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国立大学法人 京都工芸繊維大学

地図出典：http://www.mapion.co.jp/map/admi26.html

：：：：研究拠点研究拠点研究拠点研究拠点

：：：：職員宿舎職員宿舎職員宿舎職員宿舎

：：：：留学生留学生留学生留学生・・・・混住型宿舎混住型宿舎混住型宿舎混住型宿舎

大学関連団地大学関連団地大学関連団地大学関連団地・・・・施設拠点施設拠点施設拠点施設拠点

ものづくり連携拠点（借用施設）ものづくり連携拠点（借用施設）ものづくり連携拠点（借用施設）ものづくり連携拠点（借用施設）

KRPKRPKRPKRP内京都府産業支援センター内内京都府産業支援センター内内京都府産業支援センター内内京都府産業支援センター内

等持院 団地（等持院 団地（等持院 団地（等持院 団地（007））））

京丹後団地（借用施設）京丹後団地（借用施設）京丹後団地（借用施設）京丹後団地（借用施設）

京丹後地域連携センター京丹後地域連携センター京丹後地域連携センター京丹後地域連携センター

京丹後市（借用施設）京丹後市（借用施設）京丹後市（借用施設）京丹後市（借用施設）

新シルク産業創造拠点新シルク産業創造拠点新シルク産業創造拠点新シルク産業創造拠点

綾部市（日東公進（株）施設内）綾部市（日東公進（株）施設内）綾部市（日東公進（株）施設内）綾部市（日東公進（株）施設内）

綾部地域連携室綾部地域連携室綾部地域連携室綾部地域連携室

009

松ヶ崎 団地（松ヶ崎 団地（松ヶ崎 団地（松ヶ崎 団地（001））））

京都府・京都市位置図京都府・京都市位置図

綾部市（検討中）綾部市（検討中）綾部市（検討中）綾部市（検討中）

北京都ものづくりパーク（仮称北京都ものづくりパーク（仮称北京都ものづくりパーク（仮称北京都ものづくりパーク（仮称）

D-Lab D-Lab D-Lab D-Lab アネックス（ににぎ）アネックス（ににぎ）アネックス（ににぎ）アネックス（ににぎ）
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国立大学法人 京都工芸繊維大学
各団地建蔽率各団地建蔽率各団地建蔽率各団地建蔽率・・・・容積率現状分析一覧容積率現状分析一覧容積率現状分析一覧容積率現状分析一覧
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国立大学法人 京都工芸繊維大学
理工系国立大学法人別 施設面積比較理工系国立大学法人別 施設面積比較理工系国立大学法人別 施設面積比較理工系国立大学法人別 施設面積比較

※2014年5月1日現在(平成26年度中の完成建物を含む）

※本学の戦略

PPP事業により、9,385㎡

の混住型寄宿舎を運用中

※本学の戦略

PPP事業により、9,385㎡

の混住型寄宿舎を運用中

※本学の戦略

効率的運用による整備率維持
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造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア

管理施設管理施設管理施設管理施設
エリアエリアエリアエリア
管理施設管理施設管理施設管理施設
エリアエリアエリアエリア

学生支援施設学生支援施設学生支援施設学生支援施設

学生支援施設学生支援施設学生支援施設学生支援施設

生命物質科学生命物質科学生命物質科学生命物質科学エリアエリアエリアエリア生命物質科学生命物質科学生命物質科学生命物質科学エリアエリアエリアエリア

中央広場

地下鉄

松ヶ崎駅約3分

ものづくり教育ものづくり教育ものづくり教育ものづくり教育

支援エリア支援エリア支援エリア支援エリア

ものづくり教育ものづくり教育ものづくり教育ものづくり教育

支援エリア支援エリア支援エリア支援エリア

共同利用建物

設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア

地域・産学地域・産学地域・産学地域・産学

連携エリア連携エリア連携エリア連携エリア

地域・産学地域・産学地域・産学地域・産学

連携エリア連携エリア連携エリア連携エリア

福利エリア福利エリア福利エリア福利エリア福利エリア福利エリア福利エリア福利エリア

体育系エリア体育系エリア体育系エリア体育系エリア体育系エリア体育系エリア体育系エリア体育系エリア

基盤科学基盤科学基盤科学基盤科学
エリアエリアエリアエリア
基盤科学基盤科学基盤科学基盤科学
エリアエリアエリアエリア

共同

利用

建物

凡例

生命物質系

設計工学系

造形科学系

基盤科学系

ゾーニング整備途中の実施状況（H２３年当時）ゾーニング整備途中の実施状況（H２３年当時）ゾーニング整備途中の実施状況（H２３年当時）ゾーニング整備途中の実施状況（H２３年当時）

バ バイオベースマテリアル部門

バ

バ

バ

バ
バ

事務系

京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学のキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープラン重点事項重点事項重点事項重点事項京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学のキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープラン重点事項重点事項重点事項重点事項

国立大学法人 京都工芸繊維大学
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京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学のキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープラン重点事項重点事項重点事項重点事項京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学のキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープランのキャンパスマスタープラン重点事項重点事項重点事項重点事項

１

○○○○○○○○ 安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの確保確保確保確保（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの確保確保確保確保（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓafetyafety））））））））

●●●●●●●●耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物はははは９９９９９９９９％％％％●●●●耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物はははは９９９９９９９９％％％％●●●●

○○○○○○○○ 安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの確保確保確保確保（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの確保確保確保確保（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓafetyafety））））））））

●●●●●●●●耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物はははは９９９９９９９９％％％％●●●●耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物耐震性能保有建物はははは９９９９９９９９％％％％●●●●

○○○○○○○○ 地球環境地球環境地球環境地球環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの実現実現実現実現（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ地球環境地球環境地球環境地球環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの実現実現実現実現（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓustainabilityustainability））））））））

●●●●●●●●歩行者中心歩行者中心歩行者中心歩行者中心のキャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパス整備整備整備整備●●●●歩行者中心歩行者中心歩行者中心歩行者中心のキャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパス整備整備整備整備●●●●

○○○○○○○○ 地球環境地球環境地球環境地球環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの実現実現実現実現（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ地球環境地球環境地球環境地球環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの実現実現実現実現（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓustainabilityustainability））））））））

●●●●●●●●歩行者中心歩行者中心歩行者中心歩行者中心のキャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパス整備整備整備整備●●●●歩行者中心歩行者中心歩行者中心歩行者中心のキャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパス整備整備整備整備●●●●

中央広場中央広場中央広場中央広場

国立大学法人 京都工芸繊維大学

キャンパスゾーニング整備完了配置（Ｈ＊＊年）キャンパスゾーニング整備完了配置（Ｈ＊＊年）キャンパスゾーニング整備完了配置（Ｈ＊＊年）キャンパスゾーニング整備完了配置（Ｈ＊＊年）

ポケットポケットポケットポケット

パークパークパークパーク

ポケットポケットポケットポケット

パークパークパークパーク

共同利用建物

共同利用建物

産学連携・産学連携・産学連携・産学連携・

地域連携エリア地域連携エリア地域連携エリア地域連携エリア

学生支援施設学生支援施設学生支援施設学生支援施設

学生支援施設学生支援施設学生支援施設学生支援施設

福利エリア福利エリア福利エリア福利エリア

設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア設計工学エリア

管理施設エリア管理施設エリア管理施設エリア管理施設エリア

体育系エリア体育系エリア体育系エリア体育系エリア

松松松松ヶヶヶヶ崎崎崎崎キャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパスの基本軸基本軸基本軸基本軸松松松松ヶヶヶヶ崎崎崎崎キャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパスの基本軸基本軸基本軸基本軸松松松松ヶヶヶヶ崎崎崎崎キャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパスの基本軸基本軸基本軸基本軸松松松松ヶヶヶヶ崎崎崎崎キャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパスの基本軸基本軸基本軸基本軸

造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア造形科学系エリア

管理施設エリア管理施設エリア管理施設エリア管理施設エリア

平成１８年4月に工芸、繊維の２学部を１学

部３学域体制とし、「生命物質科学｣、｢設

計工学｣、｢造形科学」という三つの学域を

設け、大学院の充実化を図り、多様な社会

の要請に応えるため、「独創的・先端的な

学術研究を目指した高度専門技術者」の養

成に対応。

・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のののの推進推進推進推進をををを行行行行うううう・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のののの推進推進推進推進をををを行行行行うううう・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のののの推進推進推進推進をををを行行行行うううう・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のののの推進推進推進推進をををを行行行行うううう

・・・・研究機能研究機能研究機能研究機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす・・・・研究機能研究機能研究機能研究機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす・・・・研究機能研究機能研究機能研究機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす・・・・研究機能研究機能研究機能研究機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす

・・・・教育機能教育機能教育機能教育機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす・・・・教育機能教育機能教育機能教育機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす・・・・教育機能教育機能教育機能教育機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす・・・・教育機能教育機能教育機能教育機能のののの発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす

生命物質科学エリア生命物質科学エリア生命物質科学エリア生命物質科学エリア

ポケットポケットポケットポケット

パークパークパークパーク

ものづくりものづくりものづくりものづくり

教育支援教育支援教育支援教育支援

エリア

ポケットポケットポケットポケット

パークパークパークパーク学生支援施設学生支援施設学生支援施設学生支援施設

松ヶ崎学生館松ヶ崎学生館松ヶ崎学生館松ヶ崎学生館

基盤科学エリア基盤科学エリア基盤科学エリア基盤科学エリア

○○○○○○○○ 教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの高度化高度化高度化高度化・・・・多様化多様化多様化多様化（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの高度化高度化高度化高度化・・・・多様化多様化多様化多様化（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓtrategytrategy））））））））

●●●●総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟（（（（全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物のののの設置設置設置設置））））●●●●総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟（（（（全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物のののの設置設置設置設置））））●●●●●●●●

○○○○○○○○ 教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの高度化高度化高度化高度化・・・・多様化多様化多様化多様化（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ教育研究環境教育研究環境教育研究環境教育研究環境のののの高度化高度化高度化高度化・・・・多様化多様化多様化多様化（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓtrategytrategy））））））））

●●●●総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟（（（（全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物のののの設置設置設置設置））））●●●●総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟（（（（全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物全室共同利用建物のののの設置設置設置設置））））●●●●●●●●
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体育系エリア

福利エリア

ﾎﾟｹｯﾄ

ﾊﾟｰｸ

学生支援施設

２

学生支援施設

ﾎﾟｹｯﾄ

ﾊﾟｰｸ

国立大学法人 京都工芸繊維大学

産学連携・地域連携エリア

ﾎﾟｹｯﾄﾎﾟｹｯﾄﾎﾟｹｯﾄﾎﾟｹｯﾄ

ﾊﾟｰｸﾊﾟｰｸﾊﾟｰｸﾊﾟｰｸ

ﾎﾟｹｯﾄ

ﾊﾟｰｸ

地下鉄

松ヶ崎駅約3分

松松松松ヶヶヶヶ崎崎崎崎キャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパスの骨格分析骨格分析骨格分析骨格分析

既存動線

イメージ主軸線

共同利用建物

キャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパスの軸線軸線軸線軸線とととと動線動線動線動線

共同利用建物

ものづくり

教育支援

エリア

学生支援施設

管理施設エリア

共同利用建物

中央広場

生命物質科学エリア

管理施設エリア

造形科学系エリア

ﾎﾟｹｯﾄ

ﾊﾟｰｸ

ﾎﾟｹｯﾄ

ﾊﾟｰｸ

松ヶ崎学生館

設計工学エリア

基盤科学エリア
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建物経年建物経年建物経年建物経年マップマップマップマップ（（（（松松松松ヶヶヶヶ崎団地崎団地崎団地崎団地）））） 国立大学法人 京都工芸繊維大学

－7－



国立大学法人 京都工芸繊維大学
建物経年建物経年建物経年建物経年マップマップマップマップ（（（（松松松松ヶヶヶヶ崎団地以外崎団地以外崎団地以外崎団地以外））））
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整備率整備率整備率整備率

１００％１００％１００％１００％

達成目標年度達成目標年度達成目標年度達成目標年度

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

全学耐震化整備状況全学耐震化整備状況全学耐震化整備状況全学耐震化整備状況

整備が必要な建物（Is値 0.7未満）

耐震補強済みの建物

耐震性能を満たし補強が不要な建物

耐震性能を満たしている建物（新耐震

基準）

耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策 国立大学法人 京都工芸繊維大学

全学耐震化整備状況全学耐震化整備状況全学耐震化整備状況全学耐震化整備状況
平成26年度末現在

耐震化整備状況 松ヶ崎棟数 その他棟数 ㎡ ％

耐震補強が必要な建物（Is値

0.7未満）

7 3 1,349 1.2%

耐震補強済みの建物 20 0 58,311 50.8%

耐震性能を満たし補強が不要な建物 23 5 7,476 6.5%

耐震性能を満たしている建物（新耐震基準） 34 13 47,634 41.5%

84棟 21棟 114,770㎡ 100.0%

年度別耐震補強計画年度別耐震補強計画年度別耐震補強計画年度別耐震補強計画

耐震化整備状況 平成平成平成平成22222222年度 平成年度 平成年度 平成年度 平成23232323年度 平成年度 平成年度 平成年度 平成24242424年度 平成年度 平成年度 平成年度 平成25252525年度 平成年度 平成年度 平成年度 平成26262626年度 平成年度 平成年度 平成年度 平成27272727年度年度年度年度

整備が必要な建物（Is値 0.7未満） 14,099㎡ 14,099㎡ 12,300㎡ 6,654㎡ 1,349㎡ 0㎡

耐震補強済みの建物 47,360㎡ 47,360㎡ 47,360㎡ 53,006㎡ 58,311㎡ 59,660㎡

耐震性能を満たし補強が不要な建物 5,677㎡ 5,677㎡ 7,476㎡ 7,476㎡ 7,476㎡ 7,476㎡

耐震性能を満たしている建物（新耐震基準） 39,632㎡ 39,646㎡ 39,682㎡ 40,930㎡ 47,634㎡ 47,634㎡

合 計 106,768㎡ 106,782㎡ 106,818㎡ 108,066㎡ 114,770㎡ 114,770㎡

耐震化率耐震化率耐震化率耐震化率 86.8% 86.8% 88.5% 93.8% 98.8% 100.0%86.8% 86.8% 88.5% 93.8% 98.8% 100.0%86.8% 86.8% 88.5% 93.8% 98.8% 100.0%86.8% 86.8% 88.5% 93.8% 98.8% 100.0%
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国立大学法人 京都工芸繊維大学

１

インフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペース

プラザプラザプラザプラザＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴにににに改修改修改修改修プラザプラザプラザプラザＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴにににに改修改修改修改修

インフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペースインフォメーションスペース

プラザプラザプラザプラザＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴにににに改修改修改修改修プラザプラザプラザプラザＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴにににに改修改修改修改修

（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02690269号号号号））））号号号号））））（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02690269号号号号））））号号号号））））

国際国際国際国際センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））国際国際国際国際センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））

多様多様多様多様なななな財源財源財源財源によるによるによるによる将来整備計画将来整備計画将来整備計画将来整備計画多様多様多様多様なななな財源財源財源財源によるによるによるによる将来整備計画将来整備計画将来整備計画将来整備計画

国際国際国際国際センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））国際国際国際国際センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））

多様多様多様多様なななな財源財源財源財源によるによるによるによる将来整備計画将来整備計画将来整備計画将来整備計画多様多様多様多様なななな財源財源財源財源によるによるによるによる将来整備計画将来整備計画将来整備計画将来整備計画

３３３３号館号館号館号館３３３３号館号館号館号館３３３３号館号館号館号館３３３３号館号館号館号館

登録有形文化財建造物の活用

保存建物保存建物保存建物保存建物

東門及東門及東門及東門及びびびび旧門衛所旧門衛所旧門衛所旧門衛所東門及東門及東門及東門及びびびび旧門衛所旧門衛所旧門衛所旧門衛所東門及東門及東門及東門及びびびび旧門衛所旧門衛所旧門衛所旧門衛所東門及東門及東門及東門及びびびび旧門衛所旧門衛所旧門衛所旧門衛所

３３３３号館号館号館号館３３３３号館 中央階段号館 中央階段号館 中央階段号館 中央階段中央階段中央階段中央階段中央階段３３３３号館号館号館号館３３３３号館 中央階段号館 中央階段号館 中央階段号館 中央階段中央階段中央階段中央階段中央階段

倉倉倉倉倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫庫庫庫庫倉倉倉倉倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫庫庫庫庫
旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫旧自動車庫 ＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴ 倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部ＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴＫＩＴ 倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部

平成20年3月平成20年3月平成20年3月平成20年3月７７７７日日日日、、、、本学本学本学本学のののの歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物５５５５件件件件がががが登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財にににに

（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02690269号号号号））））号号号号））））（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02690269号号号号））））号号号号）））） （（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02700270号号号号））））号号号号））））（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02700270号号号号））））号号号号））））
（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02720272号号号号））））号号号号））））（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－02720272号号号号））））号号号号））））

（（（（平成平成平成平成（（（（平成平成平成平成2020年年年年年年年年1010月月月月月月月月2323日付日付日付日付けけけけ日付日付日付日付けけけけ 登録番号登録番号登録番号登録番号登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－03220322号号号号））））号号号号））））（（（（平成平成平成平成（（（（平成平成平成平成2020年年年年年年年年1010月月月月月月月月2323日付日付日付日付けけけけ日付日付日付日付けけけけ 登録番号登録番号登録番号登録番号登録番号 第登録番号 第登録番号 第登録番号 第第第第第2626－－－－－－－－03220322号号号号））））号号号号））））

ｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞ設計設計設計設計ｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞ設計設計設計設計ｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞ設計設計設計設計ｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞｳｨﾘｱﾑ・ﾒﾚﾙ・ｳﾞｫｰﾘｽﾞ設計設計設計設計

本野精吾本野精吾本野精吾本野精吾ﾞ゙゙゙設計設計設計設計本野精吾本野精吾本野精吾本野精吾ﾞ゙゙゙設計設計設計設計本野精吾本野精吾本野精吾本野精吾ﾞ゙゙゙設計設計設計設計本野精吾本野精吾本野精吾本野精吾ﾞ゙゙゙設計設計設計設計
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２

国立大学法人 京都工芸繊維大学
防災対策防災対策防災対策防災対策・・・・危機管理危機管理危機管理危機管理

備蓄計画備蓄計画備蓄計画備蓄計画イメージイメージイメージイメージ
目標備畜量目標備畜量目標備畜量目標備畜量

現備畜可能量現備畜可能量現備畜可能量現備畜可能量

現有備畜量現有備畜量現有備畜量現有備畜量

将来計画備蓄倉庫将来計画備蓄倉庫将来計画備蓄倉庫将来計画備蓄倉庫

現有備畜倉庫現有備畜倉庫現有備畜倉庫現有備畜倉庫

①①①①保存食:保存食:保存食:保存食: 6,000食食食食

帰宅困難者 約1000人帰宅困難者 約1000人帰宅困難者 約1000人帰宅困難者 約1000人の3の3の3の3日分日分日分日分をををを備蓄備蓄備蓄備蓄

保存水保存水保存水保存水はははは年間 1500年間 1500年間 1500年間 1500ＬＬＬＬをををを予備保存予備保存予備保存予備保存

②②②②保存水:保存水:保存水:保存水: 6,000ＬＬＬＬ

災害災害災害災害ボランティアボランティアボランティアボランティア

センターセンターセンターセンター

災害ボランティアセンター
①①①①体育館体育館体育館体育館 17㎡㎡㎡㎡

②②②②課外活動施設課外活動施設課外活動施設課外活動施設 91㎡㎡㎡㎡

③③③③車庫車庫車庫車庫 67㎡㎡㎡㎡

体育館 備蓄倉庫 17㎡

課外活動施設 備蓄倉庫 91㎡

車庫 備蓄倉庫 67㎡

備蓄倉庫 100㎡

－11－



２

国立大学法人 京都工芸繊維大学バリアフリーマップバリアフリーマップバリアフリーマップバリアフリーマップ（（（（松松松松ヶヶヶヶ崎団地崎団地崎団地崎団地））））

キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス情報情報情報情報はははは

大学大学大学大学ホームページでホームページでホームページでホームページで公開公開公開公開

－12－



２

国立大学法人 京都工芸繊維大学

バリアフリーマップバリアフリーマップバリアフリーマップバリアフリーマップ（（（（嵯峨団地嵯峨団地嵯峨団地嵯峨団地））））

キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス情報情報情報情報はははは

大学大学大学大学ホームページでホームページでホームページでホームページで公開公開公開公開
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２

国立大学法人 京都工芸繊維大学エネルギー現状把握エネルギー現状把握エネルギー現状把握エネルギー現状把握

－14－



２

国立大学法人 京都工芸繊維大学交通整備計画交通整備計画交通整備計画交通整備計画

－15－



２

国立大学法人 京都工芸繊維大学
大学設立前後大学設立前後大学設立前後大学設立前後のキャンパスのキャンパスのキャンパスのキャンパス

繊維学部（大将軍）全景
工芸学部（松ヶ崎）全景

－16－



２

国立大学法人 京都工芸繊維大学
安全なキャンパス整備安全なキャンパス整備安全なキャンパス整備安全なキャンパス整備

非常用放送設備設置計画）非常用放送設備設置計画）非常用放送設備設置計画）非常用放送設備設置計画）
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国立大学法人 京都工芸繊維大学

◆中長期緑地管理年度計画◆中長期緑地管理年度計画◆中長期緑地管理年度計画◆中長期緑地管理年度計画◆◆◆◆ － 緑豊かなキャンパスの創造 －－ 緑豊かなキャンパスの創造 －－ 緑豊かなキャンパスの創造 －－ 緑豊かなキャンパスの創造 －

２

松ヶ崎団地西側境界にはアラカシ生け垣があり近隣住民

への住環境確保及び本学の校内環境保全の両方の目的を果

たしている。嵯峨キャンパスにも同様の環境があり、地域

と深い関わりを持っている。

関西電力との協議により安全のため架空電線に支障とな

る枝などについては、関西電力にて剪定作業をおこなう。

近隣への落ち葉清掃及び大学構内を清掃員による対応で

維持管理を図る。

●●●●近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民とのとのとのとの共存共存共存共存 －－－－落落落落ちちちち葉清掃葉清掃葉清掃葉清掃－－－－

緑のマスタープランに掲げる施策

①緑の創出・整備に係わる施策

②緑の保全に係わる施策

③緑の育成に係わる施策

④緑の制御に係わる施策

松ヶ崎キャンパス 嵯峨キャンパス

敷地面積 122,983㎡ 58,533㎡

緑地面積 27,620㎡ 22.5% 48,552㎡ 82.9% 

高中木 ： 2,155本 117本

低木 ： 3,391㎡ 106㎡

生垣列植： 999m      494m

本学は歴史的にも古い樹

木が保存され、メイン通

りには美しい並木道が形

成された教育環境に優れ

た環境を保持している。

この優れた環境は今後も

維持管理する必要がある。

年間維持管理必要年間維持管理必要年間維持管理必要年間維持管理必要

費用 約800万費用 約800万費用 約800万費用 約800万

緑地管理図

予算計画

緑地管理緑地管理緑地管理緑地管理

●●●●緑化緑化緑化緑化マスタープランにマスタープランにマスタープランにマスタープランに基基基基づくづくづくづく維持管理維持管理維持管理維持管理

－－－－定常的定常的定常的定常的なななな維持管理維持管理維持管理維持管理－－－－

●●●●緑地維持管理計画緑地維持管理計画緑地維持管理計画緑地維持管理計画
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