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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年　３月　８日
 
　　教職員　各位
　　学生　　各位
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設環境安全課
 
　　　　　　　１７号館南棟空調改修工事のお知らせ
 
　標記について、空調設備改修工事を下記のとおり行いますのでお知らせします。
作業員の出入りや作業音を伴いご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
 
１．工　事　日　時　　　　令和４年３月１４日（月）～３月２１日（月）　８時３０分～１７時
　　　　　　　　　　　　　詳細は別紙スケジュール参照
２．工　事　場　所　　　　１７号館南棟
３．工　事　内　容　　　　各室空調室内機機更新・屋上空調室外機更新
４．工　事　業　者　　　　（株）関西空調
５．注　意　事　項　　　　工事中は、作業員が館内を出入りし、また騒音が断続的に発生いたし
ます。
　　　　　　　　　　　　　１７号館南棟南側に高所作業車が入り、レッカー作業を行います。
（３月１４日のみ）
６．担当者及び連絡先：　　施設環境安全課副課長　西村（内線：７０８２）
　　E-mail：　　　　　　　setsubi@jim.kit.ac.jp

 

閉じる

mailto:setsubi@jim.kit.ac.jp


　工　程　表 ㈱関西空調

令和　４年　３月　３１日　まで

３月

109第1実験室
（ACP11）

108第2実験室
（ACP12）

107第３実験室
（ACP13）

101Aセンター長室・101B受付
201会議・研修室
（ACP14）

205A第４実験室・
205B第５実験室
（ACP21）

204準備・資料室
デザイナールーム
（ACP23）

110倉庫
（ACP16）

ガス回収

レッカー作業

防水・養生

室外機設置

この期間は全室空調
の使用ができません

特　記
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試運転 （予備日）

施工 試運転 （予備日）
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工期

備考

試運転 （予備日）

試運転

工事名称 京都工芸繊維大学（松ヶ崎）17号館南棟空調改修工事

壁解体
建築

施工 施工
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試運転 （予備日）
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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

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

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

1号館1号館1号館1号館1号館1号館1号館

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

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)

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

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

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
ﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙ

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

水泳ﾌﾟｰﾙ水泳ﾌﾟｰﾙ水泳ﾌﾟｰﾙ水泳ﾌﾟｰﾙ水泳ﾌﾟｰﾙ水泳ﾌﾟｰﾙ水泳ﾌﾟｰﾙ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

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

ｶﾞﾚｰｼﾞｶﾞﾚｰｼﾞｶﾞﾚｰｼﾞｶﾞﾚｰｼﾞｶﾞﾚｰｼﾞｶﾞﾚｰｼﾞｶﾞﾚｰｼﾞ

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

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

松ヶ崎団地　構内図松ヶ崎団地　構内図松ヶ崎団地　構内図松ヶ崎団地　構内図松ヶ崎団地　構内図松ヶ崎団地　構内図松ヶ崎団地　構内図

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

　　　　：工事範囲（１７号館南棟）　　　　：工事範囲（１７号館南棟）　　　　：工事範囲（１７号館南棟）　　　　：工事範囲（１７号館南棟）　　　　：工事範囲（１７号館南棟）　　　　：工事範囲（１７号館南棟）　　　　：工事範囲（１７号館南棟）

　　　　：工事作業スペース　　　　：工事作業スペース　　　　：工事作業スペース　　　　：工事作業スペース　　　　：工事作業スペース　　　　：工事作業スペース　　　　：工事作業スペース

　　　　（資材置き場等。３月１４日は高所作業車設置）　　　　（資材置き場等。３月１４日は高所作業車設置）　　　　（資材置き場等。３月１４日は高所作業車設置）　　　　（資材置き場等。３月１４日は高所作業車設置）　　　　（資材置き場等。３月１４日は高所作業車設置）　　　　（資材置き場等。３月１４日は高所作業車設置）　　　　（資材置き場等。３月１４日は高所作業車設置）


