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学長メッセージ

　兵庫教育大学は平成 24年６月に、大学創設の趣旨・目的、ミッション・ビジョン等に
基づき、長期的視点に立った計画的な整備を行うために「兵庫教育大学キャンパスマスター
プラン 2012」を策定した。
　しかしながら、大学を取り巻く環境の変化、大学自体の大学経営戦略の変化等により、
キャンパスに求められる施設機能は時々刻々に変化する。そのため、中長期的なキャンパ
ス整備の方向を定めるキャンパスマスタープランも変化する必要がある。

　兵庫教育大学では、平成 28年７月の役員会においてキャンパスマスタープランの見直
しが決定され、キャンパス環境委員会において見直しを行い、「兵庫教育大学キャンパス
マスタープラン」を改訂した。

　「兵庫教育大学キャンパスマスタープラン」以下、「兵教大ＣＭＰ」という ) では、平成
２８年７月の役員会において示されたキャンパス像、将来計画を実現するために、将来を
見据え計画的な施設整備を行う上で最も重要な基本方針、整備方針、活用方針を全面的に
見直した。部門別計画等として、学生寄宿舎マスタープラン、屋外運動施設・課外活動施
設マスタープラン、職員宿舎マスタープラン、スペース利用規則、バリアフリーマップ等
を取りまとめた。今後は検討を加速し、継続的なキャンパスマスタープランの見直しを行
う予定である。

　また、兵庫教育大学ではキャンパスマスタープランを見直すにあたり、キャンパス環境
委員会及び施設担当課だけで検討するのではなく、学長のリーダーシップのもと、キャン
パスマスタープランを見直すための全学横断的な専門委員会、各種専門部会を設置してい
る。各会は、役員、教員、学生委員会委員、事務局各課長・副課長等、様々な立場の人間
が委員となり、兵庫教育大学のキャンパス像、将来計画を実現するための検討を進めてい
る。

　兵庫教育大学はキャンパスマスタープランを拠り所として、学長、役員ならびに教職員
一同が、ミッションの遂行、ビジョンの実現、インクルーシブ化を目指すとともに、教育
研究のオンライン化にも対応する魅力あるキャンパスづくりに取り組んでいきたい。

令和 3（2021）年 4月
国立大学法人兵庫教育大学　学長

加 治 佐  哲 也
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基本方針、整備方針・活用方針、部門別計画、
短期整備行動計画、施設修繕計画
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Ⅰ　キャンパスの基本方針　　　　　　　　　　　
　兵庫教育大学キャンパスマスタープラン基本方針
　（１）ミッションを遂行し、ビジョンを目指すために必要な機能を備え、国の教育政策
　　　に対応し、時代の変化と社会的要請に応えるキャンパス
　（２）「教師教育のトップランナー」を目指し、「教員養成の高度化」に継続して取り組み、
　　　国際化に対応できるキャンパス
　（３）教員養成・研修の「地域拠点」であるとともに「全国拠点」となるキャンパス
　（４）安全で快適な学習環境と快適で効率的な職場環境を提供するキャンパス
　（５）地域や卒業生、修了生との連携を図り、地域や教育の活性化に貢献し、地域住民、
　　　卒業生、修了生、在学生等にとって魅力あるキャンパス
　（６）開学以来培われてきたキャンパスの普遍的要素を踏襲しつつ、充実・発展するキャ
　　　ンパス
　（７）自然環境に配慮し、持続可能な発展を目指すキャンパス

○兵庫教育大学の創設の趣旨
　兵庫教育大学は、教育基本法 ( 昭和 22年法律第 25号 ) の精神に則り、学校教育にかか
る諸科学の理論と応用に関する研究を総合的に推進し、文化、社会の発展に資する創造的
知性と人間愛に支えられた教員を育成し、もって教育、学術、文化の進展に寄与すること
を目的として設置されている。

○兵庫教育大学の開学当初のキャンパス計画の理念
　①教育者として深い人間性を醸成するように、暖かさ・感情・友愛等人間性の基調とな
　　る要素を反映した計画とする。
　②地域の持つ特色を生かしつつ、文化的な環境を準備して、全学生に均衡のとれた人格
　　を形成する機会がもてるように配慮する。
　③敷地の自然環境を十分考慮し、キャンパス全体が、新構想大学にふさわしい雰囲気を
　　醸し出すように配慮する。
　④キャンパスの周辺及び地域社会との関連性を十分考慮した物とする。
　　　
○兵庫教育大学キャンパスが醸し出す個性・魅力
　①自然への敬愛を増し安らぎ・心地よさなどの情操面を豊かにする、自然と調和の取れ
　　た緑豊かな屋外緑地環境「アカデミックグリーンキャンパス」
　②各所に計画的に配置されたゆとり空間により生み出される、盛んな交流・賑わい
　③新構想教育大学としての計画的な建物配置、教育者を目指す学生の学びへの情熱等に
　　よって、キャンパス全体に醸し出されている凛とした雰囲気
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１－１．アカデミックプラン、経営戦略との関連性
　兵教大ＣＭＰ基本方針の策定にあたり、本学のアカデミックプラン、経営戦略である兵
庫教育大学の「ミッション」、「ビジョン」等に配慮した。下記に兵庫教育大学の「ミッショ
ン」、「ビジョン」を示す。

　別冊資料編において、「兵庫教育大学のビジョン」と兵教大ＣＭＰ基本方針の対比表を
示す。「兵庫教育大学のビジョン」は本学の教育・研究機能、地域・社会への貢献等『大
学として目指す姿』であり、「兵教大ＣＭＰ基本方針」はそのビジョンを実現するための、
ハード面における『大学として目指すキャンパスの姿』である。

○兵庫教育大学のミッション
　兵庫教育大学は、教員の資質能力の向上と学校教育の改善を求める社会的要請に応える
ために、次の使命を遂行します。
　1. 現職教員に対する高度な専門性と実践的指導力の育成
　　現職教員に対し、教育現場の課題を踏まえた学びの場を提供することにより、専門職
　　として高度な専門性と実践的指導力を育成します。
　2. 実践力に優れた新人教員の養成
　　豊かな教育環境を生かして、実践力と人間性に優れた新人教員を養成します。また、
　　教育大学の特性を生かして、学校教育分野の心理専門職を養成します。
　3. 教育実践学の推進
　　学校教育に関する理論と実践を融合した研究（「教育実践学」）を推進し、優れた研究
　　者を養成します。
　4. 教師教育の先導的モデルの構築
　　国内外の学校教育の課題やニーズを不断に捉え、新しいカリキュラムや教育方法を主
　　体的に改善・開発することにより、教員養成・研修の先導的モデルとなります。
　5. 教育研究成果の国内外への発信
　　教育と研究の成果を地域や広く国内外に発信し、学校の教育活動に生かします。

○ミッションの再定義（平成 25 年度）
　「大学院における現職教員の再教育・研修（管理職研修等）の拠点」

○兵庫教育大学のビジョン
　　兵庫教育大学は、次のような大学を目指します。
　◆「教師教育のトップランナー」
　　　高い専門性と確かな実践力を備えた教員を養成するとともに、先導的な教育研究を
　　推進して、教師教育の実践と研究における全国拠点（ナショナルセンター）並びに　
　　地域拠点（リージョナルセンター）となります。



　　◆「学生の持てる力を最大限に引き出す大学」
　　　　質の高い教育内容と充実した学習環境を提供して、学生一人ひとりがその可能性
　　　を最大限に伸ばし、高い達成感と満足感を得られる大学となります。
　　◆「成長し続ける大学」
　　　　時代に即応する教育研究と大学運営を効果的に遂行できる環境を整備して、教職
　　　員の帰属意識を高め、成長し続ける大学となります。

１－２．キャンパスの現状について
　兵教大ＣＭＰ基本方針の策定にあたり、改めてキャンパスの現状を確認・把握した。既
存キャンパスの個性・魅力といったキャンパスの『変えてはいけない部分』を兵教大ＣＭ
Ｐ基本方針に反映した。一方、既存キャンパスが抱える課題等については、長期的に達成
していく目標と短期的に実現する目標に整理した上で、次章の「兵庫教育大学キャンパス
マスタープラン整備方針」、「兵庫教育大学キャンパスマスタープラン活用方針」に反映し
た。

【キャンパスの現状】
　兵庫教育大学は、兵庫県加東市に加東キャンパス（嬉野台地区、山国地区）、神戸市に
神戸ハーバーランドキャンパスを設置している。兵庫教育大学の主要団地である加東キャ
ンパスでは、嬉野第地区に大学院・学部等を、山国地区に附属学校園（幼稚園、小学校、
中学校）等を配置している。
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【キャンパスの現状について】
（キャンパスのゾーニング・建物配置等について）
 　・加東キャンパスは昭和 53年 10月に創設された新構想の教員養成大学であるため、現
在ある建物のほぼ全てが開学当初のキャンパス計画によって一時期に建設された建物であ
る。そのため、現状の建物配置は目的ごとに明確にゾーニングされており、建設時期の違い
により生じるゾーニングの不明瞭さ、不整合等は見られない。

　・嬉野台地区は大きく３つのゾーンに分けられ、東側に宿舎ゾーン、中央部に管理・共通・
教育研究ゾーン、西側に運動施設ゾーンとなっている。この明確なゾーン分けは、学生、教
職員、学外利用者にとって合理的で利用しやすい配置となっている。

　・キャンパス内各所に計画的に配置されたゆとり空間が、学生、教職員、学外利用者等が
自然に集い、盛んな交流、賑わいを生み出している。また、各建物内においても、人々の集
い、交流を生み出すようなスペースが設置されている。

　また、キャンパス中央部には交流・賑わいを生み出すセントラルスペース（中庭）を大き
く取っており、その周囲に講義棟、学生会館、各研究棟等の主要な建物を計画的に配置して
いる。そのため学内を移動する際の動線上にセントラルスペースがあることにより、より一
層の交流・賑わいが生まれ、人と人をつなぐことによる教育研究活動の活性化に貢献してい
る。また、セントラルスペースは各建物に取り囲まれているため適度な緊張感、凛とした雰
囲気が自然に生じ、教育者を養成する大学にふさわしい雰囲気を醸し出している。

　・学生が教育者として深い人間性を醸成するように暖かさ・感情・友愛等人間性の基調とな
る要素として、また自然への敬愛を増し安らぎ・心地よさなどの情操面を豊かにし教育環境の
向上を図るとともに、屋外での語らい・休息等、学生・教職員・学外利用者の交流の場として
活用すること等を目的として、開学以来計画的に緑地・広場等の屋外緑地環境整備を進めてき
た。自然と調和の取れた緑豊かな屋外緑地環境「アカデミックグリーンキャンパス」として、
学内各所に計画的に配置されている植栽や広場、郷土の杜（都道府県の樹木や卒業記念樹等を
整備）、学生が気軽に自然とふれあう機会を提供するスチューデントファーム等がある。　

( キャンパス施設の現状について）
　・開学時の一時期に建設された建物で築 25年を経過し、大規模改修をしていない建物が多
数ある。また、各施設について老朽状況調査を行い、施設修繕計画を策定した（別冊資料編に
掲載）。安心・安全、教育・研究・学生生活環境基盤の強化、利用者へのサービス向上等のために、
施設修繕計画、インフラ長寿命化計画等に基づく早期、かつ計画的な施設整備が求められてい
る。



　・学生寄宿舎は、単身用、世帯用ともに建設後 36年以上が経過し給排水設備等ライフライ
ンの老朽化が著しい。また、単身用は共同浴場、共同トイレ、共同キッチンなど機能の陳腐化
が著しく学生のニーズに対応出来ない状況である。さらに、かつては大学院への現職教員獲得
のためのセールスポイントの一つであった世帯用は、単身用と同様に浴室、トイレ、キッチン
などの機能が陳腐化し、室内は単身用以上に老朽化が著しい。下見する学生は多いが、老朽化
や機能の陳腐化が原因で入居希望者数は減少し、入居率は年々低下している。学生寄宿舎に入
居するメリットを明確化し、学生のニーズに対応する学生寄宿舎の機能と寄宿料を検証し、必
要戸数、仕様のバリエーションについてシミュレーションを行い、最大限のコストパフォーマ
ンスを実現する計画の策定及び施設整備が求められている。

　・職員宿舎は建設後 3８年以上が経過し給排水設備等ライフラインの老朽化が著しい。特に
第一職員宿舎（１～５号棟）については、老朽化が著しく入居率が低い状況である。職員宿舎
を第二職員宿舎（６～９号棟）に集約するなど、教職員のニーズに対応する職員宿舎の機能と
宿舎費を検証し、必要戸数、仕様のバリエーションについてシミュレーションを行い、第一職
員宿舎敷地の跡地利用を含めて、最大限のコストパフォーマンスを実現する計画の策定及び施
設整備が求められている。

（スペースの有効活用について）
　・スペースの有効活用について、施設は大学の経営資源であり、共有の財産であることから、
利用者の既得権を前提とせず、大学構成員全員で有効に活用していくことが重要である。また、
厳しい財政状況の中でも教育研究活動に必要なスペースの質と量を確保するため、全学的見地
から機動的にスペースを再配分し、保有施設の総量の適正化、施設管理に係るコスト増大の抑
制を実現する計画の策定が求められている。

　・屋外体育施設・課外活動施設は、開学以来、各種屋外体育施設等を利用し維持管理して
きたが、近年老朽化が著しく既に更新の時期を経過している施設がある。更新には多額の費
用が必要であり、継続して維持管理経費が必要となる。教育研究、課外活動に必要な施設のニー
ズや稼働率の検証を行い、学外施設の利用も視野に、施設の取捨選択を行い更新費や維持管
理費の削減を実現する計画の策定が求められている。

（山国地区の現状について）
　・山国地区の附属学校園においては、一部園舎を除く校舎の大部分が建設後 30 年以上経過
し、建物は著しく老朽化している。また、附属学校園は学生の実践的指導力を培うための実
習機会の提供、及び学校教育に関する理論と実践を融合した研究の場であるが、その目的を
達成するための施設機能が老朽化により陳腐化している。教師教育の先導的なモデルを実現
し附属学校園の個性・魅力を向上する計画の策定及び施設整備が求められている。



　

　・実地教育に対して必要最低規模の現状クラス数を維持しつつ、基礎的かつ社会の要請に
応じた実践的指導力を養うために、実習校としての機能を充実させる。また、実地教育の高
度化に関連して、 附属学校園内の先進的教育の実践のため、ユニバーサルデザイン化や IT 機
器などを活用して、すべての子ども達に必要に応じた学習ができる仕組みを作るとともに、
プロジェクト的な学習やアクティブ・ラーニングを促進する計画の策定及び施設整備が求め
られている。

（神戸ハーバーランド地区の現状について）
　・神戸ハーバーランド地区においては、「神戸ハーバーランドキャンパス（以下、神戸ＨＬＣ）」
を設置し、学校現場の職務実態を考慮し、現職教員の修学ニーズに応えている。神戸ＨＬＣ
を拠点として、教職大学院新コースの設置、教育委員会との連携による研修の実施、及び次
世代の教育を実践できる人材を養成する教育プログラム等の創設を行う計画である。



兵庫教育大学キャンパスマスタープラン 整備方針
（１）ガバナンス管理された戦略的な施設マネジメントによる機動的なスペースの再配分、      
保有施設総量の適正化、適正な維持管理・施設整備に基づいた安心・安全な施設管理等に
よりサステイナブルキャンパスを実現するキャンパス計画とする。

（２）計画的に老朽施設を改修し、環境負荷低減を実現するために、温室効果ガス排出量
を毎年１％削減し、地球環境に配慮した快適なエコキャンパスを実現するキャンパス計画
とする。

（３）大学経営を持続可能とするため、維持管理経費を毎年１％削減もしくは、施設収入
等を毎年１％増収もしくは、その削減、増収を併せて毎年１％の効率化を可能とするキャ
ンパス計画とする。

（４）キャンパスの『変えてはいけない部分』（自然との調和の取れた緑豊かな屋外緑地環
境「アカデミックグリーンキャンパス」、人の集い・交流・賑わいを生み出す「ゆとり空間」
等のキャンパスの個性・魅力）を継承しつつ、より一層向上するキャンパス計画とする。

（５）学生寄宿舎・職員宿舎については、各マスタープランを作成し、最大限のコストパ
フォーマンスを実現し、かつ学生・教職員に快適な居住環境を提供するキャンパス計画と
する。

（６）「学習・職務環境の向上」、「教員養成の高度化」、「社会連携の推進」、「教員養成・研
修の地域拠点かつ全国拠点」、「国際化への対応」等に貢献するキャンパス計画とする。

兵庫教育大学キャンパスマスタープラン 活用方針
（１）施設は大学の経営資源であり、共有の財産であることから、利用者の既得権を前提
とせず、大学構成員全員で有効に活用していく。

（２）厳しい財政状況の中でも教育研究活動に必要なスペースの質と量を確保するために、
全学的見地から機動的にスペースを再配分し、保有施設の総量の適正化、施設管理に係る
コスト増大の抑制を実現する。

（３）屋外体育施設や課外活動施設は施設のニーズや稼働率の検証を行い、学外施設の利
用も視野に、施設の取捨選択を行い更新費や維持管理費の削減を実現する。
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（４）上記（１）～（３）によって、新たな用途に転用できるスペースを確保できた場合は、
基本方針に基づき有効に活用する。建物内スペースにおいては大学としての重点的な教育研
究課題への対応等、屋外スペース（屋外体育施設の取捨選択や職員宿舎等の集約化等）にお
いては、社会連携、地域への貢献、地域活性化を実現し、キャンパスが地域の財産となるように、
広場や地域の方の利用に供するスペースとして活用する。

２－１．基本方針、第４次国立大学法人等施設整備５か年計画との関
連性
　兵教大ＣＭＰ整備方針の策定にあたり、基本方針に基づき整備の方向性を決定した。下表
に本整備方針と兵教大ＣＭＰ基本方針との対比表を、また、別冊資料編に第４次国立大学法
人等施設整備５か年計画（平成２８～令和２年度）との対比表を示す。

兵教大ＣＭＰ基本方針
（兵庫教育大学が目指すキャンパスの姿） 

兵教大ＣＭＰ整備方針
（基本方針を実現するための整備方針）

兵教大ＣＭＰ基本方針と整備方針の対比表

ミッションを遂行し、ビジョンを目指すために
必要な機能を備え、国の教育政策に対応し、時
代の変化と社会的要請に応えるキャンパス：
基本方針（１）

「教師教育のトップランナー」を目指し、「教員
養成の高度化」に継続して取り組み、国際化に
対応できるキャンパス：基本方針（２）

教員養成・研修の「地域拠点」であるとともに「全
国拠点」となるキャンパス：基本方針（３）

安全で快適な学習環境と快適で効率的な職場環
境を提供するキャンパス：基本方針（４）

ガバナンス管理された戦略的な施設マネジメントに
よる機動的なスペースの再配分、保有施設総量の適
正化、適正な維持管理・施設整備に基づいた安心・
安全な施設管理等によりサステイナブルキャンパス
を実現するキャンパス計画とする。：整備方針（１）

「学習・職務環境の向上」、「教員養成の高度化」、「社
会連携の推進」、「教員養成・研修の地域拠点かつ全
国拠点」、「国際化への対応」等に貢献するキャンパ
ス計画とする。：整備方針（６）

「学習・職務環境の向上」、「教員養成の高度化」、「社
会連携の推進」、「教員養成・研修の地域拠点かつ全
国拠点」、「国際化への対応」等に貢献するキャンパ
ス計画とする。：整備方針（６）

（５）学生寄宿舎・職員宿舎については、各マスター
プランを作成し、最大限のコストパフォーマンスを
実現し、かつ学生・教職員に快適な居住環境を提供
するキャンパス計画とする。：基本方針（５）
「学習・職務環境の向上」、「教員養成の高度化」、「社
会連携の推進」、「教員養成・研修の地域拠点かつ全
国拠点」、「国際化への対応」等に貢献するキャンパ
ス計画とする。：整備方針（６）



地域や卒業生、修了生との連携を図り、地域や
教育の活性化に貢献し、地域住民、卒業生、修
了生、在学生等にとって魅力あるキャンパス：
基本方針（５）

開学以来培われてきたキャンパスの普遍的要素
を踏襲しつつ、充実・発展するキャンパス：基
本方針（６）

自然環境に配慮し、持続可能な発展を目指す
キャンパス：基本方針（７）

「学習・職務環境の向上」、「教員養成の高度化」、「社
会連携の推進」、「教員養成・研修の地域拠点かつ全
国拠点」、「国際化への対応」等に貢献する
キャンパス計画とする。：整備方針（６）

自然との調和の取れた緑豊かな屋外緑地環境「アカ
デミックグリーンキャンパス」、人の集い・交流・賑
わいを生み出す「ゆとり空間」等のキャンパスの個性・
魅力を継承しつつ、より一層向上するキャンパス計
画とする。：整備方針（４）

計画的に老朽施設を改修し、環境負荷低減を実現す
るために、温室効果ガス排出量を毎年１％削減し、
地球環境に配慮した快適なエコキャンパスを実現す
るキャンパス計画とする。：整備方針（２）

大学経営を持続可能とするため、維持管理経費を毎
年１％削減もしくは、施設収入等を毎年１％増収も
しくは、その削減、増収を併せて毎年１％の効率化
を可能とするキャンパス計画とする。：整備方針（３）

２－２．キャンパスの優先課題と目標について

　前章で把握したキャンパスの現状をもとに、兵庫教育大学キャンパスの抱える課題につい
て、「教育機能の発展」、「キャンパス環境の充実」、「環境問題への貢献」を施設面の優先的
課題と設定した。また、それぞれの課題に対して必要な施設機能について、今後 30年程度
を見据え長期的に達成していく目標、及び 5年程度の短期的に実現する目標の整理を行った。

【教育機能の発展】
　嬉野台キャンパスにおいては、教職大学院の重点化に対応する実践教育スペースを拡充す
る。
　神戸ＨＬＣにおいては、今後も現職教員の修学ニーズに応える必要がある一方、夜間授業
のみならず、昼間においても社会のニーズに対応したコースの開発を推進する。また、引き
続き神戸ラボにおいて、教師教育の先導的モデルを研究開発する。
　附属学校園においては、園児・児童・生徒に安全・安心、かつ快適な学習環境を提供する
とともに、今後も継続して学生・教員に必要な実習、実践機会を提供するために必要なクラ
ス数を維持（附属幼稚園２クラス、附属小学校・中学校３クラス）するため、地域の中でも
魅力的な附属学校園に再整備する。

◎長期的に達成していく目標
　・現職教員の修学ニーズに応えつつ教師教育の先導的モデルを開発することで、教員養成・
研修の「地域拠点」かつ「全国拠点」となる。



　・安全・安心、先導的、かつ社会の変化に対応できる拡張性を持つ、魅力的な附属学校園
の実現

○短期的に実現する目標
　・教師教育、現職教員養成のナショナルセンターとなる教員養成・研修拠点を設置する。
　・附属学校園の在り方の検討に基づく整備方針を策定するとともに幼稚園・小学校・中学
　　校毎に安全・安心を実現する施設整備を実施する。
　 ・学生の主体的な学修を促す質の高い教育を実現するためのアクティブ・ラーニング・スペー
　   スを整備する。
○整備及び活用の方向性
　・教員養成拠点を大学会館の食堂と嬉野生活会館の売店を集約化し捻出したスペースに整
　　備する。（平成 30年度末までに約 250 ㎡を整備）
　 ・幼稚園・小学校・中学校を順次、安全・安心で魅力的な附属学校園にするとともに教員養成・
　   研修の「地域拠点」「全国拠点」として整備する。（令和６年度末までにオールリニュー
 　  アル）
　・アクティブ・ラーニング・スペースを総合研究棟の各室を集約化し捻出したスペースに
　　整備する。（平成 29年度末までに約 50㎡を整備）

【キャンパス環境の充実】
　キャンパス環境の充実には、特に老朽化の著しい学生寄宿舎、職員宿舎の施設整備が求め
られているとともに、厳しい財政状況の中でも教育研究活動に必要なスペースの質と量を確
保するために保有施設の総量の適正化を含むスペースの有効活用を進めることが必要である。
○長期的に達成していく目標
　・ガバナンス管理された戦略的な施設マネジメントによる機動的なスペースの再配分、保
　　有施設総量の適正化、適正な維持管理・施設整備に基づいた安心・安全な施設管理、等
　　によるサステイナブルキャンパスの実現
○短期的に実現する目標
　・屋外体育施設・課外活動施設等の取捨選択により更新費や維持管理費の削減を実施し、
　　適切な維持管理を継続できる体制を構築する。
　・学生寄宿舎・職員宿舎についてそれぞれの機能と寄宿料等を踏まえた必要戸数とし適切
　　な維持管理を継続できる体制を構築する。
　・福利施設を集約化し学生・教職員等の利便性の向上を図るとともにスペースの有効活用
　　を実施する。
○整備及び活用の方向性
　・利用率が著しく低い体育施設等を廃止するとともに、集約可能な施設を多目的グランド
　　として整備する。
　・必要最低限の学生寄宿舎・職員宿舎の規模設定とするとともに整備及び維持管理を
　　計画的に実施する。
　・大学会館の食堂と嬉野生活会館の売店を集約化し利便性を向上させるとともに、新たに
　　確保したスペースを不足している教育・研究スペースとして有効利用する。（平成３１年
　　度末までに約 350 ㎡を整備）



【環境問題への貢献】
　　兵庫教育大学はキャンパス内に緑の空間が充実しているとともに、学生の自然共生・
地球環境の保全への意識は高い。一方、省エネ性能の低い老朽施設が多いこともあり、よ
り一層の省資源、省エネルギー、環境負荷の低減に貢献することが求められる。
○長期的に達成していく目標
　・地球環境に配慮した快適なエコキャンパスの実現
○短期的に実現する目標
　・施設修繕計画を策定し、計画的に老朽施設の再生や基幹設備の更新を行う。老朽施設
　　の再生・基幹設備の更新にあたっては、環境負荷の低減に配慮した対策、施設整備を
　　行う。
○整備及び活用の方向性
　・嬉野台地区の給水、排水、ガス、電気等のライフライン設備について、省資源、省エ
　　ネ等の環境負荷低減に配慮した整備を行う。
　・山国地区の給水、排水、ガス、電気等のライフライン設備について、省資源、省エネ
　　等の環境負荷低減に配慮した整備を行う。
　・空調等設備更新においては高効率機器等を採用し、環境負荷低減に配慮した整備を行う。

兵庫教育大学施設マネジメントシステム
　兵庫教育大学では、大学経営に求められる施設戦略を推進するため、「兵庫教育大学施
設マネジメントシステム」を策定した。（平成２８年７月役員会承認）
　また、施設マネジメントシステムを実現させるための財源として、学長裁量経費におい
て「施設整備インセンティブ経費」を創設した。維持管理費の削減に資する施設整備を実
施することで削減された維持管理費の一部を、施設整備インセンティブ経費として再配分
し、さらなる維持管理費削減、適切な維持管理の好循環を構築するものである。

兵庫教育大学施設マネジメントシステムを実現させるための財源について
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Campus Master Plan

Ⅳ 部門別計画

４－１. ゾーニング計画

１）加東キャンパス嬉野台地区

本学は、計画的に整備されたキャンパスであるため、基本的には現状のゾーニング計画を大きく変更するところはない。

ただし、大学のミッショ ン、ビジョ ン等の変更に伴う、将来的なゾーニングの変更にはフレキシブルに対応する計画とする。新築や増築等を行う場合は、
建物相互の機能関連及び建物間の人の移動状況等を踏まえ、利便性が高く、機能的で使いやすい計画とする。

既存キャンパスは、メインストリート、中央モール、重要な景観要素となる道路（外周道路（幹線道路））が大きな空間軸を作っている。中央モールはケ
ヤキ並木とツツジが帯状に整備され、植栽による空間軸も作られている。キャンパス中央部の中庭は、正方形の形をしており、北と西に研究棟、南に講

義棟、東に附属図書館を配置し、各建物の正面玄関は中庭を向いており、群としての調和を保っている。また、重要な景観要素となる幹線道路沿い

（北側）に、地域貢献や産学連携にかかわる施設を配置し、群としての調和を保ち、利便性に配慮されている。新築、増改築等を行う場合には、これら
既存の空間軸、群としての調和、景観等を踏襲した計画する。

解放的な中庭は、ゾーニング、動線、パブリックスペース計画それぞれと連携して、大学生活のそれぞれの目的に応じて活動を開始する中心とし、
キャンパスコアと位置づけ、中庭を中心に建物配置を計画する。正方形をした中庭の外周を取り囲むように建物を配置し、各棟の玄関は中庭に向け、

利便性・機能性に配慮する。また、建物相互間には歩行用通路を設け、密集せず、バランスのよい建物配置とする。

教育・研究ゾーン

管理・共通ゾーン

中庭
キャンパスコア

福利厚生ゾーン

運動施設ゾーン

居住ゾーン

外周道路
（幹線道路）

メイ ンス
トリート

中央
モール

歩行者の主な動線

外周道路
（幹線道路）

重要な景観要素と
なる道路

（管理・共通ゾーン）

構内出入口、キ ャンパス内の各所からの利便性を考慮し、キ ャンパ
スの幹線道路部に管理・共通ゾーンとして、事務局・講堂等を配置する。

また、正門を入った位置に、グリーン空間としてローンステージ、キャン

パス中央部に中庭を配し、大学教育・研究施設にふさわしいゆとり空
間を設定する。

式典やイ ベント等を行う講堂及び各種窓口となる事務局はメインスト
リートに近い場所に配置する。大学間、地域貢献や産学連携等の学外

者とかかわる施設は、ゾーン、動線、パブリックスペース計画に配慮し、
外来駐車場がありアクセス性がよい重要な景観要素となる道路沿いに

集約し配置する。

運動施設ゾーン北側の旧バスケットコート等は、現在、管理・共通
ゾーン（環境配慮）として、太陽光発電設備が設置されている。今後は、

屋外体育施設・課外活動施設マスタープランにおいて計画的に整備す
る。

（福利厚生ゾーン）

福利厚生ゾーンとして、大学会館など管理・共通ゾーンに併せ配置

する。なお、リフレッシュ空間としての福利厚生ゾーンの中央に芝生広
場（グリーン空間）も一体的に配置する。

（教育・研究ゾーン）

教育・研究ゾーンは、共通講義棟、各研究棟等をキャンパス内の管
理・共通ゾーン、福利厚生ゾーンに緊結してキャンパス中央部に配置

する。

棟毎に教育・言語・社会系、自然・生活・健康系等を集約し、実験室

等の共同利用を促す。自然系の建物では、小・中学校で行う実験のた

めの模擬実験室等を集約化して共同利用する。

実験等で臭気、排ガスなどが発生する施設には所要の措置を講じる

とともに 、隣接建物に対して影響のない建物間距離等を確保する。ま
た、騒音対策のため、バイ ク駐輪場は、共通講義棟から離れた場所に

配置する。

（居住ゾーン、運動施設ゾーン）

キャンパス敷地東側には、学生寄宿舎、国際交流会館より構成され
る居住ゾーン、敷地西側には運動施設ゾーンを配置する。

駐車場は、学内の外周道路沿いの教育・研究ゾーン周辺部に設定し、
教育・研究ゾーン中央部には、乗り入れを制限する。

（デザイ ンの統一）

建物の色彩は、教育研究施設はアイ ボリー系に統一し、附属図書館
はアクセントとして落ち着いた暖かみのあるブラウン系を採用すること

で、統一感をもたせつつ、建物のもつ性格にあわせて区分する。
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Ⅳ 部門別計画

４－２. パブリックスペース計画

【現状】

キャンパス内の樹木、芝生が整備され外周道路沿いのナンキンハゼの並木
や、大学会館周辺の中央モールのケヤキ並木、ツツジ等を帯状に植栽し景観
を形作っており、生育した緑も多い。

大学正面道路の西側、講堂前には、ローンステージが広がり、それに続く大
学会館周辺も、まとまったスペースの芝生広場が確保されており 、賑わいの場
を形成している。

附属図書館、教育・言語・社会棟前の中庭にも、ベンチ等が配置された広場

が確保されているが、キャンパス全体でみるとパブリックスペースの機能が十
分整備がされているとは言えない。

今後、建物毎のつながりを形成し、学生が集う機能的な外部パブリックスペー
スを形成する新たな取り組みが必要である。

郷土の杜が総合研究棟西となりにあり、都道府県の樹木や卒業記念樹など
の整備が行われている。

平成２３年度から、学生農業体験施設として、スチューデントファ ームが自然、

生活・健康棟西横、附属図書館東横に整備され、気軽に自然とふれあう機会を
提供している。

大学キャンパス入口を示す案内板や、施設案内板、駐車場表示は、整備され

ているものの仕様やデザインが統一されたものとなっていないため、整備が必
要である。

１）加東キャンパス嬉野台地区

スチューデントファーム郷土の杜

メイ ンストリート ローンステージ

大学会館周辺

中央モール大学会館前

【計画】

正門から十字路までをメインストリート、十字路から中庭までを中央
モールとして位置付け、メインストリート西側にグリーン空間としてロー

ンステージ、リフレッシュ空間としてメインストリート正面にある福利厚

生ゾーンの中央に芝生広場（グリーン空間）、キャンパス中央部に配
置した中庭には、教育研究施設にふさわしい交流・賑わいを生み出す

キャンパスのゆとり空間を設定する等、歩行者の主要動線や人々が
滞留する箇所を見出して整備する。

解放的な中庭は、ゾーニング、動線、パブリックスペース計画から、
教育研究施設、附属図書館、大学会館に囲まれ、大学生活のそれぞ

れの目的に応じて活動を開始する中心であり、キャンパスコア部分と

なり、学び続ける教師を養成するにふさわしいラ ーニングコモンズとし
て一体的に整備を行う。

グローバル化や多様な利用者を見据え、ユニバーサルデザイ ンに
基づく安全で親しみやすい環境を提供するため、サイン、外灯及びベ

ンチ等のデザインに統一性をもたせ、モニュメントを効果的に設置する

ことなどにより、調和の取れたアカ デミックグリーンキャンパスにふさわ
しい屋外環境を整備する。また、障害を持つ学生の支援等のため、障
害学生支援室を設置した（平成29年4月1日）

中庭から見渡せる建物の色彩は、教育研究施設はアイ ボリー系に
統一し、附属図書館はアクセントとして落ち着いた暖かみのあるブラ

ウン系を採用することで、統一感をもたせつつ、建物のもつ性格にあ
わせて区分する。

キャンパス周辺部については地域景観との調和に配慮するとともに、

正門周辺は交流や賑わいの場となる講堂を中心に地域交流拠点とし
て活用・整備する。

屋外環境整備においては、パブリックスペースの連続性に も配慮す
るため中庭から各棟への動線を屋外環境整備により一体的に整備す

る。

（緑地）

キャンパス内の建物配置、景観、パブリックスペース等を考慮して緑
地範囲を明確にし、管理を行う。

メインストリート及び中央モールは、ケヤキ並木とツツジを帯状に整
備し、歩行者の動線を作り、車両の動線となる外周道路（基幹道路）

沿いはナンキンハゼの並木を整備する。

ローンステージ、芝生広場は、芝生を整備し、キ ャンパス境界付近

は保存緑地とする。

正門
（歩行者、車両）

メイ ンスト
リート

中央モー
ル

西門
（歩行者）

東門
（閉鎖）

芝生広場

保存緑地

外周道路
（幹線道路）

中庭

ローンステージ

郷土の杜

十字路
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Ⅳ 部門別計画

４－３. 動線計画

【現状】

キャンパスの立地条件から、公共交通機関はバスに限定され、市街地から大
学へはわずか１日１０本程度であるため、学内外問わず車での入構がほとんどで

ある。

安全、環境等に配慮し、車の利用抑制に向けて、大学バスを１日に中国道高速
バスＰＡへ２０本、加東市内へ４本、新三田へ３本運行している。

キャンパスへは、現在、防犯上の理由から正門のみによる乗り入れとなってい
て、正門から十字路まで歩道と車道を分離し、安全性・利便性が確保され、学内

道路も充分整備が行われている。ただし、学内の外周道路の一部には歩道が設
置されていない部分がある。

キャンパスの駐車場は、学内の外周道路付近に配置され、騒音対策上教育・研
究ゾーンの中心部には、乗り入れができないように配慮している。

学生寄宿舎の学生が利用する歩行用メイン通路は往来が多く、唯一学内道路

と交差する十字路は、車両の一時停止が守られており、付近樹木の剪定も定常
的に行われているため、視界が開け安全な環境が守られている。

バイ クの騒音対策のため、共通講義棟から離れた場所に、バイ ク専用駐輪場を

増設し、バイ クの駐輪位置を変更した。自動車は、通勤・通学の車両であふれ、
枠外駐車も見受けられるため、安全性に問題がある。車やバイ クの不法駐車、放

置自転車問題が依然として残っている。

屋外体育施設は、キャンパス西部に配置されているが、内部道路は狭隘である
ため、車両の通行は認めていない。

キャンパス内は緩やかな傾斜地となっているため、自転車による移動はほとん
ど見受けられない。また、車による学内移動は禁止をしているが、夜間の歩行に

よる移動について、安全対策に配慮が必要となっている。

１）加東キャンパス嬉野台地区

【計画】

引き続き安全、安心で利便性を考慮した快適な移動空間づくりを目
標とする。

キャンパスの正門は周辺公共道路及びバス停に近くアクセス性のよ
い現状の位置とする。正門は車両と歩行者、西門は歩行者のみ、東
門は安全・防犯上から閉鎖とする。

正門から十字路までをメインストリート、十字路から中庭までを中央

モールとして位置付け、車両はメイ ンストリートから外周道路へ、歩行
者はメイ ンストリートから中央モールを抜け中庭へ導く。

車両は、正門からの入構に限定し、警備員を配置し、許可制にする

ことで入構規制を行い、安全・防犯対策、入構管理を行う。ただし、入
試や大学祭等イ ベント時には、東門・西門を臨機応変に開門し、車両

の一方通行を実施する等で安全かつスムーズな誘導を行う。

キャンパス内は車両の入構が多いため、学内道路は片側一車線を
確保し、外周道路沿いに駐車場を配置する。

歩行者も利用するメインストリートは歩道を確保し、車両と分離する。
外周道路より内側のエリアは車両の入構を原則禁止し、歩行者のみと

することで、安全性・利便性に配慮する。また、屋外体育施設に向かう

道路は維持管理用車両を除き車両入構禁止を原則とし、利用者の安
全を確保する。

外周道路（幹線道路）内に各施設を配置し、中庭はその中央に配置
する。目的に応じて車両は外周道路、歩行者は中庭から各施設へアク

セスすることで、利用者の安全性・利便性を確保する。

外周道路（幹線道路）は、教育研究等の各施設へのアクセスとして
利用し、学生寄宿舎道路（支線道路）は学生寄宿舎、屋外体育施設道
路（支線道路）は屋外体育施設の利用者専用の道路とする。

また、駐車場は、外周道路沿いに配置し、歩行者と交錯しないよう安

全性・快適性を確保する。

一直線に見渡せるキャンパスの重要な景観要素となる幹線道路で
は、幹線道路北側に外来者の多い地域貢献や産学連携にかかわる
施設を集約し、南側に外来者用の駐車場を確保する。

車両での通勤・通学等が多いが、外周道路（幹線道路）沿いに約７０

０台分の駐車場を確保しており、入試や大学祭等のイ ベント時は満車

となることがあるが、日常の利用において満車となるような事態は発生
してお らず、適正な規模と考えられる。不法駐車があ った場合は、運
用面において指導を強化、放置自転車は年１回調査・処分する。

安全及び温室効果ガス排出抑制等の環境配慮のため引き続き公共

交通機関であるバスや大学バス利用を促進し、車両での通勤、通学

等を抑制し、利用状況に応じて大学バスの増便や三田・宝塚方面への
新ルート運行を行う。

十字路

正門
（歩行者、車両）

中庭

外周道路
（幹線道路）

メイ ンスト
リート

中央モー
ル

学生寄宿舎道路
（支線道路）

外周道路
（幹線道路）

重要な景観要素と
なる道路

西門
（歩行者）

東門
（閉鎖）

歩行者の
主な動線

屋外体育施設道路
（支線道路）

維持管理用車両以外
進入禁止

（バス停）

車両の
主な動線

外周道路（幹線道路）

メイ ンストリート

メイ ンストリート

正門からの車道と歩道
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４－４. 駐車場計画

【現状】

本学は計画的に整備が行われ、また、比較的経過年数が少ない ため、施設
配置・施設利用の上での大きな見直しを要する事柄は起きていない。

キャンパスの駐車場は、学内の外周道路付近に設置され、騒音対策や歩行

者動線の安全確保等から、教育・研究ゾーンの中心部には乗り入れができな
いように配慮されている。

バイ ク騒音対策のため、共通講義棟から離れた場所にバイ ク専用駐輪場を
増設し、バイ クの駐輪位置を変更した（平成２３年度）。

また、学生の通学車両を減らし、学生の通学と生活の利便性を向上させるた

め、大学バス（カ レッジバス）の運行を開始（平成２３年度）し、現在、１日に中国
道高速バスＰＡ（兵教シャトル便）へ２０本、加東市内（加東ループ便）へ４本、
新三田（新三田シャトル便）へ３本を運行している。

しかしながら，①加東キ ャンパス嬉野台地区と山国地区の両地区間の連絡，

②駐車場を含む交通問題（通学手段等）が今後克服すべき課題となっている。

①加東キャンパス嬉野台地区と山国地区の両地区間の連絡

本学の教育の特色である「実地教育の充実」を実施する上で，大学がある嬉
野台地区と教育研究施設のやまくにプラ ザ、附属幼・小・中の３校園がある山

国地区とは約５㎞の距離があり，開学当初より公共交通機関の利便が悪く教

員・学生の移動は大半自家用車の利用となっている。このことは，次に述べる
キャンパス内駐車場スペースの確保の問題につながる。本学では学校教育研

究センター改組や、学内ＬＡＮの充実、遠隔授業システム等の情報通信系で解
決を図れるか検討したい。また，人の移動に対しては，自家用車での通学・通

勤を路線バス、大学運行バスに振り替えるなど移動のあり方をバス会社等の
協議を含め根本的に見直す必要がある。

②駐車場を含む交通問題（通学手段等）

前述のとおり，本学には地区間移動に伴う駐車場スペースの確保とは別に，
路線バス以外の交通アクセスを持たない大学の立地条件のため，自動車は、

通勤・通学の車両が多い、外周道路（幹線道路）沿いに約７００台分の駐車場

を確保しており、入試や大学祭等のイ ベント時は満車となることがあるが、日常
の利用において満車となるような事態は発生しておらず、適正な規模と考えら

れる。しかし、現状として、枠外駐車が見受け られるため、安全性に問題があり、
車やバイ クの不法駐車、放置自転車問題が依然として残っている。限りある敷

地の中で，この課題を解決するには，本学の発展に伴う機能の拡充を展望し
た，均衡のとれた駐車場計画を策定しなければならない。

その他

障害を持つ学生などのため，スロープ・エレベータ等の整備充実を図ってい

るがまだ充分とは言い切れない。特に視覚障害をもつ人たちに対する整備が
必要である。

１）加東キャンパス嬉野台地区

【計画】

駐車場は、安全・環境等に配慮し、公共交通機関や大学運行バスの利用
を促進し、警備員を配置して許可制にすることで入構規制を行い、安全・防

犯対策、入構管理などの対策を実施した上で、必要があれば増設を行う。

なお、既存駐車場及び駐車場から建物へのアクセスルートは、老朽劣化対
策やバリアフリー対策等を行い、安全性を向上させる。

駐車場整備の場合は、学内の外周道路沿いに計画し、教育・研究ゾーン
の中央部には乗り入れを制限する。

バイ クは騒音の問題があるため、共通講義棟、総合研究棟から離れた場

所に確保する。自転車は、建物周辺に確保して利便性の向上を図るなど、
使用状況に応じ、教育・研究に配慮した整備を計画する。

不法駐車は運用面において指導を強化、放置自転車は年１回調査・処

分する。安全・環境等のため引き続き公共交通機関であるバスや大学バス

利用を促進し、利用状況に応じて大学バスの増便や三田・宝塚方面への新
ルート運行を行う。 十字路

正門
（歩行者、車両）

中庭

外周道路
（幹線道路）

メイ ンス
トリート

中央
モール西門

（歩行者）

東門
（閉鎖）

主な駐車場

駐輪場
（バイ ク専用）

駐輪場
（自転車専用）

外来者専用
駐車場

駐輪場
（自転車、バイ ク）

主な駐輪場

事務局前駐車場 情報西駐車場

加東ループ便

（本学⇄加東市内循環） バイ ク専用駐輪場
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Ⅳ 部門別計画

４－５. サステイナブルキャンパス計画

【環境基本方針】

地球温暖化、化石燃料枯渇など、様々な地球環境問題があり、文化、社会の発展において、これらの問題は無視することのできないものである。

兵庫教育大学は、環境負荷低減の取り組みを積極的に行い、地球環境に配慮したキャンパスをつくり、持続させることで、地球環境問題の解決に
寄与することを目的とし、兵庫教育大学環境基本方針を定める。

１．兵庫教育大学は、学長を最高責任者として、大学構成員一人ひとりの力を集結し、兵庫教育大学及び国等が行う施策に協力し、地域社会と連
携するとともに、環境負荷低減の取り組みを推進する。

２．学長は、最高責任者として、兵庫教育大学が行う環境負荷低減の取り組み（温室効果ガス排出削減、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等）に
ついて、目標を定め、計画を立案し、継続的に改善を図る。

３．兵庫教育大学は、環境負荷低減の取り組みついて、周知、指導等を行い、環境意識の高い大学構成員の育成を行う。

【環境目標】

兵庫教育大学環境基本方針にもとづき、兵庫教育大学第３期中期目標期間における環境目標を次のとおり定める。

１．温室効果ガス排出量削減、省エネルギーのため、嬉野台地区及び山国地区において、エネルギー使用量を年平均１％削減を目標とする。（中
期目標期間毎に達成状況の確認、見直しを行う。）

２．省資源、廃棄物削減等のため、３Ｒ活動を推進する。

３．環境意識の高い大学構成員を育成するため、環境負荷低減の取り組みを周知し、指導を行う。

４．環境目標達成に向けた取り組みの計画立案及び評価・改善提案をキャンパス環境委員会において行い、環境マネジメントを実施する。

【計画】

環境基本方針及び環境目標を達成するため、次の内容に配慮し、計画的に環境負荷低減に向けた取組を実施する。

• 緑豊かな自然環境に配慮し、温室効果ガス吸収効果が見込めることから、緑地範囲を明確にし、緑地管理を行う。新営や改修等で建物配置等

が変更となる場合には、キャンパス内の建物配置、景観、パブリックスペース等を考慮してキャンパス空間の秩序を尊重し、緑地範囲を確保し、
建物周辺に設置する樹木には日射量調整のため落葉樹を採用する等で環境負荷低減とその持続性に配慮する。

• 嬉野台地区においては、河川水質汚濁防止及び水資源の有効活用のため、生活排水処理施設を利用して雑排水を中水としてトイ レ洗浄水へ再
利用する。

• サステイ ナブルな建築を実現するため、「省エネルギー」「長寿命化」「エコマテリアル」「環境保全・景観形成」「安全・ユニバーサルデザイン」の視
点からキャンパスの気候条件等を考慮し、サステイ ナビリティに関する施設整備の基本方針等を策定する。

• 環境負荷低減に向けて、学長を最高責任者として、全学構成員による取組を推進し、取組の評価・改善提案をキャンパス環境委員会において行
い、環境マネジメントを実施する。

取組項目 概要

設備更新等による環境負荷低減

設備更新においては、次の内容を基本プランとして計画する
○高効率空調機の採用

○ＬＥＤ照明の採用

○廊下、トイ レ等の照明はセンサー式を採用
○トイ レの洗浄水には中水を採用（嬉野台地区のみ）

○トイ レの擬音装置の採用
○大規模改修等においては自然エネルギーの利用として太陽光発電の設置を検討

設備運用等による環境負荷低減
○空調機の適正な温度設定の推進（室温を夏季２８度、冬季２０度を基本）
○クールビズ、ウォ ームビズの推進

○可能な範囲は昼休み消灯の推進

その他の取組による環境負荷低減

○公用車の利用において、省エネ運連・エコドライブを推進、公用車更新に当たってはエコカ ーの導入
を検討

○通勤や通学等において、公共交通機関や大学バスの利用を促進

○印刷物の両面印刷やペーパーレス会議の推進によるリデュース、ＨＵＴＥリユースシステムの利用
推進によるリユース、キャンパスクリーンデー実施による環境美化とゴミ分別によるリサイクルの実施

○緑地管理範囲を明確にし、維持管理を行う。新営や改修等により樹木を設置する場合、建物周辺に
日射量調整のため落葉樹を採用する。

○エネルギーの見える化を行い、意識啓発を行う。

○各種取組の周知、徹底により、環境意識の高い大学構成員を育成する。

設備更新は、光熱水費を含む維持管理費削減効果の高いものを優先し、兵庫教育大学施設マネジメントシステムの「施設整備イ ンセンティ
ブ経費」（学長裁量経費）を投資し、さらなる維持管理費削減、適切な維持管理の好循環を構築し、環境負荷低減を継続的に実現する。
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Ⅳ 部門別計画

４－６. インフラストラクチャー計画

現在，加東キャンパス嬉野台地区は建築後２５年以上の建物が約６１％あり，建物のみならず電気・水道・ガス等のラ イ フラ イ ン老朽化が著しい。
今後は教育・研究の円滑な遂行を支えるための基盤として，安全性や効率性，地球環境に配慮したイ ンフラ 更新計画を推進する。

校舎ゾーンは共同溝が各棟に接続されており、共同構内通路の左右で水と電気系統が区分、集約され、供給されている。水は１系統、電気はケーブ

ルラ ック１段の増設が可能なスペースが確保されているため、将来の教育研究発展に伴う設備増加、ＩＴ関連の新たな配線、ライ フライン改修等におい

ても柔軟に対応することができるため、現状を継続して維持する。また、共同溝設置から３０年以上経過しているが、亀裂や劣化等は見られず良好な状
態である。今後は、引き続き定期的に点検等を行うとともに、将来に向けた更新計画を策定する。

電力設備 現 状 計 画

引込み 高圧架線引込み 変更なし

回線数 常用１系統電力引込み 変更なし

変電設備容
量

４,０３５KVA
変更なし

（機器集約）

デマンド電
力

1,287ｋＷ 変更なし

契約種別
特定規模電気事業者と

契約
変更なし

構内配線敷
設

共同溝、管路埋設方式 変更なし

停電対策 なし
防災上必要最低限の

整備

省エネル
ギー

旧型変圧器
旧照明機器

高効率型変圧器
省エネ照明機器

１）加東キャンパス嬉野台地区

情報通信設備 現 状 計 画

電話設備
電話交換機

（デジタル電子交換機）
電話交換機

（デジタル電子交換機）更新

情報設備

平成6年度に全学学内LAN
（FDDI）構築

平成13年度にギガビットネッ

トワーク構築

変更なし

防災電気設備
各建物の感知器等はＰ型設

備
P型で更新

集中検針設備 なし 電力系統別エネルギー管理

空調設備 現 状 計 画

空調方式

セパレート形の個別空調機
空冷式ヒートポンプ空調機

（ビル用マルチ）
変更なし

熱源設備 現 状 計 画

ボイ ラ なし 変更なし

冷凍機 空冷式ヒートポンプ空調機 変更なし

ガス設備 現 状 計 画

使用先
LPG 学内全域
（実験・生活用）

変更なし

配管
構内ボンベ庫より

配管
変更なし

給水設備 現 状 計 画

水源 市水・中水 変更なし

給水方式
受水槽・高置水槽方式

（重力方式）
変更なし

配管 構内基幹配管（共同溝） 構内基幹配管（共同溝）

排水設備 現 状 計 画

一般排水
排水処理施設

（中水利用・公共用水路

へ放流）

変更なし
汚水排水

排水処理施設
（中水利用・公共用水路

へ放流）

雨水排水 公共用水路へ放流

実験排水

実験排水処理装置
（処理後直接公共用水路

へ放流）

1．周辺環境、地球環境に配慮したイ ンフラ 計画

地球温暖化防止のため CO2 等の温室効果ガス排出量の抑制を図った環境に

優しい計画とする。

2．設備機能の信頼性の向上を配慮したイ ンフラ 計画

設備機能の支障は教育研究に重大な影響を及ぼすため、設備機能の低下ある

いは停止等が発生しない信頼性、安全性の高いシステムを構築する。

3．保守管理の省力化を配慮した設備計画

増大する空調用需要電力に対し、ランニングコストの低減を図る空調システムの
導入を計画する。

受変電設備は集約化し、保守管理コストの低減を図る。電力系統別エネルギー

監視システムを導入し、各棟の各種異常警報等も同システムに集約し、不具合発
生時には速やかに対応できるよう配慮する。

高架水槽は１カ 所に集約し、保守管理コストの低減を図る。

消火ポンプは１カ 所に集約し、保守管理コストの低減を図る。

各棟へのエネルギー供給ルートは共同溝に集約、整理し、配管・配線の合理化
や維持保全の省力化を図る。

4．省エネルギー計画

高効率型機器の採用、熱負荷の低減、エネルギーの有効利用、搬送動力の低
減、自然エネルギーの利用等を考慮した計画とする。

エネルギー監視システムは、棟単位、各棟の空調等幹線系統単位等のエネル
ギーを監視し、学内ＬＡＮを通じて閲覧できるよう見える化を図る。エネルギー監

視システムで収集したデータは、分析を行い、エネルギー使用状況に無駄が無い
か等を確認すると共に、空調運転方法を改善する等、更なる省エネ対策の資料と

する。また、エネルギー監視システムと連携した空調システム等を導入し、デマン

ド電力により空調を自動的に抑制運転（タイ マー制御、運転能力抑制等）させる等
で契約電力抑制を行い、省エネ及び環境負荷低減にも寄与する。
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Ⅳ 部門別計画

４－７. 施設整備計画

屋外体育施設・課外活動施設
マスタープラ ン

学生寄宿舎
マスタープラ ン

職員宿舎
マスタープラン

加東キャンパス嬉野台地区及び山国地区は、計画的に設置されたキ ャンパスであるため、建設年度が近接しており、機器更新や、建物施設の大

型改修に要する時期が一時期に集中することが懸念されている。

大半の施設は 経過年数３５年以上の老朽建物となり、大規模改修の時期を迎えており、緊急性や老朽度を勘案し順次機能改善を図る必要がある。

さらに改修整備を終え、改修後概ね３０年後には建物寿命を迎えることとなるが、スクラ ップ・アンド・ビルド方式での施設整備を展開していく計画は、

難しいことが予想されることから、維持保全を適切に行い、大学施設を長寿命化することが鍵となる。

施設整備計画は、本「兵教大ＣＭＰ」の方針等にもとづき、ゾーニング、パブリック、動線等の各種計画、キャンパスの将来計画において重要な事項

として策定した５部門の各種プラン（学生寄宿舎マスタープラン、屋外体育施設・課外活動施設マスタープラン、職員宿舎マスタープラン、スペースの
有効活用,附属学校園マスタープラ ン）、老朽劣化状況、ライフサイ クルコスト等を考慮して策定する。

（計画の詳細は、キャンパス環境委員会で検討し、役員会において決定する。）

附属学校園
マスタープラン



Campus Master Plan

Ⅴ スペースの有効活用マスタープラン

スペースの有効活用について、現状と問題点を整理し、解決策及び整備の方向性を検討した。

(1)現状と問題点
・教育研究に必要なスペースが不足。
・既存教育研究施設の老朽化対策経費がない。
・新たなプロジェクト用スペースがない。

・余裕ある室と狭隘な室が混在。
(2)解決策

・現状の居室利用者調査（専攻・コースの状況調査）を実施・分析
・教育研究スペース毎に維持管理費徴収（チャージ）

(3)整備の方向性

・使用居室確認調査及び居室利用者調査を踏まえてスペースの再配分。
（スペース再配分システムの構築が必要）

・キャンパス環境委員会預かり室の拡大。
・スペース毎にチャージした経費にて老朽劣化対策を実施。

○スペースの有効活用マスタープラン

・大学の教育研究スペースは、利用者の既得権と考えずに、構成員全員で有効に活用する。

・教育研究活動に必要なスペースの面積を確保するために、施設の需給度、利用度等の調査を行

い、再配分することを可能とし、研究室等貸付スペースを確保しながら施設を有効に活用する。

・施設を適切に維持管理するための施設運営コスト（修繕費）は教育研究機能の確保に必要不可

欠な経費であり、計画的に財源を確保して教育研究施設として安全に使用することができる。一
元管理しながら対応することができる屋上防水改修、外壁改修、トイレ改修、執務環境（空調・照

明）改善費用にあてる、優先整備対象として屋上防水改修を行う。



Campus Master Plan

Ⅵ 屋外体育施設・課外活動施設マスタープラン

屋外体育施設・課外活動施設マスタープラン作成において、現状と問題点を整理し、解決策及び整備の方

向性を検討した。

(1)現状と問題点
・経年３６～４０年で老朽化が著しい
・老朽化の影響と近隣施設もあり利用率がかなり低い施設がある。

（プール、洋弓場、和弓場、ハンドボールコート、テニスコート（７～９））
・維持管理経費が確保出来ていない
・現在のニーズにあっていない。（雑草処理、諸修繕がほとんど出来ていない）
・課外活動供用施設（クラブハウス）の老朽化。

(2)解決策

・共同利用施設（多目的グランド）の設定
・必要最低限の施設設定（学内外の利用率の高い陸上競技場、野球場、ソフトボール場等）

(3)整備の方向性
・共同利用施設として陸上競技場を整備しラグビー・サッカー場、ハンドボールコートを廃止。
・利用率が著しく低い洋弓場、和弓場、テニスコート（７～９）等と利用率が低く維持管理費の高い

プールを廃止し土地有効活用を実施（売却・貸付を検討）
・土地有効活用収入を踏まえつつ施設整備を実施。
・学外利用率の高い施設の収入を踏まえて維持管理を実施

廃止施設

共同利用施設
として整備

土地売却
又は貸付

屋外体育
施設集約

廃止後、
太陽光発電
設備移設

○屋外体育施設・課外活動施設マスタープラン
長期的な 視点から 、屋外体育 施設は集 約し一 部廃止 、課外活動 施設は整 備を行 い、 維持する。
廃止施設は土地売却又は貸付を検討し、その収入は屋外体育施設、課外活動施設の維持管理に充てる。

整備手法、時期、廃止施設の利用等の詳細については、正課、課外活動の状況等を踏まえて、計画的に
進めることとする。

※ただし、整備手法等により見直しを行う場合がある。
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Ⅶ 学生寄宿舎マスタープラン

学生寄宿舎マスタープラン作成において、現状と問題点を整理し、解決策及び整備の方向性を検討した。

(1)現状と問題点
・経年３６～４２年で老朽化が著しい（国際交流棟は経年２６年）
・老朽化の影響と通学者も増えてきたこともあり入居率５０．６％（令和2年4月現在)

＜老朽化の著しい居室を除くと入居率７４．７％＞

（平成30年度からの新三田便バスの運行による入居者への影響が考えられる。
利用人数１日平均（往路）令和元年度前期28人、後期17.5人（令和2年4月現在）

・維持管理経費が確保出来ていない
・現在のニーズにあっていない。（風呂・便所・キッチンが共同など・・・）
・駐車場が足りない。

・施設整備費用が準備出来ない。
(2)解決策

・計画的な維持管理の検討
・寄宿料の見直しの検討（維持管理費の確保）
・必要最低限の室の再設定

(3)整備の方向性
・世帯棟２棟を廃止し単身棟及び残りの世帯棟の計画的な整備と維持管理を実施

※ただし、整備手法等により見直しを行う場合がある。

単身棟

計画的な整備と維持管理
を実施

世帯棟

４０戸１棟、２０戸１棟に縮小。
計画的な整備と維持管理を
実施

国際交流会館
留学生が入居。

（満室の場合は単身棟又は
世帯棟（留学生混住型）へ入
居）

○学生寄宿舎マスタープラン
長期的な視点から、学生寄宿舎は、施設整備を行い、入居状況を考慮して一部廃止とする。

整備手法、時期等の詳細については、現在及び新規の入居者へ配慮し、計画的に進めることとする。

廃止後は現在不足している駐車場等への整備を検討
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Ⅷ 職員宿舎マスタープラン

職員宿舎マスタープラン作成において、現状と問題点を整理し、解決策及び整備の方向性を検討した。

(1)現状と問題点
・経年３８～４１年で老朽化が著しい
・１号棟～４号棟は耐震性能が劣る建物
・老朽化の影響と近隣賃貸住宅も増えてきたこともあり入居率５６．０％(H29.10.1現在)

・維持管理経費が確保出来ていない
・現在のニーズにあっていない。（風呂・便所・キッチンが建設当時のままで時代遅れ）
・単身や世帯にあった広さではない。
・施設整備費用が準備出来ない。

(2)解決策

・全面リニューアル
・宿舎料の値上げ
・必要最低限の室設定

(3)整備の方向性
・第一職員宿舎ゾーンの土地有効活用を実施（売却）

・第二宿舎ゾーンについては計画的な整備と維持管理を実施

※ただし、整備手法等により見直しを行う場合がある。

○職員宿舎マスタープラン
長期的な視点から、一部（住宅困窮者等のため）の職員宿舎を除き、廃止する。

第一職員宿舎の１～４号棟は耐震性能が劣るため令和３年３月に廃止し、その後、５号棟についても令和５
年３月に廃止する。

廃止後の土地は売却を検討する。

整備費及び維持管理にかかる財源は、職員宿舎の土地売却等にて賄うこととする。
整備手法、時期、廃止後の詳細については、現在及び新規の入居者へ配慮し、計画的に進めることとする。

第一職員宿舎

第一職員宿舎

第二職員宿舎

第二職員宿舎

将来的に廃止（第一職員宿舎）整備及び維持（第二職員宿舎）
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Ⅸ 附属学校園マスタープラン

附属マスタープラン作成において、現状と問題点を整理し、解決策及び整備の方向性を検討した。

(1)現状と問題点
・経年３２～３９年で老朽化が著しい（附属中学校武道場は２７年）
・給食棟が狭隘であり、衛生基準に不適格
・手狭な室がある

(2)解決策
・全面リニューアル（整備済み部分を除く）
・全面リニューアルに併せてスペースの再配分

(3)整備の方向性
・幼稚園、小学校、中学校と順次整備を進める

・給食棟と小学校校舎を同時リニューアルし給食室を拡充
・スペースの再配分を行い、手狭な室を解消

○附属学校園マスタープラン

附属学校園は機能強化を図りつつ、学校規模の適正化計画に併せてリニューアルを行い、安全・安心な教
育研究環境を確保する。

※ただし、学校規模の適正化計画等により見直しを行う場合がある。

附属小学校

附属幼稚園

附属中学校

附属小学校
３年計画

附属幼稚園
１年計画

附属中学校
２年計画

令和元年度整備済み

□:令和２年度予算整備



国立大学法人兵庫教育大学
キャンパスマスタープラン

平成２４年６月 策定 役員会承認
平成２９年３月 改訂 役員会承認
平成３０年３月 改訂 役員会承認
平成３１年３月 改訂 役員会承認
令和 ２年３月 改訂 役員会承認
令和 ３年３月 改訂 役員会承認

（お問い合わせ）
兵庫教育大学

総務部環境マネジメント課
TEL：0795-44-2030
FAX：0795-44-2029
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