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東京工業大学施設運営部
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施設運営部の構成

施
設
運
営
部

施設総合企画課

施設整備課

総務・契約GP

企画・計画GP

建築GP

機械GP

すずかけ台GP

・総括事務
・施設関係費の資金計画及び執行

・施設整備計画，施設実態調査
・スペースマネジメント

・機械設備工事に係る計画
・設計・積算・施工管理・維持管理
・機械設備のエネルギー管理計画

・建築工事に係る計画・設計・積算・
施工管理・維持管理

・すずかけ台地区の施設維持管理

再開発推進室

・田町キャンパス土地活用事業その他
PPP事業に関すること。

事業企画GP

電気GP
・電気設備工事に係る計画
・設計・積算・施工管理・維持管理
・電気設備のエネルギー管理計画

事業推進GP
・キャンパス再開発に関すること
・附属科学技術高等学校移転に関すること
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施設総合企画課の概要

○施設実態調査
・施設の保有面積，耐震性及び老朽度の調査・実態把握。

○キャンパス計画の策定
・キャンパス全体や施設・設備の整備計画(キャンパスマスタープラン等)の策定。

○予算要求・補助金申請等
・文科省に対する施設整備費等要求書の作成，示達された補助金事業についての予算執行手続き。

○スペースマネジメント
・施設の有効活用を行うための「学長裁量スペース」の管理運用や維持管理費一部負担金制度の運用。

○工事の受付・発注業務
・工事依頼書の受付・発注，工事入札の執行，会計伝票作成，施設予算の管理。
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施設整備課の概要

○工事の計画・設計・実施
・建築、電気設備及び機械設備（給排水・空調）の工事に係る計画・設計・積算及び施工監理業務。
・建築物等工事にかかる諸法令に基づく手続き業務。

○施設の維持管理（施設管理マネジメントの実施）
・建築物・緑地等の維持管理及び電気設備・機械設備（給排水・空調）の保守、運営監視等の計画及び
管理業務。
・設備の維持管理に係る諸法令に基づく手続業務。

○省エネルギー対策

・エネルギー使用量削減計画の立案。（電気・ガス・水道）
・法規制による温室効果ガスの届出・報告。



5

再開発推進室の概要

○キャンパス再開発に関すること

○附属科学技術高等学校移転に関すること

・田町キャンパスに配置する組織・機能の検討，田町キャンパス土地活用事業実施に向けた事業者・行政との
協議等。
・すずかけ台キャンパス再開発事業のスキーム検討及び実施
・宿舎整備等PPP事業のスキーム検討及び実施

・附属科学技術高等学校の大岡山移転に関する検討，これに伴う先行移転に関する検討及び事業計画の
立案。
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敷地面積225,684㎡

すずかけ台キャンパス（昭和４３年～）

凡例

：工事用地
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田町キャンパス（大正１３年～）

敷地面積23,223㎡

附属科学技術高等学校
（2026年ごろから再開発に着手）

キャンパス・
イノベーション
センター
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３キャンパスの総合的利用方針

住宅地に囲まれた都市型キャンパス

・学部，大学院，研究所 が混在
・講義室が分散
・実験系・非実験系が混在
・ゆとりのないキャンパス外部空間
・高さによる建築制限

大岡山キャンパス

緑豊かな郊外型キャンパス

・大学院・研究所中心
・学部は生命理工学部のみ
・福利厚生施設が非充実
・市街化調整区域による建築制限

すずかけ台キャンパス

田町駅前の超都市型キャンパス

・附属科学技術高等学校
・田町駅東口再開発地区計画内
・敷地の高度利用が可能

田町キャンパス

教育・研究の場

➢学部教育を集約
➢学部の講義室の確保・集中化
➢実験系・非実験系の再ゾーニング
➢ゆとりあるキャンパスの実現

研究・実験の場

➢大型実験スペースを中心に配置
➢附置研究所を集約
➢大型プロジェクト研究スペース

➢福利厚生施設の充実化

社会連携・国際化等の拠点

➢大学間・産学官連携機能を配置

➢国際連携のサポート施設
➢非実験系の教育研究スペース
➢他大学や民間企業（収益施設）の

利用も視野に入れた計画

・民間資金を活用した再開発整備

キャンパス利用計画の基本方針

・年次計画による改修整備
・スペースマネジメントによる

既存ストックの活用

・旧図書館跡地の整備
・大岡山北地区の再開発
・年次計画による改修・改築整備
・スペースマネジメントによる

既存ストックの活用
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＜目的＞

・教育研究環境を機能的・効率的に運用するための施設マネジメントを行う。

・本学の安全管理体制の強化や省エネルギーの推進を図る。

キャンパスマネジメント本部

キャンパス
マネジメント本部

キャンパス計画部門
・キャンパスの総合的な整備計画の実施についての企画立案

放射線安全部門
・放射線障害の予防並びに特定放射性同位元素のセキュリティ対策の計画策
定及び推進

・放射線の安全利用に関する企画，立案，整備及び実施の統括
・核燃料物質等の使用，計量管理，保安に係る調整及び統括

総合安全管理部門
・総合安全管理に係る全学的事項の企画立案
・教育研究活動に伴って発生する環境汚染，健康被害，事故及び災害に対する

安全管理及び教育訓練等の実施

省エネルギー推進部門
・省エネルギーに対する意識向上及び省エネルギー推進を図るための諸施策

の策定及び実施等

ハウジングオフィス部門
・学生寮，外国人研究者居住施設及び職員宿舎等の整備計画の策定

スペースマネジメント部門
・スペースの有効活用及び維持管理に関する企画立案及び実施等
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建物情報閲覧システムとは，パソコン上で各キャンパスの建物情報，図面情報
及び部屋情報(運用管理責任者，スペース使用責任者等)を容易に閲覧・検
索できる機能を備えた，各種情報提供サービス。

※東工大HP ⇒ 教職員向け情報 ⇒ 施設利用 ⇒ 建物検索

メインページ

スペースマネジメント
（建物情報閲覧システム）
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電力の見える化

省エネ対策について

キャンパス別
電力・電力量表示

■省エネルギー推進部門について

平成２２年１０月1日、省エネルギーに対する意識向上並びに職員及び学生が共同した省エネルギー
を図るため、省エネルギー推進室が設置されました。 省エネルギー推進室は、 省エネルギーに関する諸施
策の企画・立案及び実施、並びに連絡調整及び情報収集を行い、最大限の省エネルギーを実現すること

を目的として活動しています。また省エネルギー推進室は平成２９年４月１日より組織再編によりキャン
パスマネジメント本部省エネルギー推進部門へと変更となりました。

■最新情報

2020.11.20
2020年度冬季の節電と省エネ対策について（協力依頼）

2020.11.04
冬季の省エネルギーの取り組みについて（文部科学省・依頼）

2020.10.21
暖房前のエアコンフィルター清掃実施について（依頼）



13

修繕などの工事依頼
例：建物等（共通部分）の修繕が必要な場合

発注

物品等請求
システム
入力

購入依頼書
提出

○大岡山・田町団地・すずかけ台団地
施設総合企画課総務・契約GP

（工事契約担当）
（内線：3405 学内便：NE-33）

＜提出先＞

工事依頼書
提出

施設運営部

各部局の建物管理担当事務

現場確認
打合せ

入力依頼
（発注確認）

工事依頼書

工事依頼書と同様

＜提出先＞

発注依頼

修繕等工事
の施工

　　依 頼 日

依頼区分
（注２）

場　　　所

予算詳細
コード

備　　考
（注１、３）

（注１）　後日、技術担当者が現場確認（仕様打合せ）等をしますので、内容の分かる方の連絡先を記載してください。

　　　　また、複数の部局・研究室等にまたがる工事等の場合には、とりまとめをしていただける方を連絡先に記載してください。

　　　　なお、連絡が取りづらい等事情がある場合には、内容の分かる他の方の連絡先を備考に記載してください。

（注２）　予算責任者の承認がない依頼は、発注（施工実施）ができません。

　　　　ただし、事前の打合せ・ご相談は先行して受け付けますので、特に広範囲に及ぶ工事・施工時期が限定される工事等を予定されて

　　　　いる場合は、早めに本紙をご提出ください。

（注３）　概算見積に基づき、発注仕様を決定し実施する場合、備考欄に「調整後に、施工実施を依頼予定」と記入してください。

【学長裁量スペースの改修・修繕等における留意事項】

（注４）　学長裁量スペースの改修・修繕に要する経費は、原則として使用責任者（予算責任者）の負担となります。

（注５）　学長裁量スペースを返還する際、使用責任者の負担で原状回復及び清掃を行った上で、

　　　　施設総合企画課企画・計画GP（内線 7183）の現地確認を受けてください。

※１　備品番号の付いている物品（研究設備等　ただしエアコンを除く）の修理は、契約課へお願いいたします。

※２　後日、工事等の仕様内容が確定次第、施設総合企画課総務・契約GPより物品等請求システムへの入力を依頼させていただきます。

　　　入力方法は、依頼時にお送りするご案内及び物品等請求システム操作マニュアルをご覧ください。

※３　（大岡山・田町地区）工事内容・進捗・金額等に関するお問い合わせは、現場確認（仕様打合せ）を行った施設整備課技術担当者へ、

　　　技術担当者が不明の場合は　施設整備課　内線　３４５１（建築）・７２０５（機械）・７２１２（電気）へお願いいたします。

※４　（すずかけ台地区）工事内容・進捗・金額等に関するお問い合わせは、現場確認（仕様打合せ）を行った施設整備課技術担当者へ、

　　　技術担当者が不明の場合は　施設整備課　内線　５９２４（建築）・５９２３（機械）・５９４７（電気）へお願いいたします。

◎本紙提出先　（大岡山・田町）施設総合企画課総務・契約GP　　メール：koujiirai@jim.titech.ac.jp　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線：3405　FAX：3680　居室：北３号館１階（メールボックス：NE-33）

　　　　　　　　　　（すずかけ台）施設総合企画課総務・契約GP　　メール：koujiirai.suz@jim.titech.ac.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線：3405　FAX：3680　居室：北３号館１階（メールボックス：NE-33）

※ 以下の事項は、施設運営部にて記載

受付日時 受　付　者

　　１．建築関係
　　　　　（模様替え、改修等）

選択してください 左のセルをプルダウンで選択してください

　　令和　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　：

　　３．電気設備関係
　　　　　（電気系、電話系、通信系等）

相　　談 概算見積

予算科目区分
（該当の予算区分を○で囲ってください。）

法人運営費　　※予算科目コードをプルダウンで選択してください。

　　２．機械設備関係
　　　　　（ガス系、給排水系・空調系等）

施設総合企画課企画・計画GP担当者確認

施設整備課（ 担　　当 ） 備　　　　　　　　　考

左記以外
（外部資金等）

該当　・　非該当

連絡先Ｍａｉｌアドレス 連絡先メールＢｏｘ番号 予算責任者名　（注２）

施工実施

　階 ・ 号室

学長裁量スペース　〔いずれかを○で囲む〕
（注４、５）

　〔 該当区分を○で囲む 〕 施工希望時期

連絡先内線番号、FAX連絡先所属等（学院・系）

　工　　　事　　　等　　　依　　　頼　　　書

依頼内容

(学長裁量スペース改修届）

　建 物 名 称

連絡先氏名　（注１）

 内　　容　（ 状　況 ）　等           ※ 略図その他必要書類を添付願います。

施設総合企画課長 総務・契約ＧＰ長 工事契約担当 当初 変更グループ

発注日

完成期限

課長・室長
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田町キャンパス土地活用事業

大岡山キャンパス（先行移転整備）

すずかけ台キャンパス

田町キャンパス（現在）

附属高校の移転

（田町再開発後）

３キャンパス間における

一部大学機能の移転

※キャンパス・イノベーションセンターは再開発事業において除却予定

田町キャンパス（再開発後）

全体事業の概要
○田町キャンパスにある附属科学技術高等学校を大岡山キャンパスに移転。

（附属高校校舎建設のため、先行して大岡山キャンパス内での移転整備を実施し用地を確保）

○附属高校移転により一時的に遊休となる田町キャンパスの土地を民間に貸付け、地代収入を得ることで、財務基盤を強化。

【本学の指定国立大学法人構想調書にも記載あり】

○附属高校移転後、田町新キャンパスに整備される約3万㎡の大学施設に、産学連携等の拠点として、大岡山・すずかけ台

キャンパスから一部機能を移転。
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田町キャンパス土地活用事業

田町キャンパスに位置している附属科学技術高等学校を大岡山キャンパスに移転することを前提に、本学が事業敷地に

対して75年間の定期借地権を設定し、事業者自らが本学から土地を借り受け、一体的な開発により大学施設（約３万㎡）

を含む複合施設を整備し、借地期間にわたり管理運営を行う事業です。

本学の指定国立大学法人構想*を推進していくため、土地の貸付料収入により財政基盤を強化していくとともに、田町新

キャンパスを大型産学官連携・国際化の拠点として位置づけ、最先端の教育研究、社会人教育や大学間連携のさらなる発展を目指し

ます。また、１万㎡を超える大規模インキュベーション施設を事業者と共同で運営し、新たなオープンイノベーションを創出し、社

会に貢献していくことを目的としています。

土地活用事業の概要・目的

事業スケジュール
年度／2017 2018 2019 2020 21～24 2025 26～29 2030 ・・・ 2101

（3月）
指定国立大学
法人に指定

（6月）
事業実施
方針公表

6月頃
供用開始
予定

（12月）
事業予定者

選定

再開発工事

導入可能
性調査

設計・
行政協議等

（3月頃）
附属高校移転
定期借地契約

（10月）
募集要項等

公表

（2月）
事業協定書

締結

事業のポイント
● 産学官連携を強化する開発コンセプトで新産業へつながる機能を導入
● 民間事業者の不動産開発に係るノウハウ・経験・資金等を最大限活用した大規模再開発
● JR田町駅周辺の魅力的なまちづくりや東京都の都市再生、国際競争力の強化にも貢献

☆2021年2月26日 NTTUD・鹿島・JR東日本・東急不動産グループと事業協定書を締結しました。

*2018年３月に文部科学大臣により指定国立大学法人に指定されました。

事業終了
予定
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Hisao & Hiroko Taki Plaza概要
東京工業大学は、株式会社隈研吾建築都市設計事務所による設計のもと、学生のための国際交流拠点となる「Hisao & Hiroko Taki Plaza（ヒサオ

アンド ヒロコ タキ プラザ、以下、Taki Plaza）」（地上2階・地下2階、延床面積約5,000平方メートル）を本学のランドマークとして、大岡山

キャンパス正門入口付近に建設しました。本建物は2018年に工事を開始し、2020年12月にオープンしました。


