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第2章　理工系総合大学としての環境・安全衛生マネジメント

2－1  環境・安全衛生方針

東京工業大学環境方針
1．基本理念 
　世界最高の理工系総合大学を目指す本学は、環境問題を地域社会のみならず、すべての人類、生命の存亡
に係わる地球規模の重要な課題であると強く認識し、未来世代とともに地球環境を共有するため、持続型社
会の創生に貢献し、研究教育機関としての使命役割を果たす。

2．基本方針　
　本学は、「未来世代とともに地球環境を共有する」という基本理念に基づき、地球と人類が共存する21世
紀型文明を創生するために、以下の方針のもと、環境に関する諸問題に対処する。

東京工業大学安全衛生基本方針
　役職員・学生の安全・健康の向上は研究・教育およびそれを支える業務の基礎であり、もっとも優先度の
高いものとして、安全衛生マネジメントシステムを確立し、安全衛生面における良好な状態の維持と向上を
図って、全ての役職員・学生およびその他の人々へのリスクを最小化する。このために必要な資源を配備し、
リスクの評価を定期的に実施し、リスクの管理を体系的に行って、役職員・学生の安全・健康の向上に取り組む。

1．研究活動
持続型社会の創生に資する科学
技術研究をより一層促進する。

4．環境負荷の低減
自らが及ぼす環境への負荷を最
小限に留めるため、環境目標と
これに基づいた計画を策定し、
実行する。

2．人材育成
持続型社会の創生に向けて、環
境に対する意識が高く豊富な知
識を有し、各界のリーダーとな
りうる人材を育成する。

5．環境マネジメントシステム
世界をリードする理工系総合大
学にふさわしい、より先進的な
環境マネジメントシステムを構
築し、効果的運用を行うととも
に、継続的改善に努める。

3．社会貢献
1及び2に掲げる研究活動、人材
育成を通じ、我が国のみならず
世界に貢献する。

6．環境意識の高揚
すべての役職員及び学生に環境
教育・啓発活動を実施し、大学
構成員全員の環境方針等に対す
る理解と環境に関する意識の高
揚を図る。

東京工業大学の基本理念
　独創的・先端的科学・技術を中心とする学術研究を推進すると同時に、大学院・学部並びに附置研究所におい
て、創造性豊かで国際感覚を併せもつ人間性豊かな科学者、技術者および各界のリーダーとなりうる人材の育成
を行い、産学の連携協力をも得て、我が国のみならず世界の科学、産業の発達に貢献するとともに、世界に広く
門戸を開いて関係者の知恵を集め、世界平和の維持、地球環境の保全等、人類と地球の前途に係わる諸問題の解
決に積極的役割を果たす。
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2－2  環境・安全衛生側面の特定
　理工系総合大学としての本学の活動にとって、環境・安全衛生への配慮が欠かせません。環境・安全衛生
が周囲の環境や教職員・学生の安全衛生にどのように影響を及ぼしあっているかを考慮する手法としてそれ
ぞれの側面を特定します。これは、環境負荷の低減や安全衛生の確保のための活動の基礎となるものです。
　以下に主要な側面と関連する活動を紹介します。

【環境側面及び関連する活動内容】
環境側面 関連する活動内容

人材の育成、社会への輩出 環境・エネルギー及びその負荷低減に関する学部・大学院教育、講習会
社会一般への啓発・発信 講演会、出版、公共の委員会等、国際学術活動
環境負荷低減技術の開発 環境負荷低減に寄与する調査・研究
緑化・緑地の維持 キャンパス緑化、緑の保全
エネルギーの使用 空調、照明、実験設備、電気機器類等節電や計画使用、省エネルギー
環境中への化学物質の移行
　大気中への排出
　排水中への排出
　化学系廃棄物の発生・処理・搬出

化学物質等を用いる研究、教育
局所排気装置の管理、化学物質の適正管理
排水の水質検査
廃液処理

資源の消費 紙、水道水、その他の使用、電子媒体への移行

一般廃棄物の発生・処理・搬出 学内での日常生活による廃棄物発生
廃棄物のリサイクル、水のリサイクル

【安全衛生側面及び関連する活動内容】
安全衛生側面 関連する活動内容

安全衛生マネジメントシステム リスクアセスメント、安全パトロール、安全衛生講習会
研究室等の安全管理 職場巡視、ハザードマップの作成、衛生管理者等の免許取得、作業環境測定
キャンパスの衛生管理 感染症予防の普及啓発
研究室等の衛生管理 健康診断、メンタルヘルス

排水のサンプリング

職場巡視 健康診断

全面人工芝多目的グランドとEEI棟 すずかけ台キャンパス 加藤山

学生ボランティアの学内一斉掃除
の参加
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2－3  環境・安全衛生マネジメントの目標と行動

（1）環境保全技術の研究活動
目　標

　世界最高の理工系総合大学を目指すにあたり、環境に対する諸問題の解決に向け、研究成果を社会へ発信するこ
とにより、地球環境の保全に対し、リーダー的存在になることを目指します。

行　動
　国内及び地球規模の環境保全に資するため、環境保全技術の開発や実用化を目指して研究活動に取り組んでいます。
また、環境保全に関わる学会活動や環境政策への関与、国際会議参加など、大学の知・理を活かした情報発信等社会
貢献に寄与しています。

（2）人材育成の活動
目　標

　環境問題についての基礎教育、実践教育を通じて、環境負荷の低減に取り組むことのできる環境意識レベルの高
い人材を育成し、社会に輩出することを目標としています。

行　動
　次世代へとつづく地球環境問題の解決に向け、環境側面も常に配慮し、積極的に行動することができる次世代のリー
ダーとなりうる人材を育成し、また、これらの人材の活動を通して国際社会に貢献することを目指して、実践的な環
境教育を行っています。

（3）環境負荷の低減活動
目　標

　広大な敷地の中で、多種多様の活動を行っており、法準拠はもとより、それらの活動による環境負荷を最小限に
留め、大学内外の環境の保全、維持向上に努めるとともに、環境改善のための啓発活動を積極的に展開し、地域社
会に貢献します。

行　動
　エネルギーの軽減、温室効果ガス削減に向け、行動計画を立案し、実行しています。また、化学物質の環境への排
出削減にも注力しています。その他、廃棄物のリサイクル、減量化に向け努力しており、これらの活動を実効あらし
めるためのPDCAサイクルを運用しています。

（4）安全衛生活動のレベルアップ
目　標

　活動や取扱い物質に内在する危険性を常に考慮して、リスクを最小とすべく、安全衛生活動に積極的に取り組み
ます。

行　動
　幅広い分野の教育・研究活動を行っており、安全教育、安全点検等を着実に実行して、事故災害を防止する努力を行っ
ています。また、地震等の災害対応についても防災体制を強化し、整備しています。
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2－4  省エネルギーとCO2対策のマネジメント活動

　実験系の研究が多い本学では、大岡山、すずかけ台及び田町キャンパスにおいて、一般家庭約1万7千世帯
分に相当するエネルギーが消費されており、非生産系の事業所としてはCO2排出量が大きいため、数値目標
を掲げ省エネルギー対策に取り組んでいます。

2012年度の主な取組
　「省エネルギー推進室」は、省エネルギー推進の行動計画の策定及び二酸化炭素排出量の削減に関する種々の省エネル
ギー法令への対応等を目的として2010年10月に開設されました。現在本学が受けている法規則の主なものは、国の「省
エネ法」、東京都の条例、横浜市の条例があり、中長期的な取り組みとして消費エネルギーを削減していく必要があります。
　本学の消費エネルギーの使用実態としては、その90％以上を電力に依存していることから、省エネルギー推進室では、
省エネルギーマニュアルの整備、省エネサポーターの補助等を通して学内の節電・省エネの協力をお願いしました。

※1   2006 ～ 2007年の平均値に対
して、2010 ～ 2014年の平均
値を8%下げること。

※2   2009年の基準原単位に対して、
毎年1%下げること。

2012年度は、省エネルギーの法令規則等の面から見ると

　東京都条例の2012年度目標8%削減のところが、約22.6%削減
　2010 ～ 2012年の通年での削減率は、平均17.1%を達成することができました。
　横浜市条例の2012年度目標1%削減のところが、約9.5%削減
　2011 ～ 2012年の通年での削減率は、5.6%を達成することができました。

省エネサポーターの活動

　全学構成員の省エネルギー意識の高揚及び省エネルギーの推進・展開を目的として、専攻ごとに選出された学生を
「省エネサポーター」に登録し、共有スペース等の省エネルギー状況について、点検・確認等を行いました。2012
年度は、74名の学生省エネサポーターにより2,207時間の活動が行われました。

省エネサポーターの
主な活動内容

法規制 対象施設 削減目標 補足事項
省エネ法（エネルギーの使用の
合理化に関する法律） 本学全体 1％ /年 努力義務

東京都条例（都民の健康と安全
を確保する環境に関する条例） 大岡山キャンパス 平均で8%

（※1）
削減できない場合、
ペナルティあり

横浜市条例（横浜市生活環境の
保全に関する条例） すずかけ台キャンパス 1%/年

（※2） 努力義務

法令規則等一覧

1 ．利用されていないスペース等の蛍光灯･空調機及び複
写機その他OA機器類の電源を切断する。

2 ．共有スペースの室内温度を確認し、適温となっていな
いスペースについては、推進責任者に報告を行う。

3 ．照明器具本体（反射板等）の清掃状況の点検・確認を
行う。

4 ．空調機フィルターの清掃状況の点検・確認を行う。
5．実施結果を報告書に記入・提出する。

改善できる項目は
推進責任者に報告
し、推進責任者か
ら各居室に是正を
お願いしました。
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2－5  生活系廃棄物による環境負荷低減のマネジメント活動
　本学では、事業活動で発生する廃棄物の減量化を推進するため、分別を徹底し、古紙等リサイクル可能なものを再資
源化させる3R活動を慣行し、環境負荷の軽減・経費削減に努めています。また、本学の「健康・安全手帳」「生活系廃棄
物の分別について」等に正しいごみ出しルールを掲載し周知しています。

2－6  化学物質による環境負荷低減のマネジメント活動
　大学・研究機関における化学物質管理は「環境管理」と「健康安全管理」の両面からの総合的リスクマネジメントに
より対処することが基本です。EMS(環境マネジメントシステム)の構築により環境負荷低減できればOSHMS(労働安全
衛生マネジメントシステム)と一体化したPDCAサイクル(継続性・発展性を包含)が回り始めます。本学では多種多様な
化学薬品を使用しているため、環境分析及び廃棄物の化学分析により化学物質が環境中へ流出しないように監視してお
り、これらのデータを化学物質管理システム「TITech ChemRS（東京工業大学化学物質管理支援システム）」及び廃棄
物申請システムにリンクさせることにより、化学物質の移動量を正確に把握して環境負荷低減策に取り組んでいます。
　また、大学は学生が毎年入れ替わる流動的な集団であるために、新入生にも適正な安
全管理が動作する仕組みを構築することが必須です。そのためにもEMSとOSHMSを一
体化してPDCAサイクルを研究室現場に定着させることは流動的な集団には効果的であ
り、近隣住民の方々のためにも更なる環境負荷低減を目指すことで地域社会と共存でき
る教育研究機関として位置付けされると考えています。

3R活動を積極的に行いましょう
○リデュース（Reduce）
～ごみになるものを減らすこと
・事務用品等、モノは大切に最後まで使いましょう
・壊れかけたものは、できる限り直して使いましょう
・必要以上にモノを購入するのはやめましょう

○リユース（Reuse）
～使い終わったものを捨てないで再び使うこと
・コピー用紙は、できる限り裏紙を使いましょう
・ 使い終わった容器は、可能であれば工夫して別の

入れ物として使いましょう

○リサイクル（Recycle）
～もう一度資源として生かして使うこと
・ 資源は、分別回収を徹底しましょう特に紙は「燃

やすごみ」ではなく「古紙」として回収しましょう
・なるべく再生品を購入し、利用しましょう

　本学の廃棄物は、お茶殻から教育・研究活動で発生する廃棄物すべてが
事業廃棄物（都条例）であり、家庭廃棄物とは区別されています。本学の
すべての廃棄物（事業系一般廃棄物、事業系廃棄物）は条例に従い適正に
処理する一方、廃棄物の発生の抑制に努め、さらに再利用・資源化の徹底
を図ることが求められています。その際、廃棄物の排出者は、「混ぜれば
ごみ、分ければ資源」を常に意識して、種類ごとに徹底した分別を行うこ
とが肝要となります。
　2012年度は、特にごみの散乱が目立っ
た大岡山キャンパスのサークル棟脇に新た
に大型のごみ箱を設置し、分別の徹底のみ
ならず、ごみ削減の努力、学生ボランティ
アによる清掃活動等学内美化活動も積極的
に行いました。

リ
サ
イ
ク
ル
品

古
紙 段ボール 段ボール

 ・ コーティングされたものは紙容
器包装類へ

・粘着テープは取り除く

まとめてひもで
しばり、部局の
指定する場所へ
搬出

コピー用紙 上質紙・普通紙・リサイクル
用紙

・付箋はついたままでもよい
 ・ クリップ類・ホチキス針は、は

ずす

雑誌類 雑誌・本・パンフレット・カ
タログ

新聞紙 新聞紙・広告紙

紙容器包装類
化粧箱・菓子箱・封筒・裏カー
ボン紙・感熱紙・ビニールコー
ト紙・包装紙・紙パック

・束ねられるもの

シュレッダー屑 シュレッダーされた紙類 ・他のごみを混ぜない
指定ビニール袋
で部局の指定す
る場所へ搬出

飲料缶 アルミ缶・スチール缶 ・内容物を空にしてふたをはずす
・つぶさない 指定ビニール袋

で大学の指定す
る場所へ搬出

ペットボトル ペットボトル ・内容物を空にしてふたをはずす

瓶 飲料瓶・調味料の瓶 ・内容物を空にしてふたをはずす
・試薬瓶は産廃B

生活系廃棄物等の分別一覧表とリサイクル品の分別から搬出方法
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「実験系廃棄物」の管理システムと環境マネジメント
　本学の化学実験に伴う廃棄物（廃液、廃試薬、化学物質の付着したろ紙や手袋など）は、搬出・回収、処理過程等に
おいて有害化学物質や危険物の混入・運搬時の事故など法律違反や環境汚染、作業員の事故につながるリスクが高い廃
棄物であり、これらを「実験系廃棄物」と定義し、事務など実験以外で発生する事業系一般廃棄物や産業廃棄物とは明
確に分別管理し、環境負荷の低減及び本学内外の環境の健全な維持向上に努めています。

　「実験系廃棄物」の廃棄は、学内LANによる廃棄物管理システムにより一元管理され、各研究室よりWeb上で処理申
請できる「実験廃液・廃棄物処理申請システム」が導入されています。

1 ．申請された廃棄物の種類、重量及び廃棄物に含まれる主な化学物質の含有量に
ついては、さらに環境・安全推進室での廃棄物の化学分析データと突き合わせ、
外部委託する廃液等の「実験系廃棄物」の内容物の明細を正確に処理委託者に伝
達するための「廃棄物データシート」（WDS:Waste Data Sheet）として利用
しています。

2 ．実験系廃棄物の回収時（1 ～ 2 ヶ月に1回）には必ず担当職員が立ち合い、申
請内容と廃棄する化学物質との確認と不適切な実験系廃棄物の混入チェックを行
い、研究室への適切な指導と啓発活動を行っています。

3 ．2011年度よりIT化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」
を活用した電子マニフェストを導入し、本学から搬出される産業廃棄物について
情報管理の合理化を図りました。これにより事務処理は大幅に効率化でき、情報
処理センターが管理・保存するため、紙ベースのマニフェストの保存が不要とな
りました。また随時マニフェスト情報をダウンロードできるので、行政への廃棄
物に関する報告書の作成も正確かつ簡便になりました。

「実験系廃棄物適正管理のための手引き」を
毎年配布して、研究室等での適正な管理を
指導しています。

保管

• 消防法

• 毒物劇物取締法

• 高圧ガス保安法

• PRTR法

• 麻薬・向精神薬

取締法

化学物質少量付着
固形廃棄物

• 廃掃法
• PRTR 法

廃試薬の

適正管理・構外搬出

• 廃掃法
• PRTR 法

排ガス監視

• 大気汚染防止法

• PRTR 法
• 労働安全衛生法

有機廃液の

適正管理・構外搬出

• 廃掃法

• PRTR 法

• 消防法

• 労働安全衛生法

実験

• 消防法

• 労働安全衛生法

• 毒物劇物取締法

• 高圧ガス保安法

• PRTR 法

• 麻薬・向精神薬取

締法

無機廃液の

適正管理・構外搬出

• 廃掃法
• PRTR 法

廃水監視
• 下水道法
• 水質汚濁法
• PRTR 法

• 回収・詰替え・搬出

• 有害物含有チェック

(溶出試験・成分分析*)

*成分分析機器：

1）無機系：

ICP、原子吸光装置

2）有機系：

GCMS、TOC

• 研究室指導

• 廃棄物申請システム

の運用管理

1）廃棄物量等の集計

2）PRTR 報告用集計

下水

大気

• TITechChemRS/G

の運用・管理

• 保有量の集計

• TITechChemRS/Gの

運用・管理

• 使用量の集計

• 作業環境測定

• 局所排気装置のメン

テナンス

行政への報告

・PRTR 報告（東京都、横浜市）：

使用量、排出・移動量の把握

・廃棄物減量化計画書

・化学物質による環境汚染事故対応

・環境報告書及びその他の報告書作成

• 仕様書作成

• 委託先(中間処理

＆最終処分)視察

• 電子マニフェス

ト(JWNET）管理

• サンプリング

• 下水道分析(JIS法)

• 水域排出量算出

• サンプリング

• VOC 分析(GCMS 法)

• 大気排出量算出

• 作業環境測定

環境・安全推進室業務

環境・安全推進室における化学物質適正管理に係わる業務

TITech ChemRS（東京工業大学化学物質管理支援システム）及び TITech-G（高圧ガス管理システム）の運用
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環境・安全推進室では

実験系廃棄物 

TITech ChemRS 
（東京工業大学化学物質 
管理支援システム）に登録 

（大気）

（下水道） 

化学物質の購入 
化学物質環境排出監視

実験廃液・廃棄物処理申請システム

化学物質廃棄物移動監視 

収集・搬出・外部処理委託 ・不明試薬等の分析 
・廃液の成分分析 

排ガスの分析

サンプリング風景・排水の分析

不用試薬 廃液 固形廃棄物

化学分析 

本学の化学物質の排出量・移動量の管理システム

ドラム缶への詰め替え作業
・廃液回収

（1）廃液の成分分析
　各研究室より回収した廃液は、安全かつ適切な処理が確保されるよう、学外に搬出される前に、各廃液ポリタンクよ
り廃液をサンプリングし、水銀及びシアン含有分析を行っています。また、実験廃液・廃棄物処理申請システムにおいて、
廃液中の化学物質の量が正確に申告されているか監視を行い、申告量の精度向上を図るため、クロロホルムやジクロロ
メタンなど廃液の主要13成分について成分分析を行っています。

（2）排水の水質分析
　環境・安全推進室では、大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスにおいて、下水道法・水質汚濁防止法に基づき大
岡山キャンパスで36カ所、すずかけ台キャンパスで25カ所において毎月1回定期的に排水をサンプリングし、BOD、全
リン、全窒素などの全規制31項目について水質分析を行っています。

（3）排ガスの成分分析
　ドラフト排気口において年1 ～ 2回、ヘキサン、トルエン等の有機溶媒14成分の濃度測定調査を実施し、大気への化
学物質排出実態を把握しています。

（4）不明試薬等の成分分析
　実験等で内容不明となったサンプル・試薬等については、適切な処理・処分を行うため、シアン化合物、水銀、鉛等、
有害成分の分析を行っています。

（5）スクラバー水の水質分析
　ドラフト排ガス除害装置のスクラバー水は、クロロホルム、トルエン等の揮発性有機化合物（VOC）、アセトニトリ
ル等のPRTR法対象成分、水銀等の有害金属等の水質規制項目分析結果から処理方法を検討し処理しています。
※ PRTR（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排出移動量届出制度）とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、

どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組で、日本で
は1999年（平成11年）、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化管法）により制度化されました。
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2－7  キャンパス整備における環境マネジメント
産学共同研究棟（J3棟）整備等事業

　本事業は、世界水準の教育・研究を展開するすずかけ台キャンパスの実験・研究室の環境改善を目的とし、
更に外部研究資金の多様な研究をプロジェクト化して集中的に行うことが可能な「レンタルラボラトリー」
を設け、学術研究の推進及び活性化を図っています。
　事業は、PFI方式（事業者：清水建設（株）を代表
企業とするグループ）により実施し、2012年度から
供用を開始し、施設規模は、地上20階建、延面積約
12,300m2で、すずかけ台キャンパスのランドマー
ク的な施設であり、合同棟2号館（J2棟）と接続し、
これと並びツインタワーとなっています。

※ PFI「Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・
イニシアティブ）」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等
を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手
法です。

インキュベートプレート

実験スペース

研究スペース

J3棟外観　（左がJ2棟、右がJ3棟）

中央階段



Flexibility
優れた基本性能と可変性に富んだ
内装システムの採用

●フレーム格子のルーバー天井仕上げ
●バリアフリー対応
●床荷重　1,000kg/m2

●個別空調・換気システム
●空調増設スペースの確保
●ドラフトチャンバー対応可能（一部室を除く）
●床リザーブドレイン

Safety
地震・落雷等の災害発生時に対応可能な
建物・設備

●高い耐震性能を確保する免震構造
●設備機器類の耐震性確保
●緊急用シャワー・洗眼器を設置
●LAN機器電源盤（共用盤）に避雷器を設置
●分かりやすい避難動線の確保
●ユニバーサルデザインへの配慮

Support
受付案内やビジネス支援等の充実した
サービスの提供

●情報発信支援
●産学官連携支援機関の紹介
●ビジネス支援パートナーの紹介
●ビジネス機器の貸出し
●融資制度の紹介

Amenity
リフレッシュやミーティング等のための
スペースを用意

●インタラクティブラウンジ
　 オープンな交流スペースとして、多人数のミー

ティングや休憩に利用可能
●インキュベートプレート
　 スキップフロアーを利用し、少人数のミーティ

ング等、落ち着いた交流の場を提供

13

第2章　理工系総合大学としての環境・安全衛生マネジメント

第
2
章

～レンタルラボラトリーの特色～

すずかけ「ペリパトスの研杜21」～笑顔の見えるキャンパスづくり～

　キャンパス将来計画（すずかけ「ペリパトスの研杜21」将来計画（平成18年度
策定））において、屋外に教職員・学生の憩い・思索・歓談等の場が少ないことに
対する改善方針・施策を作成しました。
　この施策に基づき、大学会館に隣接するキャンパス中央付近の扇形調整池をウッ
ドデッキ等で覆い、900m2程の広場として整備しました。
 ここには、円形ベンチ、間接照明を設け、人が集まり談笑する交流の場を作りま
した。桜や紅葉等四季折々の風景に触れ、日々の精神的健康増進に寄与する広場と
なっています。更に、加藤山へ誘う散策路を設け、自ずと気分転換が図れる造りと
しています。
また、防災訓練時には、非常災害対策本部の設置及び避難場所等として利用し、非
常時にも役立つ多目的広場となっています。

2012年度の防災訓練では、非
常災害対策本部の設置、避難場
所として活用されました。

（C） すずかけ台PFIサービス（株）
J2・J3棟の施設整備（建設）・維持管理運営、J3棟レン
タルラボ入居者募集その他関連業務を担当しています。
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安全パトロール・職場巡視の実施

定期健康診断・特殊健康診断の実施

　定期健康診断と特殊健康診断は、職場の作業環境が適切な状況にあり、健康
障害が生じていないかを確認する重要な手段です。特に特殊健康診断は、有機
溶剤並びに特定化学物質を使用する研究室において、作業環境測定の実施とと
もに、受診が義務付けられており、対象となる教職員・学生は受診が必須となっ
ています。

　本学では、事故や健康障害の発生を防止することを目的として、各研究室等における化学物質の使用状況や作業
環境を確認して問題点の改善を図るための安全パトロールと職場巡視を積極的に実施しています。
　安全パトロールは、日頃から各部局において実施していますが、毎年7月初旬の安全週間では、主要な取り組み
の一つとして全学一斉に実施しています。これは、各部局の安全衛生管理責任者などが研究室や学生室等を点検し、
化学物質等の適正な使用が行われているか、作業や居室の環境が良好か、設備等に危険個所はないかなどの状況を
チェックして、その結果を各研究室にフィードバックして改善を図
るものです。
　産業医による職場巡視は、各教職員・学生の健康状態や各研究室
の作業環境などを確認するために定期的に行うものですが、2012
年度はこれを重点的に推し進め、全学で400カ所を超える研究室等
の巡視を行いました。巡視結果は、各研究室にフィードバックされ、
各研究室において指摘事項の改善が行われます。

2－8  環境・安全衛生の両面に配慮したマネジメント活動
　本学では、化学物質の使用に伴う環境と健康に関わるリスク評価に基づくマネジメントシステムを構築するため「東京工
業大学における化学物質等の管理及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する規則」（2004年4月）を制定しま
した。この規則に基づき、継続性のある体系的な大学にあるべき環境管理と健康・安全を融合させた環境・安全衛生マネジ
メントシステムの構築を進めています。

本学における事故統計

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度

６

41

２
１
２

８

５
0

10

1

4

2

1
3

10

0

6

11

3

2 2
3
10

19

5

13

4
0

48

6

3

44
42

104

2
0
18

15

1

18

7
2

44

107

2
0
13

16

1
12

10
2

35

911 0
0

1

15

５
0

7

2

1

9

その他
天災・不可抗力
寒剤取扱
高熱物
薬品取扱・反応
漏水・漏れ
刃物
ガラス
電気・電子機械
回転装置・工作機械
運搬・転倒
計

その他
はさまれ
やけど
激突
交通事故
切れ
転倒
破裂
無理な動作
計

　本学では、事故発生時には全て、
総合安全管理センターに報告を行
い、原因究明と再発防止に取り組ん
でいます。特に化学物質は取扱いを
誤ると火災や薬傷等重大災害につな
がる恐れがあるため、特別な配慮が
必要です。残念なことに2012年度
は、実験室での火災事故が発生しま
した。
　このような事例を二度と起こさな
いよう、全学を挙げて安全点検等に
取り組んでいます。

主原因別 実験系事故発生件数 主原因別 事故発生件数

長尾啓一産業医による問診
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　本学では、毎年秋に全教職員・学生を対象にいつ起こるか分からない災害に備え
て「防災訓練」を実施しています。2012年度は、11月14日に大岡山キャンパス及び
すずかけ台キャンパスにおいて、震度6強の地震を想定し、避難経路と避難場所の再
確認、二次災害の対応等を重点テーマとして訓練を行いました。避難訓練、非常災
害対策本部の設置、自衛防災隊の編成、教職員及び学生の安否確認等の総合訓練後
には、学生ボランティアが協力し消火器、屋内消火栓の取扱い訓練、AEDの使用訓練、
煙体験ハウスによる煙体験、地震体験車による地震体験等の個別訓練を行いました。
　2012年度は、学生ボランティアの参加により、大学の構成員である教員・学生・
事務が一体となった訓練となり、学生の参加者も増えました。
　また、学生からの訓練に対する意見や提案が活発に出され、今後の防災訓練及び
災害時に活かす有意義な訓練となりました。

参加人数　　大岡山キャンパス　　　3,288名
すずかけ台キャンパス　2,122名

　本学では、自衛消防の効果を確認し、自衛防災隊員の士気高揚と防災行動力の
向上を図るため、消防署の指導の下、毎年「自衛防災訓練審査会」に参加してい
ます。同審査会は、火災発生時における各隊員の対応や避難誘導・消火活動につ
いて、「行動・操作」及び「タイム」をもとに審査されるものです。
　2012年度は、9月7日に開催された田園調布消防署主催の審査会（於：大田区
立田園調布せせらぎ公園多目的広場）に、国際部から編成した男子隊、新規採用
職員から編成した女子隊の各1隊計6名が参加しました。当日は厳しい残暑の中、
本学も含め13事業所、計18隊が参加しました。本学の隊員は、練習成果を発揮し、
男子隊は1号消火栓男子の部で準優勝、女子隊は1号消火栓女子の部で第3位と見
事な成績を収めました。

　1月10日に大岡山キャンパス石川台地区において、日
頃の研究で有機溶媒や機械オイルなど可燃性物質を使用
している工学系の教職員と学生を対象に、田園調布消防
署及び消火器取扱店（浦野工業）の指導の下、消火器の
使用訓練が行われました。併せて、火災報知器や屋内
消火栓の設置場所と使用方法を改めて確認しました。
　寒い中にもかかわらず、参加者は100名を超え、参加
者からは、いざという時
の適切な対応行動を体得
できた有意義な訓練だっ
たとの感想が多く寄せら
れました。

参加人数　110名

　11月6日、7日にすずかけ台及び大岡山キャンパス
において、国際室主催による「Disaster Prevention」
と題したオリエンテーション（英語）を実施しました。
　地震の経験があまりない外国人研究者・留学生に日
本の地震情報、地震に対する備えや行動についての基
本的な情報を提供す
るとともに、学内の
防災訓練への参加も
呼びかけました。

参加人数　15名

梯子車による救出訓練

男子自衛防災隊

学生ボランティアによる煙体験
ハウス訓練の誘導

東工大男子隊・女子隊

防災訓練の実施

自衛消防訓練審査会・自衛消防活動審査会の参加

消火器使用訓練（工学系）

外国人のための
生活情報支援オリエンテーションの開催


