（岡豊キャンパスの航空写真・・平成２３年５月２０日撮影）

岡豊キャンパス周辺まちづくりの検討に至った背景
○ 高知大学医学部が所在する岡豊キャンパス周辺の地
高知大学医学部が所在する岡豊キャンパス周辺の地域
岡豊キャンパス周辺の地域（南国市岡豊町）
（南国市岡豊町）は
岡豊町）は、高知市・南国市・
、高知市・南国市・香
南国市・香
美市・いの町の 4 市町で構成された
市町で構成された高知広域都市計画区域
された高知広域都市計画区域の
高知広域都市計画区域の市街化調整区域に指定されているため、
住宅や商業施設の建設には一定の制限がかかっています
住宅や商業施設の建設には一定の制限がかかっています。
ます。
○ 医学部の教職員が住宅を建築したい、
医学部の教職員が住宅を建築したい、学生が地域に居住したいと思っても困難な状況
が住宅を建築したい、学生が地域に居住したいと思っても困難な状況で
学生が地域に居住したいと思っても困難な状況であり、
このことが、若手医師の確保や
このことが、若手医師の確保や、災害拠点病院としての機能確保、あるいは
、災害拠点病院としての機能確保、あるいは医学部学生の居住環境
あるいは医学部学生の居住環境
向上に影響していると考えられます
向上に影響していると考えられます。
ると考えられます。
岡豊キャンパス周辺まちづくり検討会
岡豊キャンパス周辺におけるまちづくりの基本的な方向性及び具体的な方策を検討し、
岡豊キャンパス周辺におけるまちづくりの基本的な方向性及び具体的な方策を検討し、新たなまち
づくりの実現化を図るために、脇口高知大学長と橋詰南国市長が協議し、平成 25 年 7 月 8 日に高知
大学と南国市は、岡豊キャンパス周辺まちづくり検討会を発足させ
大学と南国市は、岡豊キャンパス周辺まちづくり検討会を発足させました。
させました。

岡豊キャンパス周辺まちづくり検討会の進展状況（平成 25 年 12 月末まで）
○ 県内の若手医師の確保、災害拠点病院としての機能確保等の理由から、岡豊
県内の若手医師の確保、災害拠点病院としての機能確保等の理由から、岡豊キャンパス
岡豊キャンパス周辺に医
キャンパス周辺に医
学部教職員の住宅
学部教職員の住宅や学生のアパート等の建築についての
の住宅や学生のアパート等の建築についての申請が
や学生のアパート等の建築についての申請が可能とな
申請が可能となりました
可能となりました。
りました。
○ 高知県が策定している
高知県が策定している「市街化調整区域における地区計画の策定指針」について、平成
策定している「市街化調整区域における地区計画の策定指針」について、平成 25 年 10
月に見直しが
月に見直しが行われた。
われた。
○ 医学部では、教職員や学生に対
医学部では、教職員や学生に対して
教職員や学生に対して『
して『岡豊キャンパス周辺まちづくりに関する
岡豊キャンパス周辺まちづくりに関するアンケート調査』
まちづくりに関するアンケート調査』
を実施し、居住に関する具体的な
を実施し、居住に関する具体的な意向状況
具体的な意向状況の
意向状況の把握を行いました
把握を行いました（
を行いました（詳細内容は以下の
詳細内容は以下のとおりです
は以下のとおりです）
とおりです）。
○ 検討会の今後の活動予定（自己用住宅建築へのサポート等）
検討会の今後の活動予定（自己用住宅建築へのサポート等）
・教職員への説明会の開催
・関係団体への周知 等
『岡豊キャンパス周辺まちづくりに関するアンケート調査』結果（抜粋）
医学部教職員（
％、学生（
医学部教職員（1,650 人）へのアンケート回収率は
人）へのアンケート回収率は 60.0％、学生
％、学生（1,132 人）へのアンケート回
人）へのアンケート回
％と全教職員及び学生へのアンケート調査としましては、非常に高い回収率とな
収率は 31.9％と全教職員及び学生へのアンケート調査としましては、非常に
％と全教職員及び学生へのアンケート調査としましては、非常に高い回収率となって
高い回収率となって
おります。
おります。アンケート調査の結果、岡豊キャンパス周辺に居住したいと希望している教職員は回答
アンケート調査の結果、岡豊キャンパス周辺に居住したいと希望している教職員は回答
者 967 人中 177 人、学生は回答者
学生は回答者 333 人中 106 人と予想以上に
と予想以上に希望者がいることが分かりました。
希望者がいることが分かりました。
また、
『岡豊キャンパス周辺まちづくり』に以下の様な声が上がっています。

☆教職員アンケート調査集計
問．居住したい場合は、どのような住宅に住みたいですか
持家30.1%
持家
（注文住宅）
30.1%

（回答数 525 件）

賃貸住宅（戸建・
マンション等）
34.1%

持家8.6%
持家
（建売住宅）
8.6%

公営住宅
5.7%

マンション
（分譲）12.0%
（分譲）

大学宿舎
9.5%

問．岡豊キャンパス周辺に居住するために必要であると思われるものを全て選んでください。
0
１．スーパーマーケット
２．ホームセンター
３．家電量販店
４．コンビニ
５．ドラッグストアー
６．ホテル・旅館
７．書店
８．文具店
９．洋服店
10．クリーニング店
11．理髪店・美容院
12．レストラン
13．軽食店
14．パン屋
15．居酒屋
16．割烹・料亭・寿司屋
17．その他

200

400

600

800
770

274
141
289
505
60
310
121
69
232
132
311
334
242
255
90
67

（回答数 990件）
件）

1000

問．岡豊キャンパス周辺まちづくりの中で、住宅施設や商業施設の立地以外で必要と思われる事項を
お聞かせください。（回答数 244 件）
○ 交通機関や駅の充実・整備
85 件（34.8％）
○ 公園、図書館やスポーツ施設等の設置 53 件（21.7％）
○ 道路の整備やアクセスの整備
33 件（13.5％）
○ 街路灯の整備、治安の維持、通学路の確保・整備 29 件（11.8％）
○ 子育て支援施設（保育園・幼稚園等）や教育施設（小～高）の設置・充実
17 件（6.9％）
○ 災害や津波の対策 10 件（4.0％）
○ ファミレス等の飲食店、スーパーマーケット等の商業施設の設置 9 件（3.6％）
○ 患者、家族の方の宿泊施設（ホテル含む） 7 件（2.8％）
○ 銀行、郵便局の設置 3 件（1.2％）
問．岡豊キャンパス周辺まちづくりについて、どんな内容でもかまいませんので忌憚のないご意見を
お聞かせください。（回答数 139 件）
○ 交通機関や駅の充実・整備、道路の整備やアクセスの整備 30 件（21.5％）
○ 街路灯の整備、治安の維持 10 件（7.1％）
○ ファミレス等の飲食店、スーパーマーケット等の商業施設の設置 25 件（10.2％）
○ 文教施設の誘致や学園都市としてのまちづくりが必要 4 件（2.8）
○ 学生寮を建てたり、学生が住みやすいまちづくりが必要 14 件（5.7％）
○ 文教施設、宿泊施設、スポーツ施設、レジャー施設など商業施設以外の施設も必要 12 件
（4.9％）

☆学生アンケート調査集計
問．岡豊キャンパス周辺に居住するために必要であると思われるものを全て選んでください。
0
１．スーパーマーケット
２．ホームセンター
３．家電量販店
４．コンビニ
５．ドラッグストアー
６．ホテル・旅館
７．書店
８．文具店
９．洋服店
10．クリーニング店
11．理髪店・美容院
12．レストラン
13．軽食店
14．パン屋
15．居酒屋
16．割烹・料亭・寿司屋
17．その他

50

100

150

200

250

300

350
307

74
50
104
195
22
146
90
47
57
36
148
173
109
124

（回答数 361件
件）

34
34

問.「医学部周辺がどんなまちだったらいい」と思いますか？（率直なご意見をお聞かせください）
（回答数 169 件）
○ レストランや居酒屋などの飲食店、スーパーマーケット、ドラッグストアーなどの商業施設が必
要 102 件（60.3％）
○ 交通機関や駅の充実・整備 50 件（29.5％）
○ 街路灯の整備、治安の維持 29 件（17.1％）

岡豊キャンパス周辺まちづくりについ
て関心のある方は
岡豊キャンパス周辺まちづくりについて
まちづくりについ
関心のある方は、
方は、下記のお問合せ先までご連絡ください
下記のお問合せ先までご連絡ください。
のお問合せ先までご連絡ください。
岡豊キャンパス周辺まちづくりに関するお問合せ
岡豊キャンパス周辺まち
キャンパス周辺まちづくりについて
周辺まちづくりについて関心のある
づくりについて関心のある方は
関心のある方は、
方は、下記のお問
下記のお問合せ先まで
先までご連絡ください。
連絡ください。
また、ご希望がある場合は、岡豊キャンパス周辺まちづくりに関
また、ご希望がある場合は、岡豊キャンパス周辺まちづくりに関して
岡豊キャンパス周辺まちづくりに関して説明いたしますのでお気軽に
して説明いたしますのでお気軽に
ご相談ください。

記

○ 高知大学医学部・病院事務部 総務企画課
総務企画課（担当者：
（担当者：刈谷
（担当者：刈谷、山田、早尻）
刈谷、山田、早尻）
(ＴＥＬ
ＴＥＬ 088-880-2221 ・ ＦＡＸ 088-880-2227 )
○ 南国市

都市整備課（
都市整備課（担当者：野口、永野）
担当者：野口、永野）
(ＴＥＬ
ＴＥＬ 088-880-6558 ・ ＦＡＸ 088-863-1167 )

