安全・安心な教育研究環境

の基盤整備を目指し、サスティナブル・キャンパスを計画的に形成する。

・ 既存施設について、 大限有効活用を図りつつ、インフラ長寿命化計画に基づき、老朽化施設の計画的なリノベーションを実

施し、コストの平準化に配慮した教育研究環境の整備計画を立案する。

・ 無秩序な施設整備とならぬよう将来の増築用地、建替用地についても考慮する。

・ 平成28年度末までに主要建物の耐震対策工事が完了することから、今後、インフラ長寿命化計画に基づき、機能改善を目

的とした長寿命化改修事業を推進する。

・ 改修計画対象施設については、原則として、建設後25年以上経過し、大規模改修を実施していない建物とする。

・ 保有面積の抑制（取壊し、転用、借用）も考慮した施設の有効活用策を検討する。

（２）屋外環境・交通動線計画の考え方

・ 屋外環境は、広場、モール、緑などの多様な効果を生み出す空間構成要素を活用する。

・ キャンパスサイン計画やバリアフリー計画に基づいた整備を行い、多様な利用者のためのユニバーサルデザインを推進する。

・ フレームワークプランで定めたキャンパス主軸（骨格）を主動線と位置付け、交通動線の展開を図る。

・ 交通動線は、各キャンパスの周辺環境に配慮すると共に、豊かなキャンパス空間を確保し、安全でより快適なキャンパスとな

るよう歩車道分離を含め検討する。

（３）インフラストラクチャー整備計画の考え方

高度化・多様化する教育研究環境の創出や、災害時の防災機能強化を図るためには、電気、ガス、給排水、情報通信など

のライフラインを安定的に供給することが重要であると捉え、次のような考え方に基づき計画を策定する。

・ エネルギー使用の実情や将来需要を踏まえ、キャンパス全体の適切なエネルギー供給・処理施設の計画を策定する。

・ 将来の規模拡張、用途変更、機器更新等を見据えた柔軟性のある整備計画を策定する。

・ 点検パトロールや保全業務による劣化箇所の早期発見・早期修繕を行うことで、予防保全に努め、コスト縮減を図る。

・ 厳しい財政状況が予想される中、ライフラインを計画的に維持管理していくため、建物や各種設備毎の改修サイクルを踏

まえた上で、施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの平準化を図りつつ維持管理費の縮減を図る。

第４章 キャンパスアクションプラン

※11：「文部科学省 第４次国立大学法人等施設整備５カ年計画」（平成28年3月 文部科学省http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/03/1368920.htm）を参照
※12： 「文部科学省 インフラ長寿命化計画（行動計画）」（平成27年3月 文部科学省http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/infra/index.htm）を参照
※13：教育研究の活性化を引き起こすため、施設計画・設計上の工夫を行って、新たな施設機能の創出を図る創造的な改修
※14：老朽化した施設を、将来にわたって長く使い続けるため、単に物理的な不具合を直すのみではなく、施設の機能や性能を現在の国立大学等が求められている水準まで引き上げること

※11

※12 ※13

※14
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第４章第４章 キャンパスアクションプランキャンパスアクションプラン

２． 文教町２キャンパスのアクションプラン

（１）施設整備計画

文教町２キャンパスの主要施設については、耐震化を含め、ほぼ改修済みである。今後は、建設後25年以上経過した大規模改

修未実施建物（キャンパス全体面積の約18％ 22千㎡）について、保有面積の抑制（取壊し、転用、借用）も考慮した既存施設の

有効活用を図ると共に、インフラ長寿命化改修により多様なニーズに対応した施設機能の向上を図ることが主体となる。

区分 建 物 名 構造・階 建物面積 経年
施設整備によって強化される機能等

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

① 総合教育研究棟【一部転用】 Ｒ・12 1,728㎡ 13年 ○ ○ ○

② 工学部２号館 Ｒ・5 4,576㎡ 39年 ○ ○ ○ ○

③ 総合教育研究施設Ｂ【転用】 Ｓ 1 252㎡ 19年 ○ ○ ○

■整備対象建物

改修

③ 総合教育研究施設Ｂ【転用】 Ｓ・1 252㎡ 19年 ○ ○ ○

④ 総合教育研究施設Ａ【転用】 Ｒ・2 364㎡ 47年 ○ ○ ○

⑤ 事務局 Ｒ・3 4,492㎡ 46年 ○ ○

⑥ 教育学部本館
⑦ 教育工学実験教室

Ｒ・6
Ｒ・2

1,468㎡
911㎡

35年
38年

○ ○ ○ ○

⑧ 学生会館 Ｒ・2 1,795㎡ 51年 ○ ○ ○

⑨ ＩＣＴ基盤センター Ｒ・2 1,189㎡ 37年 ○ ○ ○

小 計 16,775㎡

減築
① 無機系廃液処理施設 R・2 303㎡ 36年 ○ ○

② 旧大学教育機能開発センター Ｒ・3 513㎡ 63年 ○ ○ ○

合 計 17,591㎡
※施設整備によって強化される機能等 No(1)～(7)については、下記凡例、
およびP8「参考：国立大学法人等に求められる施設機能等」を参照。

■整備目標

①

①

・経年25年以上の改修率を3％あげる。

No 機能等 文教町2キャンパスにおける具体的な整備目標

（1） 教育機能の発展
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの充実：+300㎡
・主体的学習促進ｼｽﾃﾑ対応ｽﾍﾟｰｽの充実：+100㎡

（2） 研究機能の発展 ・ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞの充実：+300㎡

凡例：施設整備によって強化される機能等

②

③

④

⑤ ②

①
（3） 産学官連携の強化 ・産学官連携・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ充実：+100㎡

（4） 地域貢献の推進
・災害時防災拠点ｽﾍﾟｰｽの創出：+500㎡
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進

（5） 国際化の推進

環境負荷低減 推進 減築 よ 光熱水費縮減

⑥ ⑦ ⑧

⑨

（6）
地球環境問題
への貢献

・環境負荷低減の推進：減築による光熱水費縮減、
省ｴﾈ機器等の積極的導入、
広場・緑地形成900㎡

・温室効果ｶﾞｽ排出量削減：H25比▲8%(中期目標)、
前年比▲1%以上(年度目標)

（7）
魅力あるキャンパス
環境の充実

・分散配置された学部の集約による利便性向上：+1,500㎡
・学生生活等支援ｽﾍﾟｰｽの充実：+300㎡
・屋外交流ｽﾍﾟｰｽの充実：+300㎡
・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進：屋外ｻｲﾝ設置
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（２）屋外環境・交通動線計画

・ 将来を見据えたゾーン毎の緑地管理計画（衰弱木・枯死木・不要木の伐採、剪定・草刈の回数、維持管理費確保等）を作

成するとともに、学生や教職員のみならず、地域住民も集い交流できるアメニティの高い緑地を整備する。

・ キャンパスサイン計画（平成23年度作成）に基づき、屋外照明も考慮した、誰もがわかりやすい案内サインを設置する。

・ バリアフリー計画(平成27年度作成)に基づき、建物周辺のバリアフリー対策を推進する。

・ キャンパス内の歩車道分離を継続的に実施するとともに、駐車場に関しては、今後のニーズやフレームワークプランに合わ

せて候補地の検討を行い、必要台数を確保する。

正門

東門

北門

西通用口

南門

東通用口

第４章 キャンパスアクションプラン

緑地

バリアフリー化（舗装）

バリアフリー化（点字ブロック）

バリアフリー化（点字ブロック） ※整備済み

バリアフリー化（自動ドア）

バリアフリー化（東門勾配解消）

屋外サイン

交通計画検討箇所
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（３）インフラストラクチャー計画

＜電気設備＞

・ 常用発電設備は電力平準化並びに文教町２団地の防災機能強化用として設置しており、近年、故障が多発し、維持経費

が多大となってきていることや本体の機能が低下していることから、更新等を計画している。

・ 中央受配電室の高圧盤（昭和５７年設置）は、設置後３４年を経過し、屋外受変電設備（屋外キューピクル４箇所：昭和４

２年～５４年設置）は、設置後３７年を経過し、いずれも老朽化が著しく、電力の安定供給を確保するため更新等を計画して

いる。

＜機械設備＞

・ 構内の雑排水管及び実験排水管の一部（教育学部（新館）、工学部２号館、産学官連携戦略本部、環境安全支援室棟）

が合流式下水道（雨水系統へ接続）となっており、建物の老朽化対策に併せて、上記排水管の分流式下水道への改修を計

画している。

・ 工学部２号館の昇降機設備（昭和５２年設置）は、設置後３８年を経過し、平成２２年に法改正に伴う改修を行ったが、平

成２８年４月に施行された障害者差別防止法に適用する必要があるため更新等を計画している。

第４章 キャンパスアクションプラン

インフラストラクチャー整備

屋外受変電設備更新
屋外電力ケーブル新設（中部講堂）

屋外電力ケーブル新設
屋外排水設備改修（教育学部新館）

屋外排水設備改修

発電設備更新

屋外キュービクル撤去

屋外排水設備改修
昇降機設備更新（工学部2号館）

高圧配電盤撤去
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３． 坂本１キャンパスのアクションプラン

（１）施設整備計画

坂本１キャンパスの主要施設については、耐震化を含め、ほぼ改修済みである。今後は、建設後25年以上経過した大

規模改修未実施建物（キャンパス全体面積の約25％ 14千㎡）について、保有面積の抑制（取壊し、転用、借用）も考慮

した既存施設の有効活用を図ると共に、インフラ長寿命化改修により多様なニーズに対応した施設機能の向上を図ることが

主体となる。

■整備対象建物

第４章 キャンパスアクションプラン

区分 建 物 名 構造・階 建物面積 経年
施設整備によって強化される機能等

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

新営

① 高度安全実験（BSL-4）施設 ― 約4,000㎡ - ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 総合研究棟（医歯薬学系） ＳＲ・10 9,000㎡ - ○ ○ ○ ○

③ ゲストハウス Ｒ・2 442㎡ - ○ ○ ○ ○

小 計 13,442㎡

改修

① 医学部基礎研究棟 ＳＲ・8-1 11,943㎡ 28年 ○ ○ ○

② 記念講堂 Ｒ・1 901㎡ 47年 ○ ○

サテライトキャンパス【借用】 Ｒ・5 160㎡ ○ ○ ○ ○

小 計 13,004㎡

減築 ① 車庫 Ｓ・1 78㎡ ○

合 計 26,524㎡
※施設整備によって強化される機能等 No(1)～(7)については、下記
凡例、およびP8「参考：国立大学法人等に求められる施設機能等」を
参照。

①

②
①

②

③
①

■整備目標

・高度安全実験（ＢＳＬ-4）施設の新営。

No 機能等 坂本１キャンパスにおける具体的な整備目標

（1） 教育機能の発展 ・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの充実：+200㎡

（2） 研究機能の発展

・ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞの充実：+1,000㎡
・世界的卓越研究拠点ｽﾍﾟｰｽの形成：4,000㎡
・大量のﾃﾞｰﾀ等を利用する共同利用・共同研究の推進
に対応するための情報基盤の充実

（3） 産学官連携の強化 ・産学官連携・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ充実：+100㎡

（4） 地域貢献の推進
・災害時防災拠点ｽﾍﾟｰｽの創出：+300㎡
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進

（5） 国際化の推進
・国際交流ｽﾍﾟｰｽの充実：+100㎡
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成ｽﾍﾟｰｽの充実：+100㎡

（6）
地球環境問題
への貢献

・環境負荷低減の推進：減築による光熱水費縮減、
省ｴﾈ機器等の積極的導入、
敷地境界緑地形成100㎡

・温室効果ｶﾞｽ排出量削減：H25比▲8%(中期目標)、
前年比▲1%以上(年度目標)

（7）
魅力あるキャンパス
環境の充実

・学生生活等支援ｽﾍﾟｰｽの充実：+400㎡
・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進：屋外ｻｲﾝ設置

凡例：施設整備によって強化される機能等
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正門
北門

（２）屋外環境・交通動線計画

・ 将来を見据えたゾーン毎の緑地管理計画（衰弱木・枯死木・不要木の伐採、剪定・草刈の回数、維持管理費確保等）を作

成するとともに、学生や教職員のみならず、地域住民も集い交流できるアメニティーの高い緑地を整備する。

・ キャンパスサイン計画（平成24年度作成）に基づき、屋外照明も考慮した、誰もがわかりやすい案内サインを設置する。

・ バリアフリー計画(平成28年度作成予定)に基づき、建物周辺のバリアフリー対策を推進する。

・ 主動線については、原則現状のままとする。

・ 敷地北側への道路延長、正門・北門付近の動線整理及びセキュリティ確保については、今後の検討課題とする。

・ キャンパス内の歩車道分離を継続的に実施するとともに、駐車場に関しては、今後のニーズやフレームワークプランに合わ

せて候補地の検討を行い、必要台数を確保する。

第４章 キャンパスアクションプラン

緑地

屋外サイン

交通計画検討箇所
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（３）インフラストラクチャー計画

＜電気設備＞

・医学部基礎研究棟地階に設置されている中央受配電設備（昭和６３年設置）は、坂本１団地内の約５万㎡の施設へ電力の分

配供給を行っている設備で設置後２８年を経過し、老朽化が著しく、電力の安定供給を確保するため更新等を計画している。

＜機械設備＞

・医学部基礎研究棟の高置水槽（昭和６３年設置）は、設置後２８年を経過し、老朽化が著しく、給水の安定供給を確保するため

更新等を計画している。

・構内の実験用排水をＰＨ調整槽（昭和４２年設置）にて調整し、公共下水道へ排出しているが、設置後４９年が経過し、老朽化

が著しいことから更新等を計画しており、また、構内の排水管（昭和４９年敷設）も配管敷設後４２年を経過し、老朽化が著しいこと

から更新等を計画している。

インフラストラクチャー整備

第４章 キャンパスアクションプラン

昇降機設備更新
受水槽更新
中央受配電設備更新

放射線モニタリング更新

屋外排水設備更新
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第４章第４章 キャンパスアクションプランキャンパスアクションプラン

４． 坂本２キャンパスのアクションプラン

（１）施設整備計画

坂本２キャンパスの主要施設については、耐震化を含め、ほぼ改修済みである。今後は、建設後25年以上経過した大

規模改修未実施建物（キャンパス全体面積の約18％ 31千㎡）について、保有面積の抑制（取壊し、転用、借用）も考慮

した既存施設の有効活用を図ると共に、インフラ長寿命化改修により多様なニーズに対応した施設機能の向上を図ることが

主体となる主体となる。

区分 建 物 名 構造・階 建物面積 経年
施設整備によって強化される機能等

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

新営 ① 立体駐車場 Ｓ・4 約3,000㎡ － ○

① 第１立体駐車場 Ｓ・1-1 1,927㎡ 37年 ○

② 第２立体駐車場 Ｓ 1 1 1 481㎡ 28年 ○ ○

■整備対象建物

改修

② 第２立体駐車場 Ｓ・1-1 1,481㎡ 28年 ○ ○

③ 旧第３中央診療棟【転用】 Ｒ・4-1 2,686㎡ 34年 ○ ○ ○ ○ ○

④ ＭＲ検査棟 Ｒ・1 810㎡ 28年 ○ ○

⑤ 旧第１中央診療棟【転用】 Ｒ・5 2,615㎡ 47年 ○ ○ ○ ○ ○

⑥ 旧歯学部本館【転用】 ＳＲ・9-1 8,510㎡ 35年 ○ ○ ○ ○ ○

⑦ 病棟・診療棟（NICU等） Ｒ・14-1 約1,200㎡ 9年 ○ ○

⑧ 国交医分館・医病倉庫 Ｒ・5 2 587㎡ 44年 ○ ○ ○⑧ 国交医分館 医病倉庫 Ｒ 5 2,587㎡ 44年 ○ ○ ○

小 計 21,816㎡

減築 ① 旧第２中央診療棟 Ｒ・5-1 5,084㎡ 37年

合 計 29,900㎡
※施設整備によって強化される機能等 No(1)～(7)については、下記凡
例、およびP8「参考：国立大学法人等に求められる施設機能等」を参照。

②

■整備目標

・経年25年以上の改修率を5％あげる。

No 機能等 坂本２キャンパスにおける具体的な整備目標

（1） 教育機能の発展

・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの充実：+500㎡
・高度実践型教育ｽﾍﾟｰｽの確保：+1,000㎡
・自学自習ｽﾍﾟｰｽの充実：+300㎡
・情報ｼｽﾃﾑを活用した授業等の展開に対応するため
の情報基盤の充実

凡例：施設整備によって強化される機能等

①
③

④ ⑤

①
②

⑦

（2） 研究機能の発展
・ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞの充実：+1,000㎡
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ型研究ｽﾍﾟｰｽの形成：2000㎡

（3） 産学官連携の強化 ・産学官連携・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ充実：+500㎡

（4） 地域貢献の推進
・地域医療拠点ｽﾍﾟｰｽの充実：+2,000㎡
・災害時防災拠点ｽﾍﾟｰｽの創出：+1,000㎡
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進

⑥ ⑧①
（5） 国際化の推進

・国際交流ｽﾍﾟｰｽの充実：+100㎡
・留学生宿舎の充実：500㎡

（6）
地球環境問題
への貢献

・環境負荷低減の推進：減築による光熱水費縮減、
省ｴﾈ機器等の積極的導入

・温室効果ｶﾞｽ排出量削減：H25比▲8%(中期目標)、
前年比▲1%以上(年度目標)

（7）
魅力あるキャンパス
環境の充実

・学生生活等支援ｽﾍﾟｰｽの充実：+500㎡
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第４章第４章 キャンパスアクションプランキャンパスアクションプラン

（２）屋外環境・交通動線計画

・ 将来を見据えたゾーン毎の緑地管理計画（衰弱木・枯死木・不要木の伐採、剪定・草刈の回数、維持管理費確保等）を作

成するとともに、学生や教職員のみならず、地域住民も集い交流できるアメニティの高い緑地を整備する。

・ 主動線、副動線については、病院再開発整備事業が平成27年度末でほぼ完了したこともあり、原則現状のままとする。

・ キャンパス内の歩車道分離を継続的に実施するとともに、駐車場に関しては、今後のニーズやフレームワークプランに合わせ

て候補地の検討を行い、必要台数を確保する。て候補地の検討を行い、必要台数を確保する。

緑地
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（３）インフラストラクチャー計画

＜電気設備＞

・ＭＲ検査棟の直流電源設備（昭和６３年設置）は、設置後２８年を経過し、変圧器の１台（昭和６３年設置）は、設置後２８年

を経過し、福利厚生施設の受変電設備（昭和５８年設置）は、設置後３３年を経過しており、いずれも老朽化が著しく、電力の

安定供給を確保するため更新等を計画している。

＜機械設備＞

・医学部保健学科校舎の高置水槽（昭和５３年設置）は、設置後３８年を経過し、老朽化が著しく、給水の安定供給を確保す

るため更新等を計画している。

・医学部保健学科校舎２の昇降機設備（昭和６０年設置）は、設置後３１年を経過し、ＭＲ検査棟の昇降機設備（昭和６３年

設置）は、設置後２８年を経過し、いずれも老朽化が著しく、安全・安心を確保するため更新等を計画している。

・病院本館西側系統の排水管（昭和５２年敷設）、国際医療センター系統の排水管（昭和５１年敷設）、保健学科系統の排

水管（昭和５３年敷設）は、配管敷設後３８年以上を経過し、老朽化が著しいことから更新等を計画している。

インフラストラクチャー整備

第４章 キャンパスアクションプラン

屋外排水設備改修

昇降機設備更新
受水槽等更新
屋外排水設備改修

屋外排水設備改修

昇降機設備更新
受変電設備更新

受水槽等更新

受変電設備更新

60



第４章第４章 キャンパスアクションプランキャンパスアクションプラン

５． 片淵キャンパスのアクションプラン

（１）施設整備計画

片淵キャンパスの主要施設については、耐震化を含め、ほぼ改修済みである。今後は、建設後25年以上経過した大規模

改修未実施建物（キャンパス全体面積の約28％ 5千㎡）について、保有面積の抑制（取壊し、転用、借用）も考慮した既存

施設の有効活用を図ると共に、インフラ長寿命化改修により多様なニーズに対応した施設機能の向上を図ることが主体となる。

区分 建 物 名 構造・階 建物面積 経年
施設整備によって強化される機能等

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

改修

① 図書館経済学部分館 Ｒ・2-1 1,758㎡ 44年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 経済学部講堂 Ｒ・1 949㎡ 35年 ○ ○ ○

小 計 2707㎡

■整備対象建物

小 計 2,707㎡

その他

① 瓊林会館 Ｂ・2 516㎡ 96年 ○

② レンガ倉庫 Ｂ・1 64㎡ 109年 ○

小 計 580㎡

合 計 3,287㎡
※施設整備によって強化される機能等 No(1)～(7)については、下記凡例、
およびP8「参考：国立大学法人等に求められる施設機能等」を参照。

■整備目標

・経年25年以上の改修率を5％あげる。

No 機能等 片淵キャンパスにおける具体的な整備目標

（1） 教育機能の発展
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの充実：+100㎡
・図書館機能の充実：+1,500㎡
・一斉授業対応ｽﾍﾟｰｽの確保：+400㎡

凡例：施設整備によって強化される機能等

①

①②

②

（2） 研究機能の発展 ・共同利用ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑの構築

（3） 産学官連携の強化 ・産学官連携・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ充実：+100㎡

（4） 地域貢献の推進
・生涯学習支援ｽﾍﾟｰｽの充実：+200㎡
・災害時防災拠点ｽﾍﾟｰｽの創出：+400㎡
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進

①②

（5） 国際化の推進

（6）
地球環境問題
への貢献

・環境負荷低減の推進：省ｴﾈ機器等の積極的導入
・温室効果ｶﾞｽ排出量削減：H25比▲8%(中期目標)、

前年比▲1%以上(年度目標)

（7）
魅力あるキャンパス
環境の充実

・学生生活等支援ｽﾍﾟｰｽの充実：+1,500㎡
・歴史的建物の保存活用：500㎡
・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進：屋外ｻｲﾝ設置
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第４章 キャンパスアクションプラン

（２）屋外環境・交通動線計画

・ 将来を見据えたゾーン毎の緑地管理計画（衰弱木・枯死木・不要木の伐採、剪定・草刈の回数、維持管理費確保等）を作

成するとともに、学生や教職員のみならず、地域住民も集い交流できるアメニティーの高い緑地を整備する。

・ キャンパスサイン計画（平成25年度作成）に基づき、屋外照明も考慮した、誰もがわかりやすい案内サインを設置する。

・ バリアフリー計画(平成29年度作成予定)に基づき、建物周辺のバリアフリー対策を推進する。

・ 主動線については、原則現状のままとする。なお、経済学部本館東側の道路拡幅については、今後の検討課題とする。

・ キャンパス内の歩車道分離を継続的に実施するとともに、駐車場に関しては、今後のニーズやフレームワークプランに合わ

せて候補地の検討を行い、必要台数を確保する。

緑地

屋外サイン

交通計画検討箇所

正門

東門

北門
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（３）インフラストラクチャー計画

＜電気設備＞

図書館経済学部分館の高圧受変電設備（昭和４６年設置）は、設置後４５年を経過し、経済学部講堂の高圧受変電設備（昭和

５６年設置）は、設置後３５年を経過しており、いずれも老朽化が著しく、電力の安定供給を確保するため更新等を計画している。

＜機械設備＞

片淵団地では２箇所の深井戸にて地下水を汲み上げ、生活用水として使用しているが、２箇所の内、１箇所（昭和４６年設置）の

深井戸ポンプが揚水管に固着し、取替えが不可能なため、新たにさく井を設置し、災害時における給水の安定供給を確保する計

画としている。

第４章 キャンパスアクションプラン

高圧受変電設備更新

インフラストラクチャー整備

さく井新設

高圧受変電設備改修
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第５章 維持管理計画

第５章 維持管理計画

１．維持管理計画の考え方

政府全体の取組みとして、施設・インフラに関する維持管理等の方向性を示す基本的な計画である「インフラ長寿命化計画」が

平成25年11月に策定された。さらに文部科学省は、平成27年３月に「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、

国立大学法人等に対し、平成28年度のできるだけ早い時期に行動計画を策定するとともに、同計画や点検・診断結果に基づき、

平成32年度までに個別施設計画を策定するよう要請を行った。

そのため、長崎大学においては「長崎大学インフラ長寿命化計画(行動計画)」及び「長崎大学インフラ長寿命化計画(個別施設

計画)」を策定し、本計画に基づき長崎大学が保有する施設を総合的かつ計画的に管理を行い、教育・研究環境の効率的・効果的

運営を行うこととする。

具体的には個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルを実施し施設の長寿命化を図る。

個別施設計画を核としたメンテナンスサイクル

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
行
動
計
画
）

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
行
動
計
画
）

点検・診断 情
報
基
盤
の
整
備
と
活
用

修繕・更新

１.対象施設

２.計画期間

３.対策の優先順位の考え方

４.個別施設の状態等

５.対策内容と実施時期

６.対策費用

個別施設計画（維持管理計画）

キャンパスマスタープラン
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２．個別施設計画（維持管理計画）

（１）対象施設

本学が保有しているキャンパス内の建物を対象とする。また、土木工作物(道路、擁壁等)や基幹設備(電気・通信設備、水

道・ガス設備、屋外配管・配線等)も対象とする。

（２）計画期間

第３期中期目標・中期計画期間に合わせて、平成33年度(2021年度)までを計画期間とする。

（３）対策の優先順位の考え方

老朽化状況、維持管理状況、施設利用状況、安全性・機能性を考慮して優先順位を明確にする。

（４）個別施設の状況

建物カルテ、保全台帳、点検パトロールの結果に基づき、各施設の状態を的確に把握する。

（５）対策内容と実施時期

各施設の状態等を踏まえ、改築及び改修費、修繕費を算出し、予算の平準化を図ったうえで、各施設の対策時期を明確に

する。

（６）対策費用

中長期計画に基づいて対策費用を算出した上で、多様な財源による整備も検討しつつ、原則として、大規模改修（改築、全

面改修）は、国の施設整備費補助金で実施し、日常的な維持管理費・修繕費は学内予算にて対応する。

第５章 維持管理計画

国立大学等及び私立大学における平成25年度の維持管理費の実績

施設のライフサイクルコスト

※15： 「平成17年版建築物のライフサイクルコスト」（平成17年9月，監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部，編集・発行：財団法人建築保全センター，発行：財団法人経済調査会）における中規模事務所
建築物（3,444㎡）を65年間使用した場合のライフサイクルコストモデルを参考に算出。

※16：出典：「国立大学等施設の総合的なマネジメントに関する検討会 大学経営に求められる施設戦略～施設マネジメントが教育研究基盤を強化する～」（平成27年3月）

※15、16

※16

イニシャルコスト（約３割）
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第６章 環境・サスティナビリティ計画

１．環境・サスティナビリティ計画の考え方

本学は、「長崎大学環境配慮の方針」を定め、その中で、環境保全に貢献する教育研究活動を推進すると共に、本学のすべて

の活動に伴う環境負荷の低減を目指す、と宣言していることから、既存資源を十分に維持・活用し、省資源・省エネルギー・環境

負荷低減、維持管理コスト低減等に資する施設整備や社会の先導モデルとなる施設整備を推進し、地球環境に配慮したキャン

パス形成を目指す。

第６章 環境・サスティナビリティ計画

• 環境科学部を擁する総合大学としての特徴を生かし環境教育を進め、環境配慮に貢献できる人材を育
成する。

•地域をはじめとした社会の持続的発展に貢献するため、環境に配慮した研究を推進する。

① 教育・研究

•環境保全等に関する知識・技術を発信し、社会との連携を推進するとともに、本学構成員が一体となって
環境保全に努める。

② 社会貢献

•環境関連法規、規制等を順守するとともに、エネルギー使用量の抑制、廃棄物の削減、資源のリサイクル
活動などを積極的に推進する。

③ 環境負荷の低減

•環境マネジメントシステムの継続的改善を図ると共に、環境配慮の活動状況を公表し、社会への説明責任
を徹底する。

④ 環境コミュニケーション

長崎大学環境配慮方針（平成28年7月制定）

66



２．地球温暖化対策に関する実施計画

2005 年（平成17 年）4 月に政府が「京都議定書目標達成計画」を定めたことから、長崎大学においても第1 期及び第2 期中期

目標期間における温室効果ガス（CO2）排出量の削減を図るため、「長崎大学地球温暖化対策に関する実施計画（Ⅰ）、（Ⅱ）」を策

定し、取組を実施してきたところであります。政府においては2015年（平成27年）7月に新たな地球温暖化対策に関する草案を定め、

温室効果ガス排出量を2030 年度（平成42 年度）において2013 年度（平成25 年度）比▲26.0%の水準まで削減することを決定し

ており、先の国連気候変動枠組み条約第21 回締約国会議（COP21）において、地球温暖化対策の新たな枠組「パリ協定」が採択さ

れたことから、長崎大学においても第3 期中期目標期間を含め政府の目標期間までに、温室効果ガス排出量を削減させるために

「長崎大学地球温暖化対策に関する実施計画（Ⅲ）」を策定した。

＜長崎大学地球温暖化対策に関する実施計画（Ⅲ）＞

１．温室効果ガスの排出量削減に向けた目標

（１）長期目標
エネルギーの使用に係る原単位（kℓ／㎡）において2030 年度（平成42 年度）までに2013 年度（平成25 年度）比16.0%を削

減する。

（２）中期目標
エネルギーの使用に係る原単位（kℓ／㎡）において第3 期中期目標期間の2021年度（平成33 年度）までに2013 年度（平成

25 年度）比8.0%を削減する。

（３）年度目標
第3 期中期目標期間の各年度におけるエネルギーの使用に係る原単位(kℓ／㎡)において前年度比1.0%以上を削減する。

２．対象となる範囲
対象範囲は長崎大学（附属学校を含む）の全てのキャンパスとする。

３．具体的方策
具体的方策として、次のような取組みを実施するとともに、自然環境との共生や再生可能エネルギーの導入も検討する。

・温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の選択

・温室効果ガスの排出の抑制等に資する建設資材等の選択

・温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入

・水の有効利用

・屋上、敷地等の緑化の推進

・温室効果ガスの排出の少ない施工の実施

第６章 環境・サスティナビリティ計画

67



３．環境マネジメントシステム

地球環境問題に対応し、持続可能なキャンパスとして発展していくためには環境への負荷を減らすことが必要である。

そのためには、大学構成員が規制に従うだけでなく、その活動全体にわたって、自主的かつ積極的に環境保全の取組を進めて

いくことが求められ、環境マネジメントは、そのための有効なツールである。

早くから環境に配慮した教育研究活動を行ってきた長崎大学では、以下の組織体制により、継続して環境マネジメントにより環境

保全の取組を進めていく。

環境マネジメント組織体制

環境マネジメントシステム

第６章 環境・サスティナビリティ計画

学長
最高責任者

委員長（副学長）
エネルギー管理統括者

全部局等
省エネルギー推進責任者

省エネルギー推進員

坂本１
坂本２

文教町２
片淵

文教町１、柳谷
多以良町

島原

エネルギー
管理企画推進者
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雨水タンク

※17： 安定的・継続的に教育研究活動を行っていくため、既存資源を十分に維持・活用し、省資源・省エネルギー、環境負荷の一層の低減に率先して取り組むとともに、それらを通じて社会に貢献するキャンパ
ス（国立大学等キャンパス計画指針（平成25年9月）より抜粋）

※17

４．サスティナブルキャンパス

本学のキャンパスの自然環境特性を把握し、キャンパスの通風、日照、水の利活用などの自然環境との共生や再生可能

エネルギーの導入に向けた取組を行う。

照明制御
ＬＥＤ照明

雨水利用

太陽熱利用

自然エネルギーの利用

トイレ洗浄

断熱・複層ガラス

日射調整
(ルーバー・庇)

通風・換気通風・換気

木材利用
（床・壁等木質化）

自然環境に配慮した取り組みイメージ

第６章 環境・サスティナビリティ計画

緑化
（緑のカーテン

屋上緑化）

自然採光

冷暖房費
の削減
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第７章 施設マネジメント

１．施設マネジメントの考え方

キャンパスマスタープランの実現に向けては、「教育研究等にもたらす効果の想定と事後の検証・評価」「情報を活用した経営判

断」「施設マネジメントの３つの視点(クオリティ、スペース、コスト)を踏まえた実施方策の検討」について、経営者層が推進体制を整え

たうえで、主体的に施設マネジメント実施することが重要である。

第７章 施設マネジメント

施設マネジメントの３つの視点

全学的にスペースを管理し、目的・用途に応じ

た施設の需給度合い、利用度等を踏まえて、適

切に配分するとともに、不足する場合には新増

築等施設の確保を行い、施設を有効に活用す

ること。

スペースマネジメント

施設利用者の要望に配慮しつつ、安全及び

教育研究棟の諸活動を支援する機能等を確

保し、施設の質の向上を図ること。

クオリティマネジメント

クオリティ及びスペースの確保・活用に要す

る費用を管理し、大学経営の視点から、費用

対効果の向上、資産価値の維持を図ること。

コストマネジメント
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２．施設マネジメントの推進体制等

キャンパスマスタープランに基づく事業推進のためには、学長のリーダーシップの下、教職員で構成する適切な検討体制を確立

すると共に施設マネジメントの一層の取組みを行うことが重要である。そのため、長崎大学においては、キャンパスマスタープランに

基づき、施設マネジメントに取り組み、個性と魅力あふれるキャンパスの計画的整備・施設の有効活用を進めるため、下記のような

体制を編成する。

なお、長崎大学の施設設備の整備・活用等に係る第３期中期目標・中期計画(平成28年度から平成33年度)は以下のとおりであ

り、目標達成のため、本体制の下、戦略的な施設マネジメントを推進する。

長崎大学施設マネジメント推進体制

<中期目標>
本学の教育研究環境の向上のため、計画的かつ効果的な施設設備の整備を実施するとともに、施設の

有効活用を進め、安心・安全かつ良好な施設環境を提供する。

<中期計画>
キャンパスマスタープランを充実させ、環境保全やバリアフリーに配慮した老朽化対策及び施設整備を実

施するとともに、国の財政状況を踏まえ、坂本地区における教育研究施設の整備を推進する。また、学長
のリーダーシップの下で、部局専有講義室の全学共用化、団地及び文・理系毎の共同利用スペース拠出
割合の再設定等、施設マネジメントを進めるとともに、プロジェクト、共同研究等に学内資源（スペース）を戦
略的に再配分し、施設資源を有効に活用する。

○長崎大学第３期中期目標・中期計画(抜粋)

第７章 施設マネジメント

役員会

環境・施設マネジメント委員会

委員長：環境・施設担当副学長
委 員：財務担当理事、学部長等２６名で構成

文教地区
検討部会

委員：学部長等７名で構成

坂本地区
検討部会

委員：研究科長等９名で構成

片淵地区
検討部会

委員：副学部長等４名で構成

多以良町地区
検討部会

委員：１名で構成

施設マネジメント専門部会

部会長：環境・施設担当副学長
委 員：副研究科長等１１名で構成

■審議事項

・施設の整備計画
・施設の維持管理
・施設の修繕計画
・施設の点検・評価
・施設の有効活用
・環境マネジメント推進
・エネルギーの使用の合理化他

■審議事項

・施設の維持管理
・施設の修繕計画
・施設の有効活用
・キャンパスマスタープラン
・その他施設マネジメント

■任務 ： 施設マネジメントの実施に関する各学部等の意見の集約及び調整
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施設マネジメントの３つの視点の具体的な推進方策は以下のとおり

②クオリティマネジメント

・高度化・多様化する教育研究に対応した機能性確保

・防災・事故防止等の安全性確保

・多様な利用者の要望に配慮しつつ利便性、快適性に配慮した魅力あるキャンパスづくり

・施設の長寿命化、省資源・省エネルギーに配慮した施設水準の向上

・質の高い教育研究環境確保と共に、生活・交流等に関する機能向上

・調和に配慮した外観デザインや屋外環境の適切な整備・保全

・修繕、点検保守等の適切な維持管理の実施

・地球環境に配慮した低炭素社会実現のための省エネルギ－に資する取組み

③コストマネジメント

・費用対効果やライフサイクルコストの効率化を踏まえた戦略的な財源確保・管理

・費用対効果を考慮した施設規模・グレード・維持等の検討

・国に財源を求めるものと自己財源により行うものを整理した上での財源確保策の検討

・維持管理費確保のための施設利用料徴収制度の導入

・多様な財源確保の検討（PPP、PFI、地方自治体の補助制度活用等）

・予防保全の観点から長期修繕計画策定

・保全費について、役務の一元化、複数年維持管理契約

・光熱水費の情報共有による学内構成員の理解と協力の向上

①スペースマネジメント

・既存スペースを適切に配分した施設の有効活用

・保有施設総量の最適化

・教育研究活動の変化に柔軟に対応できる可変性を有した施設整備

・利用効率の向上のため部局の枠を超えた活用を進め予約可能なシステム構築

・部局の枠を超えた共同利用スペース等の活用

・全学的又は複数部局の連携による運営や本部で管理するスペース確保

・地域や他大学との連携を含めた学外施設等の活用

施設マネジメントの３つの視点の推進方策

第７章 施設マネジメント
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１．キャンパスマスタープラン策定に関する委員会

（1）環境・施設マネジメント委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人長崎大学基本規則（平成16年規則第1号）第29条第2項の規定に基づき、長崎大学(以下「本学」

という。)における環境・施設マネジメントに関する重要な事項を審議するため、本学に設置する長崎大学環境・施設マネジメント委員

会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 環境マネジメントシステムの推進に関する事項

(2) 環境に関する教育・訓練に関する事項

(3) 環境コミュニケーションに関する事項

(4) 環境報告書に関する事項

(5) エネルギーの使用の合理化に関する事項

(6) 施設の整備計画に関する事項

(7) 施設の維持管理・修繕計画に関する事項

(8) 施設の点検・評価に関する事項

(9) 施設の有効活用に関する事項

(10) 施設の共用スペース確保に関する事項

(11) その他環境・施設マネジメントに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長

(2) 産学官連携戦略本部長、学部長(工学部長を除く。)、工学研究科長、水産・環境科学総合研究科長、医歯薬学総合研究科

長、国際健康開発研究科長熱帯医学・グローバルヘルス研究科長、熱帯医学研究所長、原爆後障害医療研究所長、病院長及

び附属図書館長

(3) 附属学校運営協議会から選出された者 1人

(4) 保健・医療推進センター及び学内共同教育研究施設の代表者 1人

(5) 総務部長、研究国際部長、財務部長、学生支援部長、施設部長及び学術情報部長

(6) その他学長が必要と認めた者

2 委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。

(関係職員の出席)

第8条 委員長は、必要に応じ、委員会に関係職員を出席させることができる。

(専門部会)

第9条 委員会に、必要に応じ、特定の事項について専門的に調査・検討させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の任務、組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定めることができる。

第８章 参考資料
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（２）施設マネジメント専門部会要項

（趣旨）

第１ この要項は、長崎大学環境・施設マネジメント委員会規則（平成１８年規則第４２号）第９条の規定に基づき、長崎大学環境・施設

マネジメント委員会（以下「委員会」という。）に置く施設マネジメント専門部会（以下「専門部会」という。）の任務、組織、運営等に関し

必要な事項を定めるものとする。

（任務）

第２ 専門部会は、次に掲げる事項について調査・検討する。

(1) 施設の維持管理・修繕計画に関する事項

(2) 施設の有効活用に関する事項

(3) キャンパスマスタープランに関する事項

(4) その他施設マネジメントに関し必要な事項

（組織）

第３ 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、附属学校、九州地区国立大学島原共同研修センターは除く。

(1) 副学長（環境・施設担当）

(2) 文教地区検討部会からの選出者 ３人

(3) 坂本地区検討部会からの選出者 ４人

(4) 片淵地区検討部会からの選出者 １人

(5) 多以良町地区検討部会からの選出者 １人

(6) 施設部長

（部会長及び副部会長）

第４ 専門部会に部会長を置き、第３第１号の委員をもって充てる。

２ 部会長は、会議を招集し、その議長となる。

３ 専門部会に副部会長を置き、部会長が指名する第３第２号及び第３号の委員各１人をもって充てる。

４ 副部会長は、部会長を助け、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

（会議）

第５ 専門部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

（意見の聴取）

第６ 部会長が必要と認めたときは、専門部会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。

（関係職員の出席）

第７ 部会長は、必要に応じ、専門部会に関係職員を出席させることができる。

（委員会への報告）

第８ 部会長は、専門部会における調査・検討の状況及びその結果について、委員会に報告するものとする。

（検討部会）

第９ 専門部会に、次の検討部会を置く。ただし、各地区において施設マネジメントに関する委員会等を設置している場合は、当該委員

会等をもって当該検討部会とする。

(1) 文教地区検討部会

(2) 坂本地区検討部会

(3) 片淵地区検討部会

(4) 多以良町地区検討部会

（検討部会の任務）

第１０ 検討部会は、専門部会の方針を踏まえ、施設マネジメントの実施に関し、各学部等の意見の集約及び調整を図る。

（検討部会の組織）

第１１ 検討部会は、当該地区を構成する学部等の代表者で組織する。

（専門部会への報告）

第１２ 検討部会の代表者は、検討部会において集約した各学部等の意見について、専門部会に報告するものとする。ただし、１つの地

区に限定される事案については、当該検討部会の検討結果をもって、専門部会の検討結果とし、委員会へ報告するものとする。

（事務）

第１３ 専門部会の事務は、施設部施設企画課において処理し、検討部会の事務は、各学部等の担当事務で協力して処理する。

第８章 参考資料
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役 職 名 氏 名
施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

専門部会
施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

検討部会 備 考

ＷＧ長 副学長（施設担当） 山下 敬彦 ○

委 員 多文化社会学部教授 首藤 明和 ○ ○

文教地区

工学部教授 森口 勇 ○ ○

医歯薬学総合研究科（薬学系）教授 尾野村 治 ○ ○

教育学部教授 呉屋 博 ○

環境科学部教授 田井村 明博 ○

水産学部教授 亀田 和彦 ○

水産・環境科学総合研究科教授 宮西 隆幸 ○

医学部教授 北岡 隆 ○ ○

坂本地区

歯学部教授 角 忠輝 ○ ○

熱帯医学研究所教授 金子 修 ○ ○

病院教授 永安 武 ○ ○

医歯薬学総合研究科（薬学系）教授 甲斐 雅亮 ○

原爆後障害医療研究所教授 宮崎 泰司 ○

国際健康開発研究科教授 門司 和彦 ○

医学部保健学科教授 澤井 照光 ○

先導生命科学研究支援センター教授 大沢 一貴 ○

経済学部教授 須齋 正幸 ○ ○

片淵地区
経済学部教授 薛 軍 ○

経済学部准教授 工藤 健 ○

経済学部准教授 中西 善信 ○

環東シナ海環境資源研究センター
NISHIHARA
Gregory Naoki

○ ○ 多以良地区

施設部長 堤 達行 ○ 事務局

計 11名 21名

２ ．キャンパスマスタープラン策定に関する検討ワーキンググループ委員
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（平成22年3月 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室）

■知の拠点－我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について
～新たな価値を生み出すキャンパス環境の創造・発展～
（平成23年8月 今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議）

■国立大学法人施設の維持管理に関するベンチマーク指標
（平成24年3月 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官（技術担当））

■キャンパスの創造的再生 ～社会に開かれた個性輝く大学キャンパスを目指して～
（平成25年3月 国立大学等のキャンパス整備の在り方に関する検討会）

■戦略的なキャンパスマスタープランづくりの手引き ー体制とプロセス編ー
（平成25年5月 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室）

■国立大学等キャンパス計画指針
（平成25年9月 文部科学省大臣官房文教施設企画部）

■「検討の方向性・課題の整理に関する中間まとめ」
（平成26年7月 今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議）

■文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）
（平成27年3月 文部科学省）

■大学経営に求められる施設戦略 ～施設マネジメントが教育研究基盤を強化する～
（平成27年3月 国立大学等施設の総合的なマネジメントに関する検討会）

■第4次国立大学法人等施設整備5か年計画（平成28～32年度）
（平成28年3月29日 文部科学省大臣官房文教施設部計画課整備計画室）
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