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　　　　　　　　　　　　　はじめに

　本学は，１９５０年（昭和２５年）５月２２日首里城跡地に開学された。
以来２０年余，大学の発展にともない施設規模は拡大され，首里キャンパス
が狭隘となったため，「現規模に基づく施設必要面積の中で計画しながら，
未来に伸長ある大学像を描き，新しい発展拡張にも対応が可能な柔軟性のあ
る計画をする」というマスタープランの方針のもと，建物の集約配置，将来
への発展，機能別の配置に配慮したキャンパスつくりを目指し，千原キャン
パスへは１９７９年（昭和５４年）３月に農学部，また，上原キャンパスへ
は１９８４年（昭和５９年）附属病院を皮切りに移転が開始された。
　これら主要な二つのキャンパスは，移転後四半世紀が経過し建物総延べ面
積約２５９，０００㎡，土地面積約１２６ha，キャンパス人口約１万人を有
する沖縄県唯一の総合大学のキャンパスとして発展を成してきた。
　その反面，大学院の狭隘化の解消や全学的視点に立った弾力的・流動的な
施設利用を可能とする人文系の総合研究棟などの完成により，当初余裕の
あったキャンパスも部分的に建て詰まりの状況が発生している。さらには将
来本学の地域特性を踏まえた教育研究活動に対応した施設の整備も必要にな
ることが考えられる。
　また，亜熱帯特有の気象条件や海岸に近いという地理的条件の下，他地域
の大学に比して，既存施設の老朽化や機能低下が急速に進行している。
　このような状況下において，将来にわたって本学の教育研究活動を支え続
ける基盤つくりのために，建物・インフラストラクチャー等キャンパスを全
般的に点検・評価をし，その結果に基づき教育研究環境の持続的向上を図る
ことが緊急の課題となってきている。
　施設運営部では，そのことを十分認識し『キャンパス・リファイン計画』
の策定を決定し検討を重ねてきた。
　キャンパス・リファイン計画は，これまでに十分な維持管理がなされてい
なかったことから生じている蓄積された要修繕箇所(負の資産)解消等を計画
的に行う場合においても，単なる改修にとどまらず機能の向上を念頭におい
た改良・再生を目指すことにある。
　この計画において，全学的視点に立った土地や施設の利用・構内交通・緑
地，及び建物・設備の配置等についての基本となる計画を提案し，将来にわ
たり大学文化の薫り高く美しいキャンパスつくりを行うための方針を示すこ
ととした。
　計画の立案・運用については，以下の基本的な考え方に基づいている。
　①本学の基本理念・大学像・長期計画を踏まえる。
　②社会からの要請や国の政策・施策を踏まえる。
　③既存の土地・施設等を全学的視点にたって最大限に活用する。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設運営部

第四章　施設計画の立案
　　１　施設マネジメント導入の必要性
　　２　施設マネジメントの視点と考え方
　　３　施設マネジメントの実施
　　４　施設マネジメントシステム構築のための実施方策
　　　　４－１　施設運営部の発足
　　　　４－２　施設マネジメント委員会の設置
　　　　４－３　施設の有効活用に関する規程の整備
　　　　４－４　ウエブを利用した活用状況調査・評価システムの構築
　　　　４－５　施設利用者への意識啓発
　　　　４－６　施設の維持管理の実施
　　　　４－７　施設等を充実するための財源確保
　　　　４－８　多様な財源の確保等
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本学が目指す大学としてのキャンパス像

琉　　球　　大　　学　　の　　中　　期　　目　　標

２　大学の理念・目標等から見えるキャンパス像

○その他業務運営に関する重要目標等
　・全学的視点に立った施設マネジメントを推進する。
　・安全で快適なキャンパス環境の保全を行う。
　・大学文化の薫り高いキャンパスを目指す

○研究に関する目標
　・地域特性を踏まえつつ，最先端の特色ある研究を重点的に推進し
　　熱帯・亜熱帯科学，島嶼・海洋科学で世界をリードする研究拠点
　　の形成を目指す。
　・総合的視点に立った研究領域の柔軟な再構築を図り，学部等の
　　枠組みを越えた学際的研究プロジェクトを重点的に推進する。
　・自然科学と人文社会科学との融合型の研究を推進する。
　・研究成果を地域産業の創出に結びつく産学連携に発展させ，
　　地域社会に還元するとともに，隣接するアジア・太平洋地域等に
　　おける国際貢献に応用・寄与する。
　・的確な評価に基づく資源配分を含む競争的研究環境を積極的に
　　導入し，質の高い研究を展開する。

　
○教育に関する目標
　・教育研究組織を全学的に見直し，本学の理念・地域特性
　　及び社会的ニーズに対応した教育研究を推進する。
　・国際社会に貢献すべく，多様な文化の理解に努め，外国語
　　（特に英語）による発表・討論能力の向上を図る。
　・情報社会に対応するため，情報技術活用能力の向上を図る。
　・世界水準の教育の推進し，研究者及び高度専門職業人を
　　養成する。
　・各学部・学科の特性や各授業科目の特性に合った適切な
　　授業方法を実施する。

○学生支援に関する目標
　・学生の希望や意見を適切に把握し，大学運営に迅速に
　　反映させる。
　・学生の心身の健康増進を支援する。
　・社会人，留学生，傷害のある者の修学環境を充実する。

○地域の核となる高度先進的医療を推進し続ける病院。
　　・患者サービスの向上，良質な医療人の養成及び先端的医療技術の開発と提供
　　　に配慮した施設環境を計画的に充実する。

　　　　　　　【先端的医療を支える施設の充実】

○社会の変化等に対応した高度で多様な高等教育を展開できる大学。

　　・学部等の枠を越えた柔軟で機動的な教育を展開するための施設環境を
　　 計画的に充実する。
　　・生涯学習のニーズに対応するため高齢者や身体障害者も
　　 対象とした施設環境を充実する。

　　　　　　　【多様な教育に対応した施設の充実】

○地域社会との連携，地域産業へ研究成果等の知的還元を促進し
　 地域発展に貢献し続ける大学。
　　・共同研究者等を受け入れるための施設環境を計画的に充実する。
　　・民間研究施設の利用も考慮した計画を行う。
　　・地域産業への技術移転を推進するための施設環境を充実する。

　　　　　　　　　　　　【産学連携を支える施設の充実】

○２１世紀を迎え，さらなる国際性を推進し存在感ある大学。

　　・外国人研究員等を受け入れるための施設環境を計画的に充実する。
　　・国際人を養成するための教育・研究に対応した施設環境を計画的に充実する。
　　・留学生受け入れを促進するための施設環境を計画的に充実する。
　　・国際化時代を担う人材の育成に対応した施設環境を計画的に充実する。

　　　　　　　　　　　【国際化をより促す施設の充実】

○地域特性に根差した世界水準の教育・研究を推進し個性あふれる
　 大学。
　・土地も含めた施設を全学共有のものとし大学の教育・研究目標に基づき

　　活性的に運用する。
　・最先端の教育・研究を推進するため，施設設備の整備や既存の改修・修繕を
　　計画的に実施する。
　・教育方法の変化や研究の高度化に対応するための基盤整備を計画的に実施する。

　　　　　　【高度な教育・研究に対応した施設の充実】

○社会との連携，国際交流等に関する目標
　・本学の基本理念に基づき，社会との連携を積極的に推進する。
　・本学の基本理念を踏まえ，アジア・太平洋地域を中心とした
　　国際社会との交流連携を推進する。

○医学部附属病院に関する目標
＜理念＞
　　病める人の立場に立った，質の高い医療を提供するとともに，
　　国際性豊かな医療人を養成する。
＜基本方針＞
　　・生命の尊厳を重んじた全人的医療の実践。
　　・地域における保健・医療･福祉の向上に対する貢献と
　　　関連機関との連携を推進。
　　・先端医療技術の開発・応用・評価
　　・国際性豊かな医療人の育成

本学が目指す教育・研究活動や学生等の学習・生活活動の基盤となる
大学文化の薫り高く美しいキャンパス創り

○知的な大学生活をすごせる文化の薫り高いキャンパス。
　　・学生間，学生と教官等の知的交流を促進させる施設環境を充実する。
　　・賑わいと潤いを持った施設環境を充実する。
　　・記憶に残り続け愛校心を醸し出す施設環境を充実する。
　　・周辺環境との調和を図り，地域社会との共生を目指した施設環境の充実を図る。

　　　　　　【生活環境・地域との共生を支える施設の充実】
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現状

現状 集約後

再配分

１Ｆ ２Ｆ

３Ｆ ５Ｆ
４Ｆ

６Ｆ
７Ｆ

の施設を有している。また、不足している施設の整備については継続

以上のことから、現有の施設を全学の貴重な共有財産とすることを

再認識し、各部局の枠組みを超えた利用も考慮した既存施設の有効活

用を積極的に計画し、学科や学部等の増設など本学の目指す教育研究

変化に対応することとする。

・　短期間に移転整備されているため、老朽化対応の改修については

・　単に経年劣化の解消にとどまらず、学生や社会のニーズに対応す

る等、将来も見据えた改修を計画する。

的に要求していくこととなるが、諸情勢を鑑みると大規模な整備につ

いては早期の実施は困難と考えられる。

本学の保有する施設は十分とはいえないが、同規模大学と同等程度

Ｄ室
Ｅ室

Ｆ室 Ａ室 Ｂ室Ｃ室 Ｃ室Ａ室
Ｂ室

新しいスペース
の確保

Ｂ室Ａ室

Ｃ室 Ｄ室

集
約

集約

Ａ’室 Ｂ’室

・同じ機能をもつ部屋や利用率の低い部屋を集約化し新たな教育研究を展開するスペースへ

・スペース再配分計画イメージ

間仕切壁等はフレキ
シブルな構造とする

・既存施設の点検評価に基づく集約化によるスペース確保のイメージ

・画一的なスペース配分

・利用率、使用人数
　によるスペース再
　配分

・教育研究の活性化を維持・継続できるつくり

　本学が有する施設は，築後２５年を順次迎え
ることとなり，今後大規模な改修が必要となる。
　これらの経費は膨大な費用が必要となり，施設
整備事業としての予算措置も流動的であるため，
近い将来において，教育研究活動に支障をきたす
ことが考えられる。したがって，「琉球大学施設
有効活用規程」（平成１６年８月２日制定）に基
づき調査・点検評価を積極的に行い，スペースの
再配分等を実施することが必要となる。
　また，計画的に自己財源を確保し教育・研究活
動の持続的向上を図るために，新しいスペースの
創出を推進することも考慮しなければならない。

３　建物の計画

一時期に集中することが考えられるためため多額の費用を要するこ

ととなる。これらの費用を平準化するため、点検評価に基づき、

部位別等の改修を計画する。

　本学において，今後不足している施設の整備については，学部毎の整備から
学部を越えた全学共用の総合研究棟として計画する。
　この総合研究棟は以下に掲げる事項を守り計画する。
　　・教育・研究の流動的な研究活動を支援する施設として計画する。

　　・学際的な教育・研究活動を支援する施設として計画する。

　　・学部学生・大学院生，若手研究者の萌芽的研究を支援する施設として
　　　計画する。

　　・全学共用の研究スペースを確保し，独創的・先端的なプロジェクト型の
　　　研究活動に供する。
　　　　この共用スペースは「琉球大学における総合研究棟の有効活用に関す
　　　る規程」（平成１３年１月２３日制定）に基づき利用することとなる。

＜大学院充実に伴う狭隘解消と全学共用スペースの創出＞
　　　　総合研究棟（平成１４年１１月完成）

○老朽化対策ー既存施設の再生整備ー

３－２　既存施設の有効活用による新しいスペース創出

３－１　総合研究棟の計画

・　施設利用者の多様化も考慮し、ユニバーサルデザインに対応した

改修を計画する。

○狭隘化対策ー必要なスペースの確保ー
・　全ての施設を全学的共有財産として利用状況等の現状把握、点検

評価を行い有効活用を前提としたスペースの再配分を計画する。

・　学生の教育研究、生活支援施設の整備を推進し、自学・自習及び

談話・交流のスペースの確保を計画する。

・　大学院生、留学生、外国人研究者の増加による必要スペースの確

保を計画する。

・　地域・社会との交流や本学の研究を広く公開するためのスペース

・　新たな教育研究を展開するためのスペースの確保を計画する。

を確保する。

○附属病院の整備

・　病床環境や院内生活支援施設の充実及び各種相談室の設置等によ

り病院環境を整備し、患者サービスの向上に対応する。

・　疾患別・機能別診療体制の再編、日帰り手術等に対応する医療環

境を整備し医療の高度化、多様化に対応する。

築後２５年が経過し、劣悪な気候環境の下での老朽化が急速に進ん

でいる。また、中央診療部門の充実・再編等により狭隘化も加速し、

先端医療、臨床医学の教育研究、地域医療の中核を担う医療機関とし

ての機能を保つために、既存施設の有効活用を図るとともに、附属病

院の運営コスト等を踏まえ整備を図る。
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教官室
（２）

資料室
（１）

資料室
（２）

教官室
（３）

教官室
（４）

演習室

（１）
演習室
（２）

演習室（３）

ＰＳ

ＰＳ

ＥＶ

廊　下

ラウンジ

Ｐ
Ｓ

客
員
教
官
室

資料室（４）

客
員
教
官
室

（１） （２）

教官室 教官室

（１） （２）

長寿科学研究
プロジェクト

沖縄・平和教育開発
プロジェクト

アジア太平洋島嶼研究センター

移民研究センター 法科大学院設置準備室

ＰＳ

ＰＳ

ＥＰＳ

廊　下

ＥＶ

ラウンジ

Ｐ
Ｓ

客
員
教
官
室

客
員
教
官
室

（１） （２）

資料室（５）

教官室 教官室

（１） （２）

多目的室
（法科大学院模擬法廷）

沖縄自治研究会
自治基本条例

研究プロジェクト

琉球文化データー
ベース作成

アメリカ研究センター

ＥＰＳ

　共用スペースでの主な研究プロジェクト

・亜熱帯島嶼の環境・エネルギー機能性及び沖縄県の地理的特性を生かした
　情報科学の研究

・沖縄の歴史・文化・民族・言語の研究，異文化接触等の比較文化研究

・アジア太平洋島嶼に関する総合的調査研究等

    

・アジア太平洋島嶼研究プロジェクト　・沖縄・平和教育開発プロジェクト
・長寿科学研究プロジェクト　　　　　・アメリカ研究プロジェクト

・沖縄自治研究会自治基本条例研究プロジェクト

・琉球文化データ作成プロジェクト等

共用スペース

大学院スペース

　人文社会科学系の総合的教育研究活動の核として・・・

　【今後の計画　：　理工系総合研究棟，医系総合研究棟】
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【 病 院 再 編 移 行 計 画 図 】

現 状 短期計画図 中・長期計画図

中央診療棟
増築計画 中央診療棟

増築計画

病棟増築
計画

本学附属病院は，県内唯一の大学附属病院，特定機能病院

としてその役割を果たし，多くの県民から信頼されている。し

かし最近の医学・医療の著しい進展，それに伴う医療の専門化，

高度化及び医療機器の増大，また医療制度，社会の変化による

患者数の増加，疾病構造の変化，さらに国際化等医療を取り巻

く環境は大きく変化している。

また，島嶼性を踏まえた高いレベルの「自己完結型の医療」

が求められており，その役割を確実なものとするためや地域医

療に貢献する２１世紀の高度先進医療を目指した病院の再構築

を図るため平成１３年２月に「琉球大学医学部将来構想案」を

策定し，着実に推進している。

今後は，病院運営を勘案しながら更なる進展を目指すことと

する。

３－３ 附属病院施設の計画
【 基本理念実現のための具体的展開 】

〈 整備項目 〉

・基幹整備〈設備老朽化対応〉（平成１１年度～）

・周産母子センターの整備 （平成１５年度）

・ＭＥセンターの整備 （平成１６年度）

・リハビリテーション部（作業療法棟）の整備

（平成１７年度予定）

〈 医療情報システムの確立 〉 〈 疾患別・機能別診療体制の確立 〉
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　　　　　　　　　共用スペースに関する基本的事項
＜規模について＞
　・諸活動の特性に応じた１人当たりの必要面積を確保したものとする。
＜場所について＞
　・諸活動の関連性や利用者の利便性に配慮した場所に設置する。
＜施設水準について＞
　・諸活動の特性に応じた環境を持つ空間とする。

○情報化環境を支える共用スペース

　・個人ブースの充実を推進するとと
　　もにグループ学習に対応したスペ
　　ースも計画する。
　・機器の更新にも対応可能な設備環
　　境とする。

○研究者間の交流を支える共用スペース

　・研究者のリフレッシュや研究分野
　　を超えた交流による意識触発の場
　　となるよう計画する。
　・特にプレゼンテイションも含めた
　　情報化対応に配慮した計画とする。

○学生間の交流を支える共用スペース

　・学生のリフレッシュや学部を超え
　　た交流による意識昂揚の場となる
　　よう計画する。

○研究活動を支える共用スペース
　＜実験系＞

　・将来の研究の変化にも対応できる
　　よう，フレキシビリティを持たせ
　　た大空間で計画する。
　・設備システムの変更にも対応でき
　　るよう配管・配線スペースは十分
　　に確保した計画とする。
　・利用者による整備も考えられるた
　　めエネルギー供給は各室の配管・
　　配線シャフトまでとすることも検
　　討する。

○研究活動を支える共用スペース
　＜非実験系＞

　・利用者数による空間規模の変化に
　　も対応できるよう，フレキシビリ
　　ティを持たせた空間で計画する。
　・特に情報化対応に配慮したした計
　　画とする。
　・利用者による整備も考えられるた
　　めエネルギー供給は各室の配管・
　　配線シャフトまでとすることも検
　　討する。

○自学自習を支える共用スペース

　・学習コーナー，ふれあいコーナー
　　やリフレッシュコーナーなど利用
　　形態の多様性にも対応し様々な交
　　流が生まれる空間となるよう計画
　　する。
　・特に情報化対応に配慮したした計
　　画とする。

３－４　共用スペースの計画
 
　
　　共用スペースについては，総合研究棟及び既存施設の有効活用規程に掲げられて
　おり，様々な教育研究活動や学習・生活活動等を支えるため全学的に利用するスペ
　ースとして施設の活用状況調査・点検・評価等に基づき積極的に確保する。
　　各々の共用スペースに持たせる機能に応じ，変化への対応等の柔軟性，利便性，
　機器の搬出入，情報環境，エネルギー供給等に留意して目標となる施設水準を設定
　する。
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