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●朝倉キャンパス
●物部キャンパス ●その他のキャンパス

●岡豊キャンパス
●小津キャンパス
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　本学は、教育基本法の精神に則り、国民的合意の下に、地域社会及び国際社会に貢献しうる人材育成と学問研究の充実・発展を推進します。

医学研究科 医学系研究科（大学院）医学部 人文社会科学研究科愛媛大学大学院連合農学研究科教育学研究科平成8.4理学研究科農学研究科農学部 理学部人文学部文理学部
（大学院）明治8.10 明治9.10 明治31.4明治10.1 明治19.9

昭和10.4 昭和19.4 昭和51.10(開学)大正15.4
大正11.8 昭和18.4 昭和24.5(新制)

昭和51.1 平成14.4昭和59.4平成60.4平成11.4 平成15.10（統合）
昭和43.4昭和60.4
昭和52.5昭和24.5昭和24.5昭和24.5 昭和52.5教育学部

平成16.4.1廃止
明治7.2

正門前のおうちの木（せんだん） 大正12.3
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沿革・理念

平平平平成成成成１１１１５５５５年年年年度度度度ままままでででで

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ１１１１．．．．沿沿沿沿革革革革 ２２２２．．．．理理理理念念念念

陶陶陶陶治治治治学学学学舎舎舎舎 陶陶陶陶治治治治学学学学校校校校 高高高高知知知知県県県県師師師師範範範範学学学学校校校校
高高高高知知知知県県県県立立立立青青青青年年年年学学学学校校校校教教教教員員員員養養養養成成成成所所所所 高高高高知知知知青青青青年年年年師師師師範範範範学学学学校校校校
高高高高知知知知高高高高等等等等学学学学校校校校高高高高知知知知県県県県高高高高知知知知師師師師範範範範学学学学校校校校 高高高高知知知知県県県県尋尋尋尋常常常常師師師師範範範範学学学学校校校校 高高高高知知知知県県県県師師師師範範範範学学学学校校校校 高高高高知知知知県県県県女女女女子子子子師師師師範範範範学学学学校校校校 高高高高知知知知師師師師範範範範学学学学校校校校

高高高高知知知知大大大大学学学学高高高高知知知知医医医医科科科科大大大大学学学学
高高高高知知知知大大大大学学学学沿沿沿沿革革革革概概概概略略略略図図図図

・１９２２年（大正１１年）：旧制高知高等学校設立・１９４３年（昭和１８年）：高知師範学校設立・１９４４年（昭和１９年）：高知青年師範学校設立・１９４９年（昭和２４年）：旧制高知高等学校・高知師範学校・高知青年　　　　　　　　　　　　　　師範学校を母体として新制高知大学が発足。　　　　　　　　　　　　　　（文理学部・教育学部・農学部を設置）・１９７６年（昭和５１年）：高知医科大学設立　　　　　　　　　　　　　　（事務局は１９７８年まで高知大学内に置かれる）・１９７７年（昭和５２年）：文理学部を人文学部・理学部に改組・２００３年（平成１５年）：高知大学と高知医科大学が統合・２００４年（平成１６年）：法改正により国立大学法人へ移行

高高高高知知知知県県県県立立立立農農農農業業業業補補補補習習習習学学学学校校校校教教教教員員員員養養養養成成成成所所所所



　高知大学は，人と環境が調和のとれた共生関係を保ちながら持続可能な社会の構築を志向する「環境・人類共生」（以下「環・人共生」）の精神に立脚し，地域を基盤とした総合大学として教育研究活動を展開する。教育では，普遍的で幅広い教養を持った専門職業人を養成する。　研究では，南国土佐を中心とした東南アジアから日本にかけての黒潮の影響を受ける地域，すなわち黒潮流域圏の特性を活かした多様な学術研究を推進する。もって地域社会の課題解決を図り，その成果を国際社会に発信する。そのため以下の基本目標を掲げる。
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基本目標・キャッチフレーズ

１．教育　高知大学は，幅広い教養と高度で実践的な専門能力を身に付け，地域社会や国際社会の健全な発展に貢献できる人材を育成する。とりわけ，地域が直面する諸課題を自ら探求し，学際的な視点で考えるとともに，「環・人共生」の精神に立ってその解決策を提案できる人材の輩出を今期中期目標期間の重点的教育目標とする。　このために，学士課程教育では人文科学・社会科学・自然科学・生命科学にわたる普遍的で幅広い教養と各分野の専門基礎力及び社会で活躍するために不可欠な人間性・社会性・国際性を涵養する。また，大学院教育においては，自らの専門分野において，国際的に通用する知識・技術・表現力を持った人材を育成する。

３．地域連携・国際化　高知大学が有する人的資源（教職員・学生），知識，情報，研究成果などの知的資源を駆使することで，高知県を中心とした地域社会への貢献を深化・発展させ，地域に欠くことのできない大学として存立基盤を強化する。　これまでに培ってきた教育研究上の成果をアジア・太平洋地域の諸国，特に，開発途上国へ還元することにより，国際社会への積極的な貢献を図る。また，地域に根ざした特色ある国際交流の推進を通して，高知大学の国際化のみならず，活力ある地域社会の発展にも寄与する。

２．研究　高知大学は，高知県を中心とした南四国や近縁の黒潮流域圏の地域特性に根ざした先導的，独創的，国際的な研究を推進し，そこで培われた知見やノウハウや人材を国内外の諸地域にも敷衍させることにより，地域社会，近隣社会と国際社会に貢献する。具体的には，自然及び環境保全と，住民の安全・健康とクオリティ・オブ・ライフ（生活の質）の向上を目指した研究を推進し，人と環境との調和のとれた発展に貢献する。研究のキーワードは，「海」，「環境」，「生命」とする。　研究体制としては，個々人の自由な発想に基づく個人研究をベースとしつつ，1）研究拠点で行う研究拠点プロジェクト，2）自然科学系・人文社会科学系・医療学系・総合科学系の各学系が行う学系プロジェクト，3)海洋コア総合研究センターや総合研究センター等で行う組織的研究において，研究者間交流を活性化して研究水準の高度化を図る。
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を身に付けさせます。教養教育、専門教育や正課外教育あるいはインターンシップを通じて人間性、社会性に富み、活力のある人材の育成を目指します。
２１世紀の知識創造社会で活躍できる人材を輩出します。５つの能力（表現力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力、　　　　　　異文化理解能力、情報活用能力）
人間関係を作る力など社会性の不足や権利と責任のバランスの喪失、規範意識の希薄化、あるいは他人への思いやりの不足が叫ばれている中、自らの能力向上に向け、たゆまぬ努力を惜しまない人材を育成します。
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● 法人化以降の施設整備

②施設整備の考え方
①中長期的な施設整備計画高知大学施設等の整備方針

高知大学施設等の整備状況
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施施施施設設設設のののの拡拡拡拡充充充充大大大大学学学学院院院院改改改改組組組組をををを契契契契機機機機ととととししししてててて教教教教育育育育研研研研究究究究のののの充充充充実実実実

学生数・キャンパス基本計画 高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ魅魅魅魅力力力力ああああるるるるキキキキャャャャンンンンパパパパスススス構構構構築築築築ののののたたたためめめめのののの基基基基本本本本計計計計画画画画 施施施施設設設設ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトのののの一一一一層層層層のののの推推推推進進進進

教教教教育育育育研研研研究究究究基基基基盤盤盤盤施施施施設設設設のののの再再再再生生生生老老老老朽朽朽朽再再再再生生生生整整整整備備備備○○○○共共共共通通通通ススススペペペペーーーーススススのののの確確確確保保保保○○○○若若若若手手手手研研研研究究究究者者者者・・・・女女女女性性性性研研研研究究究究者者者者　　　　ななななどどどどのののの研研研研究究究究環環環環境境境境のののの確確確確保保保保○○○○身身身身体体体体障障障障害害害害者者者者へへへへのののの配配配配慮慮慮慮人人人人材材材材養養養養成成成成機機機機能能能能をををを重重重重視視視視ししししたたたた整整整整備備備備地地地地域域域域防防防防災災災災拠拠拠拠点点点点ととととししししててててのののの整整整整備備備備 大大大大学学学学院院院院ススススペペペペーーーースススス 事事事事後後後後評評評評価価価価委委委委員員員員会会会会・・・・ＷＷＷＷＧＧＧＧ・・・・会会会会議議議議施施施施設設設設整整整整備備備備のののの実実実実現現現現ココココスススストトトト縮縮縮縮減減減減○○○○メメメメリリリリハハハハリリリリののののああああるるるる整整整整備備備備計計計計画画画画ののののああああるるるるココココスススストトトト減減減減○○○○仕仕仕仕様様様様・・・・単単単単価価価価のののの見見見見直直直直ししししにににによよよよるるるるココココスススストトトト減減減減○○○○エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトにににによよよよるるるる長長長長期期期期的的的的なななな　　　　ココココスススストトトト減減減減

全全全全学学学学財財財財務務務務委委委委員員員員会会会会（（（（全全全全６６６６回回回回））））施施施施設設設設整整整整備備備備・・・・施施施施設設設設利利利利用用用用計計計計画画画画等等等等ＷＷＷＷＧＧＧＧ（（（（全全全全５５５５回回回回））））施施施施設設設設ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト検検検検討討討討会会会会（（（（全全全全９９９９回回回回））））施施施施設設設設保保保保全全全全検検検検討討討討会会会会（（（（全全全全６６６６回回回回））））環環環環境境境境保保保保全全全全委委委委員員員員会会会会（（（（全全全全２２２２回回回回））））経経経経費費費費節節節節減減減減ＷＷＷＷＧＧＧＧ（（（（全全全全１１１１回回回回））））【【【【全全全全学学学学的的的的なななな体体体体制制制制にににによよよよりりりり検検検検討討討討】】】】【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度設設設設置置置置】】】】施施施施設設設設ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト専専専専門門門門委委委委員員員員会会会会
○○○○省省省省エエエエネネネネにににに関関関関すすすするるるる基基基基本本本本方方方方針針針針、、、、目目目目標標標標のののの策策策策定定定定○○○○学学学学内内内内にににに周周周周知知知知○○○○省省省省エエエエネネネネ機機機機器器器器のののの導導導導入入入入○○○○空空空空調調調調方方方方式式式式をををを電電電電気気気気式式式式かかかかららららガガガガスススス方方方方式式式式にににに変変変変更更更更○○○○施施施施設設設設のののの劣劣劣劣化化化化状状状状況況況況のののの把把把把握握握握とととと予予予予防防防防修修修修繕繕繕繕○○○○実実実実験験験験実実実実習習習習のののの安安安安全全全全点点点点検検検検、、、、施施施施設設設設のののの充充充充実実実実○○○○防防防防菌菌菌菌対対対対策策策策○○○○附附附附属属属属学学学学校校校校園園園園のののの安安安安全全全全性性性性のののの確確確確保保保保

ククククオオオオリリリリテテテティィィィ　　　　ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト ススススペペペペーーーースススス　　　　ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトセセセセーーーーフフフフテテテティィィィ　　　　ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー　　　　ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト○○○○既既既既存存存存ススススペペペペーーーーススススのののの有有有有効効効効活活活活用用用用○○○○学学学学部部部部のののの枠枠枠枠をををを越越越越ええええたたたた施施施施設設設設運運運運用用用用○○○○共共共共同同同同利利利利用用用用ススススペペペペーーーーススススのののの確確確確保保保保○○○○効効効効率率率率的的的的なななな教教教教育育育育研研研研究究究究をををを行行行行ううううたたたためめめめのののの　　　　施施施施設設設設のののの整整整整備備備備・・・・充充充充実実実実○○○○自自自自学学学学自自自自習習習習ススススペペペペーーーースススス等等等等のののの整整整整備備備備
トトトトッッッッププププママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトにににによよよよりりりり全全全全学学学学的的的的なななな観観観観点点点点かかかからららら計計計計画画画画的的的的にににに実実実実施施施施施施施施設設設設ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトのののの一一一一層層層層のののの推推推推進進進進

シシシシスススステテテテムムムム改改改改革革革革のののの推推推推進進進進○○○○施施施施設設設設整整整整備備備備事事事事業業業業のののの目目目目的的的的とととと効効効効果果果果及及及及びびびび教教教教育育育育研研研研究究究究のののの　　　　活活活活性性性性化化化化状状状状況況況況ににににつつつついいいいてててて、、、、評評評評価価価価をををを行行行行うううう。。。。○○○○評評評評価価価価結結結結果果果果をををを今今今今後後後後のののの施施施施設設設設整整整整備備備備にににに反反反反映映映映すすすするるるる。。。。
狭狭狭狭隘隘隘隘解解解解消消消消整整整整備備備備耐耐耐耐震震震震化化化化機機機機能能能能のののの再再再再生生生生

・国立大学法人等は、国の施設整備方針を踏まえた施設整備費補助金によ　る整備に加えて、自らの経営判断による施設やキャンパスの個性化を図　るなど、自主的、自立的に多様な財源を活用した施設整備を実施してき　た。また、学長等のトップマネジメントのもと、施設マネジメントなど　経営的視点に立ったシステム改革も実施してきた。　　このように、国と国立大学法人等は、適切な役割分担の下に、一体と　なって施設整備・活用を進めていく上で、適切な役割分担を図りつつ、　これまで以上に効果的かつ戦略的な対応が求められている。
・第二期中期計画・中期目標を踏まえて、主要４団地（朝倉団地、物部団　地、小津団地、岡豊団地）及びその他の団地について、平成２２年度に　策定、承認された施設マスタープラン（きらりと光る夢のあるキャンパ　スの創造）に基づき着実に魅力あるキャンパスの構築をめざしていく。・「第２次国立大学等施設緊急整備５カ年計画」及び、第２次５カ年計画　に次ぐ新たな施設整備計画の柱を踏まえて、教育研究環境の高度化・多　様化及び、地球環境に配慮した教育研究環境の実現と、耐震化をはじめ　安心・安全な教育研究環境の実現等を主として、併せて機能の改善を行　いつつ資産の有効活用を図ることを基本する。・全学の共有財産である施設について、一層の施設マネジメントを推進す　ることで更に効率的な利用を図りつつ、全学共有スペースを供出する。・第二期中期目標・中期計画ではエネルギーの有効活用を図った地球温暖　化防止、環境負荷低減など環境に配慮した施設整備とし、省エネ、環境　配慮型整備の促進を図る。



年　度病棟新営中央診療棟改修基幹・環境整備
H25 H26 H28H27H23 H24 H29 H30病棟（東・西）改修■医学部附属病院 再開発計画

老朽化の状況 （　１．０％）０ １，０３８００２３０ ５
２０ ０ ３

０９８１，４３４ ５，０７７３，１２９６６５１２，２２８６，９０１

９７４１，１５４７１６
３，５６３５，４１１計 （１００．０％）３１，２７２４０，４２１

１５～１９年２０～２４年２５～２９年３０～３４年３５～３９年４０～４４年４５～４９年５０年以上
１０～１４年　５～　９年　５年未満

注）経過年数基準年からの 朝倉団地（２７．４％） 物部団地（１５．４％） 小津団地（８．０％） 岡豊団地（３７．３％） その他（１１．９％） 計（１００．０％）１，６５９１，７５８１１，２１６
６，１１２８，２７７１，６１６２３，７８６７１，６１５
５，８３３７，６６９２，２５５

５２０３，５８５４，９５６８９３２，４４７
３，７６３４，３３０８９６

２１，０２８
６４，２３７１６，０２４３，９５４４，２５５６，６６２２，１７０４１８９７，７２０

３，１８７３，８３９１８，４８１２，７６７１，９４６６０

２，６５６４，４７０１８，７０４１８，３９１９９，８９４２５，０７１８，２５０１２，８１９１５，７０２１９，５８３３６，５１６２６２，０５６

（　１．７％）（　７．１％）（　７．０％）（３８．１％）（　９．６％）（　３．２％）（　４．９％）（　６．０％）（　７．５％）（１３．９％）

（㎡）

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの耐耐耐耐震震震震化化化化状状状状況況況況

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

今後の課題

注）基準年とは建設年、又は大型改修をした場合は改修年を基準年とする。

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ今今今今後後後後のののの課課課課題題題題

4444

診断の結果、耐震性が有るもの及び改修済みのもの５７年以降建物面積 耐震基準を満たす建物62,400㎡(A) 152,600㎡(B) (A＋B)215,000㎡85.0%うち耐震診断済み基準を満たす 耐震診断実施率(D/C)100.0%５６年以前建物面積（非対象建物を除く）
診断の結果、耐震性が劣るとされたもので未改修のもの耐震診断未実施の建物０㎡(E) 耐震基準に満たない建物

190,600㎡(C) 190,600㎡(D)基準に満たない
38,000㎡(F) 38,000㎡15.0%

（平成２３年５月１日現在）
（平成２３年５月１日現在）

対象施設保有面積　２５３，０００㎡施設全保有面積　　２６２，０００㎡ 施設全保有面積から、S56年以前の小規模建物を除いた面積　本学が保有する施設は、全体では２６２，０００㎡あり、うち昭和５６年以前の対象建物は１９０，６００㎡となっている。（２１年度実態調査）　文部科学省が推進する「国立大学等施設緊急整備５カ年計画」により、本学では第１次整備計画期間中に新営１０，１５０㎡と、改修１８，７８０㎡を整備し、第２次整備計画期間中は現在までに新営４，３８０㎡、改修４８，５００㎡を実施している。　しかしながら、未だ多くの耐震基準に満たない建物や老朽施設を抱えており、これらの喫緊な再生整備の推進が必要となる。　また平成２３年度より、地域に密着した高度先端医療の推進となる医学部附属病院再開発を着実に推進していくことが最大の課題となっている。



至宇佐

･動物実験施設･一般教養･看護師宿舎･ＰＥＴｾﾝﾀｰ･附属小学校･職員宿舎夏期主風向Ｎ冬季主風向

Ｎ冬季主風向 夏期主風向Ｎ冬季主風向 土佐くろしお鉄道立田
黒潮ライン

薊野
土讃線 高知商業前 旭 円行寺口入明

土佐長岡布師田土佐一宮 土讃線土佐大津 後免国道３２号
国道５５号

春　野　町高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

００４００５００６００７００８０１００１１０１２
０１８０１９０２２０２５０２６０２７０２８０３００３１０３２０３３０３４０３９ ･大学図書館 
０１３０１４

･理学部附属地震観測所 蒲原 南国市岡豊町蒲原587-75高知市高須2丁目19香南市吉川村吉原1664-1高須吉川
桜馬場西町孕東町 高知市桜馬場7-5高知市西町40高知市孕東町57団地番号記号

入野大豊西石原 土佐郡土佐町西石原上穴内宇佐東宇佐 高知市曙町1丁目16-1道添田島 高知市朝倉丙252高知市小津町10
12345678101112 39343332

31302728262522
19181413南国市物部乙200物部小津

朝倉 学　部　等　名 馬路 安芸郡馬路村字金林寺所　　在　　地団地名所　　在　　地団地名団地番号記号

夏期主風向
大学課外活動施設職員宿舎職員宿舎・看護師宿舎職員宿舎
･職員宿舎･職員宿舎･理学部附属湾検汐所･理学部附属地震観測所学　部　等　名

･農学部附属附属暖地ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ(演習林)実習研究施設･理学部附属地震観測所･理学部附属地震観測所香美市土佐山田町曽我部川長岡郡大豊町粟生山316番イ　　　　　　　字栗石26-2香美市土佐山田町上穴内土佐市宇佐町宇佐東町浜土佐市宇佐町井の尻194-11　　　　　　　　　3159-5
・人文学部・教育学部・理学部・共通教育・福利厚生施設・事務局・附属図書館・附属特別支援学校・理学部附属高知地震観測所・理学部附属水熱化学実験所･附属暖地ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ・国際･地域連携センター・保健管理センター･農学部･附属図書館(物部分室)･国際交流会館･学生寄宿舎･海洋ｺｱ総合研究ｾﾝﾀｰ･附属中学校･附属幼稚園･遺伝子実験施設･福利厚生施設･総合研究センター･野外活動施設･学生寄宿舎･学生寄宿舎 南国市岡豊町中島1169-1中島 　　　　　　　　1567-2南国市岡豊町小蓮土居 愛媛県四国中央市土居町　　　大字北野字北山242-1室戸窪川神田 高知市神田字西高座高岡郡四万十町宮内字黒原室戸市室戸岬町字東大谷勝負の川中通 高知市朝倉甲481-1高知市朝倉東町46-33岡豊 ･職員宿舎

･医学部附属病院本院･医学部(医学科､看護学科)･ＲＩ実験施設･実習機器施設･国際交流会館･医学情報ｾﾝﾀｰ　･ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ
･学生寄宿舎･理学部附属地震観測所･理学部附属地震観測所･理学部附属地震観測所･教育学部附属特別支援学校(実習田)００２００１ 高知市曙町二丁目5-1

００３
キャンパス案内図

土佐市宇佐町図

高知県内位置図愛媛県 Ｒ １９４
2728

26 1 4 5
宿毛市土佐清水市

至 松山 高知自動車道至 高松
須崎市須崎東IC 至 徳島R32R33R56四万十市

2310土佐市 4 137 2土佐IC 3 18 19 11 1281422 25 30 高知県 Ｒ １９５R55南国市伊野IC 高知市高知IC 土讃線6

76 至高知市土佐市宇佐町至須崎市 宇佐港 ●高知市総合運動場●筆山公園
県道３７号●春野総合運動公園

高知城 東部総合運動場五台山

ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高高高高知知知知大大大大学学学学案案案案内内内内図図図図

5555
鏡川R56

JR高知駅
30221 高知龍馬空港播磨屋橋高知自動車道 高知自動車道

池高知新港浦戸湾高知港
鏡川

至須崎市
朝倉駅伊野IC至松山 R55 ◎高知県庁○高知市役所

14
4 5 25 19 18 3

高知IC
小津団地

朝倉団地
3234

33 31
2

至高松R32
国分川 国道３２号 至室戸市物部団地

岡豊団地

39 31 32 33

太平洋浦ノ内湾

足摺岬 国　道　等Ｊ Ｒ 線・第三セクタ線凡　例 私　　　鉄 室戸岬
安芸市太平洋



ＮＮＮＮ 教育実践センター 自動車車庫 ボイラー室

課外活動施設 福利厚生施設

正門

東門

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 6666【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

朝倉キャンパス配置図

朝倉キャンパス配置図0 10 20 3040 50 100 200m

（全敷地の約８％）■土地面積　１５９，５１８㎡■建築面積　　２６，６５４㎡■延べ面積　　７１，６１５㎡人文学部　　　５，５３４㎡教育学部　　１０，９７９㎡理学部　　　１４，７００㎡共通教育　　　７，４７３㎡その他　　　３２，９２９㎡■学生数　　　　３，３８２人■職員数　　　　　　４９２人

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ
実験研究室及び講義棟 実験研究棟 総合研究棟

附属図書館共通教育１号館理学部情報科学棟理学部２号館
共通教育２号館

大学本部管理棟 非常勤講師宿泊施設実験研究棟音楽教室
体育館武道場附属特別支援学校校舎 留学生センター実験系総合研究棟理学部１号館

附属水熱化学実験所体育館連携センター国際・地域
学生会館共通教育３号館

理学部附属地震観測所

●●●●朝朝朝朝倉倉倉倉キキキキャャャャンンンンパパパパスススス

人文学部棟



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 7777【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

朝倉キャンパス航空写真

高知市立朝倉小学校

鏡川ＮＮＮＮ ＥＥＥＥＷＷＷＷ ＳＳＳＳ
高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

朝倉駅
理学部 本部管理棟 人文学部共通教育

総合研究棟教育学部
特別支援学校

附属水熱化学実験所地震観測所

ＪＲ土讃線朝倉キャンパス 航空写真

県道３８号線
附属図書館



Ctu･SD=1.57
Ctu･SD=0.65Ctu･SD=1.46

Ctu･SD=1.56q=1.25

Ctu･SD=1.42 Is=0.74(2次)Ctu･SD=0.46Is=0.72(2次)Stu･SD=0.46
Ctu･SD=0.72

ＮＮＮＮ

凡例区分 区分記号 記号内　容 内　容昭和５７年以降 新耐震基準の建物現行の耐震基準に適合 昭和５６年以前
法対象建物法対象外建物

未診断建物耐震改修済み建物
耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐震改修済み建物耐震診断済み建物（耐震未改修）未診断建物診断・耐震改修をする予定がない小規模建物等耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐震診断済み建物（耐震未改修）Ctu･SD=0.57

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 8888【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

朝倉キャンパス耐震化推進状況図 Is=1.04(2次)､Ctu･SD=1.56
Is=0.49(屋運)､q=1.18

Is=0.72(2次)､Ctu･SD=0.67

Is=1.07(3次)､q=2.65Ctu･SD=0.52 Is=0.8(2次)
Is=0.52(2次)､Ctu･SD=0.46Is=2.3(2次)

q=1.88

Is=0.69(2次)

Is=1.42(2次)
Is=0.46(2次)

Is=1.25(2次)　

Is=0.66(2次)､q=2.23Is=0.7(2次)､Ctu･SD=0.45Is=0.68(2次)､Ctu･SD=0.41Is=0.65(2次)､Ctu･SD=0.39

Is=0.72(2次)､q=1.4 Is=0.68(2次)　q=1.13

Is=0.7(2次)

Is=0.76(2次)､Ctu･SD=0.55 Is=1.5(2次)､Ctu･SD=1.5Is=0.68(2次)､Ctu･SD=0.36Is=0.83(2次)Ctu･SD=0.65
Is=0.9(2次)

Is=0.71(2次)Ctu･SD=0.47 Ctu･SD=0.78Is=0.76(2次)Is=1.32(2次)Ctu･SD=1.34
Is=0.73(2次)Is=0.52(2次)

12ｍ

民　家 テニスコート

４００ｍトラック
民　家

運　動　場
民　家

民　家
プール

高知市立朝倉小学校

プール 朝倉電停大学本部管理棟 保健管理センター附属図書館
人文学部棟

理学部２号館理学部情報科学棟

附属水熱化学実験所体育館屋外便所

非常勤講師宿泊施設総合研究棟実験研究棟P-3実験研究棟P-2実験研究室及び講義棟音楽教室武道場体育館
附属特別支援学校屋内運動場附属特別支援学校校舎附属特別支援学校校舎

理学部附属地震観測所
共通教育３号館 共通教育２号館共通教育１号館

学生会館

16ｍ
民　家 実験系総合研究棟・理学部１号館 Is=0.98(3次)Is=1.18(3次)q=3.05q=1.40(106) 

国際・地域連携センター

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

耐震化推進状況図耐震化率８４．９％平成２２年度末現在



ＮＮＮＮ

暖地フィールドサイエンス教育研究センター施設 正門

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】
物部キャンパス配置図

物部キャンパス配置図

10 40 100200 200m30 50

学生寮など　１６，１０７㎡海洋コア総合研究センター農学部　　　１７，８９１㎡■延べ面積　　４０，４２１㎡ （全敷地の約１７％）
■学生数　　　　　　８０９人■教職員数　　　　　　７０人

9999

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ
国際交流会館附属図書館及び講義室福利厚生施設農学部４号館実験研究室海洋コア総合研究センター

利水工学実験室

畜舎
県道高知空港線家畜飼育施設 放牧場水田大農器具庫管理棟作業棟

実験動物飼育舎 日章寮体育館農学部１号館農学部２号館農学部３号館
遺伝子実験施設

材料試験室農業機械実験室黒潮圏海洋科学研究科棟
６，４２３㎡

●●●●物物物物部部部部キキキキャャャャンンンンパパパパスススス

■土地面積　３６５，６８６㎡■建築面積　　２４，２８５㎡



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 11110000【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

物部キャンパス航空写真Ｗ ＥＳＮ
高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

高知空港

物部川国際交流会館
水田
２号館

海洋コア総合研究センター
暖地フィールドサイエンス教育研究センター施設遺伝子実験施設 ３号館農学部４号館農学部１号館

放牧場放牧場 家畜飼育施設 高知工業高等専門学校

物部キャンパス 航空写真



Is=1.0(2次)Ctu･SD=0.42

ＮＮＮＮ

凡例区分 区分記号 記号内　容 内　容昭和５７年以降 新耐震基準の建物現行の耐震基準に適合 昭和５６年以前
法対象建物法対象外建物

未診断建物耐震改修済み建物
耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐震改修済み建物耐震診断済み建物（耐震未改修）未診断建物診断・耐震改修をする予定がない小規模建物等耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐震診断済み建物（耐震未改修）

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 11111111【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

物部キャンパス耐震化推進状況図
Is=0.64(2次)､Ctu･SD=0.73 (071)Is=0.77(2次)､Ctu･SD=0.52 Ctu･SD=0.40Is=0.44(2次)Is=0.75(2次)､Ctu･SD=0.75Is=3.9(2次)Ctu･SD=2.5 q=1.55Is=1.41(2次) Is=1.41(2次)q=0.81

Is=0.7(2次)､Ctu･SD=0.34
Is=1.08(2次)､Ctu･SD=1.08Is=0.54(2次)､Ctu･SD=0.82

Is=0.71(屋運)q=2.02
Is=0.95(2次)Ctu･SD=1.08ハ　ウ　ス　群 果　樹　園

放牧場
教育研究ｾﾝﾀｰ苗園 水田 水田 テニスコート

民有地樹　木　園
物部川民有地

果　樹　園放牧場 そ菜園水田
運動場

畜舎家畜飼育施設
暖地ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ

体育館
暖地ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ教育
利水工学実験室
海洋コア総合研究センター

国際交流会館日章寮附属図書館及び講義室福利厚生施設実験研究室 農学部４号棟農学部３号棟農学部２号棟農学部１号棟遺伝子実験施設実験動物飼育舎 材料試験室農業機械実験室 Is=1.33(2次)､q=1.86
大農器具庫研究ｾﾝﾀｰ作業棟暖地ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ研究室及び管理棟 Is=0.77(2次)､Ctu･SD=0.73 Is=0.77(2次)､Ctu･SD=0.73

Is=0.73(2次)､Ctu･SD=0.79
暖地ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ施設

(092)

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

耐震化推進状況図耐震化率８７．１％平成２２年度末現在



ＮＮＮＮ 技術教室
正門

正門正門高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 11112222【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

小津キャンパス配置図

小津キャンパス配置図500 10 20 30 40 100m

■延べ面積　　２１，０２８㎡附属小学校　　７，２５０㎡附属中学校　　６，４２１㎡附属幼稚園　　１，００７㎡職員宿舎　　　６，３５０㎡
■建築面積　　　９，２６７㎡ （全敷地の約３％）■土地面積　　６５，８３３㎡
■児童・生徒　　１，４０８人■教職員数　　　　　　６１人

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

運動場
運動場５才児棟４才児棟 ３才児棟 特別教室２棟 至 高知駅

附属中学校校舎附中体育館

附属幼稚園管理棟
特別教室 附小体育館

特別教室職員宿舎職員宿舎職員宿舎
職員宿舎職員宿舎 附中体育館

附属小学校校舎児童棟附属小学校校舎管理棟

●●●●小小小小津津津津キキキキャャャャンンンンパパパパスススス



高知県立小津高等学校
民家 民家

民家
民家

附中体育館特別教室
民家

ＮＷ Ｓ Ｅ

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 11113333【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

小津キャンパス航空写真

附属幼稚園管理棟４才児棟
職員宿舎職員宿舎職員宿舎職員宿舎職員宿舎 特別教室附属小学校校舎児童棟

附属中学校校舎運動場 附中体育館
運動場

附小体育館５才児棟附属小学校校舎管理棟３才児棟

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ
小津キャンパス 鳥瞰図



Ctu･SD=0.36
Is=0.91(2次)､Ctu･SD=0.41 q=3.51

ＮＮＮＮ 凡例区分 記号 内　容昭和５７年以降 新耐震基準の建物現行の耐震基準に適合昭和５６年以前
法対象建物法対象外建物

未診断建物耐震改修済み建物
耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐震改修済み建物耐震診断済み建物（耐震未改修）未診断建物診断・耐震改修をする予定がない小規模建物等耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐震診断済み建物（耐震未改修）

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 11114444【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

小津キャンパス耐震化推進状況図
Is=1.04(2次)､Ctu･SD=1.04Is=0.34(2次)､Ctu･SD=0.43Is=0.34(2次)､Ctu･SD=0.43Is=0.34(2次)､Ctu･SD=0.43Is=0.59(2次)､Ctu･SD=0.59Ctu･SD=0.67Ctu･SD=0.66

Is=1.21(2次)､Ctu･SD=0.32

Is=0.76(2次)､Ctu･SD=0.85

Is=0.93(2次)Ctu･SD=1.05
Is=0.94(2次)､Ctu･SD=0.85

Is=1.71(2次)Is=1.7(2次) Is=0.93(2次) Is=0.76(2次)Ctu･SD=0.44Is=0.91(1次)

Is=0.74(2次)､Ctu･SD=0.46

Is=0.73(2次)､Ctu･SD=0.49
Is=1.0(屋運)プール

運動場
プール

プール

用水
特別教室２棟 運動場 民家

民家

民家
民家 民家民有地

高知県立小津高等学校

附属中学校校舎
運動場 附中体育館

附小体育館
職員宿舎 附中体育館特別教室

附属幼稚園管理棟４才児棟 ３才児棟５才児棟職員宿舎職員宿舎
職員宿舎職員宿舎

至 高知駅
民家

特別教室附属小学校校舎児童棟附属小学校校舎管理棟

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

耐震化推進状況図

耐震化率７３．１％平成２２年度末現在



Ｎ

正門

７

４ 6
6
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岡豊キャンパス配置図

岡豊キャンパス配置図25 50 100 200 300 400 500ｍ0

ＲＩ･動物 大学院研究棟発電機棟実験棟
大学会館弓道場

医学情報センタ－

廃水処理施設 国分川 小蓮橋
課外活動施設 武道場

蒲原山 Ｃ棟Ａ棟Ｂ棟 看護学科棟
基礎・臨床研究棟実習棟 臨床研究棟管理棟図書館講義棟蒲原団地 体育館 高エネルギ－ＣＴ装置棟治療施設ＰＥＴセンターＭＲＩ－(外来) ＲＩ治療施設附属病院棟(中診)臨床講義棟

看護師宿舎中央機械室(病棟)
岡豊山■土地面積　２０４，７１８㎡ （全敷地の約１０％）■延べ面積　　９７，７２０㎡■建築面積　　３７，２６９㎡医学部　　　３１，５００㎡附属病院　　４４，７３６㎡その他　　　２１，４８４㎡■学生数　　　　１，０９６人■教職員数　　　　　９５２人

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ●●●●岡岡岡岡豊豊豊豊キキキキャャャャンンンンパパパパスススス
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岡豊キャンパス航空写真

蒲原山

国分川
岡豊山

ＥＥＥＥＷＷＷＷ ＮＮＮＮＳＳＳＳ
高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

蒲原団地
外来診療棟管理棟 野球場病棟講義棟 基礎・臨床研究棟 中央診療棟中央機械室

看護学科棟
看護師宿舎

岡豊キャンパス 航空写真

県道３２号線
高知自動車道



Ｃｔｕ･ＳＤ＝１．２４ Ｃｔｕ・ＳＤ＝０．９６

耐震化推進状況図

ＮＮＮＮ

凡例区分 記号 内　容昭和５７年以降 新耐震基準の建物現行の耐震基準に適合昭和５６年以前
法対象建物法対象外建物

未診断建物耐震改修済み建物
耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐震改修済み建物未診断建物診断・耐震改修をする予定がない小規模建物等耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要耐耐耐耐震震震震診診診診断断断断済済済済みみみみ建建建建物物物物（（（（耐耐耐耐震震震震未未未未改改改改修修修修））））
耐耐耐耐震震震震診診診診断断断断済済済済みみみみ建建建建物物物物（（（（耐耐耐耐震震震震未未未未改改改改修修修修））））

７ ６ １０

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 11117777【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】

ＰＥＴセンタ-Ｃｔｕ･ＳＤ＝０．７０

岡豊キャンパス耐震化推進状況図
発電機棟

（046）蒲原山

倉庫自転車置場屋外運動場

Ｃ棟Ｂ棟Ａ棟

国分川小山橋 市　道山崎川民家
慰霊碑

岡豊山小蓮橋
市　道 池

市　道
ゴルフ練習場

池
池

民家 市　道
臨　床講義棟 附属病院棟車庫 （東病棟）基礎・臨床研究棟実　験　棟ＲＩ・動物

看護学科棟
看護師宿　舎

ＲＩ治療施設ＣＴ装置棟　ＭＲＩ－（中央診療棟）（外来診療棟）
（西病棟）中央機械室冷却塔大学院研究棟臨床研究棟医学情報センタ－管理棟

守衛所
図書館大学会館福利施設体育館

武道場課外活動施設弓道場
講義棟実習棟

廃水処理施設
（病院食堂）

仮設駐車場看護師宿舎（Ⅰ期）

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

ｑ＝２．６５ Is=1.12(2次）Ctu･SD=1.12Ctu･SD=1.71Is=1.71(2次）
Ｉｓ＝０．８５（２次）Ｉｓ＝０．８０（２次）Ｉｓ＝０．６２（２次）Ｉｓ＝０．９７（２次） Ｉｓ＝０.４８（２次）

Ｃｔｕ･ＳＤ＝０．９９ ｑ＝２．０６ Ｃｔｕ･ＳＤ＝０．６８Ｉｓ＝０．７０（２次）Ｃｔｕ･ＳＤ＝０．５４Ｉｓ＝０．８１（２次），Ｃｔｕ･ＳＤ＝０．６７
I s = 1 . 0 2 ( 2 次 ) ､ C t u ･ S D = 1 . 0 2

Ｉｓ＝１．４１（２次）
Ｉｓ＝０．９（２次）

Is=1.75(2次）Ctu･SD=0.4
Ｃｔｕ・ＳＤ＝０．７９Ｉｓ＝１．０４（２次）

Ｉｓ＝０．６５（３次）， Ｉｓ＝０．８７（２次），Ｃｔｕ・ＳＤ＝０．７８Ctu･SD=1.02Is=1.01(2次) 耐震化率９３．９％Ｃｔｕ･ＳＤ＝３．１６（屋運）Ｉｓ＝０．９６Ｉｓ＝０．７０（２次） Ｃｔｕ･ＳＤ＝０.８７Ｉｓ＝０．６２（２次）Ｃｔｕ･ＳＤ＝０.６０Ｃｔｕ･ＳＤ＝０.６２Ｉｓ＝０．７７（２次）Ｃｔｕ･ＳＤ＝０.７７（（（（蒲蒲蒲蒲原原原原団団団団地地地地）））） 高ｴﾈﾙｷﾞｰ治療施設 平成２２年度末現在



夏期主風向冬季主風向 Ｎ 夏期主風向冬季主風向 Ｎ

夏期主風向冬季主風向 Ｎ

冬季主風向 夏期主風向Ｎ
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その他のキャンパス配置図

宇佐キャンパス配置図道添キャンパス配置図

田島キャンパス配置図

宇佐東キャンパス配置図
丹生神社民家 自動車庫

ポンプ室共同利用水槽群 増養殖水槽群停電対策装置格納庫水槽実験室　実験研究棟講義室及び宿泊施設培養舎
横浪黒潮スカイライン

0 5 2010 30 40m■田島団地（学生寄宿舎）■道添団地（学生寄宿舎）■宇佐団地（総合研究センター）■宇佐東団地（課外活動施設）■上穴内団地■西石原団地 他６団地

■中島団地 他５団地（職員宿舎・看護師宿舎）
■神田団地（実習田）■吉川団地（課外活動施設）■孕東町団地（理学部附属湾検汐所）
■中通団地（学生寄宿舎）
土地面積　　　　　１１㎡　延べ床面積　　　　３㎡土地面積　　　　５１３㎡　延床面積　　　１６４㎡土地面積　　５，３９５㎡　延床面積　　　　　６㎡土地面積　　３，０１５㎡　延床面積　１，５０５㎡土地面積　１７，５１８㎡　延床面積　７，９３５㎡土地面積　　８，９５２㎡　延床面積　３，６６２㎡土地面積　　１，６５３㎡　延床面積　１，０２５㎡

土地面積　　３，９６４㎡　延床面積　１，２４１㎡土地面積　　４，３１２㎡　延床面積　　　９９８㎡土地面積　２０，７５８㎡　延床面積１１，８８４㎡
土地面積　　８，１１２㎡　延床面積　２，８４９㎡

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ
市道市道

物置民家かつら寮自転車置場
012345 10 20m

民家 宿泊施設 民家宿泊施設 研修室及び宿泊施設
40m30201050

民家 自転車置場駐車場
機械室 南溟寮

40m30201050

倉庫及び作業舎飼室
●●●●そそそそのののの他他他他ののののキキキキャャャャンンンンパパパパスススス



駐車場冬季主風向夏期主風向 Ｎ 冬季主風向 夏期主風向Ｎ Ｎ冬季主風向 夏期主風向

冬季主風向 夏期主風向Ｎ 冬季主風向 夏期主風向Ｎ
農地

道県 249号農地農道農地 職員宿舎職員宿舎駐車場
民家 市道

民家民家市道
民家

民有地（宅地）

国道５６号線(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)
ときわ寮　中棟

貯水槽
演習林実習研究施設倉庫

演習林山　林

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 11119999

その他のキャンパス配置図

上穴内キャンパス配置図 勝負の川キャンパス配置図

高須キャンパス配置図中島キャンパス配置図

中通キャンパス配置図
穴内川ダム貯水池

20 300 5 10 ｍ

0 5 10 20 30 40m 012345 10 20m

0 10 20 305

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ

民有地 職員宿舎 民家

職員宿舎職員宿舎職員宿舎 職員宿舎
自転車置場ときわ寮　北棟
ときわ寮　南棟

職員宿舎職員宿舎 職員宿舎職員宿舎
●●●●そそそそのののの他他他他ののののキキキキャャャャンンンンパパパパスススス



（H22年度見込み）＊Ｉs値0.4以下の施設は依然として32万㎡残存●第２次５か年計画期間（H18～22）の整備目標５４０万㎡に対し、約４６３万㎡（約８６％）の進捗●特に耐震対策を最優先とした結果、耐震化率は８８％に進展●学長・教員等へのアンケート調査によると、施設整備により研究や学習意欲の向上等について「効果があった」　等との回答が８割を超える一方、現状の施設については、「不満」との回答が多く満足度は低い。 ●整備目標14万5千㎡に対し、約5万1千㎡(35%)が進捗、残り約9万4千㎡(65%)の整備が残存。　現在耐震化率は８５％に進展、本年度農学部１号館の改修整備でＩs値0.4以下の施設は終了した。●今後も引き続き老朽再生、狭隘化等の対応へ課題が残り、加えて次期５か年計画では附属病院の再生整備　（約50,000㎡）の計画的な整備を図る必要がある。

●第2次５か年計画に基づく重点的整備とシステム改革により、各法人等において整備が推進されているものの、　現在の国立大学法人等施設は、依然として様々な課題を抱えている状況。　（【課題】老朽化、狭隘化、医療機能の低下、地球環境問題、政策的な課題、財政上の課題、諸外国への遅れなど）
(万㎡) (万㎡)

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22220000

0 100 200 300 400 600500
狭隘解消整備大学附属病院の再生老朽再生整備 整備実績整備目標44440000000088880000合合合合　　　　計計計計 狭隘解消整備老朽再生整備

0 5 10 155555....1111((((33335555%%%%)))) 11114444....55555555....0000 5555....00000000....99990000....66660000....3333((((22228888%%%%)))) 4444....8888((((55556666%%%%)))) 3333....8888 8888....6666
合合合合　　　　計計計計大学附属病院の再生 整備実績整備目標←（病院再開発による改修及び増築面積）55554444000077777777444466663333((((88886666%%%%))))66662222((((111100004444%%%%))))66667777((((88884444%%%%)))) 11113333 333333334444((((88883333%%%%)))) 6666666666660000 9999....4444

●緊急整備５か年計画の進捗状況（平成２２年度） 高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ第第第第２２２２次次次次国国国国立立立立大大大大学学学学等等等等施施施施設設設設緊緊緊緊急急急急整整整整備備備備5555かかかか年年年年計計計計画画画画のののの検検検検証証証証

国国国国立立立立大大大大学学学学法法法法人人人人等等等等施施施施設設設設をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現現現現状状状状とととと課課課課題題題題

国立大学法人等施設の経年別保有面積

S35以前 S35～S40 S41～S45 S46～S50 S51～S55 S56～S60 S61～H2 H3～H7 H8～H12 H13～H17 H18～
2001000
400300

（平成22年5月1日現在）500面積（万㎡）

高知大学の経年別保有面積

面積（万㎡）未　改　修：改修履歴がない改　修　済：外部、内部、耐震の全てが改修済み一部改修済：外部、内部、耐震のいずれかが未改修
024
6810
12

H18～H13～H17年H8～H12年H3～H7年S61～H2年S56～S60年S46～S50年S41～S45年S36～S40年S35年以前

(平成22年度末現在)未　改　修：改修履歴がない改　修　済：外部、内部、耐震の全てが改修済み一部改修済：外部、内部、耐震のいずれかが未改修
S51～S55年

経年25年未満1,113万㎡一部改修済（要改修）337万㎡未改修653万㎡改修済（改修不要）542万㎡ 経年25年未満40,181㎡未改修119,714㎡ 改修済（改修不要）42,053㎡ 一部改修済（要改修）60,078㎡
・国立大学法人等の施設は約2，645万㎡・経年25年以上の老朽施設は約1，532万㎡（保有面積の約58％）　うち、未改修又は一部改修済み（要改修）の老朽施設は約990万㎡（保有面積の約37％） ・高知大学の施設は約262,000㎡・経年25年以上の老朽施設は約221,800㎡（約85%）　うち、未改修又は一部改修済み（要改修）の老朽施設は約179,800㎡（保有面積の約69%）医学部・附属病院

（平成22年末推計） 高知大学の第２次施設整備５か年計画の推進状況国立大学施設等の第２次施設整備５か年計画の推進状況



83.1%80.6%77.0%65.0%
85.0%

合成空気供給設備保全業務 高圧ガス圧力容器 岡豊団地（附属病院）岡豊団地（附属病院）岡豊団地（附属病院）オートクレーブ設備保全業務中央機械室等運転監視その他業務構内電話交換機設備等保全業務ナースコール設備保全業務自動扉保全業務 高圧ガス保安規則 各団地岡豊団地岡豊団地（附属病院）岡豊団地（附属病院）各団地環境緑化保全業務海洋コア総合研究センター液化窒素設備法定検査等業務 自走車、気送管、ボックスコンベヤ病院搬送設備保全業務自家用電気工作物修理消防用設備修理廃水処理、浄化槽設備修理建物各所修理空調機取り替え、換気設備修理照明、コンセント設備修理、増設等衛生器具修理、水漏れ、排水つまり情報通信、電話設備修理、増設等
水道法及び市条例 各団地貯水槽清掃業務 建築基準法浄化槽法労働安全衛生法 岡豊、田島各団地 ボイラー等建築設備等定期報告作業環境測定廃水処理施設水質等検査業務煤煙濃度測定業務 消防法 各団地消防設備保守点検業務 建築基準法水道法（水質検査含む） 朝倉、物部、田島他各団地 専用水道昇降機設備保全業務水道施設保全業務 浄化槽法 学生寮等場　所 備　考関 係 法 令浄化槽設備保全業務業　務　内　容 電気事業法浄化槽法電気事業法 朝倉、岡豊団地岡豊団地朝倉団地他（高圧受電）岡豊団地（特別高圧受電）中央監視設備保全業務廃水処理施設保全業務自家用電気工作物の保安管理業務高圧受変電設備等保全業務（岡豊団地） 自家発電設備、無停電設備を含む＊新病棟増築は含まれず

1,047件/年 1,208件/年 397,711千円/年 387,568千円/年
168件103件38件204件
1,065件552件

492,859千円/年 468,407千円468,407千円194,316千円185,838千円75,590千円9,926千円2,737千円
1,310件/年 1,065件/年

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22221111

H22'予算

●緊急整備５か年計画の進捗状況（平成２２年度） 高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高高高高知知知知大大大大学学学学のののの耐耐耐耐震震震震化化化化のののの状状状状況況況況

役役役役務務務務及及及及びびびび小小小小額額額額修修修修繕繕繕繕のののの件件件件数数数数とととと執執執執行行行行金金金金額額額額
60%70%
80%90%
100%

H20.5 H20'補正H18.5 H19.5 H21'予算H20'予算H19'補正 H21'補正 H22'補正 H23'予算 H24'予算 H25'予算 H26'予算 H27'予算＊耐震改修促進法に基づく基本方針に示された耐震化率の目標：平成27年度までに9割耐震化率（実施ベース（Is≧0.7））耐震化率（計画ベース：10年間9割）

0200400600800100012001400

H20年度H19年度 役務修繕職員宿舎 奇宿舎

（件）
部局 総件数

H21年度 H23年度H22年度
役務及び小額修繕の件数

第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画 第３次緊急整備５か年計画
修繕、職員宿舎、寄宿舎、部局経費で実施する主な業務内容
役務（保守契約）で実施する主な業務内容

0100,00050,000
200,000400,000350,000450,000
150,000

H19年度 H20年度 H21年度奇宿舎修繕部局
役務

職員宿舎

（千円） 総金額
H23年度H22年度

役務及び小額修繕の執行金額

平成27年度までに耐震化率9割（＊）



最近の主な整備事例

【 第 二 期 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 期 間 の 施 設 整 備 】

（平成２２年度～平成２７年度）



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22222222

（朝倉）課外活動共用施設３他屋上防水改修（小津）附属中学校運動場夜間照明設置（医病）高エネルギー治療施設新営
（物部）海洋コア総合研究センター無停電電源装置設置
（朝倉）実験研究棟（Ｐ－２）照明器具改修（小津）附属中学校囲障改修（中道）ときわ寮内装改修（物部）総合研究棟（農学系）改修（朝倉）プール濾過装置改修
（岡豊他）附属病院他地上デジタル放送対応改修
（小津）附属幼稚園４歳児棟改修（教育）音楽教室第１音楽室他改修
（小津）附属中学校特別教室改修
（朝倉）人文学部棟演習室その他改修（岡豊）仮設駐車場（医病）附属病院中央診療棟３階ＩＣＵ改修
（農暖）管理棟トイレ改修
（岡豊）基礎研究棟トイレ改修
（朝倉）保健管理センタートイレ等改修
（岡豊）基礎臨床研究棟エレベーター設備改修（朝倉）共通教育２号棟他改修（Ｈ２３年度継続）

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ平平平平成成成成２２２２４４４４年年年年度度度度平平平平成成成成２２２２３３３３年年年年度度度度平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度

平平平平成成成成２２２２５５５５年年年年度度度度 平平平平成成成成２２２２６６６６年年年年度度度度 平平平平成成成成２２２２７７７７年年年年度度度度

●第二期中期目標・中期計画期間の主な整備事例



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22223333

通路
天井：遮蔽鉄板 厚25㎜×16枚 壁 ：遮蔽鉄板 厚25㎜×10枚

渡り廊下
操作室 リニアック室

機械室
1200

1200

EPS

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例

0 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0ｍ
北東面外観

リニアック室 リニアック室 渡り廊下・通路

平 面 図

ＮＲ１　１３２.３㎡（医病）高エネルギー治療施設



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22224444

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】
夜間照明 夜間照明

照明灯（８灯） 夜間照明設備（グランド8灯-3基、テニスコート4灯-1基） 夜間点灯状況

夜間照明

夜間点灯状況（パノラマ）

野球場 テニスコート

（小津）附属中学校運動場夜間照明設置



Ｎ

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 2222555520100

改修後改修前

504030 100m

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

南東面外観（改修後） 保育室（改修後）

園児トイレ（改修後）南東面外観（改修前） 小津団地 配置図
５才児棟（H21年度整備済み）３才児棟（H23年度整備予定） ４才児棟（H22年度整備）

（小津）附属幼稚園４歳児棟改修 Ｒ１（　１５９㎡）



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22226666

改修後 改修後改修前 改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

高須職員宿舎屋上防水（改修後）課外活動共用施設３屋上防水（改修後）

屋上防水（改修前） 屋上防水（改修前）トップライト（改修後） 屋上点検孔（改修後）

（朝倉）課外活動共用施設３他屋上防水改修



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22227777

改修後 改修後改修前 改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

演習室（改修前） 機械室（改修後）

第１音楽室（改修後）

第１音楽室（改修前）

演習室（改修後）

（教育）音楽教室第１音楽室他改修



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 22228888

改修後改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

１階有機化学実験室１階ＩＣＰ質量分析室

無停電電源装置（２階標本室） プール濾過装置（改修後）

プール濾過装置（改修前） 濾過機付帯設備（改修後）

平平平平成成成成２２２２１１１１年年年年、、、、２２２２２２２２年年年年度度度度整整整整備備備備でででで海海海海洋洋洋洋ココココアアアア無無無無停停停停電電電電設設設設備備備備完完完完了了了了

（物部）海洋コア総合研究センター無停電電源装置設置 （朝倉）プール濾過装置改修
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耐耐耐耐震震震震補補補補強強強強↓↓↓↓
改修前 改修後

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例

南面外観（改修前） 南面外観（改修後）

大会議室（改修後） 実験室（改修後） 院生研究室（改修後）

（物部）総合研究棟（農学系）改修 Ｒ３（３，０４０㎡）



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 33330000

改修後改修前
改修後改修前

↑↑↑↑既既既既設設設設天天天天井井井井::::ヒヒヒヒルルルル石石石石吹吹吹吹付付付付けけけけ（（（（アアアアススススベベベベスススストトトト））））
←←←←鋼鋼鋼鋼製製製製建建建建具具具具 ←←←←アアアアルルルルミミミミ製製製製建建建建具具具具にににに改改改改修修修修

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

南面外観（改修後）（平成２２年度は外部建具改修のみ）

北面建具（改修前） 北面建具（改修後）寮室（改修前） リビングルーム（改修後）

寮室（改修後）（天井:化粧石膏ボード張り、壁:ビニルクロス張り）

（中道）ときわ寮内装改修 （小津）附属中学校特別教室改修

←←←←外外外外廊廊廊廊下下下下床床床床シシシシーーーートトトト張張張張りりりり

←←←←外外外外部部部部建建建建具具具具改改改改修修修修
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改修後改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例

多目的トイレ（改修後）西面外観（改修前）

西面外観（改修後） 男子トイレ（改修後）

女子トイレ（改修後）

（朝倉）保健管理センタートイレ等改修



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 33332222

改修後改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

男子トイレ（改修後） 男子トイレ入口（改修後）

女子トイレ（改修後）

コンクリートブロック塀（改修前）

アルミ製フェンス（改修後）

自転車置場改修（改修後）（屋根・塗装改修）

（小津）附属中学校囲障改修（農暖）管理棟トイレ改修

女女女女子子子子トトトトイイイイレレレレ入入入入口口口口



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 33333333

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

掲示板用照明器具１階オープン廊下照明器具（同上）

各階廊下照明器具（人感・明るさセンサー付） テレビアンテナ
ブースターテレビアンテナ【本整備該当建物】　附属病院棟、附属病院管理棟、基礎・臨床研究棟、岡豊会館、大学院研究棟　高須職員宿舎Ａ～Ｄ棟、蒲原職員宿舎Ａ～Ｃ棟、小津職員宿舎１～５号棟　かつら寮、ときわ寮

（朝倉）実験研究棟（Ｐ－２）照明器具改修 （岡豊他）附属病院他地上デジタル放送対応改修



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 33334444（理学部２号館２階 化学学生実験室）

改修後改修前
不不不不要要要要ととととななななっっっったたたたボボボボイイイイララララーーーー設設設設備備備備 （（（（ススススララララブブブブ下下下下、、、、梁梁梁梁面面面面ののののアアアアススススベベベベスススストトトト吹吹吹吹きききき付付付付けけけけ撤撤撤撤去去去去））））

使使使使用用用用方方方方法法法法ににににつつつついいいいてててて今今今今後後後後協協協協議議議議改修後改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例

人文学部棟演習室（改修後） 元ボイラー室（改修後）

理学部実験室（改修後）ボイラー室（改修前）人文学部棟機械室（改修前）

（朝倉）人文学部棟演習室その他改修



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 33335555

改修後改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例 【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】

エレベーター入り口（改修後）

男子トイレ（改修後）

ＩＣＵ病床（改修後）

ＩＣＵ病床（改修前） ＨＣＵ病床（改修後）
女子トイレ（改修後）

エエエエレレレレベベベベーーーータタタターーーー改改改改修修修修（（（（２２２２基基基基））））　　　　・・・・身身身身障障障障者者者者仕仕仕仕様様様様　　　　・・・・耐耐耐耐震震震震施施施施工工工工　　　　・・・・停停停停電電電電時時時時自自自自動動動動着着着着床床床床装装装装置置置置　　　　・・・・音音音音声声声声案案案案内内内内装装装装置置置置　　　　・・・・イイイインンンンババババーーーータタタターーーー制制制制御御御御にににによよよよるるるる省省省省エエエエネネネネ （（（（ＩＩＩＩＣＣＣＣＵＵＵＵ６６６６床床床床））））

ＨＨＨＨＣＣＣＣＵＵＵＵをををを４４４４床床床床増増増増床床床床

（岡豊）基礎研究棟トイレ改修

（医病）附属病院中央診療棟３階ＩＣＵ改修（岡豊）基礎研究棟エレベーター設備改修



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 【【【【2222000011110000～～～～2222000011115555】】】】 33336666

改修後改修前

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ【【【【平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに完完完完成成成成ししししたたたた事事事事業業業業】】】】主主主主なななな整整整整備備備備事事事事例例例例

特高受変電設備①（撤去後）（工事中）

共通教育２号館トイレ（改修後）(１階は3/15完成、2､3階は5/30完成予定）

朝倉体育館トイレ（改修後）共通教育２号館トイレ（改修前）

仮設駐車場全景（改修後）（（（（４４４４２２２２５５５５台台台台収収収収容容容容可可可可能能能能））））

（岡豊）仮設駐車場

平成２３年１２月完成予定特特特特高高高高受受受受変変変変電電電電設設設設備備備備①①①①撤撤撤撤去去去去    →→→→    搬搬搬搬入入入入据据据据付付付付    →→→→    特特特特高高高高受受受受変変変変電電電電設設設設備備備備②②②②撤撤撤撤去去去去    →→→→    搬搬搬搬入入入入据据据据付付付付
特特特特高高高高受受受受変変変変電電電電設設設設備備備備①①①①（（（（撤撤撤撤去去去去前前前前））））

（朝倉）共通教育２号棟他トイレ改修《継続》

（医病）基幹・環境整備（特高受変電設備更新）《継続》



－資料編－

高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために
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・段差なし又はｽﾛｰﾌﾟ有り・多目的便所・自動ﾄﾞｱ・身障者用ｴﾚﾍﾞｰﾀ、椅子式階段昇降機
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高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

Ｎ ※1・段差なし又はｽﾛｰﾌﾟ有り・多目的便所・自動ﾄﾞｱ・身障者用ｴﾚﾍﾞｰﾀ、椅子式階段昇降機
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高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

Ｎ※1・段差なし又はｽﾛｰﾌﾟ有り・多目的便所・自動ﾄﾞｱ・身障者用ｴﾚﾍﾞｰﾀ、椅子式階段昇降機
自動ﾄﾞｱ設置多目的便所点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ設備の内、3を設置しているﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ設備の内、1を設置しているﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ設備の内、2を設置しているﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ設備(※1)を設置していないﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ設備の内、4を設置しているﾚﾍﾞﾙ設定の基準とするﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ設備は下記による。
玄関まで段差なし(ｽﾛｰﾌﾟ有)常用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(人荷物用含む）身体障者専用駐車場設置椅子式階段昇降機玄関まで段差なし身体障者用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(省令114号以外）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾚﾍﾞﾙの設置基準ﾚﾍﾞﾙ記号 名 称扉扉扉扉EEEEVVVV
１１１１２２２２３３３３４４４４５５５５

平成２３年５月末現在

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－    4444
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平成２３年５月末現在

教育実践センター ボイラー室自動車車庫

課外活動施設 福利厚生施設
東東東東門門門門

正正正正門門門門

凡　　　例ポールライト 24:00以降も点灯ポールライト
高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－    5555

朝倉キャンパス配置図0 10 20 3040 50 100 200m

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

附属水熱化学実験所理学部附属地震観測所

体育館武道場 音楽教室実験研究室及び講義棟 実験研究棟 総合研究棟 大学本部管理棟 非常勤講師宿泊施設実験研究棟
附属特別支援学校校舎

体育館国際・地域連携センター
学生会館共通教育３号館２号館共通教育共通教育１号館 留学生センター附属図書館実験系総合研究棟理学部１号館理学部２号館理学部情報科学棟

朝朝朝朝倉倉倉倉団団団団地地地地    外外外外灯灯灯灯配配配配置置置置図図図図

人文学部棟



Ｎ

平成２３年５月末現在暖地フィールドサイエンス教育研究センター施設 正正正正門門門門
凡　　　例ポールライト

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－    6666
物部キャンパス配置図10 40 100200 200m30 50

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

国際交流会館

放牧場水田

海洋コア総合研究センター
利水工学実験室

実験動物飼育舎 農業機械実験室黒潮圏海洋科学研究科棟 材料試験室 実験研究室 農学部４号館農学部３号館農学部２号館農学部１号館 体育館附属図書館及び講義室福利厚生施設 日章寮
遺伝子実験施設管理棟作業棟 大農器具庫

家畜飼育施設 畜舎
県道高知空港線

物物物物部部部部団団団団地地地地    外外外外灯灯灯灯配配配配置置置置図図図図



Ｎ平成２３年５月末現在技術教室
正正正正門門門門

正正正正門門門門正正正正門門門門

凡　　　例ポールライト防犯灯

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－    7777
小津キャンパス配置図500 10 20 30 40 100m

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

運動場
運動場

至 高知駅

附属中学校校舎職員宿舎 附中体育館職員宿舎職員宿舎職員宿舎職員宿舎５才児棟３才児棟４才児棟附属幼稚園管理棟 附属小学校校舎管理棟特別教室２棟附属小学校校舎児童棟
附小体育館特別教室

特別教室 附中体育館
小小小小津津津津団団団団地地地地    外外外外灯灯灯灯配配配配置置置置図図図図



Ｎ

平成２３年５月末現在正正正正門門門門
凡　　　例ポールライト

４ 6
７ 6

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－    8888岡豊キャンパス配置図

廃水処理施設 国分川 小蓮橋

蒲原山
蒲原団地 岡豊山(外来)大学会館

ＰＥＴセンター(中診)臨床講義棟 (病棟)実験棟実習棟
Ａ棟Ｂ棟Ｃ棟 体育館弓道場 武道場課外活動施設

看護学科棟講義棟 図書館 管理棟基礎・臨床研究棟 附属病院棟 ＲＩ治療施設
看護師宿舎中央機械室

医学情報センタ－
ＲＩ･動物 大学院研究棟臨床研究棟 発電機棟

ＭＲＩ－ＣＴ装置棟高エネルギ－治療施設

25 50 100 200 300 400 500ｍ0

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

岡岡岡岡豊豊豊豊団団団団地地地地    外外外外灯灯灯灯配配配配置置置置図図図図
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平成２３年５月末現在

教育実践センター

課外活動施設 福利厚生施設

ボイラー室自動車車庫
東東東東門門門門

正正正正門門門門

施工後１０年未満施工後３０年以上施工後２０年以上～３０年未満施工後１０年以上～２０年未満 Ｈ１３年～Ｈ３年～Ｈ１２年Ｓ５６年～Ｈ２年～Ｓ５５年凡　　　例
高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－    9999
朝倉キャンパス配置図0 10 20 3040 50 100 200m

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

附属水熱化学実験所理学部附属地震観測所

実験研究室及び講義棟附属特別支援学校校舎 理学部情報科学棟
音楽教室

体育館

学生会館２号館共通教育

実験研究棟 大学本部管理棟 非常勤講師宿泊施設

体育館国際・地域連携センター

理学部２号館
共通教育３号館
実験系総合研究棟理学部１号館

実験研究棟 総合研究棟
共通教育１号館 附属図書館

武道場
留学生センター

朝朝朝朝倉倉倉倉団団団団地地地地
屋屋屋屋上上上上防防防防水水水水施施施施工工工工状状状状況況況況図図図図

人文学部棟
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平成２３年５月末現在

暖地フィールドサイエンス教育研究センター施設 正正正正門門門門

施工後１０年未満施工後３０年以上施工後２０年以上～３０年未満施工後１０年以上～２０年未満 Ｈ１３年～Ｈ３年～Ｈ１２年Ｓ５６年～Ｈ２年～Ｓ５５年凡　　　例

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－11110000
物部キャンパス配置図10 40 100200 200m30 50

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

放牧場水田 県道高知空港線

海洋コア総合研究センター

実験動物飼育舎 農学部２号館農学部１号館
実験研究室 農学部４号館農学部３号館 日章寮附属図書館及び講義室福利厚生施設

体育館

家畜飼育施設

利水工学実験室黒潮圏海洋科学研究科棟 遺伝子実験施設
国際交流会館

畜舎

管理棟大農器具庫
農業機械実験室 材料試験室

作業棟

屋屋屋屋上上上上防防防防水水水水施施施施工工工工状状状状況況況況図図図図
物物物物部部部部団団団団地地地地



Ｎ 平成２３年５月末現在技術教室
正正正正門門門門

正正正正門門門門正正正正門門門門

凡　　　例
施工後１０年未満施工後３０年以上施工後２０年以上～３０年未満施工後１０年以上～２０年未満

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－11111111
小津キャンパス配置図500 10 20 30 40 100m

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

運動場 至 高知駅

職員宿舎
運動場

附属中学校校舎附中体育館 附中体育館

附属幼稚園管理棟 附属小学校校舎管理棟特別教室２棟附属小学校校舎児童棟
附小体育館特別教室職員宿舎

特別教室
５才児棟３才児棟４才児棟

職員宿舎職員宿舎職員宿舎
屋屋屋屋上上上上防防防防水水水水施施施施工工工工状状状状況況況況図図図図
小小小小津津津津団団団団地地地地



Ｎ

平成２３年５月末現在正正正正門門門門
施工後１０年未満施工後３０年以上施工後２０年以上～３０年未満施工後１０年以上～２０年未満 Ｈ１３年～Ｈ３年～Ｈ１２年Ｓ５６年～Ｈ２年～Ｓ５５年凡　　　例

４ 6
７ 6

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－11112222岡豊キャンパス配置図

国分川 小蓮橋

蒲原山
蒲原団地 岡豊山大学会館

看護師宿舎

25 50 100 200 300 400 500ｍ0

Ｂ棟Ｃ棟
課外活動施設

実験棟実習棟 管理棟基礎・臨床研究棟ＲＩ･動物 大学院研究棟
図書館 ＰＥＴセンター(中診)(病棟)附属病院棟 ＲＩ治療施設ＭＲＩ－高エネルギ－治療施設(外来)医学情報センタ－臨床講義棟 中央機械室

体育館
発電機棟

看護学科棟
臨床研究棟

廃水処理施設
弓道場 武道場

Ａ棟 ＣＴ装置棟講義棟

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ
屋屋屋屋上上上上防防防防水水水水施施施施工工工工状状状状況況況況図図図図
岡岡岡岡豊豊豊豊団団団団地地地地

高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために



高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

－省エネ推進事業編－



（参考）

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－11113333２２２２

計画 実行 点検 見直し

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対対対対策策策策のののの必必必必要要要要性性性性

１１１１....地地地地球球球球温温温温暖暖暖暖化化化化対対対対策策策策へへへへのののの貢貢貢貢献献献献 ２２２２....法法法法のののの順順順順守守守守（（（（省省省省エエエエネネネネ法法法法）））） ３３３３....運運運運営営営営ココココスススストトトトのののの効効効効率率率率化化化化

エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーココココスススストトトトのののの低低低低減減減減はははは、、、、経経経経費費費費削削削削減減減減にににに直直直直接接接接寄寄寄寄与与与与すすすするるるる。。。。
エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの使使使使用用用用のののの合合合合理理理理化化化化がががが求求求求めめめめらららられれれれてててていいいいるるるる。。。。・・・・温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスススス排排排排出出出出量量量量のののの約約約約９９９９割割割割はははは、、、、　　　　エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの使使使使用用用用にににに伴伴伴伴いいいい発発発発生生生生しししし　　　　てててていいいいるるるる。。。。 ・・・・大大大大学学学学はははは多多多多くくくくののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーをををを使使使使用用用用。。。。・・・・エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーココココスススストトトトのののの低低低低減減減減はははは経経経経費費費費　　　　削削削削減減減減にににに直直直直接接接接寄寄寄寄与与与与すすすするるるる。。。。省省省省エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対対対対策策策策のののの実実実実践践践践

・・・・エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーをををを使使使使用用用用すすすするるるる者者者者はははは、、、、省省省省　　　　エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーにににに努努努努めめめめるるるるここここととととがががが求求求求めめめめ　　　　らららられれれれてててていいいいるるるる。。。。

具具具具体体体体的的的的なななな省省省省エエエエネネネネ活活活活動動動動項項項項目目目目ここここれれれれままままででででのののの省省省省エエエエネネネネ活活活活動動動動一一一一覧覧覧覧（（（（平平平平成成成成１１１１６６６６年年年年～～～～２２２２１１１１年年年年度度度度））））
そそそそのののの他他他他

建建建建築築築築
電電電電気気気気設設設設備備備備

機機機機械械械械設設設設備備備備 （（（（物物物物部部部部団団団団地地地地ででででデデデデママママンンンンドドドドカカカカッッッットトトト））））
・・・・大大大大型型型型改改改改修修修修時時時時のののの建建建建物物物物外外外外壁壁壁壁、、、、屋屋屋屋根根根根のののの断断断断熱熱熱熱化化化化・・・・窓窓窓窓ガガガガララララスススス面面面面にににに遮遮遮遮光光光光フフフフィィィィルルルルムムムムをををを採採採採用用用用・・・・窓窓窓窓のののの複複複複層層層層ガガガガララララスススス化化化化・・・・遮遮遮遮熱熱熱熱型型型型のののの塗塗塗塗料料料料・・・・屋屋屋屋上上上上防防防防水水水水材材材材のののの採採採採用用用用・・・・網網網網戸戸戸戸にににによよよよるるるる夏夏夏夏季季季季冷冷冷冷房房房房期期期期間間間間のののの短短短短縮縮縮縮・・・・ググググラララランンンンドドドドカカカカババババーーーーププププラララランンンンツツツツのののの植植植植栽栽栽栽・・・・・・・・高高高高効効効効率率率率型型型型照照照照明明明明器器器器具具具具のののの採採採採用用用用・・・・照照照照明明明明器器器器具具具具用用用用安安安安定定定定器器器器不不不不良良良良時時時時にににに、、、、イイイインンンンババババーーーータタタターーーー　　　　式式式式にににに取取取取りりりり替替替替ええええ・・・・高高高高効効効効率率率率型型型型変変変変圧圧圧圧器器器器のののの採採採採用用用用・・・・ダダダダウウウウンンンンラララライイイイトトトトのののの蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯化化化化・・・・人人人人感感感感セセセセンンンンササササーーーーにににによよよよるるるる照照照照明明明明設設設設備備備備制制制制御御御御・・・・太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電設設設設備備備備のののの設設設設置置置置・・・・高高高高輝輝輝輝度度度度型型型型誘誘誘誘導導導導灯灯灯灯のののの採採採採用用用用・・・・照照照照度度度度セセセセンンンンササササーーーーのののの導導導導入入入入・・・・ダダダダウウウウンンンンラララライイイイトトトトののののＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ化化化化・・・・

・・・・空空空空調調調調ススススイイイイッッッッチチチチにににに設設設設定定定定温温温温度度度度ののののシシシシーーーールルルル貼貼貼貼付付付付けけけけ・・・・昼昼昼昼休休休休みみみみのののの室室室室内内内内照照照照明明明明のののの消消消消灯灯灯灯・・・・冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房時時時時のののの適適適適正正正正温温温温度度度度のののの厳厳厳厳守守守守・・・・冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房時時時時ににににはははは部部部部屋屋屋屋のののの開開開開閉閉閉閉をををを少少少少ななななくくくくすすすするるるる・・・・空空空空調調調調フフフフィィィィルルルルタタタターーーーのののの清清清清掃掃掃掃ををををここここままままめめめめににににすすすするるるる・・・・使使使使用用用用ししししなななないいいい部部部部屋屋屋屋のののの空空空空調調調調・・・・照照照照明明明明のののの消消消消灯灯灯灯・・・・ククククーーーールルルルビビビビズズズズのののの実実実実施施施施・・・・ノノノノーーーー残残残残業業業業デデデデーーーーのののの実実実実施施施施・・・・

・・・・高高高高効効効効率率率率型型型型エエエエアアアアココココンンンンのののの採採採採用用用用・・・・空空空空調調調調シシシシスススステテテテムムムムのののの見見見見直直直直しししし（（（（ガガガガスススス化化化化にににに変変変変更更更更））））・・・・自自自自動動動動水水水水洗洗洗洗のののの採採採採用用用用・・・・女女女女子子子子トトトトイイイイレレレレにににに擬擬擬擬音音音音装装装装置置置置のののの設設設設置置置置・・・・冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房のののの適適適適正正正正温温温温度度度度のののの設設設設定定定定（（（（２２２２００００℃℃℃℃    ２２２２８８８８℃℃℃℃））））・・・・空空空空調調調調フフフフィィィィルルルルタタタターーーーのののの定定定定期期期期的的的的なななな清清清清掃掃掃掃・・・・エエエエレレレレベベベベーーーータタタターーーーののののイイイインンンンババババーーーータタタターーーー化化化化・・・・空空空空調調調調機機機機のののの集集集集中中中中管管管管理理理理・・・・蒸蒸蒸蒸気気気気弁弁弁弁にににに省省省省エエエエネネネネカカカカババババーーーーのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ

○○○○高高高高知知知知大大大大学学学学はははは多多多多くくくくのののの施施施施設設設設をををを持持持持ちちちち活活活活動動動動時時時時間間間間もももも長長長長いいいいななななどどどど、、、、多多多多くくくくののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーをををを消消消消費費費費ししししてててていいいいるるるる。。。。○○○○近近近近年年年年はははは室室室室内内内内環環環環境境境境のののの向向向向上上上上やややや、、、、情情情情報報報報機機機機器器器器のののの増増増増加加加加ににににななななどどどどにににによよよよりりりり、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー消消消消費費費費量量量量がががが増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向ででででああああるるるる。。。。
・・・・ＰＰＰＰＤＤＤＤＣＣＣＣＡＡＡＡ（（（（ＰＰＰＰｌｌｌｌａａａａｎｎｎｎ－－－－ＤＤＤＤｏｏｏｏ－－－－ＣＣＣＣｈｈｈｈｅｅｅｅｃｃｃｃｋｋｋｋ－－－－ＡＡＡＡｃｃｃｃｔｔｔｔｉｉｉｉｏｏｏｏｎｎｎｎ））））ササササイイイイククククルルルルのののの継継継継続続続続的的的的なななな実実実実施施施施。。。。・・・・全全全全員員員員参参参参加加加加にににによよよよるるるる、、、、省省省省エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対対対対策策策策のののの推推推推進進進進。。。。・・・・エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー使使使使用用用用状状状状況況況況、、、、目目目目標標標標達達達達成成成成状状状状況況況況等等等等をををを管管管管理理理理者者者者とととと利利利利用用用用者者者者がががが情情情情報報報報をををを共共共共有有有有（（（（見見見見ええええるるるる化化化化））））

ソソソソフフフフトトトト面面面面のののの省省省省エエエエネネネネ対対対対策策策策 ハハハハーーーードドドド面面面面のののの省省省省エエエエネネネネ対対対対策策策策

∥∥∥∥∥∥∥∥管管管管理理理理標標標標準準準準・・・・中中中中長長長長期期期期計計計計画画画画のののの見見見見直直直直しししし
デデデデママママンンンンドドドド制制制制御御御御ＢＢＢＢＥＥＥＥＭＭＭＭＳＳＳＳ導導導導入入入入費費費費　　　　５５５５００００，，，，００００００００００００千千千千円円円円／／／／式式式式

今今今今後後後後のののの省省省省エエエエネネネネ活活活活動動動動一一一一覧覧覧覧（（（（第第第第二二二二期期期期中中中中期期期期    平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年～～～～２２２２７７７７年年年年度度度度））））

ババババンンンンクククク毎毎毎毎のののの負負負負荷荷荷荷率率率率をををを把把把把握握握握・・・・分分分分析析析析変変変変圧圧圧圧器器器器のののの統統統統廃廃廃廃合合合合・・・・高高高高効効効効率率率率化化化化省省省省エエエエネネネネ効効効効果果果果をををを検検検検証証証証 改改改改善善善善点点点点をををを省省省省エエエエネネネネ改改改改修修修修

◎◎◎◎ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ照照照照明明明明器器器器具具具具のののの採採採採用用用用◎◎◎◎公公公公用用用用車車車車ののののハハハハイイイイブブブブリリリリッッッッドドドド化化化化○○○○窓窓窓窓ガガガガララララススススにににに遮遮遮遮光光光光フフフフィィィィルルルルムムムム（（（（南南南南・・・・西西西西面面面面））））○○○○窓窓窓窓のののの複複複複層層層層ガガガガララララスススス化化化化○○○○ブブブブラララライイイインンンンドドドドのののの活活活活用用用用（（（（冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房負負負負荷荷荷荷のののの軽軽軽軽減減減減））））
エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー管管管管理理理理シシシシスススステテテテムムムムのののの構構構構築築築築（（（（ＢＢＢＢＥＥＥＥＭＭＭＭＳＳＳＳ））））エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー使使使使用用用用量量量量のののの把把把把握握握握 朝朝朝朝倉倉倉倉 物物物物部部部部 小小小小津津津津

使使使使用用用用状状状状況況況況報報報報告告告告書書書書定定定定期期期期報報報報告告告告書書書書中中中中長長長長期期期期計計計計画画画画書書書書 ココココンンンンププププレレレレッッッッササササ停停停停止止止止送送送送風風風風運運運運転転転転
ＡＡＡＡｃｃｃｃｔｔｔｔｉｉｉｉｏｏｏｏｎｎｎｎ

ＤＤＤＤｏｏｏｏ
ＰＰＰＰｌｌｌｌａａａａｎｎｎｎ

ＣＣＣＣｈｈｈｈｅｅｅｅｃｃｃｃｋｋｋｋ

○○○○ＰＰＰＰＤＤＤＤＣＣＣＣＡＡＡＡ（（（（PPPPllllaaaannnn----DDDDoooo----CCCChhhheeeecccckkkk----AAAAccccttttiiiioooonnnn））））ササササイイイイククククルルルルのののの継継継継続続続続的的的的なななな実実実実施施施施。。。。○○○○エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの使使使使用用用用状状状状況況況況やややや、、、、目目目目標標標標達達達達成成成成状状状状況況況況等等等等をををを、、、、管管管管理理理理者者者者とととと利利利利用用用用者者者者がががが情情情情報報報報をををを共共共共有有有有（（（（見見見見ええええるるるる化化化化））））団団団団地地地地間間間間ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの構構構構築築築築にににによよよよりりりり一一一一括括括括管管管管理理理理
空空空空 調調調調 機機機機 のののの省省省省 電電電電 力力力力 制制制制 御御御御省省省省エエエエネネネネ法法法法届届届届出出出出業業業業務務務務のののの支支支支援援援援

◎◎◎◎外外外外部部部部委委委委託託託託にににによよよよるるるる学学学学内内内内のののの省省省省エエエエネネネネパパパパトトトトロロロローーーールルルルのののの実実実実　　　　施施施施とととと、、、、結結結結果果果果のののの公公公公表表表表。。。。（（（（ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジにににに掲掲掲掲載載載載））））◎◎◎◎省省省省エエエエネネネネ組組組組織織織織のののの設設設設置置置置とととと、、、、省省省省エエエエネネネネ活活活活動動動動のののの推推推推進進進進。。。。◎◎◎◎省省省省エエエエネネネネ活活活活動動動動ポポポポススススタタタターーーー等等等等のののの掲掲掲掲示示示示。。。。◎◎◎◎ノノノノーーーー残残残残業業業業デデデデーーーーをををを積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。

見見見見ええええるるるる化化化化無無無無駄駄駄駄をををを見見見見つつつつけけけけるるるる待待待待機機機機電電電電力力力力のののの低低低低減減減減
共共共共有有有有

契契契契約約約約電電電電力力力力のののの抑抑抑抑制制制制電電電電気気気気料料料料金金金金のののの節節節節減減減減

エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー管管管管理理理理シシシシスススステテテテムムムム（（（（ＢＢＢＢＥＥＥＥＭＭＭＭＳＳＳＳ））））導導導導入入入入にににによよよよるるるる各各各各建建建建物物物物のののの運運運運用用用用改改改改善善善善省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））ののののたたたためめめめののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー管管管管理理理理シシシシスススステテテテムムムムのののの構構構構築築築築

　　　　ポポポポイイイインンンントトトト　　　　・・・・ＢＢＢＢＥＥＥＥＭＭＭＭＳＳＳＳのののの導導導導入入入入にににによよよよりりりり、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの『『『『見見見見ええええるるるる管管管管理理理理』』』』をををを実実実実現現現現。。。。ムムムムダダダダ発発発発見見見見でででで省省省省エエエエネネネネ改改改改修修修修とととと、、、、検検検検証証証証にににによよよよるるるるエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー　　　　　　　　消消消消費費費費量量量量のののの削削削削減減減減がががが図図図図れれれれるるるる。。。。　　　　・・・・電電電電力力力力、、、、水水水水、、、、ガガガガスススス、、、、空空空空調調調調ななななどどどどののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー使使使使用用用用量量量量をををを、、、、デデデデーーーータタタターーーーととととししししてててて収収収収集集集集しししし表表表表示示示示すすすするるるるここここととととががががででででききききるるるる。。。。　　　　・・・・例例例例ええええばばばばデデデデママママンンンンドドドドをををを５５５５００００ＫＫＫＫＷＷＷＷ抑抑抑抑制制制制すすすするるるるとととと、、、、電電電電気気気気料料料料金金金金がががが年年年年間間間間約約約約８８８８８８８８万万万万円円円円節節節節減減減減でででできききき、、、、年年年年間間間間４４４４ｔｔｔｔののののＣＣＣＣＯＯＯＯ　　　　もももも削削削削減減減減すすすするるるるこここことととと　　　　　　　　ががががででででききききるるるる。。。。



（参考）

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－11114444

２２２２ ２２２２
２２２２ ２２２２

２２２２ ２２２２ ２２２２ ２２２２
２２２２２２２２

２２２２ ２２２２
年間削減経費と削減率導入費当たり年間削減率

機器更新費 年間削減経費と削減率機器更新費134,000千円 140t/年 40,600千円 31.3t/年導入費当たり年間削減率年間ＣＯ 削減量 年間ＣＯ 削減量10,300千円/年（48％） 1,860千円/年（44％）5％8％

（導入費） （導入費）

導入費１円当たりのＣＯ 削減量 導入費１円当たりのＣＯ 削減量0.001㎏/円 0.0008㎏/円
機器更新費年間削減経費と削減率機器更新費 0.15t/年 51,030千円 0.15t/年導入費当たり年間削減率 年間削減経費と削減率導入費当たり年間削減率

600千円（10灯当たり）年間ＣＯ 削減量 年間ＣＯ 削減量9千円/年（40％） 229千円/年（61％）0.5％2％ －

（導入費） （導入費）

導入費１円当たりのＣＯ 削減量 導入費１円当たりのＣＯ 削減量0.0003㎏/円

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

（（（（理理理理学学学学部部部部情情情情報報報報学学学学科科科科棟棟棟棟でででで試試試試算算算算））））（（（（基基基基礎礎礎礎・・・・臨臨臨臨床床床床研研研研究究究究棟棟棟棟でででで試試試試算算算算））））

高高高高効効効効率率率率パパパパッッッッケケケケーーーージジジジエエエエアアアアココココンンンンのののの導導導導入入入入費費費費４４４４００００，，，，６６６６００００００００千千千千円円円円／／／／式式式式高高高高効効効効率率率率型型型型個個個個別別別別ルルルルーーーームムムムエエエエアアアアココココンンンンのののの導導導導入入入入費費費費１１１１３３３３４４４４，，，，００００００００００００千千千千円円円円／／／／式式式式

省省省省エエエエネネネネ効効効効果果果果もももも大大大大ききききくくくく予予予予算算算算にににに応応応応じじじじたたたた更更更更新新新新がががが可可可可能能能能 投投投投資資資資予予予予算算算算はははは大大大大ききききいいいいがががが、、、、省省省省エエエエネネネネにににに貢貢貢貢献献献献

　　　　ポポポポイイイインンンントトトト　　　　・・・・電電電電気気気気料料料料金金金金はははは年年年年間間間間１１１１００００，，，，３３３３００００００００千千千千円円円円（（（（４４４４８８８８％％％％　　　　　　　　減減減減））））のののの節節節節減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　　　　　　　　　・・・・ＣＣＣＣＯＯＯＯ　　　　をををを年年年年間間間間約約約約１１１１４４４４００００ｔｔｔｔ削削削削減減減減ででででききききるるるる。。。。　　　　・・・・旧旧旧旧機機機機器器器器のののの修修修修繕繕繕繕費費費費をををを考考考考慮慮慮慮すすすするるるるとととと更更更更ににににメメメメリリリリッッッットトトト 　　　　ポポポポイイイインンンントトトト　　　　・・・・電電電電気気気気料料料料金金金金はははは年年年年間間間間１１１１,,,,８８８８６６６６００００千千千千円円円円（（（（４４４４４４４４％％％％減減減減））））　　　　　　　　のののの節節節節減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　　　　　　　　　・・・・ＣＣＣＣＯＯＯＯ　　　　をををを年年年年間間間間約約約約３３３３１１１１．．．．３３３３ｔｔｔｔ削削削削減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　・・・・旧旧旧旧機機機機器器器器のののの修修修修繕繕繕繕費費費費をををを考考考考慮慮慮慮すすすするるるるとととと更更更更ににににメメメメリリリリッッッットトトト

年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料２２２２１１１１，，，，２２２２００００００００千千千千円円円円／／／／年年年年 年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料１１１１００００，，，，９９９９００００００００千千千千円円円円／／／／年年年年
②②②②エエエエアアアアココココンンンン更更更更新新新新４４４４００００ ,,,,6666００００００００千千千千円円円円②②②②エエエエアアアアココココンンンン更更更更新新新新１１１１３３３３４４４４ ,,,, ００００００００００００千千千千円円円円 年年年年間間間間節節節節減減減減費費費費１１１１００００，，，，３３３３００００００００千千千千円円円円／／／／年年年年 年年年年間間間間節節節節減減減減費費費費１１１１ ,,,, ８８８８６６６６００００千千千千円円円円／／／／年年年年

省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））

省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））のののの対対対対象象象象ととととななななるるるる建建建建物物物物はははは、、、、基基基基礎礎礎礎・・・・臨臨臨臨床床床床研研研研究究究究棟棟棟棟（（（（RRRR7777    11112222,,,,000000000000㎡㎡㎡㎡）））） 省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））のののの対対対対象象象象ととととななななるるるる建建建建物物物物はははは、、、、理理理理学学学学部部部部情情情情報報報報科科科科学学学学棟棟棟棟棟棟棟棟（（（（RRRR5555    2222,,,,333333333333㎡㎡㎡㎡））））

年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料２２２２ ,,,, ３３３３６６６６５５５５千千千千円円円円／／／／年年年年年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料４４４４ ,,,, ２２２２２２２２５５５５千千千千円円円円／／／／年年年年

１１１１....高高高高効効効効率率率率個個個個別別別別ルルルルーーーームムムムエエエエアアアアココココンンンンのののの更更更更新新新新 ２２２２....高高高高効効効効率率率率パパパパッッッッケケケケーーーージジジジエエエエアアアアココココンンンンのののの更更更更新新新新 ３３３３....ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ照照照照明明明明器器器器具具具具にににに更更更更新新新新 ４４４４....変変変変圧圧圧圧器器器器のののの統統統統廃廃廃廃合合合合・・・・高高高高効効効効率率率率化化化化少少少少額額額額かかかからららら始始始始めめめめらららられれれれるるるるおおおお手手手手軽軽軽軽なななな省省省省エエエエネネネネ対対対対策策策策 省省省省エエエエネネネネ効効効効果果果果はははは小小小小ささささいいいいがががが、、、、ススススペペペペーーーーススススママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトがががが可可可可能能能能（（（（標標標標準準準準的的的的なななな廊廊廊廊下下下下１１１１階階階階分分分分１１１１００００灯灯灯灯でででで試試試試算算算算）））） （（（（朝朝朝朝倉倉倉倉    附附附附属属属属図図図図書書書書館館館館他他他他でででで試試試試算算算算））））○学内にあるＨf型照明器具を古いものから順次、ＬＥＤ　照明器具に更新していく。 ○学内にある変圧器を統廃合することで、変圧器の損失を抑える　ことができる。

変変変変圧圧圧圧器器器器統統統統廃廃廃廃合合合合のののの導導導導入入入入費費費費５５５５１１１１,,,,００００３３３３００００千千千千円円円円／／／／式式式式ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ照照照照明明明明のののの導導導導入入入入費費費費６６６６００００００００千千千千円円円円／／／／１１１１００００灯灯灯灯当当当当たたたたりりりり 　　　　ポポポポイイイインンンントトトト　　　　・・・・電電電電気気気気料料料料金金金金はははは機機機機器器器器保保保保守守守守点点点点検検検検料料料料ととととああああわわわわせせせせ年年年年間間間間　　　　　　　　２２２２２２２２９９９９千千千千円円円円（（（（６６６６１１１１％％％％））））節節節節減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　　　　　　　　　・・・・ＣＣＣＣＯＯＯＯ　　　　をををを年年年年間間間間約約約約００００．．．．１１１１５５５５ｔｔｔｔ削削削削減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　・・・・旧旧旧旧機機機機器器器器のののの修修修修繕繕繕繕費費費費をををを考考考考慮慮慮慮すすすするるるるとととと更更更更ににににメメメメリリリリッッッットトトト　　　　ポポポポイイイインンンントトトト　　　　・・・・１１１１００００灯灯灯灯当当当当たたたたりりりりのののの電電電電気気気気料料料料金金金金はははは、、、、管管管管球球球球交交交交換換換換とととと合合合合　　　　　　　　わわわわせせせせ年年年年間間間間９９９９千千千千円円円円（（（（４４４４００００％％％％減減減減））））節節節節減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　　　　　　　　　・・・・ＣＣＣＣＯＯＯＯ　　　　をををを年年年年間間間間約約約約００００．．．．１１１１５５５５ｔｔｔｔ削削削削減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　・・・・ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤはははは入入入入切切切切りりりりにににに強強強強くくくく定定定定格格格格寿寿寿寿命命命命がががが長長長長いいいいたたたためめめめ、、、、　　　　　　　　管管管管球球球球交交交交換換換換等等等等でででで更更更更ににににメメメメリリリリッッッットトトトががががああああるるるる。。。。

年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料２２２２３３３３６６６６千千千千円円円円／／／／年年年年機機機機器器器器保保保保守守守守点点点点検検検検料料料料１１１１３３３３９９９９千千千千円円円円／／／／年年年年年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料１１１１８８８８千千千千円円円円／／／／年年年年管管管管球球球球等等等等交交交交換換換換料料料料４４４４千千千千円円円円／／／／年年年年 年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料１１１１４４４４６６６６千千千千円円円円／／／／年年年年年年年年間間間間電電電電気気気気料料料料１１１１３３３３千千千千円円円円／／／／年年年年
②②②②変変変変圧圧圧圧器器器器のののの更更更更新新新新５５５５１１１１ ,,,, ００００３３３３００００千千千千円円円円②②②②ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ照照照照明明明明更更更更新新新新６６６６００００００００千千千千円円円円 年年年年間間間間節節節節減減減減費費費費９９９９千千千千円円円円／／／／年年年年 年年年年間間間間節節節節減減減減費費費費２２２２２２２２９９９９千千千千円円円円／／／／年年年年

省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））

省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））のののの対対対対象象象象ととととななななるるるる範範範範囲囲囲囲はははは、、、、学学学学内内内内各各各各棟棟棟棟のののの廊廊廊廊下下下下部部部部分分分分ななななどどどど 省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））のののの対対対対象象象象ととととななななるるるる建建建建物物物物はははは、、、、朝朝朝朝倉倉倉倉附附附附属属属属図図図図書書書書館館館館・・・・本本本本部部部部管管管管理理理理棟棟棟棟・・・・ボボボボイイイイララララーーーー室室室室



（参考）

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－11115555

２２２２２２２２
２２２２ ２２２２

２２２２ ２２２２114t/年年間削減経費と削減率導入費当たり年間削減率
機器更新費 51,000千円 年間削減経費と削減率機器更新費 4,600千円 129t/年導入費当たり年間削減率年間ＣＯ 削減量 年間ＣＯ 削減量3,250千円/年（52％） 3,000千円/年（3.5％）6％ 65％

（導入費）（導入費）

導入費１円当たりのＣＯ 削減量 導入費１円当たりのＣＯ 削減量0.002㎏/円 0.03㎏/円

事 業 案 ２ コメント－－ － －50,000140t/年 ③134,00031.3t/年 ④40,600 ④0.15t/年 600（10灯当たり）（10灯当たりで換算） ⑤ ⑤51,030
③129t/年 4,600

（10灯当たり） 0.15t/年114t/年 51,000

年間削減経費と削減率 　（千円）導入費 導入費当たり年間削減率年間ＣＯ削減量
10,300千円/年（48％）1,860千円/年（44％）9千円/年（40％）229千円/年（61％）3,250千円/年（52％）

8％5％2％0.5％6％3,000千円/年（3.5％）
⑥

0.001㎏0.0008㎏0.0003㎏－0.002㎏0.03㎏65％

導入費１円当たり年間CO2削減量

①① ②

②

○省エネ法の改正に伴い、エネルギーの使用量を把握するためにはまず、エネルギー管理システム　（ＢＥＭＳ）の導入が必要不可欠である。　このシステムによりエネルギーの把握と、それぞれの取り組みにおける省エネ効果を検証するこ　とができる。

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

（（（（農農農農学学学学部部部部ビビビビニニニニーーーールルルルハハハハウウウウススススでででで試試試試算算算算））））

省省省省エエエエネネネネカカカカババババーーーーのののの導導導導入入入入費費費費４４４４,,,,６６６６００００００００千千千千円円円円／／／／式式式式

投投投投資資資資予予予予算算算算はははは大大大大ききききいいいいがががが、、、、省省省省エエエエネネネネにににに貢貢貢貢献献献献 少少少少額額額額投投投投資資資資でででで効効効効果果果果大大大大のののの省省省省エエエエネネネネ６６６６....蒸蒸蒸蒸気気気気弁弁弁弁にににに省省省省エエエエネネネネカカカカババババーーーーのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ（（（（岡岡岡岡豊豊豊豊団団団団地地地地ののののボボボボイイイイララララーーーー室室室室他他他他対対対対象象象象建建建建物物物物でででで試試試試算算算算））））

電電電電気気気気式式式式ヒヒヒヒーーーートトトトポポポポンンンンププププのののの導導導導入入入入費費費費５５５５１１１１，，，，００００００００００００千千千千円円円円／／／／式式式式　　　　ポポポポイイイインンンントトトト　　　　・・・・灯灯灯灯油油油油燃燃燃燃料料料料かかかからららら電電電電気気気気式式式式にににに更更更更新新新新しししし、、、、料料料料金金金金はははは年年年年間間間間　　　　　　　　３３３３,,,,２２２２５５５５００００千千千千円円円円((((５５５５２２２２％％％％減減減減))))のののの節節節節減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　・・・・ＣＣＣＣＯＯＯＯ　　　　をををを年年年年間間間間約約約約１１１１１１１１４４４４ｔｔｔｔ削削削削減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　・・・・旧旧旧旧機機機機器器器器のののの修修修修繕繕繕繕費費費費をををを考考考考慮慮慮慮すすすするるるるとととと更更更更ににににメメメメリリリリッッッットトトト 　　　　ポポポポイイイインンンントトトト　　　　・・・・重重重重油油油油料料料料金金金金はははは年年年年間間間間３３３３,,,,００００００００００００千千千千円円円円（（（（３３３３....５５５５％％％％））））　　　　　　　　のののの節節節節減減減減ががががででででききききるるるる。。。。　　　　　　　　　　　　・・・・ＣＣＣＣＯＯＯＯ　　　　をををを年年年年間間間間約約約約１１１１２２２２９９９９ｔｔｔｔ削削削削減減減減ががががででででききききるるるる。。。。

灯灯灯灯油油油油・・・・ＡＡＡＡ重重重重油油油油６６６６ ,,,, ２２２２５５５５００００千千千千円円円円／／／／年年年年 電電電電気気気気料料料料金金金金３３３３ ,,,, ００００００００００００千千千千円円円円／／／／年年年年
②②②②省省省省エエエエネネネネカカカカババババーーーー取取取取付付付付４４４４ ,,,, ６６６６００００００００千千千千円円円円②②②②電電電電気気気気式式式式ヒヒヒヒーーーートトトトポポポポンンンンププププ更更更更新新新新５５５５１１１１ ,,,, ００００００００００００千千千千円円円円 年年年年間間間間節節節節減減減減費費費費３３３３ ,,,, ２２２２５５５５００００千千千千円円円円／／／／年年年年 年年年年間間間間節節節節減減減減費費費費３３３３ ,,,, ００００００００００００千千千千円円円円／／／／年年年年

省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））

省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））のののの対対対対象象象象ととととななななるるるる建建建建物物物物はははは、、、、農農農農学学学学部部部部ビビビビニニニニーーーールルルルハハハハウウウウスススス（（（（灯灯灯灯油油油油22227777台台台台、、、、重重重重油油油油1111台台台台）））） 省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））のののの対対対対象象象象ととととななななるるるる建建建建物物物物はははは、、、、岡岡岡岡豊豊豊豊団団団団地地地地ののののボボボボイイイイララララーーーー室室室室、、、、中中中中央央央央機機機機械械械械室室室室、、、、病病病病棟棟棟棟機機機機械械械械室室室室、、、、学学学学部部部部

５５５５....ビビビビニニニニーーーールルルルハハハハウウウウスススス用用用用加加加加温温温温機機機機器器器器をををを電電電電気気気気式式式式にににに更更更更新新新新
ＡＡＡＡ重重重重油油油油料料料料８８８８４４４４,,,,４４４４００００００００千千千千円円円円／／／／年年年年ＡＡＡＡ重重重重油油油油料料料料８８８８７７７７,,,,４４４４００００００００千千千千円円円円／／／／年年年年

エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）導入による、各建物の運用改善 省エネ法に沿って効率的なエネルギーマネジメントを追及できる省エネ効果も大きく予算に応じた更新が可能投資予算は大きいが、省エネに貢献③.ＬＥＤ照明器具に　 更新 少額から始められるお手軽な省エネ対策④.変圧器の統廃合・　 高効率化 省エネ効果は小さいが、スペースマネジメントが可能投資予算は大きいが、省エネに貢献⑥.蒸気弁に省エネ　 カバーの取り付け 少額投資で効果大の省エネ

省省省省エエエエネネネネ推推推推進進進進事事事事業業業業（（（（案案案案））））
①.高効率個別ルーム　 エアコンの更新②.高効率パッケージ　 エアコンの更新
⑤.ビニールハウス用   加温機器を電気式　 に更新



一斉休業の実施パトロールの実施

設備機器等の更新

■省エネ化行動計画　高知大学は、四国経済産業局より、特定事業者に指定されたことから、平成21年度のエネルギー使用量を基準とし、中長期的（平成22年～平成26年）にみて年平均1％以上、計　　　　のエネルギー消費原単位（総エネルギー量を総面積で除した値）の低減が義務付けられました。５％以上 特定事業者エネルギー管理企画推進者エネルギー管理統括者 指定なし 指定なし 指定なし岡豊団地 朝倉団地 物部団地 小津団地 その他団地第１種指定工場 第２種指定工場

●高知大学の第二期中期目標・中期計画における省エネの取り組み

●特定事業者（高知大学）としての義務内容

高高高高知知知知大大大大学学学学のののの施施施施設設設設概概概概要要要要 資資資資－－－－11116666
・空調の設定温度の徹底など

（５年間５％削減の省エネ目標）

・朝倉、物部団地における一斉夏季休暇の実施
約1.2％

年平均1%以上の削減目標 383（千Kwh）5年間で5%以上の削減 1,915（千Kwh）基準となる高知大学の平成２１年度のエネルギー使用量38,250（千Kwh） 行動計画①●設備機器等の更新で、約1.2％（460千Kwh）の削減　朝倉朝倉 人文学部棟Ｈ２４年Ｈ２５年 教育学部２号館Ｈ２６年 ０．０８０．０５０．０６０．１２０．６４物部宇佐 計Ｈ２７年 暖地フィールドセイエンス教育研究センター研究室及び管理棟実験研究棟教育実践総合センター国際・地域連携センター １，０３６ ０．１４９７７ ０．１３２４，０６２４１，５１７２０，４７０２９，５０５１２８，６２８ ６０６１，００９３，８７１
Ｈ２３年 Ｈ２１年度基準大学全体のエネルギーに対する削減率（％）年間削減経費（千円）団地名 建 物 名 称大学会館 ０．０６２４３１３，０７４導入費（千円）（次年度のメーター設置含む）実施計画年度
Ｈ２３年 Ｈ２１年度基準大学全体のエネルギーに対する削減率（％）年間削減経費（千円）団地名 建 物 名 称実施計画年度
①高効率個別ルームエアコンの更新
⑥蒸気弁に省エネカバーの取り付け岡豊 中央機械室 ４，５９７導入費（千円） ０．４９２，９９２行動計画②
●一斉休業の実施で、約0.1％（33千Kwh）の削減　●省エネパトロール等の実施で、約3.8％（1,454千Kwh）の削減　

岡豊朝倉
行動計画③５％削減の目標達成！

目標達成のための「省エネ化行動計画」1,500kl/年以上年間エネルギー使用量（原油換算kl） 特定事業者エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者事業者の区分遵守すべき事項事業者の目標行政によるチェック
事業者の義務 判断基準の遵守（管理標準の設定、省エネ措置の実施等）中長期にみて年平均１％以上のエネルギー消費原単位の低減指導・助言・報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示（指示に従わない場合、公表・命令）等

選任すべき者

＝中期計画＝　　　省エネ活動に努め、環境に配慮した設備整備を行ない、「エ　　ネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）に基づく、　　エネルギー消費原単位（総エネルギー量を総面積で除した値）　　を年平均１％削減し、一般管理費のうち水道光熱費、消耗品費　　について、第一期実績に対し３％の経費を削減する。

高高高高知知知知大大大大学学学学ＫＫＫＫｏｏｏｏｃｃｃｃｈｈｈｈｉｉｉｉ    ＵＵＵＵｎｎｎｎｉｉｉｉｖｖｖｖｅｅｅｅｒｒｒｒｓｓｓｓｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ高知大学のよりよい教育研究環境の充実のために

＝＝＝＝省省省省エエエエネネネネ法法法法にににに伴伴伴伴うううう消消消消費費費費電電電電力力力力のののの削削削削減減減減ににににつつつついいいいてててて中中中中長長長長期期期期のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ＝＝＝＝
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