
【 平成３１年４月１日現在 】　

地区等 管 理 者 設    置   場    所 外部者使用可能時間帯

本郷 社会連携部 　伊藤国際学術研究センター　１階　エントランス　右の柱横
８：００～２１：００

（原則、日祭不可）

本郷 社会連携部 　伊藤国際学術研究センター　地下１階　謝恩ホール　エレベータ前　右柱横
８：００～２１：００

（原則、日祭不可）

本郷 環境安全衛生部 　本郷保健センター　２階　健康管理室横　第二本部棟
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

本郷 総務部 　龍岡門　門衛所 ２４時間使用可※

本郷 総務部 　弥生門　門衛所 ２４時間使用可※

本郷 総務部 　安田講堂　１階　警備室 ２４時間使用可※

本郷 総務部 　正門　門衛所 ２４時間使用可※

本郷 総務部 　赤門　門衛所
７：００～２２：００

本郷 施設部 　山上会館　１階　ロビーホール　中央柱前
９：００～２１：００

（土日・祝祭日除く）

本郷 教育・学生支援部 　学生支援課体育チーム事務室　(１／２)
８：３０～１７：３０
（土日祝不可）

本郷 教育・学生支援部 　学生支援課体育チーム事務室　(２／２)
８：３０～１７：３０
（土日祝不可）

寮 教育・学生支援部 　教育学生支援・乗鞍寮　（１階　玄関） ２４時間

本郷 教育・学生支援部 　学生支援課学生生活チーム事務室
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

本郷 教育・学生支援部 　御殿下記念館　プール管理室
８：３０～１７：３０
（土日祝不可）

本郷 教育・学生支援部 　教育学生支援・御殿下グラウンド　（用具収納庫　入口　右側） ７：００～２１：００

本郷 教育・学生支援部 　教育学生支援・御殿下記念館事務室　（事務室内　壁面） ９：００～２１：００

本郷 教育・学生支援部 　教育学生支援・御殿下記念館　スポーツ相談室　（事務室　壁面） １１：３０～２１：００

本郷 教育・学生支援部 　教育学生支援・七徳堂　（１階　奥階段　踊り場） ２４時間

本郷 教育・学生支援部 　教育学生支援・学生第二食堂建物　（１階ホール　壁面） ７：００～２１：００

本郷 (株)ローソン 　株式会社ローソン　安田講堂店　店舗内 ２４時間

本郷 (株)ローソン 　株式会社ローソン　竜岡門店　店舗内 ２４時間

本郷 総合研究博物館 　総合研究博物館　１階　トイレ前 ８：００～１８：００

本郷 附属図書館 　附属図書館　１階　大階段左

平日：８：３０～２２：３０
土日・祝：９：００～１９：００

８－３月平日：８：３０～２１：００
８－３月土日・祝：９：００～１７：００

休館日（不可）

本郷 附属図書館 　附属図書館　共同利用棟　３階　総務課事務室
平日：８：３０～１８：００

（時間外、土日祝日は不可）

本郷 工学部 　工学部列品館　１階　防災センター内

７：００～２１：００
(時間外、土日祝日はインターホンで
防災センターへ連絡の上、使用可

能。）

本郷 工学部 　工学部１号館　１階　エントランス内
　７：００～１９：００

（土日祝不可）

本郷 工学部 　工学部２号館館　２階　防災センター内前
　７：３０～２１：３０

（土日祝不可）

                     Ａ Ｅ Ｄ (自動体外式除細動器） 設置場所・使用時間等一覧



【 平成３１年４月１日現在 】　

地区等 管 理 者 設    置   場    所 外部者使用可能時間帯

                     Ａ Ｅ Ｄ (自動体外式除細動器） 設置場所・使用時間等一覧

本郷 工学部 　工学部３号館　２階　システム創成事務室前
７：３０～２１：３０
（土日祝不可）

本郷 工学部 　工学部４号館　１階　マテリアル事務室前
７：００～１９：００
（土日祝不可）

本郷 工学部 　工学部５号館　１階　化学生命事務室前の壁
８：００～１８：００
（土日祝不可）

本郷 工学部 　工学部６号館　１階　防災センター前の壁
７：３０～２０：００
（土日祝不可）

本郷 工学部 　工学部８号館　１階　守衛室前の壁
７：３０～２１：３０
（土日祝不可）

本郷 文学部 　法文２号館　１階・文学部受付 ２４時間（要申出）

本郷 理学部 　理学部１号館　中央棟　２階　小柴ホール内 ホール貸し出し時間内

本郷 理学部 　理学部１号館　西棟　１階　防災センター１１０号室内
８：００～２０：００
（土日祝不可）

本郷 理学部 　理学部２号館　１階　玄関横　用務員室１５６号室内
８：００～２０：００
（土日祝不可）

本郷 理学部 　理学部化学本館　１階　正面玄関壁
８：００～１７：００
(土日祝不可)

本郷 理学部 　理学部３号館　１階　正面玄関壁
８：００～２０：００
(土日祝不可)

本郷 医学部 　医学部教育研究棟　１階　防災センター前壁 ０：００～２４：００

本郷 医学部 　医学部総合中央館　１階　玄関ホール　ゴミ箱横
７：３０～２２：００（平日）
９：３０～１７：００（土）

（日祝は原則 使用不可）

本郷 教育学部 　教育学部棟　正面玄関　自動ドア内側
７：３０～２０：３０
(土日祝不可)

本郷 薬学部 　薬学部本館　北１階　正面玄関　左前方壁
７：００～１９：００
（土日祝不可）

本郷 経済学部 　経済学研究科棟　１F　正面入り口　右側
７：００～１９：００
(時間外、土日祝日は警備員へ申し
出の上、使用可能。）

本郷 社会科学研究所 　社会科学研究所　１階　エレベーターホール　給湯室　向かい左側
８：００～１９：００
（土日祝不可）

本郷 史料編纂所 　史料編纂所　１階　玄関入って右側壁
９：００～１７：００
（土日祝不可）

本郷 東洋文化研究所 　東洋文化研究所
９：００～１８：００
（土日祝不可）

附属病院 附属病院 　総合外来　１階　受付ロビー
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　外来棟　１階　北側　（整形外科）
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　外来棟　２階　北側　（内科外来）
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　外来棟　３階　南側　（形成・耳鼻・眼科外来）
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　外来棟　３階　北側　（脳外・心外・呼外外来）
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　外来棟　４階　南側　（精神神経・顎口外来）
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　外来棟　４階　北側　（泌尿器・皮膚科外来）
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　中央診療棟Ⅰ １階廊下　（１３番受付前） 常　　時

附属病院 附属病院 　中央診療棟Ⅰ ２階廊下　（採血待合前） 常　　時

附属病院 附属病院 　中央診療棟Ⅱ　地下３階　放射線治療外来 常　　時



【 平成３１年４月１日現在 】　

地区等 管 理 者 設    置   場    所 外部者使用可能時間帯

                     Ａ Ｅ Ｄ (自動体外式除細動器） 設置場所・使用時間等一覧

附属病院 附属病院 　中央診療棟Ⅱ　地下１階　MRI 常　　時

附属病院 附属病院 　中央診療棟Ⅱ　１階　光学医療診療部 常　　時

附属病院 附属病院 　中央診療棟Ⅱ　６階　リハビリテーション部 常　　時

附属病院 附属病院 　中央診療棟Ⅱ　７階　加圧トレーニング室 常　　時

附属病院 附属病院 　旧入院棟　B１階　入口　(自動販売機前） 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　１５階　（レストラン前） 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　１２階　南【スタッフステーション】 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　１階　売店前 常　　時

附属病院 附属病院 　麻酔科外来
外来棟が開いている時間帯

７：３０～１８：００

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　３階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　５階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　６階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　７階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　８階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　９階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　１０階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　１１階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟ＡA　１２階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　１３階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ａ　１４階　中央エレベーターホール 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　１階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　２階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　３階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　５階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　６階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　７階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　８階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　９階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　１０階　患者家族用エレベーター 常　　時
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地区等 管 理 者 設    置   場    所 外部者使用可能時間帯

                     Ａ Ｅ Ｄ (自動体外式除細動器） 設置場所・使用時間等一覧

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　１１階　患者家族用エレベーター 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　１２階　Ｐ１ユニット 常　　時

附属病院 附属病院 　入院棟Ｂ　１５階　予防医学センター 常　　時

弥生 農学部 　農学部３号館　１階　警備室前室　左側壁 終　　日

弥生 農学部 　弥生講堂　１階　小会議室入口　左側棚
９：００～１７：００
(原則、土、日、祝は不可だが、イベ
ントがある場合は使用可。）

弥生 農学部 　動物医療センター　２階　待合室受付　右側壁
９：００～２０：００
（土日祝不可）

弥生 農学部 　生命科学総合研究棟　正面入口　左側壁
９：００～２０：００
（土日祝不可）

弥生 本部 　農正門門衛所　入口正面　左側壁 ２４時間

弥生 定量生命科学研究所 　定量生命科学本館　１階　玄関　ロビー
８：３０～２０：００
（日･祭日不可）

弥生 地震研究所 　地震研究所１号館　１階　玄関ホール　左横壁
８：００～１８：００

（左記以外は守衛に申出使用可）

弥生 教育学生支援部 　教育学生支援・農学部グラウンド　（グラウンド内倉庫） ６：００～１８：００

弥生 教育・学生支援部 　教育学生支援・硬式野球場　（倉庫） ６：００～１８：００

浅野 低温センター 　低温センター　１階　正面玄関　ホール　
８：００～１９：００
(土日祭不可）

浅野 アイソトープ総合センター 　アイソトープ総合センター　１階　正面玄関　ホール共用実験室　１１扉脇
９：００～１７：３０

（平日のみ）

浅野 工学部 　工学部９号館　１階　事務室前の壁
８：３０～１９：００
（土日祝不可）

浅野 工学部 　工学部武田先端知ビル　１階　エレベーター前
８：３０～１８：００
（土日祝不可）

駒場Ⅰ 環境安全衛生部 　駒場保健センター　１階　事務室
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・第一体育館　１階　ロビー ８：００～２０：３０

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・正門守衛所　受付　奥の壁 ２４時間

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・ファカルティハウス　玄関　東側壁 ２４時間

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・１８号館　玄関　西側壁
８：３０～１８：３０

(授業期間中は８：００～１９：００)

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・学生会館　１階　事務室　机の下
９：００～２１：３０

(休日他９：００～１９：３０場合有り)

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・コミュニケーション・プラザ北館　２階　事務室　受付の下
９：００～２１：００

(１０：００～２１：００の場合有り)

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・図書館　１階　中央階段　登り口　右側

開館時間内
【学期中】

平日：８：３０～２２：００
土・日・祝：９：００～１９：００

【春季・夏季休業期間】
平日：８：３０～２０：００

土・日・祝：９：００～１９：００

駒場Ⅰ 教養学部 　教養・３号館　西口　北側壁 ２４時間

駒場Ⅰ 教養学部 　三鷹国際学生宿舎　事務室　奥休憩室　窓横の壁
２４時間

※施設利用者対象

駒場Ⅰ 数理科学研究科 　数理科学研究科棟　１階　正面玄関 ８：００～１７：００



【 平成３１年４月１日現在 】　

地区等 管 理 者 設    置   場    所 外部者使用可能時間帯

                     Ａ Ｅ Ｄ (自動体外式除細動器） 設置場所・使用時間等一覧

駒場Ⅱ 生産技術研究所 　生産技術研究所　総合研究実験棟　（Ａｎ棟）　２階　ホワイエ ８：００～２０：００

駒場Ⅱ 先端科学技術研究センター 　先端研  正門守衛所 ２４時間

駒場Ⅱ 先端科学技術研究センター 　先端研  ３号館　エントランスホール ７：００～１９：００

駒場Ⅱ 先端科学技術研究センター 　先端研  ４号館　メインエントランスホール ７：００～１９：００

中野　 教育学部 　教育学部・中等教育学校　来校者用玄関　内側左側壁面
８：３０～１７：１５
(土日祝不可)

中野　 教育学部 　教育学部・中等教育学校　体育館　２Ｆ　ロビー壁面
８：３０～１７：１５
(土日祝不可)

中野　 教育学部 　教育学部・中等教育学校　体育館　西側　（グランド）
８：３０～１７：１５
(土日祝不可)

白金 医科学研究所 　医科学研究所・１号館　１階　東側玄関　守衛室内 ２４時間

白金 医科学研究所 　医科学研究所附属病院・Ａ棟　１階　正面待合ロビー　壁面
８：００～１７：３０
（土日祝不可）

柏 柏地区 　柏・正門　門衛所 ０：００～２４：００

柏 柏地区 　新領域基盤棟　東側入口
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 宇宙線 　宇宙線研究所　（柏）　１階　北棟　EVホール
８：３０～１７：３０
（土日祝は不可）

柏 宇宙線 　宇宙線研究所　（柏）　２階　南棟　EVホール
８：３０～１７：３０
（土日祝は不可）

柏 宇宙線 　宇宙線研究所　（柏）　４階　北棟　EVホール
８：３０～１７：３０
（土日祝は不可）

柏 宇宙線 　宇宙線研究所　（柏）　６階　南棟　EVホール
８：３０～１７：３０
（土日祝は不可）

柏 物性研 　物性研究所Ａ棟　６階　ラウンジ
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 物性研 　物性研究所Ａ棟　２階　北西　ＥＶ前
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 物性研 　物性研究所Ａ棟　地下１階　北東　ＥＶ前
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 物性研 　物性研究所Ｃ棟　（ショート・パルス強磁場実験棟）　Ｄ棟　（先端分光実験棟）　入口内の通路 ０：００～２４：００

柏 物性研 　物性研究所Ｅ棟　入口内
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 新領域 　新領域生命棟　入口
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 新領域 　新領域環境棟　１階　EVホール
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 新領域 　新領域基盤実験棟　１階　ロビー
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 カブリ数物 　カブリ数物連携宇宙研究機構　１階　玄関
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 大気海洋研究所 　大気海洋研究所研究棟　正面玄関　左側 終　　日

柏 柏地区 　柏キャンパス総合研究棟　北棟１階　西側入口付近
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 柏地区 　柏キャンパス総合研究棟　南棟６階　リフレッシュコーナー付近
８：００～１８：００

（内部者は２４時間）

柏 生産技術研究所 　生産技術研究所千葉実験所　研究実験棟Ⅰ　１階事務室 　 ８：００～１７：３０

柏Ⅱ 教育・学生支援部 　教育学生支援・柏Ⅱ地区事務室　（事務室扉右側壁面）
１０：１５～１７：００

（土日祝不可）



【 平成３１年４月１日現在 】　

地区等 管 理 者 設    置   場    所 外部者使用可能時間帯

                     Ａ Ｅ Ｄ (自動体外式除細動器） 設置場所・使用時間等一覧

柏 環境安全衛生部 　柏保健センター　１階　出入口　左側壁
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

柏サテライト フーチャーセンター推進機構 　柏の葉キャンパス駅前サテライト　２０４号室　（ＵＴルーム）
８：３０～１７：３０

（土日祝祭日を除く。）

柏 高齢社会総合研究機構事務室 　柏第２総合研究棟　１階　中央エレベータ付近
８：３０～１７：３０

（土日祝祭日を除く。）

柏 情報基盤センター事務室 　柏第２総合研究棟　３階　中央エレベータ付近
８：３０～１７：３０

（土日祝祭日を除く。）

柏 附属図書館 　柏図書館 　
平日：８：３０～１８：００

（時間外、土日祝日は不可）

運動場等 教育・学生支援部 　教育学生支援・検見川総合運動場　（１／５）　（受付） ８：３０～１７：００

運動場等 教育・学生支援部 　教育学生支援・検見川総合運動場　（２／５）　（第２・第３サッカー場間） ８：３０～１７：００

運動場等 教育・学生支援部 　教育学生支援・検見川総合運動場　（３／５）　（第４・第５サッカー場間） ８：３０～１７：００

運動場等 教育・学生支援部 　教育学生支援・検見川総合運動場　（４／５）　（アメフト場脇） ８：３０～１７：００

運動場等 教育・学生支援部 　教育学生支援・検見川総合運動場　（５／５）　（テニスコート脇） ８：３０～１７：００

運動場等 教育・学生支援部 　教育学生支援・検見川総合運動場　体育館　（体育館　入口脇壁） ８：３０～１７：００

運動場等 教育・学生支援部 　教育学生支援・戸田橋艇庫　（玄関入口　正面） ２４時間

寮 教育・学生支援部 　教育学生支援・戸田寮　（緑陰館　１階　カウンター　右側壁面） ２４時間

寮 教育・学生支援部 　教育学生支援・下賀茂寮　（１階ホール　柱時計脇） ２４時間

寮 教育・学生支援部 　教育学生支援・山中寮内藤セミナーハウス　（１階・玄関ホール） ２４時間

宿舎 教育・学生支援部 　教育学生支援・豊島国際学生宿舎Ａ棟　(一階管理人室) ２４時間

宿舎 教育・学生支援部 　教育学生支援・豊島国際学生宿舎B棟　(一階管理人室) ２４時間

三鷹 理学部 　理学系研究科附属天文学教育研究センター　教育研究棟　１階　玄関ロビー　壁
９：００～１７：００
(土日祝不可)

白山 理学部 　理学系研究科附属植物園　本園　門衛所内
９：００～１６：３０

（月曜閉園日不可）

日光 理学部 　理学系研究科附属植物園　日光分園　１階　事務室　入口
９：００～１６：３０

（月曜閉園日及び１２月１日～４月１
４日冬季閉園期間不可）

和光 理学部 　理学系研究科附属原子核科学研究センター　実験準備棟　１階　階段下　倉庫内　左側壁
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

三崎 理学部 　理学系研究科附属臨海実験所　実験研究棟　１階　廊下 
９：００～１７：３０
（土日祝不可）

三崎 理学部 　理学系研究科附属臨海実験所　本館　１階　技術職員室内 
９：００～１７：３０
（土日祝不可）

木曽 理学部 　理学系研究科附属天文学教育研究センター　木曽観測所　１階　事務室内    
８：３０～１７：００
(土日祝不可)

演習林等 農学部 　生態調和農学機構研究棟　本館　１階　事務室　出入り口傍
８：３０～１７：００

（土日月祝不可。月曜日は外部者の
入場を一部制限）



【 平成３１年４月１日現在 】　

地区等 管 理 者 設    置   場    所 外部者使用可能時間帯

                     Ａ Ｅ Ｄ (自動体外式除細動器） 設置場所・使用時間等一覧

演習林等 農学部 　田無演習林事務室内　入口付近　右側棚
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

演習林等 農学部 　千葉演習林清澄学生宿舎　１階　ロビー　中央柱
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

演習林等 農学部 　水産実験所（舞坂）　１１１号室　(休憩室）

８：３０～１７：００
（土日祝は不可。但し、教職員・学生
がおり、且つ呼び出しに応じてくれれ

ば可）

演習林等 農学部 　牧場研究実験棟　１階　玄関　左奥壁側
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

演習林等 農学部 　樹芸研究所青野作業所　玄関　左側壁
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

演習林等 農学部 　北海道演習林山部事務所　１階　階段下　左側の壁
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

演習林等 農学部 　富士癒しの森研究所　事務所　玄関　右側の棚の上
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

演習林等 農学部 　秩父演習林事務所　事務室　入口前廊下
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

演習林等 農学部 　生態水文学研究所　赤津宿舎　施設玄関　ホール内
８：３０～１７：００
（土日祝不可）

神岡 宇宙線 　神岡施設研究棟　ＩＰＭＵ研究棟　２階　廊下
７：００～１８：００
（土日祝不可）

神岡 宇宙線 　神岡施設宿泊棟　食堂 ０：００～２４：００

神岡 宇宙線 　神岡坑内　（ＳＫ） ０：００～２４：００

神岡 宇宙線 　神岡坑内　（ＣＬＩＯ） ０：００～２４：００

神岡 宇宙線 　神岡坑内　（ＸＭＡＳＳ） ０：００～２４：００

神岡 宇宙線 　神岡坑内　（ＬＡＢ－Ｅ） ０：００～２４：００

神岡 宇宙線 　重力波観測研究施設　研究棟　玄関
８：３０～１７：００
（土日祝は不可）

神岡 宇宙線 　ＫＡＧＲＡ坑口
０：００～２４：００

（関係者以外立入禁止区域）

神岡 宇宙線 　ＫＡＧＲＡ坑内　（中央実験室）
０：００～２４：００

（関係者以外立入禁止区域）

神岡 宇宙線 　ＫＡＧＡＲ坑内　（Ｘｅｎｄ）
０：００～２４：００

（関係者以外立入禁止区域）

神岡 宇宙線 　ＫＡＧＲＡ坑内　（Ｙｅｎｄ）
０：００～２４：００

（関係者以外立入禁止区域）

乗鞍 宇宙線 　乗鞍観測所　１階　玄関ホール　（設置期間７月から９月） ０：００～２４：００

明野 宇宙線 　明野観測所　実験室　入口ホール ０：００～２４：００


