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 07 施設・設備等 

 

  01）施設・設備等 

 

（施設・設備等の整備） 

ⅠＡ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・整備等諸条件の整備状況の適 

切性 

【理念・目的】 

 本学では、学生・教職員が安全で快適な学園生活を送り、質の高い教育研究が可能とな

る環境を目指しキャンパス施策を実施している。具体的には、①新たな教育ニーズに対応

するインテリジェント教育研究棟の建設推進 ②老朽化施設の整備による研究教育環境

の向上 ③歴史的建造物の保存等による外部環境との調和を目指している。 

本学はこれまで、創立以来の各周年事業を大きな節目として、キャンパス諸施設の拡充、

整備を重ねており、現在は創立１２５周年記念事業を推進中である。創立１２５周年記念

事業では、既にインテリジェント教育研究棟として「８号館」が、学生の課外活動環境を

支援する場として「新学生会館」が建設されており、現在、インテリジェント教育研究棟

としての「仮称 C棟」と「63 号館」の建設を進めている。今後、東京都の歴史的建造物と

して指定されている大隈講堂についても、より使いやすい多機能型文化ホールへと改修を

行う予定としている。 

【実態】 

 実態は、以下の歴史的経緯を経て、各現キャンパスの整備がなされている。 

 

1.歴史的経緯について 

 1882 年に開校した東京専門学校は、現在の西早稲田キャンパスの通用門、２号館付近の

みを校地としていた。それ以来、校地は徐々に西側、北側に増え、1925 年頃までには、現

在の西早稲田キャンパスのほぼ全体を取得した。 

 この明治、大正期には、第一期、第二期の拡張事業、御即位御大典事業、昭和初期には

故大隈侯爵記念事業などを経ながら、構内の各校舎施設群を直交グリッド状の軸線を形成

しつつ各施設が配置され、整備が進められた。 

 当時、建設されたもので、現在も残る特徴的な施設としては、 

   1925 年に２号館（旧図書館）、 

   1927 年に大隈講堂、 

    1928 年に演劇博物館 

などが挙げられる。 

 1932 年以降、校舎の鉄筋コンクリート化が進むが、1945 年に戦災で、３分の１を焼失

した。これらは 1952 年の創立 70 周年、1957 年の創立 75 周年にかけて復興した。 

 明治、大正期に高等学院用地として取得した戸山キャンパスにも、同 1957 年には、創

立 75 周年記念事業として記念会堂を建設し、西早稲田では 

    1967 年に 16 号館、 

    1969 年に９号館 
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などの高層の施設が建設された。また、同 1960 年代は、 

    戸山[高等学院から第一、第二文学部に]、 

    大久保[理工学部] 

の第２、第３のキャンパスへの拡充、整備にも行われた。 

 1970 年代から 1980 年代初頭にかけては、さらに軽井沢、本庄などの都外の遠隔地を含

めた全キャンパスでの施設の拡充も進んだ。 

 1979 年には創立 100 周年記念事業としての３つの施設建設が計画され、 

    1987 年に所沢[人間科学部] 

    1991 年に総合学術情報センタ－ 

    1994 年に大隈会館など[100 周年信託事業館] 

を完成させた。その後、高度情報化などへの対応のため、 

    戸山、大久保 

における研究施設、図書館などの拡充、整備を行った。 

 西早稲田キャンパスには、1991～1994 年の将来計画審議会（第二次）の審議結果を踏ま

え、西早稲田キャンパス内に延べ 20,000 ㎡以上の A、B、C 棟（それぞれ仮称）の建設計

画が立案され、まず A棟として、 

    1998 年に 14 号館（共通教室棟など） 

が完成した。さらに、創立 125 周年記念事業として 

2001 年に新学生会館 

2005 年２月に８号館（B棟、延べ 2.4 万㎡） 

が完成した。また、同記念事業に準じたプロジェクトとしての正門前整備計画（２棟、計

１万 7,000 ㎡）も現在、進行している。大学院法務研究科、公共経営研究科（各 2004 年

創設）、芸術学校などの用途に供するとともに、施設自体が、21 世紀の本学のシンボルの

ひとつになることが期待されている。 

今後は、2007 年秋までには歴史的建造物の大隈講堂の修復、改修が、2008 年２月には

63 号館、2009 年２月には、同 C棟の竣工が、それぞれ予定されている。 

             

2.現キャンパスの概要 

本学は大小含め、約 200ha 余の土地、延べ床面積約 50ha 余の建物をキャンパス施設と

して有している。このうち、中心キャンパスである創立当初からの拠点、西早稲田および

同周辺（主として人文系各学部、大隈講堂、中央図書館、研究開発センター等）と、戸山

（文学部等）、大久保（理工学部等）の各キャンパスは概ね、 

 

西早稲田および同周辺 戸山 大久保 合計 

12.1ha 3.2ha 4.5ha 19.8ha 

 

の広さであり、相互に近距離の徒歩圏内に位置する。 

実態として、５万人もの学生、教職員が利用するには狭隘ではあるが、それぞれ活気の

あるキャンパスとなっている。これ以外に、近郊に東伏見、所沢、上石神井などのキャン



Ⅱ－07－ 3

パス、上井草校地（大学所有地で授業を常時行わない敷地）がある。 

また、中心キャンパスから新幹線利用で約１時間の距離には約 86ha の本庄キャンパス

があり、かつては附属高等学院等の施設があるのみであったが、1999 年に早稲田リサーチ

パーク基本構想が策定され、2002 年 10 月から、そのための施設の建設がなされた。（1-3.

参照）遠隔地としては、これ以外に軽井沢、松代、菅平、鴨川などに校地がある。 

今後は、これらのキャンパス自体のさらなる活用、遠隔講義、同会議などによるキャン

パス間の連携が求められている。 

 

3.本庄キャンパスについて 

1)これまでの経緯 

1969 年に用地取得した本庄キャンパスには、セミナーハウス、附属の本庄高等学院など

があったが、1993 年に埼玉県が、本庄市および同周辺の１市５町１村を「本庄地方拠点都

市地域」として認定したことを契機に、1999 年に早稲田リサーチパーク基本構想が策定さ

れた。現在までに、情報通信研究機構（NiCT）が「本庄情報通信研究開発支援センター」

の整備を行い、徐々に研究開発および人材育成を進めてきたが、今後、本学の国際情報通

信研究センター（GITI）、大学院国際情報通信研究科（GITS）、および環境総合研究センタ

ー、環境系大学院独立研究科などが中心となって、具体的な施設の利用を展開する予定で

ある。 

2)計画の概要と現状 

2004 年には、２つの施設が建設され、そのひとつである本庄リサーチパーク・コミュニ

ケーションセンター（延べ 6,600 ㎡）は、本庄地域の研究開発活動の中心的役割を担い、

広く地域全体の産業活性化や新産業創出、高度教育や情報交流展開として機能することが

期待されている。具体的には「情報通信」「映像」「環境・エネルギー」「食と健康」をテ

ーマとして、基礎的・先端的な「研究開発や共同研究」「大学院レベルの高度教育、社会

人教育」および「地域の企業支援、新産業創出」等である。 

もう一方は、インキュベーション・オン・キャンパス本庄早稲田（延べ 7,7000 ㎡）で

あり、その内容については、2000 年 10 月以来、当時の通産省環境立地局（現・経済産業

省経済産業グループ）、地域振興整備公団、埼玉県総合政策部、本庄市および本学が、当

該施設にかかるニーズ調査・分析、入居企業への支援策等について、検討を行ってきたも

のである。2002 年３月には埼玉県および本庄市から事業要請を受けた「本庄新事業創出型

事業施設」の整備事業を、４月に地域振興整備公団は採択している。この施設は、大学連

携型施設として最初の事例となった。ここでは「新事業創出促進法」に基づいて、新製品・

新技術の研究開発や新分野への進出を目指す中小・ベンチャー企業等を支援するために、

賃貸型事業施設の整備および賃貸を行う新事業創出型事業施設整備事業を視野に入れて

いる。今後は、地域の企業や住民との連携・交流の場や、その仕組みづくりが求められて

いる。 

3)新幹線新駅「本庄早稲田」 

1971 年、当時の国鉄等に対し、新駅設置を要請したことに始まり、1989 年には本庄市
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を中心とする上越新幹線本庄駅設置促進期成同盟会が発足し、1994 年には同駅および周

辺都市施設整備基金条例が制定された。2004 年春に、駅舎「本庄早稲田駅」が完成した

ことにより、約１時間余で中心キャンパスと結ばれ、中心キャンパス、本庄キャンパス

間の連携は、より密接になってきた。 

 

4．借用物件等の施設整備について 

 近年、大学が自前で施設を建設せず、または保有せず、完成する建物、もしくは既存の

建物の一部を借用することだけにより、教育、研究のために使用するケースが増えてきて

いる。 

1)東伏見駅前計画 

 既存の東伏見総合グラウンド施設に隣接する敷地において現在、商業施設、スポーツク

ラブ等の複合施設（延べ約１万 7,000 ㎡）が関連会社により建設され、2004 年春に完成し

たが、このうち教育研究棟部分（延べ約１万㎡）が、本学のオープン教育科目を中心とす

る授業のためのスペースなどに充てている。 

2)日本橋一丁目計画 

          日本橋一丁目においても、複合賃貸ビル「コレド日本橋」（延べ９万 3,000 ㎡）が建設さ

れたが、このうち１層部分（５階：延べ 2,700 ㎡）を大学院ファイナンス研究科等のスペ

ースに充てている。 

3)その他 

 上記のほか、北九州、つくば、川口、西早稲田界隈のなどでも、前提条件などに差異は

あるにせよ、同様に借用の事例があり、自己所有施設を補完する機能を果たしている。 

 

5.キャンパス整備指針およびグランドデザイン 

 上記のような大規模の施設計画が立案され、設計がなされる際に、かつては建築の外観、

仕様等を規定するガイドラインが、学内において明文化されていなかったため、本学施設

課では 1996 年から西早稲田キャンパス整備指針の作成を皮切りに、戸山、大久保キャンパ

スの整備指針および第二世紀のグランド・デザインの作成を、本学総合企画部施設課は理

工学部建築学科研究室などの委託協力を得て作成した。そこではキャンパスそのものの歴

史を踏まえ、多角的なキャンパスに関する調査を行い、中長期的な整備のあり方を提案し

ている。 

 これらの指針は、未完の部分があるが、将来における各施設の新築や改修の際の指針と

して活用してくことを予定している。 

【長所】 

 長所としては、本学学生・教職員のみならず、一般市民、地域に対しての次のような開

放も実施している。 

 

1.オープンカレッジ 

 1981 年に発足したエクステンションセンターが主催する年間約 1,000 講座を、約３万人

の会員を対象に、西早稲田キャンパス構内とその周辺、エクステンションセンター八丁堀
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校などを使用し、実施している。 

 

2.大学周辺の街との融合 

巷間に知られているように、早稲田界隈は古くから学生街として存続している。大学周

辺の飲食・喫茶、書籍店などの多種の店舗等が、通りに沿って連なり、７商店会（約 460

店舗）を形成している。これらは既存の大学施設を少なからず補完している側面もある。

最近では、周辺に居住する学生は減少しつつあるものの、学生、教職員と街のつながりは

依然として深く、大学の各種行事に合わせた販売、古本市や、リサイクル運動なども行わ

れている。 

また、本年３月に新宿区とは、協働連携に関する基本協定書を締結し、区全体との文化、

まちづくり、人材育成、産業振興等に関して、今後、相互に支援協力を行うこととしてい

る。 

 

3.所沢、鴨川、軽井沢での地域住民への開放 

 所沢キャンパスでは、構内のスポーツ施設を開放し、鴨川、軽井沢のセミナーハウス等

では、地域の小学生のために「おもしろ科学実験教室」などを開催し、地域社会への貢献

を行っている。 

 

（施設・設備等） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適 

切性 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学では、大学院のための施設は、図書室を除き、概ね学部のための施設と共有化して

いる。 

しかし、2005 年の法務研究科専用の 27 号館自習室を皮切りに、各専門職大学院用の自

習室のスペース確保などについて、検討を加えつつある。 

 

（キャンパス・アメニティ等） 

ⅠＢ群 キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

【理念・目的】 

 学生・教職員が快適な学園生活を送り、知的生産活動を活発に行えることはもちろん、

地域住民が憩える場としてのキャンパス・アメニティに配慮している。 

【実態】【長所】 

2001 年度にはトレーニングセンター、カフェテリア、演劇公演用練習室、音楽公演用練

習室、能舞台や茶室などさまざまな施設を備えた学生会館を戸山キャンパスに新設し、学

生の多様なサークル活動に対応するとともに、自由闊達な早稲田文化を世界に向けて発信

している。また、西早稲田キャンパスでは、既存の学生ラウンジを改修し、誰もが自由に

集える快適な空間を実現した。 

受動喫煙の防止では、健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止対象エリアを設定して、



Ⅱ－07－ 6

建物内は禁煙、屋外は分煙としており、構内適所に喫煙所を設置している。 

 早稲田大学のキャンパスは、都心の中では緑が豊かであり、憩いの場となっている。西

早稲田キャンパスの被緑率は約 32％となっている。特に大隈講堂前のヒマラヤスギは「み

どりの新宿 30 選」に選ばれている。 

緑豊かなキャンパス内に、テーブルやベンチが配置され、学生が仲間と語らう場となっ

ている。 

西早稲田キャンパスでは、大隈講堂（1927 年)、旧図書館（1925 年竣工)、演劇博物館

博物館（1928 年）といった歴史的建造物が、入念な手入れのもと現在も利用されている。

歴史を感じさせる威風堂々たる建物とそれを取り囲む多くの緑が、知的で穏やか、かつ早

稲田でしか体験できない雰囲気を醸し出している。 

 キャンパスの清掃・警備・設備業務は、早稲田独自のファシリティマネジメント手法に

よって運営されており、常に清潔、安全、快適な環境が維持されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 近年、自転車やバイクによる通学が増えており、駐輪・駐車スペースが慢性的に不足し

ている。無秩序な駐輪は、構内の美化を損ない、災害時に避難の障害になる可能性がある。

バイク通学に制限を設けるとともに、駐輪・駐車スペースの確保に努める。 

 

ⅠＢ群 「学生のための生活の場」の整備状況 

【実態】【問題点】 

2002 年度の学生生活調査（学部学生・大学院学生から無作為に抽出した１万人）のうち、

大学の施設や設備および環境問題への取り組みに関する意見として1,840人の回答を得た。 

「図書館」に関することが最も多く、「常時 24 時間開館体制」（153 件）、「設備的に充実し

ており満足」（54 件）、次にパソコンルームについても「24 時間の開室とパソコン機器の

増設、性能アップ」（222 件）、「ほぼ満足」（52 件）などの意見があった。教室については

「イスと机の高さのバランスが悪く、またイスは長時間使用には苦痛」（31 件）、「24 時間

使用できる研究室、 

自習室の設置」（29 件）、「健康に配慮した配慮（温度設定、換気）した空調機器の設置」

（10 件）が指摘され、女性用化粧室の改善などの意見があった。 

 【改善の方法】 

24 時間開館のパソコンルームについては 22 号館１階を、自習室については２号館の一

部を開放している。さらに、新たなスペースの確保について現在、検討を重ねている。 

また、女子化粧室については、老朽化した施設の改修と増設を毎年、数箇所ずつ行って

いる。 

 

ⅠＢ群 大学周辺の「環境」への配慮の情況 

（西早稲田・戸山・大久保キャンパス） 

【理念・目的】 

 大学の諸活動による環境負荷を低減するとともに、教育・研究を通じ、地球環境全般へ

の貢献を目指す。 
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【実態】 

 1979 年の環境保全センター設立以来、本学は公害の防止に向けて、私立大学において先

進的な環境保全活動を展開してきた。化学物質、排水、一般・産業廃棄物、特別管理産業

廃棄物等の適正管理を実施し、法令を順守している。 

 1992 年に廃棄物問題検討委員会を設置し、ごみの 12 分別によるリサイクル促進に取り

組んできた。リサイクル率については 1999 年度 33.5％から 2004 年度 65.4％へと、31.9

ポイント向上した(西早稲田キャンパス)。廃棄物発生量については 1999 年度 1,323.1t か

ら 2004 年度 818.6t へ約 38％の減量を達成した(西早稲田キャンパス)。 

 2000 年には西早稲田キャンパスで環境マネジメントシステムによる環境負荷全般の低

減を目指し、ISO14001 の認証を取得した。また、大学の環境活動を統括する部署を設置し、

環境マネジメントシステムの運用を始め、環境保全業務を専門に行っている。 

 学生の環境保全企画をサポートする「環境ボランティア学校」をボランティアセンター

に設置し、「最終処分場見学会」「早稲田オリジナルごみ箱開発プロジェクト」「打ち水大

作戦」等、年間十数件の企画を継続的に実現してきた。 

 また、早稲田大学周辺商店街・町内会、自治体と協力して環境に配慮した街づくりに取

り組んでいる。そのひとつとして環境関連の講演会、エコプロダクツの展示、フリーマー

ケットなどが出展する「地球感謝祭」がある。 

 西早稲田・戸山・大久保キャンパスのある新宿区はビルの林立する市街地であり、近年

ヒートアイランドが問題となっている。こうした状況を踏まえ、キャンパスの既存の緑を

保護するとともに、建物の屋上緑化に努め、緑の面積が多くなるよう努めている。 

 地球温暖化対策にも積極的に取り組んでおり、東京都地球温暖化対策計画書制度では西

早稲田・大久保キャンパスで AA の評価を得る予定である。 

【長所】 

 早稲田大学の環境保全活動の特徴は、①環境マネジメントシステム偏重ではなく、現場

管理を徹底し、法規制を順守していること、②学生の自主性を伸ばす早稲田らしいプロジ

ェクト型の環境保全活動である。 

【問題点】 

 現在の早稲田大学には環境マネジメントシステムを適用している西早稲田キャンパス

とそれ以外のキャンパスで運用方法が分かれている。これはキャンパスの独自性を出すと

いう面では有効だが、システムとしては完結していない。 

【改善の方法】 

 2006 年度からは全学的な環境マネジメントシステムを構築し、さらに環境負荷の低減、

環境教育・研究の推進を図る。 

 

（本庄・所沢キャンパス） 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

1.所沢キャンパスについて 

 本学は 1987 年、所沢キャンパスに人間科学部、2003 年にはスポーツ科学部を開設して

いるが、キャンパスは敷地東半分の A地区を中心に展開している。 

一方、キャンパスの西半分にあたる B地区には、狭山丘陵最大の湿地があり、全域が県
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立狭山自然公園に指定され、県の湿地調査や所沢市の自然環境調査などでも保全の重要性

が指摘されている。この自然環境保全の課題に対応するため、本学は人間科学部開設と同

時に、1987 年自然環境調査室を設置し、キャンパスの自然環境の調査・研究、および自然

環境の保全にあたってきた。 

 1999 年には、B地区で教育研究活動の新たな展開を計画したが、自然保護団体との調整

の必要から手続きが中断、その後、2000 年 10 月に埼玉県の行政指導により、自然環境の

特性や重要性を評価し、環境と調和した開発計画のあり方を検討し提言するための第三者

機関として「早稲田大学所沢校地Ｂ地区自然環境評価委員会」（以下「B地区評価委員会」、

構成員：学識経験者６人）が設置された。以降、B 地区の環境保全、開発については「B

地区評価委員会」で検討され現在に至っている。 

 なお、2005 年 11 月の「B地区評価委員会」では、2005 年になって初めて B地区で繁殖

確認がされたオオタカへの対応を含め、本学の自然環境保全の考え方を改めて確認した。 

 

2.本庄キャンパスについて 

 1993 年の埼玉県による「本庄地方拠点都市地域」の認定、1995 年の地方拠点都市地域

の整備等に関する基本方針である「本庄地方拠点都市地域基本計画」の承認を受け、本庄

キャンパスを含む地域は「新都心地区」における「早稲田リサーチパーク」地区として位

置づけられた。本学では、本庄新都心地区の都市基盤整備の進展等に鑑み、大学としての

本庄キャンパス利用計画を検討、1999 年には本庄キャンパスの校地利用計画の基本的考え

方および大枠のゾーニング計画が決定された。 

 その後、2000 年４月にはゾーニング決定後のオオタカの営巣を踏まえ、「本庄キャンパ

ス校地利用計画」の一部修正を決定。埼玉県、本庄市等関係機関との協議を進め、環境影

響評価書を埼玉県に提出、2002 年５月に開発許可を取得した。こうした経過の後、「本庄

リサーチパーク・コミュニケーションセンター」「インキュベーション・オン・キャンパ

ス本庄・早稲田」を建設した。 

 オオタカのモニタリング調査については第三者機関を含め現在も継続して実施してい

る。 

 

（利用上の配慮） 

ⅠＡ群 施設・設備面における障害者への配慮の状況 

【実態】 

1.バリアフリー対策 

 身体障害者用施設・設備としては、以下のとおりである。 

1)車椅子トイレ ８、９号館前、14、18、20、22、23、25、25-2、27、29-7、30、32、36、

38、39、55、57、62、75-2、75-3、75-22、90-6、93、100、120 号館  

2)車椅子用電話 ９号館前、20 号館１階、30 号館、33 号館１階 

3)点字室    ７号館１階、36 号館２階 

4)身障者控え室 33 号館２階 

5)障害学生支援室 30 号館２階 
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【問題点】 

 老朽化した施設が多く、部分的な改修では対応しにくい面がある。 

【改善の方法】 

中長期的な改修計画を立案し、段階的に実施していく必要がある。 

 

（組織・管理体制） 

ⅠＢ群 施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

（維持・管理体制） 

ⅡＡ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 

ⅡＢ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を図

る体制の確立状況 

【実態】 

1.施設マネジメントに関連して 

 施設・設備の維持・管理については、大・中規模改修から小規模な修繕を含め、総合企

画部施設課が発注し、工事を行っている。電気設備、空調衛生設備、植栽の年間保守、法

定点検についても、概ね同施設課で行っているが、ドア調整などの軽微な現状復帰、設備

運転などは、警備、清掃とを合わせた総合管理により、総務部総務課が行っている。 

本学は 1996 年から財政改革推進本部を設け、経費節減等のため、事務の効率化、管理

経費・物品調達経費・印刷物経費のそれぞれの節減、施設等有効活用などを図ってきた。

同様に、施設計画、大規模修繕、保守・点検などの諸費用も、さまざまな削減または見直

しなどが求められてきた。 

1)FM ワーキンググループの活動 

1995年から1997年にかけて、大学のファシリティにかかわるおおよその現有資産の評価、

同資産の維持管理費・利用度の評価についてのデータの分析を行った。 

2)事業計画に関する評価 

近年、一定規模以上の施設計画に関しては、土地建物の価額、設計、調査費などのイニ

シャルコストと、清掃、警備、光熱水費、人件費などのランニングコストの総額と内訳を、

事業計画の必要経費として算出し、理事会での意思決定のための参考資料として活用して

いる。 

3)ISO14001 認証取得 

 本学では、環境問題について、客観的に評価され得る体制を確立するため、1999 年４月

より、ISO14001 認証取得の検討を進めてきた。 

  （財）日本品質保証機構（JQA）により審査が行われ、環境影響負荷施設や記録の確認、

教職員に対する現場審査が行われ、西早稲田キャンパス・大隈会館（約 2,300 人の教職員

と約３万人の学生が活動する場所）で構築された環境マネジメントシステムが ISO14001 規

格に準拠し運用されているとされ、2000 年６月に認定された。環境教育、環境研究の推進、

および環境負荷低減などの取り組みも行っている。 
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【問題点・改善の方法】 

1.建物診断・耐震診断 

 本学が所有する建物 257 棟のうち、建物の各部位における不具合、漏水、劣化などによ

り安全性に問題のある項目についての建物診断を 2004 年度より開始している。2005 年末ま

でには、竣工後 10 年以上のものの診断を完了する予定である。また、2006 年度末には、竣

工後 20 年以上のものについて、改修工事を完了する予定である。 

 耐震診断については、このうち新耐震基準以前に建築された建物の数は 147 棟である。

1996 年に本学建築学科研究室において西早稲田、戸山、大久保等の主要な 50 棟について

耐震診断を実施し、危険度の高いものは 2001 年までに改修した。引き続き、2005 年度中

に耐震診断を行い、常時使用する建物の安全性を検証する予定である。さらに、残りの建

物については、倉庫、小規模建物であり、2006 年度以降、診断を行う予定である。 

2.修繕・保守 

 不具合の発生に対してのより迅速な対応が求められるため、体制の見直しも検討する必

要がある。 

 

ⅠＢ群 施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況 

【実態】 

 安全衛生については、本学安全衛生管理規程に基づき、総括安全管理者（労務担当理事）

の指揮の下に、各キャンパスに安全衛生管理者を配置している。さらに、安全衛生管理者

は、その所管する箇所に配置された安全管理者および衛生管理者を指揮するとともに、危

険防止または健康障害の防止等の必要な措置を講じている。 

 上記のものに加え、２年に１回は、全学の安全衛生一斉点検を行い、改善が必要な項目

については、緊急を要するものを直ちに、または遅くとも翌年度までに是正を行っている。 

【問題点】【改善の方法】 

 点検での不具合の発見に至る以前に、施設・設備の劣化状況または履歴等をデータ化し、

予防保全を目指す。 

 

ⅠＣ群 リスク管理（本学固有の評価項目） 

【理念・目的】 

 早稲田大学では全学的なリスク管理体制を構築し、社会的責任を果たすとともに、学

生・教職員等の安全と健康の確保、大学の有形、無形の財産の保全、大学の安定的発展お

よび価値の向上を図ることを目指している。 

【実態】【長所】 

 リスク管理の諸施策の中で、安全に関する事項として、労働安全衛生法、消防法、放射

線障害防止法、毒劇法等の関連法令の順守を徹底している。 

また、安全衛生一斉点検による危険箇所の調査と改善、理工系学部における実験時の火

災・事故等を防止するための講習会の開催、全学を網羅した化学物質の管理システムの構

築と運用、ドラフトチャンバーの更新、緊急時の対応組織と手順の整備、自衛消防隊の編

成と審査会への出場、消防訓練、救命方法の研修等を行い「安全な大学」の実現を目指し

ている。 
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地震対策については、1998 年から備蓄の整備、大地震を想定したマニュアル作成、全学

一斉の防災訓練を実施し、大地震発生時に被害者をできる限り少なくし、大学の財産を保

全し、大学運営の持続性が確保できるよう準備している。 

近年、社会的関心が高まっているアスベスト対策、シックハウス対策についても対応を

行った。 

【問題点】【改善の方法】 

理工系学部における実験時の火災・事故等は、学内ルールの整備、緊急時の対応手順の

整備等さまざまな対策を行っており、大規模なものにはなっていない。今後は火災・事故

等を未然に防止するため、実験を行う者への教育の徹底を行っていく。 

 


