
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

機械・知能系機械・知能系機械・知能系機械・知能系機械・知能系機械・知能系機械・知能系

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系

マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系

P32台P32台P32台P32台P32台P32台P32台
P14台P14台P14台P14台P14台P14台P14台

P3台P3台P3台P3台P3台P3台P3台
P43台P43台P43台P43台P43台P43台P43台

P13台P13台P13台P13台P13台P13台P13台 P73台P73台P73台P73台P73台P73台P73台

P84台P84台P84台P84台P84台P84台P84台

テテテテテテテニニニニニニニススススススス
P27台P27台P27台P27台P27台P27台P27台 コートコートコートコートコートコートコート

P39台P39台P39台P39台P39台P39台P39台
P6台P6台P6台P6台P6台P6台P6台 P13台P13台P13台P13台P13台P13台P13台

庭庭庭庭庭庭庭

P6台P6台P6台P6台P6台P6台P6台

P20P20P20P20P20P20P20 P25台P25台P25台P25台P25台P25台P25台
台台台台台台台

P6台P6台P6台P6台P6台P6台P6台
P8台P8台P8台P8台P8台P8台P8台

P46台P46台P46台P46台P46台P46台P46台P74台P74台P74台P74台P74台P74台P74台
P15台P15台P15台P15台P15台P15台P15台

P11台P11台P11台P11台P11台P11台P11台

P13台P13台P13台P13台P13台P13台P13台
P31台P31台P31台P31台P31台P31台P31台

P6台P6台P6台P6台P6台P6台P6台

P32台P32台P32台P32台P32台P32台P32台

P18台P18台P18台P18台P18台P18台P18台 P16台P16台P16台P16台P16台P16台P16台
P10台P10台P10台P10台P10台P10台P10台

P17台P17台P17台P17台P17台P17台P17台
P106台P106台P106台P106台P106台P106台P106台

P14台P14台P14台P14台P14台P14台P14台 P3台P3台P3台P3台P3台P3台P3台

P7台P7台P7台P7台P7台P7台P7台
P41台P41台P41台P41台P41台P41台P41台

P3台P3台P3台P3台P3台P3台P3台
P38台P38台P38台P38台P38台P38台P38台P17台P17台P17台P17台P17台P17台P17台

P10台P10台P10台P10台P10台P10台P10台

P33台P33台P33台P33台P33台P33台P33台
P108台P108台P108台P108台P108台P108台P108台

P9台P9台P9台P9台P9台P9台P9台P3台P3台P3台P3台P3台P3台P3台 P4台P4台P4台P4台P4台P4台P4台

P50台P50台P50台P50台P50台P50台P50台

P3台P3台P3台P3台P3台P3台P3台

P2台P2台P2台P2台P2台P2台P2台

P10台P10台P10台P10台P10台P10台P10台

P5台P5台P5台P5台P5台P5台P5台
P25台P25台P25台P25台P25台P25台P25台

P25台P25台P25台P25台P25台P25台P25台

精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟

中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室

パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟

ハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエア

工学系工学系工学系工学系工学系工学系工学系

機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟

機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟

電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所

コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室
環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟

コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室

環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科
講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟

環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科
研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟

エコラボエコラボエコラボエコラボエコラボエコラボエコラボ
地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部
強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室

精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟

東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂

環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟

環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟

工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館

創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター
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
工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館

東屋東屋東屋東屋東屋東屋東屋
ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所

環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟

環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟

自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館

量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟

ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系

ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系
教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟

環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫

環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟

環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟

創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟

ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟
ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系

ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系
大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟

ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系
材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟

中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟

車庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫

青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館
青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館

多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室

磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室
低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター
（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟

環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下

機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟

エネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センター

グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟

機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟

機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎

ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟

機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟

マイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニング
研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟

電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟
電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟

特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室

特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室

総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟
工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟

特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所

ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系
実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟

教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟

機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟

フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟

熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟

機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟

情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
北研究棟北研究棟北研究棟北研究棟北研究棟北研究棟北研究棟

地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟

地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟

臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室

高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟

ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟

カスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システム
実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧
技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター

量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟

量子エネルギー量子エネルギー量子エネルギー量子エネルギー量子エネルギー量子エネルギー量子エネルギー
実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟

環境保全センター環境保全センター環境保全センター環境保全センター環境保全センター環境保全センター環境保全センター
実験廃液処理棟実験廃液処理棟実験廃液処理棟実験廃液処理棟実験廃液処理棟実験廃液処理棟実験廃液処理棟

縮尺 = 1 / 4,000縮尺 = 1 / 4,000縮尺 = 1 / 4,000縮尺 = 1 / 4,000縮尺 = 1 / 4,000縮尺 = 1 / 4,000縮尺 = 1 / 4,000

夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向

冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向

縮尺 = 1 / 800縮尺 = 1 / 800縮尺 = 1 / 800縮尺 = 1 / 800縮尺 = 1 / 800縮尺 = 1 / 800縮尺 = 1 / 800

ＮＮＮＮＮＮＮ

新築建物新築建物新築建物新築建物新築建物新築建物新築建物

改修建物改修建物改修建物改修建物改修建物改修建物改修建物 改修建物改修建物改修建物改修建物改修建物改修建物改修建物
☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆

：新築建物：新築建物：新築建物：新築建物：新築建物：新築建物：新築建物

：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物

：工事関係車両：工事関係車両：工事関係車両：工事関係車両：工事関係車両：工事関係車両：工事関係車両

：交通誘導員配置：交通誘導員配置：交通誘導員配置：交通誘導員配置：交通誘導員配置：交通誘導員配置：交通誘導員配置

工事仮設計画図（参考図）工事仮設計画図（参考図）工事仮設計画図（参考図）工事仮設計画図（参考図）工事仮設計画図（参考図）工事仮設計画図（参考図）工事仮設計画図（参考図）

物置物置物置物置物置物置物置

廃環境保全実験研究棟廃環境保全実験研究棟廃環境保全実験研究棟廃環境保全実験研究棟廃環境保全実験研究棟廃環境保全実験研究棟廃環境保全実験研究棟

物置物置物置物置物置物置物置

物置物置物置物置物置物置物置

屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋

廃液保管庫廃液保管庫廃液保管庫廃液保管庫廃液保管庫廃液保管庫廃液保管庫

実験廃液処理施設実験廃液処理施設実験廃液処理施設実験廃液処理施設実験廃液処理施設実験廃液処理施設実験廃液処理施設

消防用貯水槽消防用貯水槽消防用貯水槽消防用貯水槽消防用貯水槽消防用貯水槽消防用貯水槽
変電設備変電設備変電設備変電設備変電設備変電設備変電設備物置物置物置物置物置物置物置

物置物置物置物置物置物置物置

屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋屋外機上屋

地震予知センターC棟地震予知センターC棟地震予知センターC棟地震予知センターC棟地震予知センターC棟地震予知センターC棟地震予知センターC棟

石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑

地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター

地震予知センターB棟地震予知センターB棟地震予知センターB棟地震予知センターB棟地震予知センターB棟地震予知センターB棟地震予知センターB棟

計画建物計画建物計画建物計画建物計画建物計画建物計画建物

別館別館別館別館別館別館別館

ボアホール型ボアホール型ボアホール型ボアホール型ボアホール型ボアホール型ボアホール型

地震計（既設）地震計（既設）地震計（既設）地震計（既設）地震計（既設）地震計（既設）地震計（既設）

ＮＮＮＮＮＮＮ

既存エレベータ既存エレベータ既存エレベータ既存エレベータ既存エレベータ既存エレベータ既存エレベータ
取合部改修取合部改修取合部改修取合部改修取合部改修取合部改修取合部改修

☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆

　　：造成（切土）　　：造成（切土）　　：造成（切土）　　：造成（切土）　　：造成（切土）　　：造成（切土）　　：造成（切土）

　　：本工事建物　　：本工事建物　　：本工事建物　　：本工事建物　　：本工事建物　　：本工事建物　　：本工事建物

　　：とりこわし建物　　：とりこわし建物　　：とりこわし建物　　：とりこわし建物　　：とりこわし建物　　：とりこわし建物　　：とりこわし建物

　　：改修建物　　：改修建物　　：改修建物　　：改修建物　　：改修建物　　：改修建物　　：改修建物

　　：新営時仮囲い　万能鋼板 H3.0　　：新営時仮囲い　万能鋼板 H3.0　　：新営時仮囲い　万能鋼板 H3.0　　：新営時仮囲い　万能鋼板 H3.0　　：新営時仮囲い　万能鋼板 H3.0　　：新営時仮囲い　万能鋼板 H3.0　　：新営時仮囲い　万能鋼板 H3.0【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】

　　：工事関係車両　　：工事関係車両　　：工事関係車両　　：工事関係車両　　：工事関係車両　　：工事関係車両　　：工事関係車両

　　：大学関係者動線（車両・歩行）　　：大学関係者動線（車両・歩行）　　：大学関係者動線（車両・歩行）　　：大学関係者動線（車両・歩行）　　：大学関係者動線（車両・歩行）　　：大学関係者動線（車両・歩行）　　：大学関係者動線（車両・歩行）

　　：交通誘導員配置　　：交通誘導員配置　　：交通誘導員配置　　：交通誘導員配置　　：交通誘導員配置　　：交通誘導員配置　　：交通誘導員配置

　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5　　：　同上　パネルゲート W6.0×H4.5

　　：とりこわし時仮囲い　万能鋼板 H2.0　　：とりこわし時仮囲い　万能鋼板 H2.0　　：とりこわし時仮囲い　万能鋼板 H2.0　　：とりこわし時仮囲い　万能鋼板 H2.0　　：とりこわし時仮囲い　万能鋼板 H2.0　　：とりこわし時仮囲い　万能鋼板 H2.0　　：とりこわし時仮囲い　万能鋼板 H2.0

電灯設備（照明・コンセント）/幹線・動力設備電灯設備（照明・コンセント）/幹線・動力設備電灯設備（照明・コンセント）/幹線・動力設備電灯設備（照明・コンセント）/幹線・動力設備電灯設備（照明・コンセント）/幹線・動力設備電灯設備（照明・コンセント）/幹線・動力設備電灯設備（照明・コンセント）/幹線・動力設備

・天　井：化粧せっこうボード/ＲＣ直均し（塗材）・天　井：化粧せっこうボード/ＲＣ直均し（塗材）・天　井：化粧せっこうボード/ＲＣ直均し（塗材）・天　井：化粧せっこうボード/ＲＣ直均し（塗材）・天　井：化粧せっこうボード/ＲＣ直均し（塗材）・天　井：化粧せっこうボード/ＲＣ直均し（塗材）・天　井：化粧せっこうボード/ＲＣ直均し（塗材）

　既存エレベータ取合部改修　既存エレベータ取合部改修　既存エレベータ取合部改修　既存エレベータ取合部改修　既存エレベータ取合部改修　既存エレベータ取合部改修　既存エレベータ取合部改修

/受変電設備/自家発電設備/交流無停電電源設備/受変電設備/自家発電設備/交流無停電電源設備/受変電設備/自家発電設備/交流無停電電源設備/受変電設備/自家発電設備/交流無停電電源設備/受変電設備/自家発電設備/交流無停電電源設備/受変電設備/自家発電設備/交流無停電電源設備/受変電設備/自家発電設備/交流無停電電源設備

/構内情報通信網設備/構内交換設備/拡声設備/構内情報通信網設備/構内交換設備/拡声設備/構内情報通信網設備/構内交換設備/拡声設備/構内情報通信網設備/構内交換設備/拡声設備/構内情報通信網設備/構内交換設備/拡声設備/構内情報通信網設備/構内交換設備/拡声設備/構内情報通信網設備/構内交換設備/拡声設備

□外部仕上□外部仕上□外部仕上□外部仕上□外部仕上□外部仕上□外部仕上

□内部仕上□内部仕上□内部仕上□内部仕上□内部仕上□内部仕上□内部仕上

・サッシ：アルミサッシ＋複層ガラス・サッシ：アルミサッシ＋複層ガラス・サッシ：アルミサッシ＋複層ガラス・サッシ：アルミサッシ＋複層ガラス・サッシ：アルミサッシ＋複層ガラス・サッシ：アルミサッシ＋複層ガラス・サッシ：アルミサッシ＋複層ガラス

・天　井：化粧せっこうボード・天　井：化粧せっこうボード・天　井：化粧せっこうボード・天　井：化粧せっこうボード・天　井：化粧せっこうボード・天　井：化粧せっこうボード・天　井：化粧せっこうボード

・外　壁：複層塗材・外　壁：複層塗材・外　壁：複層塗材・外　壁：複層塗材・外　壁：複層塗材・外　壁：複層塗材・外　壁：複層塗材

・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床

□主要諸室□主要諸室□主要諸室□主要諸室□主要諸室□主要諸室□主要諸室

/測定室/観測準備室/測定室/観測準備室/測定室/観測準備室/測定室/観測準備室/測定室/観測準備室/測定室/観測準備室/測定室/観測準備室

研究室/講義･会議室/サーバー室/データ解析室/技術支援室研究室/講義･会議室/サーバー室/データ解析室/技術支援室研究室/講義･会議室/サーバー室/データ解析室/技術支援室研究室/講義･会議室/サーバー室/データ解析室/技術支援室研究室/講義･会議室/サーバー室/データ解析室/技術支援室研究室/講義･会議室/サーバー室/データ解析室/技術支援室研究室/講義･会議室/サーバー室/データ解析室/技術支援室

◆とりこわし◆とりこわし◆とりこわし◆とりこわし◆とりこわし◆とりこわし◆とりこわし

・　壁　：ＲＣ直均し（塗装）/木毛セメント板・　壁　：ＲＣ直均し（塗装）/木毛セメント板・　壁　：ＲＣ直均し（塗装）/木毛セメント板・　壁　：ＲＣ直均し（塗装）/木毛セメント板・　壁　：ＲＣ直均し（塗装）/木毛セメント板・　壁　：ＲＣ直均し（塗装）/木毛セメント板・　壁　：ＲＣ直均し（塗装）/木毛セメント板

・　床　：ビニル床シート・　床　：ビニル床シート・　床　：ビニル床シート・　床　：ビニル床シート・　床　：ビニル床シート・　床　：ビニル床シート・　床　：ビニル床シート

・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水

・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ

・外　壁：コンクリート下地砂壁状吹付・外　壁：コンクリート下地砂壁状吹付・外　壁：コンクリート下地砂壁状吹付・外　壁：コンクリート下地砂壁状吹付・外　壁：コンクリート下地砂壁状吹付・外　壁：コンクリート下地砂壁状吹付・外　壁：コンクリート下地砂壁状吹付

・天　井：化粧せっこうボード/珪酸カルシウム板・天　井：化粧せっこうボード/珪酸カルシウム板・天　井：化粧せっこうボード/珪酸カルシウム板・天　井：化粧せっこうボード/珪酸カルシウム板・天　井：化粧せっこうボード/珪酸カルシウム板・天　井：化粧せっこうボード/珪酸カルシウム板・天　井：化粧せっこうボード/珪酸カルシウム板

・　壁　：コンクリート直均し（塗装）・　壁　：コンクリート直均し（塗装）・　壁　：コンクリート直均し（塗装）・　壁　：コンクリート直均し（塗装）・　壁　：コンクリート直均し（塗装）・　壁　：コンクリート直均し（塗装）・　壁　：コンクリート直均し（塗装）・　壁　：せっこうボード（塗装）/コンクリート（塗装）・　壁　：せっこうボード（塗装）/コンクリート（塗装）・　壁　：せっこうボード（塗装）/コンクリート（塗装）・　壁　：せっこうボード（塗装）/コンクリート（塗装）・　壁　：せっこうボード（塗装）/コンクリート（塗装）・　壁　：せっこうボード（塗装）/コンクリート（塗装）・　壁　：せっこうボード（塗装）/コンクリート（塗装）

・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水・屋　根：アスファルト露出防水

・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ・サッシ：スチール製ドア/アルミサッシ

・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床・　床　：ビニル床シート/ビニル床タイル/防塵塗床

外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）

/渡り廊下改修（Ａ棟との接続部分）/渡り廊下改修（Ａ棟との接続部分）/渡り廊下改修（Ａ棟との接続部分）/渡り廊下改修（Ａ棟との接続部分）/渡り廊下改修（Ａ棟との接続部分）/渡り廊下改修（Ａ棟との接続部分）/渡り廊下改修（Ａ棟との接続部分）

/植栽/植栽/植栽/植栽/植栽/植栽/植栽

外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）外部建具改修（延焼のおそれのある部分）

造成（切土）/よう壁/構内舗装/雨水排水造成（切土）/よう壁/構内舗装/雨水排水造成（切土）/よう壁/構内舗装/雨水排水造成（切土）/よう壁/構内舗装/雨水排水造成（切土）/よう壁/構内舗装/雨水排水造成（切土）/よう壁/構内舗装/雨水排水造成（切土）/よう壁/構内舗装/雨水排水

・外　壁：コンクリート下地防水型複層仕上塗材・外　壁：コンクリート下地防水型複層仕上塗材・外　壁：コンクリート下地防水型複層仕上塗材・外　壁：コンクリート下地防水型複層仕上塗材・外　壁：コンクリート下地防水型複層仕上塗材・外　壁：コンクリート下地防水型複層仕上塗材・外　壁：コンクリート下地防水型複層仕上塗材

構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備 構内情報通信網設備/火災報知設備構内情報通信網設備/火災報知設備構内情報通信網設備/火災報知設備構内情報通信網設備/火災報知設備構内情報通信網設備/火災報知設備構内情報通信網設備/火災報知設備構内情報通信網設備/火災報知設備

/誘導支援設備/テレビ共同受信設備/火災報知設備/誘導支援設備/テレビ共同受信設備/火災報知設備/誘導支援設備/テレビ共同受信設備/火災報知設備/誘導支援設備/テレビ共同受信設備/火災報知設備/誘導支援設備/テレビ共同受信設備/火災報知設備/誘導支援設備/テレビ共同受信設備/火災報知設備/誘導支援設備/テレビ共同受信設備/火災報知設備

□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）

エレベーター：積載荷重750kg(11人乗り)/定格速度60m/minエレベーター：積載荷重750kg(11人乗り)/定格速度60m/minエレベーター：積載荷重750kg(11人乗り)/定格速度60m/minエレベーター：積載荷重750kg(11人乗り)/定格速度60m/minエレベーター：積載荷重750kg(11人乗り)/定格速度60m/minエレベーター：積載荷重750kg(11人乗り)/定格速度60m/minエレベーター：積載荷重750kg(11人乗り)/定格速度60m/min

空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備/自動制御設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備/自動制御設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備/自動制御設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備/自動制御設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備/自動制御設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備/自動制御設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備/自動制御設備

空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備 空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備空気調和設備/換気設備/給排水衛生設備

・屋　根：アスファルト保護防水/ウレタン塗膜防水・屋　根：アスファルト保護防水/ウレタン塗膜防水・屋　根：アスファルト保護防水/ウレタン塗膜防水・屋　根：アスファルト保護防水/ウレタン塗膜防水・屋　根：アスファルト保護防水/ウレタン塗膜防水・屋　根：アスファルト保護防水/ウレタン塗膜防水・屋　根：アスファルト保護防水/ウレタン塗膜防水 □外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）

□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）

□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）□外部仕上（既存）

□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）□内部仕上（既存）

□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備

□搬送設備（別途工事）□搬送設備（別途工事）□搬送設備（別途工事）□搬送設備（別途工事）□搬送設備（別途工事）□搬送設備（別途工事）□搬送設備（別途工事）

□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備 □電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備□電気設備

◆外構（別途工事）◆外構（別途工事）◆外構（別途工事）◆外構（別途工事）◆外構（別途工事）◆外構（別途工事）◆外構（別途工事）

□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）□建　　築（別途工事）

/集中検針設備/構内配電線路/構内通信線路/集中検針設備/構内配電線路/構内通信線路/集中検針設備/構内配電線路/構内通信線路/集中検針設備/構内配電線路/構内通信線路/集中検針設備/構内配電線路/構内通信線路/集中検針設備/構内配電線路/構内通信線路/集中検針設備/構内配電線路/構内通信線路

【工事場所】宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６【工事場所】宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６【工事場所】宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６【工事場所】宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６【工事場所】宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６【工事場所】宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６【工事場所】宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６

【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】◆新築建物◆新築建物◆新築建物◆新築建物◆新築建物◆新築建物◆新築建物 ◆改修建物◆改修建物◆改修建物◆改修建物◆改修建物◆改修建物◆改修建物

・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造

【工　　期】平成29年4月～平成30年3月【工　　期】平成29年4月～平成30年3月【工　　期】平成29年4月～平成30年3月【工　　期】平成29年4月～平成30年3月【工　　期】平成29年4月～平成30年3月【工　　期】平成29年4月～平成30年3月【工　　期】平成29年4月～平成30年3月

　研究センター　研究センター　研究センター　研究センター　研究センター　研究センター　研究センター
■地震変動・地震予知■地震変動・地震予知■地震変動・地震予知■地震変動・地震予知■地震変動・地震予知■地震変動・地震予知■地震変動・地震予知 ■地震予知センターＢ棟■地震予知センターＢ棟■地震予知センターＢ棟■地震予知センターＢ棟■地震予知センターＢ棟■地震予知センターＢ棟■地震予知センターＢ棟

・建築面積　280㎡・建築面積　280㎡・建築面積　280㎡・建築面積　280㎡・建築面積　280㎡・建築面積　280㎡・建築面積　280㎡

・延べ面積　726㎡・延べ面積　726㎡・延べ面積　726㎡・延べ面積　726㎡・延べ面積　726㎡・延べ面積　726㎡・延べ面積　726㎡

・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階

・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造

・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階

・建築面積　  528.37㎡・建築面積　  528.37㎡・建築面積　  528.37㎡・建築面積　  528.37㎡・建築面積　  528.37㎡・建築面積　  528.37㎡・建築面積　  528.37㎡

・延べ面積　1,368.02㎡・延べ面積　1,368.02㎡・延べ面積　1,368.02㎡・延べ面積　1,368.02㎡・延べ面積　1,368.02㎡・延べ面積　1,368.02㎡・延べ面積　1,368.02㎡ ・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター
　本館　本館　本館　本館　本館　本館　本館

・建築面積　140㎡・建築面積　140㎡・建築面積　140㎡・建築面積　140㎡・建築面積　140㎡・建築面積　140㎡・建築面積　140㎡

・延べ面積　598㎡・延べ面積　598㎡・延べ面積　598㎡・延べ面積　598㎡・延べ面積　598㎡・延べ面積　598㎡・延べ面積　598㎡

・階数　　　地上３階･地下１階･塔屋２階・階数　　　地上３階･地下１階･塔屋２階・階数　　　地上３階･地下１階･塔屋２階・階数　　　地上３階･地下１階･塔屋２階・階数　　　地上３階･地下１階･塔屋２階・階数　　　地上３階･地下１階･塔屋２階・階数　　　地上３階･地下１階･塔屋２階

・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造

・階数　　　地下１階、地上１階・階数　　　地下１階、地上１階・階数　　　地下１階、地上１階・階数　　　地下１階、地上１階・階数　　　地下１階、地上１階・階数　　　地下１階、地上１階・階数　　　地下１階、地上１階

■地震予知センターＣ棟■地震予知センターＣ棟■地震予知センターＣ棟■地震予知センターＣ棟■地震予知センターＣ棟■地震予知センターＣ棟■地震予知センターＣ棟

・建築面積　218㎡・建築面積　218㎡・建築面積　218㎡・建築面積　218㎡・建築面積　218㎡・建築面積　218㎡・建築面積　218㎡

・延べ面積　864㎡・延べ面積　864㎡・延べ面積　864㎡・延べ面積　864㎡・延べ面積　864㎡・延べ面積　864㎡・延べ面積　864㎡

・ そ の 他・ そ の 他・ そ の 他・ そ の 他・ そ の 他・ そ の 他・ そ の 他

□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）□機械設備（別途工事）

・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造
　別館　別館　別館　別館　別館　別館　別館
■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター

・建築面積　221㎡・建築面積　221㎡・建築面積　221㎡・建築面積　221㎡・建築面積　221㎡・建築面積　221㎡・建築面積　221㎡

・延べ面積　304㎡・延べ面積　304㎡・延べ面積　304㎡・延べ面積　304㎡・延べ面積　304㎡・延べ面積　304㎡・延べ面積　304㎡

・階数　　　地上１階･地下１階・階数　　　地上１階･地下１階・階数　　　地上１階･地下１階・階数　　　地上１階･地下１階・階数　　　地上１階･地下１階・階数　　　地上１階･地下１階・階数　　　地上１階･地下１階

・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造・構造　　　ＲＣ造■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター■地震予知センター
　Ａ棟　Ａ棟　Ａ棟　Ａ棟　Ａ棟　Ａ棟　Ａ棟

・建築面積　176㎡・建築面積　176㎡・建築面積　176㎡・建築面積　176㎡・建築面積　176㎡・建築面積　176㎡・建築面積　176㎡

・延べ面積　517㎡・延べ面積　517㎡・延べ面積　517㎡・延べ面積　517㎡・延べ面積　517㎡・延べ面積　517㎡・延べ面積　517㎡

・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階・階数　　　地上３階

東北大学(青葉山１)地震変動・地震予知研究センター新営その他電気設備工事東北大学(青葉山１)地震変動・地震予知研究センター新営その他電気設備工事東北大学(青葉山１)地震変動・地震予知研究センター新営その他電気設備工事東北大学(青葉山１)地震変動・地震予知研究センター新営その他電気設備工事東北大学(青葉山１)地震変動・地震予知研究センター新営その他電気設備工事東北大学(青葉山１)地震変動・地震予知研究センター新営その他電気設備工事東北大学(青葉山１)地震変動・地震予知研究センター新営その他電気設備工事

樹木伐採伐根樹木伐採伐根樹木伐採伐根樹木伐採伐根樹木伐採伐根樹木伐採伐根樹木伐採伐根

造成(切土)30°造成(切土)30°造成(切土)30°造成(切土)30°造成(切土)30°造成(切土)30°造成(切土)30°

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

135135135135135135135

140140140140140140140

141141141141141141141

140140140140140140140

135135135135135135135

130130130130130130130

125125125125125125125

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

地震予知センターA棟地震予知センターA棟地震予知センターA棟地震予知センターA棟地震予知センターA棟地震予知センターA棟地震予知センターA棟

地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター地震予知センター

本館本館本館本館本館本館本館
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

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

物置物置物置物置物置物置物置

物置物置物置物置物置物置物置

ふとんかごふとんかごふとんかごふとんかごふとんかごふとんかごふとんかご

土のう土のう土のう土のう土のう土のう土のう

人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面

人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面人工斜面

編さく工編さく工編さく工編さく工編さく工編さく工編さく工

B棟建設時の造成法面30°B棟建設時の造成法面30°B棟建設時の造成法面30°B棟建設時の造成法面30°B棟建設時の造成法面30°B棟建設時の造成法面30°B棟建設時の造成法面30°

階段(既設)階段(既設)階段(既設)階段(既設)階段(既設)階段(既設)階段(既設)

（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）

（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）

（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）
階段階段階段階段階段階段階段

（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）

（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）

（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）（既設）



登録番号 第 281597号

宍 戸 佳 広　　

工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

1階平面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

A-10

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事

一級建築士事務所　登録11070　ＴＥＬ．(03)5689-8711

津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務

N

・壁種リスト

A:コンクリート壁t160

C:GB-Rt9.5+9.5（LGS下地）片面貼り

1:H1200、H2100

2:H900、H1800

3:H1800、H2500

・画桟種別

4:H2100

D:GB-Rt9.5+9.5（LGS下地）両面貼り■外構凡例

TP131.0m 新規GLレベル表記

既存GLレベル表記

TP131.0m（KBM）=設計GL（Z00）

TP131.0m

既存通り芯を示す

KBMを示す

TP131.0m

TP131.0m

床下点検口

RC壁 LGS壁 竪樋

ルーフドレイン

■凡例

F:GB-TBZt21+21（LGS下地）片面貼り/1時間耐火

E:GB-Ft9.5+9.5（LGS下地）両面貼り/45分準耐火

B:コンクリート壁t180

C+1

CCC+1C+1

C+1

C+2

C C

C

C C C C

D+1

D+1

D

FF

D

D

D

D

DD

C

A+1 A+1

A

A A

A A A

A

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

EE

EE

E

F+1

AA

F+1F+1

F

F

D+1

D+1

F+1

C+1C

D+1

G:GB-St9.5+9.5（LGS下地）片面貼り

G

建具符号を示す展開図符号を示す

（壁種+画桟番号）

柱偶部面取り

TP131.0m

TP131.0m



登録番号 第 281597号

宍 戸 佳 広　　

工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

ピット、2階、3階、R階平面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

A-11

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事

一級建築士事務所　登録11070　ＴＥＬ．(03)5689-8711

津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務

N

・壁種リスト

A:コンクリート壁t160

C:GB-Rt9.5+9.5（LGS下地）片面貼り

1:H1200、H2100

2:H900、H1800

3:H1800、H2500

・画桟種別

4:H2100

D:GB-Rt9.5+9.5（LGS下地）両面貼り

F:GB-TBZt21+21（LGS下地）片面貼り/1時間耐火

E:GB-Ft9.5+9.5（LGS下地）両面貼り/45分準耐火

B:コンクリート壁t180

C

CCCC
C

CC

C+2

C+4

C C C
C

C

D

C

D+1

D+1D+3

E+4 E

D D

A

A

A

A

B

B

B

B

B

E+1E+1

EEEE

E E E

F+1F+1F+1F+1F F

F F

F+4

FFF FF+1 F+1

F F
F F

EEEE

E+1

E+1

E E E E

E+1E+1

E+1E+1E+1E+1

E+1 E+1 C+1

CC
CC

C+1

C

CC C C C
C

C+1

C

C

C

D

D

D D

D

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

D+1

D+1

D+1 D+1

D

E+1E+1
E+1E+1

G:GB-St9.5+9.5（LGS下地）片面貼り

D

D

C

C

C

床下点検口

RC壁 LGS壁 竪樋

ルーフドレイン

■凡例

建具符号を示す展開図符号を示す

（壁種+画桟番号）

柱偶部面取り



登録番号 第 281597号

宍 戸 佳 広　　

工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

立面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

A-12

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事

一級建築士事務所　登録11070　ＴＥＬ．(03)5689-8711

津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務

延焼の恐れのある範囲

TP131.0m（KBM）=設計GL（Z00）

RC打放しlコンクリートの上、複層塗材Si（2種）

躯体伸縮目地

パターンA パターンB



登録番号 第 281597号

宍 戸 佳 広　　

工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

断面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

A-13

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事

一級建築士事務所　登録11070　ＴＥＬ．(03)5689-8711

津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務

TP131.0m（KBM）=設計GL（Z00）



登録番号 第 281597号

宍 戸 佳 広　　

工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

本館平面図1

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

KA-04

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事

一級建築士事務所　登録11070　ＴＥＬ．(03)5689-8711

津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務

煙突部分にアスベスト含有有

煙突部分にアスベスト含有有

ボイラー室にて囲い込み処理済（KA-09参照）

煙突部分にアスベスト含有有

煙突部分にアスベスト含有有

EVシャフトは残地する

解体時：鉄板にて塞ぎ仮設対応とする



登録番号 第 281597号

宍 戸 佳 広　　

工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

本館平面図2

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

KA-05

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事

一級建築士事務所　登録11070　ＴＥＬ．(03)5689-8711

津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月
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工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

本館断面図・立面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

KA-06

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事
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津嶋　功
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岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務
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工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

別館平面図、立面図、断面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

KA-22

0/00
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設計年月
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設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務
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工事名称

平成 ２８ 年度
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A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

A棟平面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

KA-32
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津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務
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工事名称

平成 ２８ 年度

A3:1/200

A1:1/100

一　級　建　築　士

部　長

図面名称

A棟立面図・断面図

縮尺
図面番号

通し番号課　長 担　当課長補佐

東北大学施設部

係　長

KA-33

0/00

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他工事

一級建築士事務所　登録11070　ＴＥＬ．(03)5689-8711

津嶋　功

建築家

岡田　新一

一級建築士 176229

備　考

設計年月

平成２９年１月

OS-1609-B

設計番号

設計業務名

東北大学（青葉山1）地震変動・地震予知研究センター新営その他設計業務
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