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令和３年 ３月１８日

教職員 各位
学生 各位

施設環境安全課

建築基準法１２条定期報告対象外の小規模建物の点検について（お知らせ）

建築基準法第１２条定期報告対象外の小規模建物について，下記の日程により点検を実施しま
す。
なお、建築設備、火気使用室等の点検および外壁診断の際に、点検作業員が入室させていただく
場合がありますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

記

１．点検日時 令和３年３月２５日（木）、３月２６日（金）（予備日３月２７日）
９：３０～１７：００

２．点検範囲 松ヶ崎団地、西陣団地
※詳細は添付資料をご参照下さい。

３．注意事項 点検は原則、建物の廊下、階段等の共通部分となりますが
建築設備、火気使用室の点検および外壁診断の際に入室させて
いただく場合があります。

４．点検業者 第一防災 株式会社

５．本学担当者及び連絡先 施設環境安全課
増池 内線 ７０８９ masuike-ma@jim.kit.ac.jp
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