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【H24 補正】
総合教育研究棟（⼯学系）
施設概要
整備⽬的 スペース不⾜の解消

減災対策

⼯事概要 新築 6,378㎡

建設費 約15億円

⼯期 平成25年11⽉〜平成27年1⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

安全で⾼効率の教育に加え
て，⾼度で多様な教育が可能
となり，問題解決に⼗分な対
応⼒を有する⼈材育成に資す
る。
産学官の協働拠点となり⾰

新的成果が期待される。
国際的な⽔準の教育プログ

ラムを実践し，グローバル化
に対応した⼈材の育成につな
がる。

五福キャンパス

完成予想図

完成写真（内観）完成写真（外観:夜景）

ﾘｰﾌﾚｯﾄ（建物概要書）完成写真（外観）

福キャンパス



【H24 補正】
ライフライン再⽣
施設概要

整備⽬的 耐震性能の確保
⽼朽化による機能改善

⼯事概要

エネルギーセンター改修 340㎡
エレベーター改修

機械系実験研究棟
材料系実験研究棟
化学系実験研究棟
電気系実験研究棟

⿊⽥講堂天井改修

建設費 約1.1億円

⼯期

エネルギーセンター改修
平成26年6⽉〜平成26年8⽉

エレベーター改修
平成26年8⽉〜平成26年10⽉

⿊⽥講堂天井改修
平成26年4⽉〜平成26年6⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

安全・安⼼な教育研究基盤
を確保して，サスティナブ
ル・キャンパスを実現する。

着⼯前

着⼯前

完成後

完成後

着⼯前 完成後

五福キャンパス

着⼯前

着⼯前



【H24 補正復興関連事業】
災害対策プラザ

完成予想図

完成写真（内観）

完成写真（外観）

施設概要

整備⽬的 ⾮常時対応の拠点施設
防災倉庫としての機能を確保

⼯事概要 新築 707㎡

建設費 約2.2億円

⼯期 平成25年12⽉〜平成26年9⽉

整備による
教育研究等
への効果

防災対策の推進と危機管理機
能のバックアップの充実により，
教育研究の基盤を⽀える。

完成写真（内観）

完成写真（外観）

五福キャンパス



【H25 補正】
⾳楽棟改修
施設概要

整備⽬的 耐震性能の確保
⽼朽化による機能改善

⼯事概要 改修 770㎡

建設費 約1.6億円

⼯期 平成26年10⽉〜平成27年1⽉

整備による
教育研究等
への効果

安全性を向上させて，快適
で魅⼒あるキャンパス環境を
提供し，学習意欲の向上と学
⽣⽀援機能を充実させて，21
世紀の多様な課題に果敢に挑
戦し解決できる⼈材を育成す
る。

完成後

完成後
着⼯前

着⼯前

着⼯前 完成後

五福キャンパス



【H25 復興関連事業】
共通教育棟（Ｂ棟）耐震改修
施設概要

整備⽬的 耐震性の確保

⼯事概要 改修 1,670㎡

建設費 約1億円

⼯期 平成26年8⽉〜平成26年12⽉

整備による
教育研究等
への効果

耐震性能を確保し，安全・安
⼼な教育研究基盤を確保する。

着⼯前 完成後

着⼯前 完成後

着⼯前 完成後

五福キャンパス



【H24 補正】
総合情報基盤センター
施設概要

整備⽬的 耐震性の確保
サーバ群集約のため

⼯事概要 増築 990㎡
改修 702㎡

建設費 約3.7億円

⼯期 平成25年8⽉〜平成26年5⽉

整備による
教育研究等
への効果

耐震性を確保し，安全・安⼼
な教育研究基盤を確保する。
防災機能の強化により，有事

の際，教育研究活動に与える被
害を最⼩限に抑える。
情報技術者養成が推進され，

情報の将来計画策定による国際
的な発展に寄与する。

着⼯前 完成後

着⼯前 完成後

完成後完成後

五福キャンパス



【H24 補正】
ライフライン再⽣

施設概要

整備⽬的 ⽼朽化し耐震性に劣る共同溝内
設備配管の更新

⼯事概要 冷⽔・温⽔・ガス配管
合計2,200ｍ程度

建設費 約2.2億円

⼯期 平成25年9⽉〜平成26年3⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

安全・安⼼な教育研究基盤を
確保して，サスティナブル・
キャンパスを実現する。

着⼯前

完成後

完成後

杉⾕キャンパス



【H24 補正】
医薬学図書館
施設概要

整備⽬的
医薬系スタディスペースの確保
学術情報の地域⽀援機能を整備
⽼朽化による機能改善

⼯事概要 改修 2,940㎡
増築 1,130㎡

建設費 約6億円

⼯期 平成25年11⽉〜平成26年11⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

個⼈学習スペースとラーニン
グコモンズを設け教育の成果を
⾼め，社会の要請に適う医療⼈
の育成に貢献できる。
電⼦的資料活⽤の環境を整備

し，将来を⾒据えた医薬系学術
の提供拠点として基盤的機能を
確保し，教育研究診療活動の活
性化が期待される。

計画建物

完成予想図

着⼯前（東⾯） 完成後（東⾯）

着⼯前（⻄⾯） 完成後（⻄⾯）

完成後（２階内観） 完成後（１階内観）

杉⾕キャンパス



【H24 補正】
医薬イノベーションセンター
施設概要

整備⽬的
研究者の増加と産学官連携ス
ペースの確保による狭隘化の解
消

⼯事概要 新築 6,780㎡

建設費 約16億円

⼯期 平成25年11⽉〜平成26年12⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

受託研究の推進による新しい
薬・治療法の開発が進展する。
アジアにおける⼈材育成への

貢献とグローバルなレジリエン
スサイエンスが推進される。
企業等との協働の研究開発や

臨床試験が推進される。

完成予想図

完成写真（外観） ファカルティルーム（応接室）

1階ラウンジ ⽇医⼯オーディトリアム

杉⾕キャンパス



【H24 補正】
ヘリポート
施設概要
整備⽬的 災害拠点病院としての体制整備

⼯事概要 新築
プラットフォーム型ヘリポート

建設⼯事費 約1.4億円

⼯期 平成26年6⽉〜平成26年12⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

傷病者の救命，後遺症の軽減
につながり，良質かつ適切な救
急医療を効率的に提供する体制
の確保に寄与し，もって国⺠の
健康の保持及び安⼼して暮らす
ことのできる社会の実現に資す
る。

完成予想図

完成写真（外観） 完成写真（夜景）

完成写真（⾒上げ） 完成写真（渡り廊下）

杉⾕キャンパス



【H25 当初】
福利棟
施設概要

整備⽬的
耐震性能の確保，
狭隘解消
⽼朽化による機能改善

⼯事概要 改修 1,220㎡
増築 200㎡

建設費 約2.2億円

⼯期 平成26年2⽉〜平成26年12⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

安全性を向上させて，快適で
魅⼒あるキャンパス環境を提供
し，学習意欲の向上と学⽣⽀援
機能を充実させて，21世紀の多
様な課題に果敢に挑戦し解決で
きる⼈材を育成する。

計画建物

完成予想図

着⼯前写真（⽞関） 完成写真（⽞関）

着⼯前写真（屋上） 完成写真（屋上）

着⼯前写真（⾷堂） 完成写真（⾷堂）

杉⾕キャンパス



【H25-26 国債】
特⾼受電設備
施設概要
整備⽬的 防災機能等の強化

⼯事概要
フューエルセーフによる2回線
受電化に伴う特⾼受電設備の増
設

⼯事費 約1.7億円

⼯期 平成25年9⽉〜平成26年12⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

安全・安⼼な教育研究診療基
盤を確保して，サスティナブ
ル・キャンパスを実現する。

着⼯前

整備後

杉⾕キャンパス



【H24 補正復興関連事業】
災害対策プラザ
施設概要

整備⽬的 ⾮常時対応の拠点施設
防災倉庫としての機能を確保

⼯事概要 新築 420㎡

建設費 約1.7億円

⼯期 平成26年2⽉〜平成27年1⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

防災対策の推進と危機管理機
能のバックアップの充実により，
教育研究の基盤を⽀える。

計画建物

完成予想図

着⼯前写真（⻄⾯） 完成写真（⻄⾯）

着⼯前写真（北⻄⾯） 完成写真（北⻄⾯）

完成写真（電気室） 完成写真（備蓄倉庫）

杉⾕キャンパス



【PPP事業：BTO⽅式】
⽴体駐⾞場
施設概要
整備⽬的 附属病院利⽤者のサービス向上

⼯事概要 新築 ⾃⾛式⽴体駐⾞場
増設駐⾞台数 253台

建設費 負担付き寄付（BTO)

⼯期（予定） 平成26年6⽉〜平成27年5⽉

整備による
教育研究診療
等への効果

特定機能病院として，利⽤者
に優しい施設を提供することに
より，⾼度先進医療が推進され
る。

完成予想図

杉⾕キャンパス

完成写真（⻄側外観）

完成写真（内部）
完成写真

（渡廊下：⾄附属病院）



【H25 補正】
和漢医薬学総合研究棟耐震改修

施設概要
整備⽬的 耐震性能の確保

⼯事概要 改修 2,500㎡

建設費 約4,600万円

⼯期 平成26年7⽉〜平成26年12⽉

整備による
教育研究診療
等への効果

耐震性能を確保し，安全・安
⼼な教育研究基盤を確保する。

着⼯前写真

完成写真（外観）

杉⾕キャンパス



【H25 補正】
厚⽣棟改修
施設概要

整備⽬的 耐震性の確保，
⽼朽化による機能改善

⼯事概要 改修 1,080㎡

建設費 約1.7億円

⼯期 平成26年8⽉〜平成27年3⽉

整備による
教育研究診療
等への効果

安全性を向上させて，快適で
魅⼒あるキャンパス環境を提供
し，学⽣や留学⽣を惹きつけ魅
⼒ある学⽣⽀援環境の整備をす
る。

完成写真（外観）

着⼯前写真

完成（多⽬的便所）⽞関改修後

杉⾕キャンパス



【H25 補正】
講義実習棟改修
施設概要

整備⽬的
耐震性の確保
学習環境を⼀層充実させる整備
⽼朽化による機能改善

⼯事概要 改修 6,980㎡

建設費 約9.7億円

⼯期（予定） 平成26年7⽉〜平成27年3⽉

整備による
教育研究診療
等への効果

安全性を向上させて，学習環
境を⼀層充実させることにより，
学⽣を鍛え上げ社会に送り出す
教育機能の強化が期待される。

着⼯前写真（講義棟外観） 完成写真（講義棟外観）

着⼯前写真（実習棟外観） 完成写真（実習棟外観）

完成写真（実習室内観） 完成写真（実習室内観）

杉⾕キャンパス



完成予想図

【H24 補正復興関連事業】
J棟(災害対策プラザ)
施設概要

整備⽬的 ⾮常時対応の拠点施設
防災倉庫としての機能を確保

⼯事概要 新築 385㎡

建設費 約1億円

⼯期 平成26年1⽉〜平成26年9⽉

整備による
教育研究等へ
の効果

防災対策の推進と危機管理
機能のバックアップの充実に
より，教育研究の基盤を⽀え
る。

完成写真（内観） 完成写真（内観）

完成写真（外観） 完成写真（内観）

⾼岡キャンパス



【H24 補正復興関連事業】
管理棟(災害対策プラザ)
施設概要

完成予想図整備⽬的 ⾮常時対応の拠点施設
防災倉庫としての機能を確保

⼯事概要 新築 270㎡
改修 640㎡

建設費 約1.5億円

⼯期 平成26年2⽉〜平成26年9⽉

整備による
教育研究等
への効果

防災対策の推進と危機管理
機能のバックアップの充実に
より，教育研究の基盤を⽀え
る。

完成写真（外観） 完成写真（外観）

完成写真（内観） 完成写真（内観）

寺町地区


