
「藤枝市が所有する公共建築物の耐震性能リスト」について 

                                                       （令和３年４月） 

 

現在、南海トラフ地震がいつ発生してもおかしくない状況であることから、藤枝市では、 市民の皆さんが安

全に的確な行動をしていただけるよう、自宅だけでなく公共建築物の耐震性能の把握が必要と考え、当市が

所有する公共建築物の耐震診断実施結果をもとにした耐震性能リストを公表しています。 

なお、耐震性能がやや劣る建物（ランクⅡ）に区分された建物については、耐震化計画に基づき、順次  

耐震対策を講じていきます。 

 

ランクⅡ（一般公共施設）    R3.4 現在  

 NO. 施設名   

 
1 西部学校給食センター（調理棟） 
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令 和 ３ 年 ４ 月 

藤 枝 市 

 



１．公表までの経緯 

藤枝市では、昭和54年に大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域に指定されて以来、東海地震に対する建築物の安全性の確保に努

めている。 

平成 15年 5月 29日の中央防災会議で東海地震対策大綱が策定され、同年 7月 29日に東海地震緊急対策方針が閣議決定された。その中で、東海地震

発生時等の住民の的確な対応を確保するためには、自宅だけでなく、公共建築物の耐震性の把握が不可欠であることから、災害時の拠点となる学校・病

院・庁舎等の公共建築物について、耐震診断実施状況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストを作成し、住民に周知するよう示された。 

これを受け、平成 18年 4月に本市が所有する公共建築物の耐震性能を公表した。 

 

２．対象公共建築物（令和 3年 4月現在）   

都市機能上重要な建築物及び居室を有する延べ床面積 200㎡以上の建築物 

（1）災害時の拠点となる建築物 施設名 

 
ア 災害応急対策全般の企画、立案調整、警戒、情報収集、伝達等を行う施設 

市庁舎、消防署、地区交流センター、保健センター、 

総合運動公園等 

イ 住民の避難所等として使用される施設 市立小中学校等 

ウ 救急医療等を行う施設 市立総合病院、志太榛原地域救急医療センター 

エ し尿に関する事項を行う施設 中継センター 

（2）多数の者が利用する建築物 文化センター、市民会館、駐車場（駐輪場）等 

（3）保育園、社会福祉施設 市立保育園等 

（4）市営住宅 市営住宅の一部 

（5）その他主要な建築物 水道事務所・下水道事務所等 

 

３．建築物の耐震性能の判定方法 

（1）「旧基準の建築物」 

昭和 56年 5月 31日以前の旧耐震基準で建築された建物 

・静岡県耐震診断判定基準（平成 14年版）により判定した。 

・耐震診断※で算出する構造判定指標（Iｓ値）と静岡県が独自に策定した目標値（Et値）との比較（Is値／Et値）で耐震性能を判定した。 
※（財）日本建築防災協会「改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」及び「耐震改修促進法のための既存鉄骨

造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」による。 

（2）「新基準の建築物」 

昭和 56年 6月 1日以降の新耐震基準で建築された建物 

・静岡県構造設計指針・同解説（平成 14年版）により判定した。 

・本指針・同解説に定める用途係数（I）で耐震性能を判定した。 
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４．建築物の耐震性能のランク付け 

各ランク別の耐震性能と判定基準は表 1のとおりである。 

・旧基準の建築物は 4段階（Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ、Ⅲ）にランク分けし、新基準の建築物は 2段階（Ⅰa、Ⅰb）にランク分けした。 

・東海地震に対して耐震性能を有する建築物はランクⅠである。 

・なお、建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物は、ランクⅠとランクⅡである。 

５ 公共建築物の耐震化の現状 

一般      R３.4 現在 

分類 
耐震対策済施設 耐震対策必要施設 

未診断施設 全体 
Ⅰａ Ⅰｂ Ⅱ Ⅲ 

棟数 
101 71 1 0 

0 173 
172 1 

割合  58.38% 41.04% 0.58% 0% 0.00% 100.00% 

耐震化率 99.42%     

       

学校       

分類 
耐震対策済施設 耐震対策必要施設 

未診断施設 全体 
Ⅰａ Ⅰｂ Ⅱ Ⅲ 

棟数 
100 12 0 0 

0 112 
112 0 

割合 89.29% 10.71% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

耐震化率 100.00%     

       

全体       

分類 
耐震対策済施設 耐震対策必要施設 

未診断施設 全体 
Ⅰａ Ⅰｂ Ⅱ Ⅲ 

棟数 
201 83 1 0 

0 285 
284 1 

割合 70.53% 29.12% 0.35% 0% 0.00% 100.00% 

耐震化率 99.65%     
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表１ 各ランク別の耐震性能と判定基準 

ランク 
東海地震に対する耐震性能 

建築物の構造 
旧基準の建築物 

（CI =１．０） 

新基準の建築物 

（用途係数 Ⅰ）  備 考 欄 

Ⅰ 

Ia 

 

耐震性能が優れている建物 

 

軽微な被害にとどまり、地震後も建物

を継続して使用できる。 

災害の拠点となりうる

施設 

・鉄筋コンクリート造 

・鉄骨造 

・鉄骨鉄筋コンクリート造 

・コンクリートブロック造 

Iｓ／Eｔ≧1.25 
I=1.25 

・木造 総合評点≧1.5 

Ib 

 

耐震性能が良い建物 

 

倒壊する危険性はないが、ある程度の

被害を受けることが想定される。 

建物の継続使用の

可否は、被災建築物

応急危険度判定士

の判定による 

・鉄筋コンクリート造 

・鉄骨造 

・鉄骨鉄筋コンクリート造 

・コンクリートブロック造 

Iｓ／Eｔ≧1.0 
I=1.0 

・木造 1.0≦総合評点＜1.5 

Ⅱ 

 

耐震性能がやや劣る建物 

 

倒壊する危険性は低いが、かなりの被

害を受けることも想定される。 

・鉄筋コンクリート造 

・鉄骨造 

・鉄骨鉄筋コンクリート造 

・コンクリートブロック造 

Iｓ／Eｔ＜1.0 

かつ 

Iｓ≧0.6 

 

 

 

 

・木造 0.7≦総合評点＜1.0  

Ⅲ 

 

耐震性能が劣る建物 

 

倒壊する危険性があり、大きな被害を

受けることが想定される。 

・鉄筋コンクリート造 

・鉄骨造 

・鉄骨鉄筋コンクリート造 

・コンクリートブロック造 

Iｓ／Eｔ＜1.0 

かつ 

Iｓ＜0.6 

 

 

 

 

・木造 総合評点＜0.7  

※静岡県の判定基準に基づく 

 

‐3 ‐ 



公共建築物耐震性能リスト（一般公共施設） （R3.4現在）

部 担当課 施設名 棟名 構造 階層

1 総務部 大規模災害対策課 防災センター 防災倉庫 駿河台1丁目 鉄筋コンクリート造 1階建 S55 旧 2.04 Ⅰa

2 総務部 大規模災害対策課 運動公園内防災倉庫 防災倉庫 原 鉄骨造 1階建 H16 新 - Ⅰa

3 財政経営部 資産管理課 市役所庁舎 市庁舎東館 岡出山1丁目 鉄筋コンクリート造 5階建地下1階 S48 旧 1.16 Ⅰa Ｈ9年度補強済

4 財政経営部 資産管理課 市役所庁舎 市庁舎西館 岡出山1丁目 鉄筋コンクリート造 5階建 S63 新 - Ⅰa

5 財政経営部 資産管理課 市役所庁舎 市庁舎玄関棟 岡出山1丁目 鉄骨造 5階建 S63 新 - Ⅰa

6 財政経営部 資産管理課 各種団体事務所 会議室・事務所 藤枝5丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S50 旧 1.22 Ⅰb H23耐震補強済（減築含）

7 財政経営部 資産管理課 藤枝駅前駐車場 駐車場 駅前2丁目 鉄骨造 1階建 S53 旧 1.25 Ⅰb H23耐震補強済

8 市民協働部 協働政策課 郡公会堂 集会所 立花2丁目 木造及び鉄骨造 1階建 S53 旧 1.51 Ⅰa H23耐震補強済 ①木造部＝Ⅰa

8 市民協働部 協働政策課 郡公会堂 集会所 立花2丁目 木造及び鉄骨造 1階建 S53 旧 1.51 Ⅰa H23耐震補強済 ①木造部＝Ⅰa

9 市民協働部 協働政策課 文化センタ－ 文化センター 駅前2丁目 鉄筋コンクリート造 3階建地下1階 S52 旧 1.07 Ⅰb H21耐震改修済

10 スポーツ文化観光部 街道・文化課 市民会館 市民会館（ホール） 岡出山1丁目 鉄筋コンクリート造 3階建 S44 旧 1.31 Ⅰa H24～25 耐震工事済

11 スポーツ文化観光部 街道・文化課・資産管理課 市民会館 市民会館（機械棟） 岡出山1丁目 鉄骨造 2階建 S62 新 - Ⅰa

12 スポーツ文化観光部 街道・文化課 岡部宿大旅籠柏屋 母屋 岡部 木造 2階建 H10 新 - Ⅰa

13 スポーツ文化観光部 文化財課 郷土博物館 博物館 若王子 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建 S62 新 - Ⅰa

14 スポーツ文化観光部 文化財課 文学館 文学館 若王子 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建 H19 新 - Ⅰa

15 スポーツ文化観光部 文化財課 国指定史跡志太郡衙跡 志太郡衙資料館 南駿河台1丁目 鉄筋コンクリート造 1階建 H4 新 - Ⅰb

16 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民グラウンド スタンド 駿河台1丁目 鉄筋コンクリート造 1階建 S45 旧 0.67 Ⅰa H24耐震補強済

17 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝勤労者体育館 体育室 善左衛門 鉄骨造 2階建 S55 旧 0.48 Ⅰa H24耐震補強済

18 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝勤労者体育館 会議室 善左衛門 鉄筋コンクリート造 2階建 S55 旧 0.72 Ⅰa H24耐震補強済

19 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民西益津温水プール 管理棟 城南2丁目 鉄筋コンクリート造 1階建 S54 旧 1.43 Ⅰa

20 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民西益津温水プール プール 城南2丁目 鉄骨造 1階建 S57 旧 1.42 Ⅰb

21 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民大洲温水プール プール棟 善左衛門1丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H8 新 - Ⅰa

22 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民体育館 アリーナ棟 駅前3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S48 旧 1.38 Ⅰa H23～24耐震補強済

23 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民体育館 管理棟 駅前3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S48 旧 0.82 Ⅰa H23～24耐震補強済

24 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民体育館 別棟 駅前3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H3 新 - Ⅰa

25 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市武道館 武道館 駅前3丁目 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建 S60 新 - Ⅰa

26 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝市民テニス場 クラブハウス 駿河台1丁目 鉄骨造 1階建 S61 新 - Ⅰa

27 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝総合運動公園 陸上競技場 原 鉄筋コンクリート造 1階建 H13 新 - Ⅰa

28 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝総合運動公園 サッカー場 原 鉄筋コンクリート造 3階建 H13 新 - Ⅰa

29 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 市民岡部体育館 体育館 岡部町内谷 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa

30 健康福祉部 自立支援課 指定障害福祉サービス事業所藤枝第二心愛 作業所・車庫・倉庫 田沼2丁目 鉄骨造 2階建 H13 新 - Ⅰb

31 健康福祉部 福祉政策課 藤枝市福祉センターきすみれ 福祉センター 内谷 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 H12 新 - Ⅰa

32 健康福祉部 児童課 市立前島保育園 保育園舎（北棟） 前島3丁目 鉄骨造 1階建 H23 新 Ⅰa H23年度建替済

33 健康福祉部 児童課 市立前島保育園 保育園舎（南棟） 前島3丁目 鉄骨造 1階建 H14 新 - Ⅰa

34 健康福祉部 児童課 岡部あさひな保育園 保育園舎 宮島 木造 1階建 H11 新 ー Ⅰa

35 健康福祉部 児童課 岡部みわ保育園 保育園舎 内谷 鉄骨造 1階建 S55 旧 1.33 Ⅰb Ｈ18耐震補強済

通し
番号

所管 建築物
場所 備考欄

構造等
新旧建築
基準法

建築年度 ランク
Ｉｓ値

ｏｒ総合
評点
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公共建築物耐震性能リスト（一般公共施設） （R3.4現在）

部 担当課 施設名 棟名 構造 階層

通し
番号

所管 建築物
場所 備考欄

構造等
新旧建築
基準法

建築年度 ランク
Ｉｓ値

ｏｒ総合
評点

36 健康福祉部 地域包括ケア推進課 養護老人ホーム藤枝市立円月荘 円月荘 与左衛門 鉄筋コンクリート造 2階建 S61 新 - Ⅰa

37 健康福祉部 地域包括ケア推進課 藤枝市老人福祉センター藤美園 藤美園園舎 志太 鉄筋コンクリート造 1階建 S50 新 - Ⅰa H23耐震補強済

38 健康福祉部 地域包括ケア推進課 藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター デイサービスセンター 五十海1丁目 木造 1階建 H12 新 - Ⅰa

39 健康福祉部 健康推進課（保健センター） 保健センター 保健センター 南駿河台1丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S62 新 - Ⅰa H8年度増築 R2集検ホール特定天井改修工事

40 健康福祉部 健康企画課（保健センター） 志太榛原地域救急医療センター 診療所 瀬戸新屋 鉄骨造 1階建 S57 新 - Ⅰb Ｈ23年度増築 H25年度内部改修

41 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 瀬戸谷温泉施設 温泉施設本体 本郷 木造 1階建 H15 新 - Ⅰb

42 スポーツ文化観光部 観光交流政策課 岡部玉露の里 茶の華亭 新舟 木造 2階建 H9 新 - Ⅰa

43 産業振興部 産業政策課 サンライフ藤枝 会議棟・体育棟 小石川町4丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S61 新 - Ⅰb Ｈ4年度増築

44 産業振興部 農林課 農業担い手センター 事務棟 岡部 鉄骨造 2階建 S52 旧 1.82 Ⅰa

45 スポーツ文化観光部 スポーツ振興課 藤枝総合運動公園 公園管理事務所 原 軽量鉄骨造 2階建 H13 新 - Ⅰb

46 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 瀬戸谷総合管理センター（藤の瀬会館） 会議室・事務所 本郷 鉄骨造 2階建 H2 新 - Ⅰb

47 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 瀬戸谷屋内競技場（スポーツパル高根の郷） 屋内競技場 瀬戸ノ谷 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 H13 新 - Ⅰa

48 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 大久保キャンプ場 管理棟 瀬戸ノ谷 木造 1階建 H3 新 - Ⅰb 平成２９年度内部改修

49 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 朝比奈農村環境改善センター（いきいき交流センター） 会議室・事務所 宮島 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 H6 新 - Ⅰa

50 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 朝比奈活性化施設（たまゆら） 活性化施設 玉取 鉄骨造 1階建 H14 新 - Ⅰa

51 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 葉梨西北活性化施設（白ふじの里） 活性化施設 北方 鉄骨造 １階建 H20 新 Ⅰa H21.3新築

52 都市建設部 地域交通課 藤枝市駅南自転車駐車場 自転車駐車場　東館 田沼1丁目 鉄骨造 2階建 H4 新 - Ⅰb

53 都市建設部 地域交通課 藤枝市駅南自転車駐車場 自転車駐車場　西館 田沼1丁目 鉄骨造 1階建 H6 新 - Ⅰb

54 都市建設部 建築住宅課 市営住宅三沢団地 共同住宅 時ヶ谷 鉄筋コンクリート造 3階建 H1 新 - Ⅰb

55 都市建設部 建築住宅課 市営住宅平島団地 共同住宅（A棟） 平島 鉄筋コンクリート造 4階建 H5 新 - Ⅰb

56 都市建設部 建築住宅課 市営住宅平島団地 共同住宅（B棟） 平島 鉄筋コンクリート造 4階建 H5 新 - Ⅰb

57 都市建設部 建築住宅課 市営住宅平島団地 共同住宅（C棟） 平島 鉄筋コンクリート造 4階建 H6 新 - Ⅰb

58 都市建設部 建築住宅課 市営住宅平島団地 共同住宅（D棟） 平島 鉄筋コンクリート造 4階建 H6 新 - Ⅰb

59 都市建設部 建築住宅課 改良住宅 藤枝1丁目団地 共同住宅 藤枝1丁目 鉄筋コンクリート造 4階建 S45 旧 - Ⅰb

60 都市建設部 建築住宅課 市営住宅前島東団地 共同住宅 東町 鉄筋コンクリート造 5階建 H3 新 - Ⅰa

61 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東三号団地（7～12）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S48 旧 1.15 Ⅰb

62 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東一号団地（1～6）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S46 旧 Ⅰb

63 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東一号団地（7～12）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S46 旧 Ⅰb

64 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東一号団地（13～18）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S46 旧 Ⅰb

65 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東二号団地（1～6）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S47 旧 Ⅰb

66 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東二号団地（7～12）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S47 旧 Ⅰb

67 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東二号団地（13～18）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S47 旧 Ⅰb

68 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東三号団地（1～6）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S48 旧 Ⅰb

69 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東三号団地（15～18）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S48 旧 Ⅰb

70 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東四号団地（1～6）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S49 旧 Ⅰb

71 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大東団地 大東四号団地（7～12）号棟 大東町 鉄筋コンクリート造 2階建 S49 旧 Ⅰb
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72 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西一号団地（1～5）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S51 旧 1.1 Ⅰb

73 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西一号団地（6～10）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S51 旧 Ⅰb

74 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西二号団地（1～5）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S52 旧 Ⅰb

75 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西二号団地（6～10）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S52 旧 Ⅰb

76 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西三号団地（1～5）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S53 旧 Ⅰb

77 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西三号団地（6～10）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S53 旧 Ⅰb

78 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西四号団地（1～5）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S54 旧 Ⅰb

79 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西四号団地（6～10）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S54 旧 Ⅰb

80 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西五号団地（1～5）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S55 旧 Ⅰb

81 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西五号団地（6～10）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S55 旧 Ⅰb

82 都市建設部 建築住宅課 市営住宅大洲西団地 大洲西五号団地（11～15）号棟 善左衛門3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S55 旧 Ⅰb

83 都市建設部 建築住宅課 市営住宅青葉町団地 共同住宅 青葉町1丁目 鉄筋コンクリート造 3階建 H16 新 - Ⅰb

84 環境水道部 生活環境課 岡出山センター 事務所棟 岡出山2丁目 鉄骨造 3階建 H1 新 - Ⅰb

85 環境水道部 上水道課(工務) 茶町水源地（水道庁舎） 中央監視制御管理棟 茶町2丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H3 新 - Ⅰb

86 環境水道部 上水道課(工務) 茶町水源地（水道庁舎） 中央監視制御管理棟増築部 茶町2丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H6 新 - Ⅰa

87 環境水道部 上水道課(工務) 茶町水源地（水道庁舎） 資材倉庫 茶町2丁目 鉄骨造 2階建 H9 新 - Ⅰa

88 環境水道部 上水道課(工務) 青南町送水場 送水場管理本管 青南町1丁目7－1 鉄骨・鉄筋コンクリート造 1階建 S54 旧 1.77 Ⅰa 無人

89 環境水道部 上水道課(工務) 青南町送水場 資材倉庫 青南町1丁目7－1 鉄骨造 1階建 H11 新 - Ⅰb

90 環境水道部 上水道課(工務) 泉町配水場 ポンプ室及び管理室 泉町 鉄筋コンクリート造 2階建 S48 旧 1.51 Ⅰa 無人

91 環境水道部 下水道課 藤枝中継センター 中継センター 谷稲葉 鉄筋コンクリート造 1階建 S54 旧 1.54 Ⅰa

92 環境水道部 下水道課 浄化センター 管理棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建地下1階 S58 新 - Ⅰb 平成27-28年度一部耐震化実施

93 環境水道部 下水道課 浄化センター 沈砂池機械棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建地下2階 S57 新 - Ⅰb

94 環境水道部 下水道課 浄化センター 1系水処理棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S57 新 - Ⅰb 平成27-28年度一部耐震化実施

95 環境水道部 下水道課 浄化センター 汚泥処理棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 3階建地下1階 S59 新 - Ⅰb

96 環境水道部 下水道課 浄化センター 汚泥濃縮タンク棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 1階建地下1階 S60 新 - Ⅰb

97 環境水道部 下水道課 浄化センター 汚泥消化タンク棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 1階建地下1階 S60 新 - Ⅰb

98 環境水道部 下水道課 浄化センター 汚泥消化タンク棟（増設部分） 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 1階建 H4 新 - Ⅰa

99 環境水道部 下水道課 浄化センター 汚泥濃縮タンク棟（増設部分） 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建地下1階 H4 新 - Ⅰa

100 環境水道部 下水道課 浄化センター 低段ポンプ棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 1階建地下2階 H10 新 - Ⅰa

101 環境水道部 下水道課 浄化センター 2系水処理棟 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H6 新 - Ⅰa

102 環境水道部 下水道課 浄化センター 汚泥処理棟（増築部分） 城南3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H13 新 - Ⅰa

103 環境水道部 下水道課 五十海汚水中継ポンプ場 汚水中継ポンプ場 五十海4丁目 鉄筋コンクリート造 1階建地下1階 S63 新 - Ⅰa

104 環境水道部 下水道課 藤岡汚水中継ポンプ場 汚水中継ポンプ場 藤岡2丁目 鉄筋コンクリート造 1階建地下1階 S62 新 - Ⅰa

105 環境水道部 下水道課 志太第3汚水中継ポンプ場 汚水中継ポンプ場 駿河台1丁目 鉄筋コンクリート造 2階建地下1階 S57 新 - Ⅰb

106 環境水道部 下水道課 志太第1汚水中継ポンプ場 汚水中継ポンプ場 駿河台5丁目 鉄筋コンクリート造 2階建地下1階 S58 新 - Ⅰb

107 環境水道部 下水道課 志太第2汚水中継ポンプ場 汚水中継ポンプ場 南駿河台2丁目 鉄筋コンクリート造 2階建地下1階 S56 新 - Ⅰb
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108 環境水道部 下水道課 農業集落排水処理場（市之瀬） 処理場 瀬戸ノ谷 鉄筋コンクリート造 1階建地下1階 H11 新 - Ⅰa

109 環境水道部 下水道課 農業集落排水処理場（蔵田） 処理場 瀬戸ノ谷 鉄筋コンクリート造 1階建地下1階 H6 新 - Ⅰa

110 環境水道部 下水道課 農業集落排水処理場（村良） 処理場 岡部町村良 鉄筋コンクリート造 1階建地下1階 H2 新 - Ⅰa

111 環境水道部 下水道課 農業集落排水処理場（葉梨西北） 処理場 西方 鉄筋コンクリート造 1階建 H20 新 - Ⅰa

112 市民協働部 岡部支所 支所庁舎 本館 岡部 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 S61 新 - Ⅰa

113 市民協働部 岡部支所 支所庁舎 車庫棟 岡部 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 S61 新 - Ⅰa

114 病院事務部 病院総務課 藤枝市立総合病院 病院 駿河台4丁目 鉄骨・鉄筋コンクリート造 8階建地下1階 H6 新 - Ⅰa

115 病院事務部 病院総務課 藤枝市立総合病院 外来棟 駿河台4丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H17 新 - Ⅰa

116 病院事務部 病院総務課 藤枝市立総合病院 ヘリポート・立体駐車場（第3駐車場） 駿河台4丁目 鉄骨造 2階建 H13 新 - Ⅰa

117 病院事務部 病院総務課 医師住宅（新南新屋集合住宅） 医師住宅（集合住宅） 新南新屋 鉄筋コンクリート造 3階建 S51 旧 1.01 Ⅰb

118 病院事務部 病院総務課 藤枝市立総合病院 立体駐車場（第1駐車場） 駿河台4丁目 鉄骨造 2階建 H18 新 - Ⅰb

120 教育部 学校給食課 北部学校給食センター 調理棟・事務所 寺島 鉄骨造 1階建 S59 新 - Ⅰb

121 教育部 学校給食課 西部学校給食センタ－ 調理棟 大西町1丁目 鉄骨造 1階建 S53 旧 0.84 Ⅱ Ｈ25　非構造体補強工事済

122 教育部 学校給食課 西部学校給食センタ－ 管理棟 大西町1丁目 鉄骨造 1階建 S53 旧 1.75 Ⅰa Ｈ25　耐震補強工事済

123 教育部 学校給食課 中部学校給食センター 調理棟・事務所 緑町2丁目 鉄骨造 2階建 H9 新 - Ⅰb

124 教育部 生涯学習課 勤労青少年ホーム 事務所棟 田中3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S55 旧 1.39 Ⅰa

125 教育部 生涯学習課 勤労青少年ホーム 体育館棟 田中3丁目 鉄筋コンクリート造 1階建 S55 旧 1.83 Ⅰa

126 教育部 生涯学習課 生涯学習センター 生涯学習センター 茶町1丁目 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建 H9 新 - Ⅰa

127 市民協働部 協働政策課 稲葉地区交流センター 地区交流センター 寺島 鉄筋コンクリート造 2階建 S59 新 - Ⅰa

128 市民協働部 協働政策課 葉梨地区交流センター 地区交流センター 上藪田 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 2階建 R2 新 - Ⅰa

129 市民協働部 協働政策課 広幡地区交流センター 地区交流センター 鬼島 鉄筋コンクリート造 2階建 S58 新 - Ⅰa

130 市民協働部 協働政策課 西益津地区交流センター 地区交流センター 立花2丁目 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 S61 新 - Ⅰa

131 市民協働部 協働政策課 藤枝地区交流センター 地区交流センター 五十海3丁目 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 H27 新 - Ⅰa

132 市民協働部 協働政策課 青島南地区交流センター 地区交流センター 青葉町3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 H1 新 - Ⅰa

133 市民協働部 協働政策課 青島北地区交流センター 地区交流センター 南新屋 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建 H16 新 - Ⅰa

134 市民協働部 協働政策課 高洲地区交流センター 地区交流センター 高柳4丁目 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 H20 新 - Ⅰa Ｈ21.3建替済

135 市民協働部 協働政策課 大洲地区交流センター 地区交流センター 大洲3丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S60 新 - Ⅰa

136 市民協働部 岡部支所 岡部支所分館 支所分館 内谷 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 H2 新 - Ⅰa

137 教育部 図書課 藤枝市立岡出山図書館 図書館 藤枝5丁目 鉄筋コンクリート造 2階建 S54 旧 1.11 Ⅰb H21耐震補強済

138 志太消防本部 消防総務課 志太消防本部・藤枝消防署 庁舎 稲川 鉄骨・鉄筋コンクリート造 5階建 H3 新 - Ⅰa

139 志太消防本部 消防総務課 志太消防本部・北分署 庁舎 横内 鉄骨造 2階建 H14 新 - Ⅰa

140 志太消防本部 消防総務課 志太消防本部・南分署 庁舎 田沼3丁目 鉄骨造 2階建 S58 新 - Ⅰb

141 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第1分団第1班詰所 消防ポンプ置場・詰所 天王町2丁目 鉄骨造 2階建 R1 新 - Ⅰb R1建替済

142 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第1分団第2班詰所 消防ポンプ置場・詰所 藤枝5丁目 鉄骨造 2階建 H30 新 - Ⅰa H30建替済

143 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第1分団第3班詰所 消防ポンプ置場・詰所 音羽町2丁目 鉄骨造 2階建 R2 新 - Ⅰb R2建替済

144 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第2分団詰所 消防ポンプ置場・詰所 田中2丁目 鉄骨造 2階建 H21 新 - Ⅰa H21建替済
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公共建築物耐震性能リスト（一般公共施設） （R3.4現在）

部 担当課 施設名 棟名 構造 階層

通し
番号

所管 建築物
場所 備考欄

構造等
新旧建築
基準法

建築年度 ランク
Ｉｓ値

ｏｒ総合
評点

145 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第3分団詰所 消防ポンプ置場・詰所 鬼島 鉄骨造 2階建 H21 新 - Ⅰa H21建替済

146 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第4分団第1班詰所 消防ポンプ置場・詰所 北方 鉄骨造 2階建 H21 新 - Ⅰa H21建替済

147 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第4分団第2班詰所 消防ポンプ置場・詰所 下之郷 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa H22建替済

148 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第4分団第3班詰所 消防ポンプ置場・詰所 下薮田 鉄骨造 2階建 H25 新 0.18 Ⅰa H25建替済

149 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第5分団第1班詰所 消防ポンプ置場・詰所 本郷 鉄骨造 2階建 R2 新 - Ⅰb R2建替済

150 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第5分団第2班詰所 消防ポンプ置場・詰所 滝沢 鉄骨造 2階建 R2 新 - Ⅰb R2建替済

151 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第5分団第3班詰所 消防ポンプ置場・詰所 瀬戸ノ谷 鉄骨造 2階建 H6 新 - Ⅰb

152 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第5分団第4班詰所 消防ポンプ置場・詰所 瀬戸ノ谷 鉄骨造 2階建 H30 新 - Ⅰa H30建替済

153 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第5分団第5班詰所 消防ポンプ置場・詰所 瀬戸ノ谷 鉄骨造 2階建 R1 新 - Ⅰb R1建替済

154 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第6分団第1班詰所 消防ポンプ置場・詰所 堀之内 鉄骨造 2階建 H21 新 - Ⅰa H21建替済

155 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第6分団第2班詰所 消防ポンプ置場・詰所 寺島 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa H22建替済

156 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第7分団第2班詰所 消防ポンプ置場・詰所 下青島 鉄骨造 2階建 H21 新 - Ⅰa H21建替済

157 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第7分団第3班詰所 消防ポンプ置場・詰所 瀬戸新屋 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa H22建替済

158 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第8分団1班詰所 消防ポンプ置場・詰所 青葉町4丁目 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa H22建替済

159 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第8分団第2班詰所 消防ポンプ置場・詰所 青南町2丁目 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa H22建替済

160 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第9分団詰所 消防ポンプ置場・詰所 高柳 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa H22建替済

161 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第10分団第1班詰所 消防ポンプ置場・詰所 大東町 鉄骨造 2階建 H22 新 - Ⅰa H22建替済

162 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第10分団第2班詰所 消防ポンプ置場・詰所 善左衛門 鉄骨造 2階建 H15 新 - Ⅰa

163 総務部 地域防災課 藤枝市消防団岡部詰所（１１分団２班） 消防ポンプ置場・詰所 岡部 鉄骨造 2階建 H6 新 - Ⅰb

164 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第１３分団１班 消防ポンプ置場・詰所 宮島 鉄骨造 2階建 H28 新 - Ⅰa H28年度建替

165 総務部 地域防災課 青木地域防災施設・備蓄倉庫 備蓄倉庫
青木土地区画整理
13街区

鉄骨造 2階建 H20 新 - Ⅰa

166 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第１１分団１班 消防ポンプ置場・詰所 横添 鉄骨造 2階建 H28 新 - Ⅰa H28年度建替

167 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第１１分団３班 消防ポンプ置場・詰所 内谷 鉄骨造 2階建 H28 新 - Ⅰa H28年度建替

168 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第１１分団４班 消防ポンプ置場・詰所 村良 鉄骨造 2階建 H28 新 - Ⅰa H28年度建替

169 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第１２分団 消防ポンプ置場・詰所 羽佐間 鉄骨造 2階建 H28 新 - Ⅰa H28年度建替

170 総務部 地域防災課 藤枝市消防団第１３分団２班 消防ポンプ置場・詰所 玉取 鉄骨造 2階建 H28 新 - Ⅰa H28年度建替

171 スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課 旧高根幼稚園 旧園舎 瀬戸ノ谷 鉄骨造 ２階建 H3 新 - Ⅰa H2.3.24寄付

172 財政経営部 資産管理課 藤枝駅北口駐車場 駐車場 駅前1丁目 鉄骨造 6階建 Ｈ29 新 - Ⅰb

173 財政経営部 資産管理課 市役所庁舎 市庁舎南館 岡出山2丁目 鉄骨造 3階建 H12 新 - Ⅰb
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公共建築物耐震性能リスト（学校施設） （R3.4現在）

部 担当課 施設名 棟名 構造 階層

174 教育部 教育政策課 稲葉小学校 校舎（17） 堀之内2337－ 鉄筋コンクリート造 4階建 S57 新 - Ⅰa

175 教育部 教育政策課 稲葉小学校 校舎（増築棟）（20） 堀之内2337－ 鉄筋コンクリート造 2階建 S62 新 - Ⅰa

176 教育部 教育政策課 稲葉小学校 屋内運動場（18） 堀之内2337－ 鉄骨造 1階建 Ｓ59 新 - Ⅰa

177 教育部 教育政策課 葉梨西北小学校 校舎（18） 西方1080－ 鉄筋コンクリート造 2階建 S57 新 - Ⅰa

178 教育部 教育政策課 葉梨西北小学校 屋内運動場（21） 西方1080－ 鉄骨・鉄筋コンクリート造 1階建 S59 新 - Ⅰa

179 教育部 教育政策課 葉梨小学校 校舎（管理・教室棟）（14, 17） 下之郷156－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S50 旧 1.09 Ⅰa H20年度補強済

180 教育部 教育政策課 葉梨小学校 校舎（教室棟）（20） 下之郷156－1 鉄筋コンクリート造 2階建 S57 新 - Ⅰa

181 教育部 教育政策課 葉梨小学校 屋内運動場（18） 下之郷156－1 鉄骨・鉄筋コンクリート造 1階建 Ｓ51 旧 1.75 Ⅰa H2１耐震補強済

182 教育部 教育政策課 藤岡小学校 校舎（1, 2） 藤岡3丁目103－ 鉄筋コンクリート造 3階建 S49 旧 1.26 Ⅰa H2１耐震補強済

183 教育部 教育政策課 藤岡小学校 屋内運動場（5） 藤岡3丁目103－ 鉄骨造 1階建 S51 旧 1.51 Ⅰa H20年度補強済

184 教育部 教育政策課 広幡小学校 校舎（教室棟）(1-1, 1-2,) 鬼島394－1 鉄筋コンクリート造 3階建 S46 旧 1.03 Ⅰb S62年度補強済

185 教育部 教育政策課 広幡小学校 校舎（教室棟）（10） 鬼島394－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S54 旧 1.37 Ⅰa H2１耐震補強済

186 教育部 教育政策課 広幡小学校 校舎（管理棟）（2-1, 2-2, 3） 鬼島394－1 鉄筋コンクリート造 2階建 S46 旧 1.49 Ⅰa S62年度補強済

187 教育部 教育政策課 広幡小学校 屋内運動場（11） 鬼島394－1 鉄骨・鉄筋コンクリート造 1階建 Ｓ56 新 - Ⅰa

188 教育部 教育政策課 藤枝中央小学校
校舎（管理・高学年教室棟）（14-1, 14-
2）

原1133－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S56 旧 1.04 Ⅰb

189 教育部 教育政策課 藤枝中央小学校 校舎（低学年教室棟）（16） 原1133－1 鉄筋コンクリート造 3階建 S56 旧 1.24 Ⅰb

190 教育部 教育政策課 藤枝中央小学校 校舎（昇降室棟）（15） 原1133－1 鉄筋コンクリート造 2階建 S56 旧 1.29 Ⅰb

191 教育部 教育政策課 藤枝中央小学校 屋内運動場（19） 原1133－1 鉄骨造 1階建 S57 新 - Ⅰa

192 教育部 教育政策課 青島小学校
校舎（普通・特別教室棟）(1-1, 1-2, 2-1,
2-2)

下青島37－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S45 旧 1.01 Ⅰb Ｈ2年度補強済

193 教育部 教育政策課 青島小学校 校舎（管理・特別教室棟）（3） 下青島37－1 鉄筋コンクリート造 2階建 S45 旧 1.4 Ⅰa H23年度補強済

194 教育部 教育政策課 青島小学校 校舎（普通・特別教室棟）（8） 下青島37－1 鉄筋コンクリート造 3階建 Ｓ55 旧 1.35 Ⅰa H23年度補強済

195 教育部 教育政策課 青島小学校 屋内運動場（15-1） 下青島37－1 鉄骨造 1階建 H15 新 - Ⅰa H16年度改築済

196 教育部 教育政策課 高洲小学校 校舎（26） 高柳1315－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S57 新 - Ⅰa

197 教育部 教育政策課 高洲小学校 屋内運動場（29） 高柳1315－1 鉄骨造 1階建 S58 新 - Ⅰa

198 教育部 教育政策課 西益津小学校 校舎（管理・教室棟）（1） 田中1丁目406－1 鉄筋コンクリート造 3階建 S44 旧 1.13 Ⅰb S62年度補強済

199 教育部 教育政策課 西益津小学校 校舎（管理・教室棟）（2） 田中1丁目406－1 鉄筋コンクリート造 3階建 S44 旧 1.05 Ⅰb S61年度補強済

200 教育部 教育政策課 西益津小学校 校舎（教室棟）（3） 田中1丁目406－1 鉄筋コンクリート造 3階建 S44 旧 1.12 Ⅰb S62年度補強済

201 教育部 教育政策課 西益津小学校 校舎（新館教室棟）（11） 田中1丁目406－1 鉄筋コンクリート造 3階建 S55 旧 1.41 Ⅰa H23年度補強済

202 教育部 教育政策課 西益津小学校 校舎（増築棟）（8,8-2） 田中1丁目406－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S52 旧 1.21 Ⅰa Ｈ19年度補強済

203 教育部 教育政策課 西益津小学校 屋内運動場（13） 田中1丁目406－1 鉄骨・鉄筋コンクリート造 1階建 S56 新 - Ⅰa

204 教育部 教育政策課 藤枝小学校 校舎（特別教室棟）（14-1） 天王町1丁目195－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S60 新 - Ⅰa

205 教育部 教育政策課 藤枝小学校 校舎（普通教室棟）（14-2） 天王町1丁目195－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S60 新 - Ⅰa

206 教育部 教育政策課 藤枝小学校 屋内運動場（19） 天王町1丁目195－1 鉄骨造 1階建 H17 新 - Ⅰa H17年度改築済

207 教育部 教育政策課 瀬戸谷小学校 校舎（1, 2） 本郷872－ 鉄筋コンクリート造 3階建 S47 旧 1.27 Ⅰa Ｈ13年度補強済

208 教育部 教育政策課 瀬戸谷小学校 屋内運動場（8） 本郷872－ 鉄骨造 1階建 S48 旧 1.53 Ⅰa Ｈ18年度補強済

ランク 備考欄建築年度
Ｉｓ値

ｏｒ総合
評点

通し
番号

所管 建築物
場所

構造等
新旧建築
基準法
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公共建築物耐震性能リスト（学校施設） （R3.4現在）

部 担当課 施設名 棟名 構造 階層
ランク 備考欄建築年度

Ｉｓ値
ｏｒ総合
評点

通し
番号

所管 建築物
場所

構造等
新旧建築
基準法

209 教育部 教育政策課 青島東小学校 校舎（教室棟）（8） 志太5丁目1－1 鉄筋コンクリート造 2階建 S56 新 - Ⅰa

210 教育部 教育政策課 青島東小学校 校舎（管理・教室棟）（11） 志太5丁目1－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S59 新 - Ⅰa

211 教育部 教育政策課 青島東小学校 屋内運動場（16） 志太5丁目1－1 鉄骨造 1階建 H12 新 - Ⅰa H13年度改築済

212 教育部 教育政策課 大洲小学校 校舎（17, 18） 大洲5丁目20－8 鉄筋コンクリート造 4階建 S51 旧 1.2 Ⅰa Ｈ19年度補強済

213 教育部 教育政策課 大洲小学校 校舎（増築棟）（23） 大洲5丁目20－8 鉄筋コンクリート造 3階建 S57 新 - Ⅰa

214 教育部 教育政策課 大洲小学校 屋内運動場（22） 大洲5丁目20－8 鉄骨造 1階建 S55 旧 1.83 Ⅰa H20年度補強済

215 教育部 教育政策課 高洲南小学校 校舎（管理・教室棟） 高洲37－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S55 旧 1.23 Ⅰa H23年度補強済

216 教育部 教育政策課 高洲南小学校 校舎（教室棟） 高洲37－1 鉄筋コンクリート造 3階建 S55 旧 1.28 Ⅰa H23年度補強済

217 教育部 教育政策課 高洲南小学校 屋内運動場（5） 高洲37－1 鉄骨造 1階建 S56 新 - Ⅰa

218 教育部 教育政策課 青島北小学校 校舎（1-1, 1-2） 南駿河台2丁目11－ 鉄筋コンクリート造 4階建 S58 新 - Ⅰa

219 教育部 教育政策課 青島北小学校 校舎（増築棟）（9） 南駿河台2丁目11－ 鉄筋コンクリート造 3階建 H2 新 - Ⅰa

220 教育部 教育政策課 青島北小学校 屋内運動場（2） 南駿河台2丁目11－ 鉄骨造 1階建 S58 新 - Ⅰa

221 教育部 教育政策課 岡部小学校 普通教室１年棟 内谷997-2 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 S58 新 - Ⅰa

222 教育部 教育政策課 岡部小学校 普通教室２・３年棟 内谷997-2 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S58 新 - Ⅰa

223 教育部 教育政策課 岡部小学校 普通教室４・５年棟 内谷997-2 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S58 新 - Ⅰa

224 教育部 教育政策課 岡部小学校 図書室棟 内谷997-2 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S58 新 - Ⅰa

225 教育部 教育政策課 岡部小学校 特別教室棟 内谷997-2 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S53 旧 1.79 Ⅰa H12年度補強済

226 教育部 教育政策課 岡部小学校 管理教室棟 内谷997-2 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S56 新 - Ⅰa

227 教育部 教育政策課 岡部小学校 屋内運動場 内谷997-2 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 H11 新 - Ⅰa

228 教育部 教育政策課 朝比奈第一小学校 普通教室棟 新舟1021 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 Ｓ52 旧 1.16 Ⅰb S57年度補強済

229 教育部 教育政策課 朝比奈第一小学校 管理教室棟 新舟1021 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S34 旧 1.06 Ⅰb S57年度補強済

230 教育部 教育政策課 朝比奈第一小学校 管理教室棟 新舟1021 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S57 新 - Ⅰa

231 教育部 教育政策課 朝比奈第一小学校 屋内運動場 新舟1021 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 S59 新 - Ⅰa

232 教育部 教育政策課 朝比奈第一小学校 クラブハウス 新舟1021 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 S59 新 - Ⅰa

233 教育部 教育政策課 葉梨中学校 校舎（12） 中ノ合336－ 鉄筋コンクリート造 4階建 Ｓ55 旧 1.24 Ⅰa Ｈ19年度補強済

234 教育部 教育政策課 葉梨中学校 校舎（増築棟）（19） 中ノ合336－ 鉄筋コンクリート造 4階建 S60 新 - Ⅰa

235 教育部 教育政策課 葉梨中学校 特別教室棟（13） 中ノ合336－ 鉄骨造 1階建 Ｓ55 旧 1.72 Ⅰa

236 教育部 教育政策課 葉梨中学校 屋内運動場（18） 中ノ合336－ 鉄骨造 1階建 S56 新 - Ⅰa

237 教育部 教育政策課 葉梨中学校 柔剣道場・技術科室（23） 中ノ合336－ 鉄骨造 2階建 H9 新 - Ⅰa

238 教育部 教育政策課 広幡中学校 校舎（1, 2） 上当間602－ 鉄筋コンクリート造 4階建 S53 旧 1.3 Ⅰa H20年度補強済

239 教育部 教育政策課 広幡中学校 校舎（増築棟）（10） 上当間602－ 鉄筋コンクリート造 4階建 S60 新 - Ⅰa

240 教育部 教育政策課 広幡中学校 柔剣道場・技術科室（12） 上当間602－ 鉄骨造 2階建 H6 新 - Ⅰa

241 教育部 教育政策課 広幡中学校 特別活動棟（3） 上当間602－ 鉄骨造 1階建 S53 旧 1.64 Ⅰa H23年度補強済

242 教育部 教育政策課 広幡中学校 屋内運動場（7） 上当間602－ 鉄骨造 1階建 S54 旧 1.8 Ⅰa Ｈ17年度補強済

243 教育部 教育政策課 高洲中学校 校舎（教室棟）（1-1, 2-1,2-2） 与左衛門33－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S50 旧 1.21 Ⅰa H2１耐震補強済
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244 教育部 教育政策課 高洲中学校 校舎（増築棟1） (11) 与左衛門33－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S57 新 - Ⅰa

245 教育部 教育政策課 高洲中学校 校舎（増築棟2）（12） 与左衛門33－1 鉄筋コンクリート造 2階建 S60 新 - Ⅰa

246 教育部 教育政策課 高洲中学校 柔剣道場・技術科教室（14） 与左衛門33－1 鉄骨造 2階建 H1 新 - Ⅰa

247 教育部 教育政策課 高洲中学校 屋内運動場（8） 与左衛門33－1 鉄骨造 2階建 S52 旧 1.53 Ⅰa Ｈ17年度補強済

248 教育部 教育政策課 大洲中学校 校舎（15） 弥左衛門500－ 鉄筋コンクリート造 4階建 H12 新 - Ⅰa H12年度改築済

249 教育部 教育政策課 大洲中学校 校舎（特別教室棟）（12） 弥左衛門500－ 鉄筋コンクリート造 4階建 S60 新 - Ⅰa

250 教育部 教育政策課 大洲中学校 柔剣道場・技術科教室（14） 弥左衛門500－ 鉄筋コンクリート造 2階建 H4 新 - Ⅰa

251 教育部 教育政策課 大洲中学校 屋内運動場（6） 弥左衛門500－ 鉄骨造 2階建 S47 旧 1.68 Ⅰa Ｈ18年度補強済

252 教育部 教育政策課 西益津中学校 校舎（北棟）（17, 18） 田中1丁目7－1 鉄筋コンクリート造 4階建 Ｓ52 旧 1.26 Ⅰa Ｈ20年度補強済

253 教育部 教育政策課 西益津中学校 校舎（南棟）（19, 20） 田中1丁目7－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S52 旧 1.197 Ⅰa H19年度補強済

254 教育部 教育政策課 西益津中学校 技術科棟（21） 田中1丁目7－1 鉄骨造 1階建 S52 旧 1.55 Ⅰa

255 教育部 教育政策課 西益津中学校 屋内運動場（30） 田中1丁目7－1 鉄骨造 1階建 Ｓ54 旧 1.6 Ⅰa Ｈ17年度補強済

256 教育部 教育政策課 西益津中学校 柔剣道場（35） 田中1丁目7－1 鉄骨造 1階建 H2 新 - Ⅰa

257 教育部 教育政策課 藤枝中学校 校舎（北棟）（19, 24-1） 音羽町1丁目1500－7 鉄筋コンクリート造 3階建 S54 旧 1.26 Ⅰa H2１耐震補強済

258 教育部 教育政策課 藤枝中学校 昇降所棟（24） 音羽町1丁目1500－7 鉄筋コンクリート造 2階建 S54 旧 1 Ⅰb

259 教育部 教育政策課 藤枝中学校 校舎（南棟）（35） 音羽町1丁目1500－7 鉄筋コンクリート造 3階建 S58 新 - Ⅰa

260 教育部 教育政策課 藤枝中学校 技術科棟（42） 音羽町1丁目1500－7 鉄骨造 1階建 H4 新 - Ⅰa

261 教育部 教育政策課 藤枝中学校 屋内運動場（32） 音羽町1丁目1500－7 鉄骨造 1階建 S56 新 - Ⅰa

262 教育部 教育政策課 藤枝中学校 柔剣道場（41） 音羽町1丁目1500－7 鉄骨造 1階建 S62 新 - Ⅰa

263 教育部 教育政策課 瀬戸谷中学校 校舎（12） 本郷4657－ 鉄筋コンクリート造 3階建 S58 新 - Ⅰa

264 教育部 教育政策課 瀬戸谷中学校 柔剣道場・技術科教室（22） 本郷4657－ 鉄骨造 2階建 H7 新 - Ⅰa

265 教育部 教育政策課 瀬戸谷中学校 屋内運動場（15） 本郷4657－ 鉄骨造 1階建 S60 新 - Ⅰa

266 教育部 教育政策課 青島中学校 校舎（北棟）（17, 18） 青葉町1丁目342－4 鉄筋コンクリート造 4階建 S48 旧 1.21 Ⅰa Ｈ18年度補強済

267 教育部 教育政策課 青島中学校 校舎（南棟）（19, 20） 青葉町1丁目342－4 鉄筋コンクリート造 3階建 S48 旧 1.26 Ⅰa Ｈ19年度補強済

268 教育部 教育政策課 青島中学校 校舎（増築棟）（29） 青葉町1丁目342－4 鉄筋コンクリート造 4階建 S58 新 - Ⅰa

269 教育部 教育政策課 青島中学校 技術科棟（21） 青葉町1丁目342－4 鉄骨造 1階建 S48 旧 1.76 Ⅰa Ｈ13年度補強済

270 教育部 教育政策課 青島中学校 屋内運動場（32） 青葉町1丁目342－4 鉄骨造 1階建 S61 新 - Ⅰa

271 教育部 教育政策課 青島中学校 柔剣道場（34） 青葉町1丁目342－4 鉄骨造 1階建 S62 新 - Ⅰa

272 教育部 教育政策課 青島北中学校 校舎（管理・教室棟）（1-1, 1-2） 南駿河台1丁目11－1 鉄筋コンクリート造 4階建 S59 新 - Ⅰa

273 教育部 教育政策課 青島北中学校 校舎（教室棟）（11） 南駿河台1丁目11－1 鉄筋コンクリート造 2階建 H3 新 - Ⅰa

274 教育部 教育政策課 青島北中学校 技術科棟（2-1） 南駿河台1丁目11－1 鉄骨造 1階建 S59 新 - Ⅰa

275 教育部 教育政策課 青島北中学校 屋内運動場（3-1） 南駿河台1丁目11－1 鉄骨造 1階建 S59 新 - Ⅰa

276 教育部 教育政策課 青島北中学校 柔剣道場（12） 南駿河台1丁目11－1 鉄骨造 1階建 H4 新 - Ⅰa

277 教育部 教育政策課 岡部中学校 普通教室棟 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 Ｓ55 旧 1.13 Ⅰb

278 教育部 教育政策課 岡部中学校 普通教室棟 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 S58 新 - Ⅰa
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279 教育部 教育政策課 岡部中学校 普通教室棟 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 S62 新 - Ⅰa

280 教育部 教育政策課 岡部中学校 特別教室棟 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 Ｓ55 旧 1.27 Ⅰa H23年度補強済

281 教育部 教育政策課 岡部中学校 特別教室棟 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 Ｓ55 旧 3.77 Ⅰa

282 教育部 教育政策課 岡部中学校 技術棟 子持坂102 鉄骨造 1階建 Ｓ55 旧 2.15 Ⅰa

283 教育部 教育政策課 岡部中学校 昇降口棟 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 Ｓ55 旧 1.39 Ⅰa Ｈ19年度補強済

284 教育部 教育政策課 岡部中学校 屋内運動場 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 S56 新 - Ⅰa

285 教育部 教育政策課 岡部中学校 柔剣道場 子持坂102 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建 S56 新 - Ⅰa
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