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施設系技術職員は、
これらの施設等の
企画・設計・工事
管理・維持管理な
ど、全てに関わり
ます。

●団 地：主要団地である片平、星陵、川内、

青葉山をはじめとて、地震観測所

等を含めると、東北地方を中心に

２９０団地を所有

●敷地面積：22,149,404㎡

●施設面積：1,252,704㎡

全国86国立大学法人中、第3位

●施設種別：教育、研究、図書館、体育施設、

支援施設、病院、研究者交流施設、

国際交流会館、国際混住型学生寄

宿舎、宿舎（学生、医療従事者、

教職員）等

様々な施設及び広場や街路灯を保有しています。

東北大学の施設に関するデータ



東北大学施設系技術職員の主な業務

●キャンパス施設計画

・東北大学のキャンパスグランドデザインの策定

・主要キャンパスの施設に関する中長期計画の策定

●環境・安全、施設マネジメント

・安衛法、環境配慮促進法等を踏まえた安全衛生及び環境管理

・環境に配慮した施設マネジメントシステムの構築

・施設に関する安全確保、危機管理等のセーフティマネジメント

・中長期的な観点から、安全・安心に大学機能を維持する戦略的な施設マネジメント

●大学施設の整備

・文部科学省への概算要求及び予算の執行

・ユーザーとのヒアリング及び関係法令に基づいた建物、電気、通信、給排水、空調

設備、屋外環境等の設計や工事費積算

・工事施工における建設業者等への指導監督

・仙台市や消防等の関係官庁への各種行政手続き



キャンパスづくりの在り方とは※

• 既存キャンパスの長所を生かしていくことを前提
に，知恵とアイデアを集め，大学の機能強化や個
性・特色の伸長につながるキャンパスに再生すると
した「創造的再生」がキャンパスづくりの基本的考
え方として示されています。

※「キャンパスの創造的再生～社会に開かれた個性
輝く大学キャンパスを目指して～」報告書 （概
要）より 文部科学省 平成２５年３月 国立大学
等のキャンパス整備の在り方に関する検討会

施設マネジメントの実施

• 「施設マネジメント」とは，管理する施設・設備
について、総合的かつ長期的視点に立ち，教育研究
を支援するための取り組みです。近年は、建物の長
寿命化の計画策定や、スペースの有効活用に関する
取り組みが重要となっています。

キャンパスづくりから施設整備・マネジメントの実施まで

国立大学等の保有する施設等



施設系 技術職員とは

建 築 電 気 機 械 土 木

国立大学法人等の様々な施設（校舎，研究実験棟，病院，図書館，体育館など）やイン
フラの企画，計画，設計，工事監理，維持管理などの業務を通じて組織の運営に関わっ
ています。
主な職員採用試験区分では，「建築」，「電気」，「機械」，「土木」となります。

～施設系業務の三本柱～

企画・計画，設計・工事監理

• キャンパスの中長期計画の策定

• キャンパス整備に関する各種委員会等
の運営

• 施設整備事業の計画・設計・実施

• 都市計画，キャンパス計画に係る地域
との連携

• 工事の入札・契約の実施

• 工事コスト，品質等の管理

• 建築・土木・設備に関する技術的事項
への対応 等

維持管理等

•施設の点検・評価及び資産価値の維持・

向上

• スペースの有効活用

• 長期修繕実施計画の策定

• 施設の保守点検・運転監視・修繕

• 屋外空間や緑地の管理等に関する技術

的事項への対応

• 施設・環境・インフラ維持保全・美化

の実施

• 宿舎施設の管理運営 等

省エネ，環境・安全

 温暖化・省エネルギー対策の実施

 インフラ整備の企画立案

 交通対策，屋外環境整備及び廃棄物処

理の実施

 環境安全衛生管理活動の企画立案・把

握・指導等

 防火・防災に関すること 等



東北大学施設部の事務分掌

総務係
　●施設部内及び埋蔵文化財調査室等の庶務・人事・給与・共済事務

　●施設部所掌各種委員会の庶務

契約・監理室

契約・監理係

　●工事契約（入札、契約）

　●工事契約の監理

　●入札監視委員会

　●施設経理

　●契約情報管理

企画・整備計画室

企画係

　●施設整備およびキャンパスの中・長期計画、企画計画

　●施設整備費概算要求

　●新たな整備手法の企画計画

　●施設・マネジメント

　●施設実態報告

　●企画及び監官庁等との調整

企画・整備計画室

整備計画係

　●施設の維持・保全業務

　●共通施設の管理

　●建築基準法第１２条定期調査

　●施設管理費配分調査

　●ハザードマップに関すること

　●エネルギーマネジメントに関すること

　●新キャンパス施設整備の企画及び調整

計画課長

課長補佐（兼）

契約・監理室長

企画・整備計画

室長



建築マネジメント係

　●申請業務（許可申請、一団地認定申請、計画通知、埋蔵文化財）

　●渉外業務（新築及び工事の際）

　●施設の維持保全業務

　●建築基準法第１２条定期調査

　●ハザードマップに関すること

建築第一係

建築第二係

建築第三係

　●施設整備事業の基本設計、実施設計、積算

　●施設整備事業の実施（予定価格の算出、施工監理、検査）

　●監督官庁等との調整

　●部局との調整

　●施設の技術的基準の整備

　●施設のデータ収集・分析

建築整備課長

課長補佐

専 門 員



電気・環境

マネジメント係

　●施設の維持・保全業務

　●共通施設の管理

　●ハザードマップに関すること

　●省エネ法に基づく業務及び環境報告書に関すること

　●エネルギーマネジメント（電力受給契約、光熱水量調査等）

電気第一係

電気第二係

　●施設整備事業の基本設計、実施設計、積算

　●施設整備事業の実施（予定価格の算出、施工監理、検査）

　●監督官庁等との調整

　●部局との調整

　●施設の技術的基準の整備

　●施設のデータ収集・分析

機械・環境

マネジメント係

　●施設の維持・保全業務

　●共通施設の管理

　●ハザードマップに関すること

　●省エネ法に基づく業務

　●エネルギーマネジメント（都市ガス受給契約、光熱水量調査等）

　●作業環境測定に関すること

機械第一係

機械第二係

　●施設整備事業の基本設計、実施設計、積算

　●施設整備事業の実施（予定価格の算出、施工監理、検査）

　●監督官庁等との調整

　●部局との調整

　●施設の技術的基準の整備

　●施設のデータ収集・分析

設備環境課長

課長補佐

課長補佐



職員の取得資格，能力，勤務評価等により上位ポストに昇進していきます。

職名，職階は各法人で異なります。

採用後に，諸事情によって他の国立大学法人等に異動を希望する方については，
法人間で調整を図る仕組みがあります。

キャリアパス、資格、研修

資格取得

•建築士

•技術士

•電気主任技術者

•建築設備士

•エネルギー管理士

•施工管理技士 など

研修制度

•新規職員研修

•係長研修

•中堅職員研修

•幹部職員研修

•技術職員研修

•語学研修、会計研修 など

係員 主任 係長 課長補佐 課長 部長



先輩職員の声

吉田稔 Yoshida Minoru

私の経歴

設備環境課では、電気・機械担当の職員が大学内の施設の設計・積算・現場監理、施設の維持
保全及びエネルギーマネジメント等に関する業務を行っています。その中で私は、施設の設計・
積算・現場監理を担当しており、現在は、実験施設の新築及び改修工事の設計及び現場監理を
担当しています。

建物の計画から完成まで、ユーザーである教職員や学生、設計・施工業者の方などたくさんの人と
関わりながら、ひとつのものを作りあげていくことにやりがいを感じています。

施設系技術職員の魅力としては、仕事の成果が形として残ることだと思います。自分の担当した建
物が何十年先まで形として残り、建物の計画から完成、そして維持保全まで携わることができます。
また、東北大学には研究室や実験室だけでなく、図書館や病院、食堂・保育施設など様々な施設も
あるため、それらの工事に携わることで貴重な経験ができることも魅力だと思います。

平成18年4月 東北大学施設部施設管理課保全技術第二係 採用
平成20年4月 東北大学施設部施設管理課エネルギー管理係
平成23年10月 東北大学施設部設備整備課機械第二係
平成26年7月 東北大学金属材料研究所経理課施設第二係
平成29年4月 東北大学金属材料研究所経理課施設第二係主任
平成29年11月 東北大学施設部設備整備課機械第二係主任
令和2年4月 東北大学施設部設備環境課機械第二係主任 現在



新キャンパス構想 － Triangle Vision －

マスタープランに基づくキャンパス環境の充実



片平キャンパス マスタープラン



星陵キャンパス マスタープラン



川内キャンパス マスタープラン



青葉山キャンパス マスタープラン

（2015版）

－青葉山１キャンパス－



－青葉山２キャンパス－

東北大学キャンパスガイド http://campus.bureau.tohoku.ac.jp/index.php



環境報告書



カーボンニュートラル



CO2削減計画・省エネルギー

CO２削減実施計画



省エネルギー対策



改修工事前

近年の主な施設整備

施設への入出を分離させた
エントランス

検査・診察の要否を判断する
トリアージスペース

陰圧空調設備及び防塵クロスを
採用した高機能な検査・診察室

大学病院トリアージ施設の概要と効果

▪完成・共用開始：令和３年７月１６日（金）
▪構造：鉄骨構造
▪面積：200㎡
▪仕様：バリアフリー、陰圧空調設備、防塵クロス仕様

〇これまでの新型コロナウイルスの対応

▪患者さんは院外を数百メートル迂回

▪既存施設のスペースを応急的に転用

●これからの感染症発生時の対応

▪病院正面からの専用動線を確保：患者の負担軽減

▪感染制御を考慮した高機能施設：安全・安心な医療の提供

▪医療従事者の動線短縮：医療従事者の負担軽減

H29年度
（星陵）東北大学病院先進医療棟
R5-1/16,045㎡/免震構造



R２年度
（青葉山1）工学研究科実験研究棟（電子・応物系）
R3/4,800㎡

R1年度
（片平）多元物質科学研究所総合研究棟
R5/1,877㎡/免震構造

R1年度
（青葉山1）グラウンド整備/9,200㎡



H29年度
（青葉山3）厚生施設
R4/2,278㎡／店舗、レストラン、
事業所内保育所

H30年度
（青葉山3）ユニバーシティ・ハウス
R6－R7（合計6棟）/19,770㎡/収容人員752名

R1年度（改修：大正13年建設）
（片平）旧金研10号館
R3/1,958㎡



H29年度
（星陵）加齢医学研究所動物資源実験棟
R4/1,195㎡/免震構造

H29年度
（八幡）東北大学病院星の子保育園
S2/926㎡/定員120名



H29年度
（青葉山1）工学研究科実験棟（マテリアル・開発系）
R2/4,007㎡/屋外環境整備

H28年度
（川内1）課外活動施設
SRC4/3,965㎡



H28年度
（青葉山3）農学系総合研究棟（本棟・別棟）
R5/26,121㎡/免震構造

H28年度
（青葉山3）青葉山コモンズ
S2/9,955㎡



第５次国立大学法人等施設整備５か年計画（令和３～７年度）
（令和３年３月 文部科学大臣決定） 参考資料：文科省HPから


