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令和２年令和２年令和２年令和２年 ４月１６日４月１６日４月１６日４月１６日

教教教教職員職員職員職員 各位各位各位各位
学学学学生生生生 各位各位各位各位

施設環境安全課施設環境安全課施設環境安全課施設環境安全課

電電電電気気気気設備工事設備工事設備工事設備工事のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ（１（１（１（１号号号号館、８館、８館、８館、８号号号号館、東４館、東４館、東４館、東４号号号号館、屋外）館、屋外）館、屋外）館、屋外）

標記標記標記標記についてについてについてについて、配線工事、配線工事、配線工事、配線工事をををを下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおり行行行行いますのでおいますのでおいますのでおいますのでお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。
作業員作業員作業員作業員のののの出入出入出入出入りやりやりやりや作業音作業音作業音作業音をををを伴伴伴伴いごいごいごいご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしますがをおかけしますがをおかけしますがをおかけしますが、、、、ごごごご理解理解理解理解ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

記記記記

１．工事１．工事１．工事１．工事 日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 令和２年４月２２日（水）令和２年４月２２日（水）令和２年４月２２日（水）令和２年４月２２日（水） ９：００～１７：００（９：００～１７：００（９：００～１７：００（９：００～１７：００（騒騒騒騒音作業１０：音作業１０：音作業１０：音作業１０：
００～１５：００）００～１５：００）００～１５：００）００～１５：００）

１１１１号号号号館館館館 Ｒ階ＰＳ、東４Ｒ階ＰＳ、東４Ｒ階ＰＳ、東４Ｒ階ＰＳ、東４号号号号館館館館 ３階電３階電３階電３階電
話交換機室、屋上話交換機室、屋上話交換機室、屋上話交換機室、屋上

屋外（別紙屋外（別紙屋外（別紙屋外（別紙によるによるによるによる））））
令和２年４月２３日（木）令和２年４月２３日（木）令和２年４月２３日（木）令和２年４月２３日（木） ９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００

１１１１号号号号館館館館 Ｒ階ＰＳ、東Ｒ階ＰＳ、東Ｒ階ＰＳ、東Ｒ階ＰＳ、東4444号号号号館館館館 ３階電３階電３階電３階電
話交換機室、屋上話交換機室、屋上話交換機室、屋上話交換機室、屋上

令和２年４月２４日（金）令和２年４月２４日（金）令和２年４月２４日（金）令和２年４月２４日（金） ９：００～１７：００（９：００～１７：００（９：００～１７：００（９：００～１７：００（騒騒騒騒音作業１０：音作業１０：音作業１０：音作業１０：
００～１５：００）００～１５：００）００～１５：００）００～１５：００）

８８８８号号号号館館館館 Ｒ階ＰＳＲ階ＰＳＲ階ＰＳＲ階ＰＳ
２．工２．工２．工２．工 事事事事 内内内内 容容容容 ソフトバンクソフトバンクソフトバンクソフトバンク基地局更改基地局更改基地局更改基地局更改にににに伴伴伴伴うううう設備更新工事、配線工事設備更新工事、配線工事設備更新工事、配線工事設備更新工事、配線工事
３．工３．工３．工３．工 事事事事 業業業業 者者者者 イーシーピーシステムイーシーピーシステムイーシーピーシステムイーシーピーシステム((((株株株株)))) 辻辻辻辻清清清清隆隆隆隆

注注注注 意意意意 事事事事 項項項項 １．作業員１．作業員１．作業員１．作業員がががが館館館館内内内内をををを出入出入出入出入りしますりしますりしますりします。。。。
２．作業員２．作業員２．作業員２．作業員がエレベーターをがエレベーターをがエレベーターをがエレベーターを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。
３．作業音及３．作業音及３．作業音及３．作業音及びびびび断続断続断続断続的的的的にににに騒騒騒騒音音音音をををを伴伴伴伴いますいますいますいます。。。。
４．屋外配線時４．屋外配線時４．屋外配線時４．屋外配線時はハンドホールはハンドホールはハンドホールはハンドホール開口作業開口作業開口作業開口作業がありがありがありがあり、、、、カラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン等等等等

でででで区画区画区画区画をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
通行通行通行通行のののの際際際際はははは誘導員誘導員誘導員誘導員のののの指示指示指示指示にににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

５．構５．構５．構５．構内内内内のののの通行規制通行規制通行規制通行規制はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。

本本本本学学学学担担担担当当当当者及者及者及者及びびびび連絡先連絡先連絡先連絡先 施設環境安全課施設環境安全課施設環境安全課施設環境安全課 設備係設備係設備係設備係 中谷中谷中谷中谷
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P(22台)P(22台)P(22台)P(22台)P(22台)P(22台)P(22台)

P(10台)P(10台)P(10台)P(10台)P(10台)P(10台)P(10台)

(2台）(2台）(2台）(2台）(2台）(2台）(2台）

(4台）(4台）(4台）(4台）(4台）(4台）(4台）

西北門西北門西北門西北門西北門西北門西北門

西門西門西門西門西門西門西門

PPPPPPP

PPPPPPP
P(15台)P(15台)P(15台)P(15台)P(15台)P(15台)P(15台)

温室温室温室温室温室温室温室

１号館１号館１号館１号館１号館１号館１号館

美術工芸資料館美術工芸資料館美術工芸資料館美術工芸資料館美術工芸資料館美術工芸資料館美術工芸資料館

13号館13号館13号館13号館13号館13号館13号館

ｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ

ﾊﾞｲｸ駐輪場ﾊﾞｲｸ駐輪場ﾊﾞｲｸ駐輪場ﾊﾞｲｸ駐輪場ﾊﾞｲｸ駐輪場ﾊﾞｲｸ駐輪場ﾊﾞｲｸ駐輪場

P(4台)P(4台)P(4台)P(4台)P(4台)P(4台)P(4台)

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

６号館６号館６号館６号館６号館６号館６号館

PPPPPPP
(2台)(2台)(2台)(2台)(2台)(2台)(2台)造形工房造形工房造形工房造形工房造形工房造形工房造形工房

PPPPPPP
(7台)(7台)(7台)(7台)(7台)(7台)(7台)

グ ラ ウ ン ドグ ラ ウ ン ドグ ラ ウ ン ドグ ラ ウ ン ドグ ラ ウ ン ドグ ラ ウ ン ドグ ラ ウ ン ド
北駐車場北駐車場北駐車場北駐車場北駐車場北駐車場北駐車場

(97台)(97台)(97台)(97台)(97台)(97台)(97台)

(202台)(202台)(202台)(202台)(202台)(202台)(202台)

テニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコート

プールプールプールプールプールプールプール

学生ﾎﾞｯｸｽ学生ﾎﾞｯｸｽ学生ﾎﾞｯｸｽ学生ﾎﾞｯｸｽ学生ﾎﾞｯｸｽ学生ﾎﾞｯｸｽ学生ﾎﾞｯｸｽ

特高受変電所特高受変電所特高受変電所特高受変電所特高受変電所特高受変電所特高受変電所

共同利用施設共同利用施設共同利用施設共同利用施設共同利用施設共同利用施設共同利用施設

体育更衣室体育更衣室体育更衣室体育更衣室体育更衣室体育更衣室体育更衣室

文化ｻｰｸﾙ文化ｻｰｸﾙ文化ｻｰｸﾙ文化ｻｰｸﾙ文化ｻｰｸﾙ文化ｻｰｸﾙ文化ｻｰｸﾙ

ﾌﾟﾗｻﾞKITﾌﾟﾗｻﾞKITﾌﾟﾗｻﾞKITﾌﾟﾗｻﾞKITﾌﾟﾗｻﾞKITﾌﾟﾗｻﾞKITﾌﾟﾗｻﾞKIT

水泳プール水泳プール水泳プール水泳プール水泳プール水泳プール水泳プール
付属室付属室付属室付属室付属室付属室付属室

馬橋門馬橋門馬橋門馬橋門馬橋門馬橋門馬橋門

東門東門東門東門東門東門東門

KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部

P(21台)P(21台)P(21台)P(21台)P(21台)P(21台)P(21台) 西部倉庫西部倉庫西部倉庫西部倉庫西部倉庫西部倉庫西部倉庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

集積場集積場集積場集積場集積場集積場集積場
廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

60周年60周年60周年60周年60周年60周年60周年
記念館記念館記念館記念館記念館記念館記念館

東部機械室東部機械室東部機械室東部機械室東部機械室東部機械室東部機械室
センターホールセンターホールセンターホールセンターホールセンターホールセンターホールセンターホール

合同講義室合同講義室合同講義室合同講義室合同講義室合同講義室合同講義室 ３号館３号館３号館３号館３号館３号館３号館

体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫

体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫

体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫体育器具庫

弓場倉庫弓場倉庫弓場倉庫弓場倉庫弓場倉庫弓場倉庫弓場倉庫

北講義室北講義室北講義室北講義室北講義室北講義室北講義室

KYOTO Design Lab(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)KYOTO Design Lab(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)KYOTO Design Lab(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)KYOTO Design Lab(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)KYOTO Design Lab(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)KYOTO Design Lab(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)KYOTO Design Lab(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)
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西部講義室西部講義室西部講義室西部講義室西部講義室西部講義室西部講義室

薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫

薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫

ラボラトリーラボラトリーラボラトリーラボラトリーラボラトリーラボラトリーラボラトリー
ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー

創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ
南棟南棟南棟南棟南棟南棟南棟

創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ創造連携ｾﾝﾀｰ
北棟北棟北棟北棟北棟北棟北棟

環境科学ｾﾝﾀｰ環境科学ｾﾝﾀｰ環境科学ｾﾝﾀｰ環境科学ｾﾝﾀｰ環境科学ｾﾝﾀｰ環境科学ｾﾝﾀｰ環境科学ｾﾝﾀｰ

屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所

ＥＥＥＥＥＥＥ
東3号館東3号館東3号館東3号館東3号館東3号館東3号館 附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館旧本部棟旧本部棟旧本部棟旧本部棟旧本部棟旧本部棟旧本部棟

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

弓場弓場弓場弓場弓場弓場弓場

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室東2号館東2号館東2号館東2号館東2号館東2号館東2号館東1号館東1号館東1号館東1号館東1号館東1号館東1号館
武道場・　武道場・　武道場・　武道場・　武道場・　武道場・　武道場・　

車庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫

井水ﾎﾟﾝﾌﾟ室井水ﾎﾟﾝﾌﾟ室井水ﾎﾟﾝﾌﾟ室井水ﾎﾟﾝﾌﾟ室井水ﾎﾟﾝﾌﾟ室井水ﾎﾟﾝﾌﾟ室井水ﾎﾟﾝﾌﾟ室

２号館北棟２号館北棟２号館北棟２号館北棟２号館北棟２号館北棟２号館北棟

２号館南棟２号館南棟２号館南棟２号館南棟２号館南棟２号館南棟２号館南棟

実習棟実習棟実習棟実習棟実習棟実習棟実習棟

１５号館１５号館１５号館１５号館１５号館１５号館１５号館

１４号館１４号館１４号館１４号館１４号館１４号館１４号館

12号館12号館12号館12号館12号館12号館12号館

11号館11号館11号館11号館11号館11号館11号館

10号館10号館10号館10号館10号館10号館10号館

大学会館大学会館大学会館大学会館大学会館大学会館大学会館

５号館５号館５号館５号館５号館５号館５号館

情報科学センター情報科学センター情報科学センター情報科学センター情報科学センター情報科学センター情報科学センター

保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ

工繊会館工繊会館工繊会館工繊会館工繊会館工繊会館工繊会館

７号館７号館７号館７号館７号館７号館７号館

９号館９号館９号館９号館９号館９号館９号館８号館８号館８号館８号館８号館８号館８号館

ﾎﾟﾝﾌﾟ室ﾎﾟﾝﾌﾟ室ﾎﾟﾝﾌﾟ室ﾎﾟﾝﾌﾟ室ﾎﾟﾝﾌﾟ室ﾎﾟﾝﾌﾟ室ﾎﾟﾝﾌﾟ室 東門衛所東門衛所東門衛所東門衛所東門衛所東門衛所東門衛所

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ
同窓会同窓会同窓会同窓会同窓会同窓会同窓会

KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部KIT倶楽部
事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

ＫＩＴ　ＨＯＵＳＥＫＩＴ　ＨＯＵＳＥＫＩＴ　ＨＯＵＳＥＫＩＴ　ＨＯＵＳＥＫＩＴ　ＨＯＵＳＥＫＩＴ　ＨＯＵＳＥＫＩＴ　ＨＯＵＳＥ

P(20台)P(20台)P(20台)P(20台)P(20台)P(20台)P(20台) P(9台)P(9台)P(9台)P(9台)P(9台)P(9台)P(9台)

P(1台)P(1台)P(1台)P(1台)P(1台)P(1台)P(1台)

中央西門中央西門中央西門中央西門中央西門中央西門中央西門 中央東門中央東門中央東門中央東門中央東門中央東門中央東門

別紙別紙別紙別紙別紙別紙別紙

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

ハンドホール開口作業ハンドホール開口作業ハンドホール開口作業ハンドホール開口作業ハンドホール開口作業ハンドホール開口作業ハンドホール開口作業

２０２０２０２０２０２０２０

縮　尺　S=1/1,500縮　尺　S=1/1,500縮　尺　S=1/1,500縮　尺　S=1/1,500縮　尺　S=1/1,500縮　尺　S=1/1,500縮　尺　S=1/1,500

ｍｍｍｍｍｍｍ
５０５０５０５０５０５０５０１０１０１０１０１０１０１００００００００
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