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1. 北海道大学 施設概要
団地数 92団地
土地面積 660,235,026㎡
建物面積 889,689㎡

３団地

道央地方 ８団地

札幌地区 １８団地

道南地方 ３４団地

海 外
ソウル団地、ルサカ団地、ヘルシンキ団地 ３団地

道北地方 １３団地

道東地方 １３団地

道 外

和歌山団地、東京団地、福井団地



1. 北海道大学 施設概要

札幌キャンパス
土地面積 1,776,249㎡（札幌ドーム３２個分）
建物面積 782,921㎡

函館キャンパス
土地面積 88,785㎡
建物面積 31,523㎡



1. 北海道大学 施設概要
緑あふれる広大なキャンパス



1. 北海道大学 施設概要
歴史的資産の継承

農学部本館
昭和8年から順次整備が行われ、
完結は昭和35年。建物の平面
図は漢字の｢北｣の形をしている。
平成16（～30）年にPFI事業によ
る耐震補強を含む全面改修工事。

古河講堂
登録有形文化財。明治42年、古
河財閥の寄付により林学科教室
として建設された。

総合博物館(旧理学部本館)
展示公開機能を持つ博物館とし
て現役最古の施設であり、近代
博物施設としても最古のもの。
平成28年7月に耐震補強を含む
リニューアル工事完成。

札幌農学校第二農場牧牛舎
重要文化財。明治10年建築。
明治42～44年に現在の位置に
移築された。平成27年6月に耐
震補強工事完成。



1.北海道大学 施設概要
近年の施設整備（完成写真）

工学部共用実験棟 工学部食堂 獣医学部講義棟 動物医療センター

フロンティア応用科学研究棟 生物機能分子研究開発
プラットフォーム推進センター

フード＆メディカル
イノベーション国際拠点

人獣共通感染症リサーチセンター

陽子線治療センター 北海道大学病院外来新棟 保健科学研究院Ａ棟 保健科学研究院（Ｂ・Ｃ棟）



2. 北海道大学における施設系技術職員の役割

イノベーション創出、グローバル人材の育成を担う、
将来にわたり持続可能な「知の拠点」を創り、守る

施設系技術職員のミッション
キャンパス・施設の企画・計画から完成および

完成後の機能的で良好な状態に維持向上させていくこと

将来計画 環境保全

教職協働

施設マネジメント施設整備 環境負荷低減

大学経営 安心・安全 法令遵守



3. 施設系技術職員の業務
3-1. 所属する運営組織

大学本部
事務局

部局
（工学部、病院等）

総務企画部

財務部

学務部

研究推進部

施設部

施設企画課

環境配慮促進課

施設整備課

7%

事務局所属職員に占める施設系技術職員の割合

93%

サステイナブルキャンパス
マネジメント本部

国際部

建築

電気

機械



3. 施設系技術職員の業務
3-2. 業務内容

施設企画課
• 施設データ把握
土地・建物面積等の現状把握

• 将来計画の策定
キャンパスマスタープランの検討、策定

• 学内共用スペースの運用、管理
スペースチャージ、規定策定

• 施設整備予算の要求、予算管理
概算要求書の作成、予算執行管理

• 設計業務、工事及び役務の入札、契約
入札の執行、契約書作成

• 埋蔵文化財調査センターの運営
予算、人員管理



3. 施設系技術職員の業務
3-2. 業務内容

環境配慮促進課
• 環境負荷低減
構内入構車両抑制等、排水の管理

• エネルギー使用の管理、合理化
電気・ガス・給水等使用量の管理

• 構内交通
各種キャンパス内イベント時の交通規制

• 施設の維持保全、運用及び環境保全
消防用設備等の建築設備の維持保全、
構内緑地・樹木の維持管理

• 施設保全にかかる基準、指導
施設維持保全マニュアルの策定、指導

• 施設保全にかかる点検、保守、衛生管理等
ライフライン点検保守、環境衛生管理



3. 施設系技術職員の業務
3-2. 業務内容

施設整備課
• 施設整備の計画
事業計画・基本計画書の策定

• 設計・工事監理にかかる基準等
積算基準・標準仕様・工事監理基準の策定

• 施設整備の設計及び施工監理
実施設計、現場監理、工程検査

• 事後調査
完成後事後調査、ユーザー満足度調査



4. 求められる施設系技術職員の職員像

•職務に必要な専門的知識・技能を有する専門性

•チームで働く能力と態度を有する協調性

• コミュニケーション能力を有する
コミュニケーション

能力

•新しいことに積極的にチャレンジするとともに，
自ら主体的に考え，具体的に実行する

積極性・企画力・

実行力

•生涯にわたって学習し続ける意欲と態度を有
する向上心・向学心

•心身ともに健康な生活を送れる自己管理力
を有する

ワークライフ

バランス

専門性

協調性

コミュニ
ケーション
能力

積極性
企画力
実行力

向上心
向学心

ワークライ
フバランス



5. 施設系技術職員のキャリアパス・育成プラン

係員 主任 係長 補佐 課長 部長
定年

（再雇用）

・他機関による専門分野知識の習得
・多種多様な施設整備経験
・コミュニケーション能力の習得

・他機関による施設マネジメントの習得
・多種多様な施設マネジメント経験
・部下指導能力の習得

○は，本人の希望等を反映し、他機関への
人事交流・異動を実施

主な人事交流・異動先
道内外国立大学法人・独立行政法人国立高専
文部科学省、文化庁、ＪＳＣ、ＪＡＸＡ 等

必要な資格の取得

建築士
建築設備士

電気主任技術者
エネルギー管理士
施工管理技士

防火・防災管理者 等

研修制度

新規職員研修
中堅職員研修
幹部職員研修

施設系技術職員研修
語学研修

会計研修 等
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