
 平成２５年度の主要工事を紹介します。今年度も定期的に工事等の進捗状況を発信します。
ご期待を！

　　 今年度の夏頃から工事着手を予定しています。

　 構造・規模は鉄骨造３階建て延べ面積 2,350

　　 ㎡となり、１､２階部分は渡り廊下にて本館と

接続します。

開院は平成27年4月を予定してします。

平成25年8月末の完成に向け、現在、増築棟

の工事を進めています。

騒音等ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力

をお願いします。

平成２５年６月頃から管理棟の耐震補強工事

を行います。

また、調理棟の照明落下防止及び窓面フィルム

貼等の地震対策も行います。

平成２５年７月下旬頃から収蔵庫及び門塀等

の建築工事を行います。

また、店舗・休憩棟の実施設計を行います。

藤枝市立総合病院救急センター建設工事

建築住宅課
H25Ｖｏｌ.1

西部給食センター耐震補強工事

岡部宿内野本陣整備工事

市民会館耐震リニューアル建築工事



　既存市民会館の改修状況です。トップライトの新設、客席通路の段差軽減により、施設環境の
利便性向上を図っています。

（5月上旬　状況写真）

既存市民会館　内部(客席)

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.2

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

既存市民会館　内部(2階ロビー)

（5月上旬　状況写真）

 屋根にトップライトを設けた 

ことで、2階のロビーに自然採光が 

入り、明るく開放感がある空間と 

なりました。 

 これまで段差が急であった 

客席通路に、新たに段を一段 

追加することで、誰もが歩き易い 

客席通路に改修しています。 



　既存市民会館の改修状況です。新しい客席を設置し、ホール出入口の扉を２重扉にしています。

（6月中旬　状況写真）

既存市民会館　内部(2階ロビー)

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.3

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

既存市民会館　内部(ホール)

（6月中旬　状況写真）

 これまで段差が急であった 

客席通路に、新たに段を一段 

追加することで、誰もが歩き易い 

客席通路に改修しています。 

 遮音性を向上させるため、ホール 

出入口扉を２重扉に改修しています。 

 扉の表面を木質化したことで、来館者 

を優しい雰囲気で出迎えます。 

 新しい客席を設置しました。以前の客席 

に比べ、ゆったり心地よく座れる仕様と 

なっています。また、背・肘・座裏は木を 

使用しているため、高い質感がホールを 

包み込みます。 



　　　　市営住宅三沢団地市営住宅三沢団地市営住宅三沢団地市営住宅三沢団地のののの外壁防水改修工事外壁防水改修工事外壁防水改修工事外壁防水改修工事がががが完成完成完成完成しましたしましたしましたしました。。。。

　　　　本工事本工事本工事本工事はははは「「「「藤枝市営住宅長寿命化計画藤枝市営住宅長寿命化計画藤枝市営住宅長寿命化計画藤枝市営住宅長寿命化計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき行行行行われわれわれわれ、、、、予防保全予防保全予防保全予防保全によるによるによるによる計画的計画的計画的計画的なななな改善改善改善改善

実施実施実施実施でありでありでありであり、、、、仕上仕上仕上仕上げげげげ塗材塗材塗材塗材のグレードアップのグレードアップのグレードアップのグレードアップ等等等等によりによりによりにより建物建物建物建物のののの耐久性耐久性耐久性耐久性・・・・長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化をををを図図図図っていますっていますっていますっています。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
H25 H25 H25 H25 Ｖｏｌ.4Ｖｏｌ.4Ｖｏｌ.4Ｖｏｌ.4

工事名工事名工事名工事名 市営三沢団地外壁防水改修工事市営三沢団地外壁防水改修工事市営三沢団地外壁防水改修工事市営三沢団地外壁防水改修工事

北　面
（4月下旬　着手前写真）

北　面
（7月上旬　完成写真）



　市民会館耐震リニューアル工事が完成しました。外観は白を基調とし落ち着きと清潔感のある

施設になっています。今後、開館準備を経て10月よりリニューアルオープンいたします。
　

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.5-1

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

全体　外観

（8月下旬）

（8月下旬）

増築棟　外観 既存棟　外観

（8月下旬）



　既存棟２階ロビーです。耐震補強工事による屋根の葺き替えにあわせ新設屋根にトップライト

を設けることで、以前より明るく開放性のあるロビーとなりました。また、内装に木材を利用する

ことで、温もりが感じられるロビーに改修しています。

既存棟　客席

（8月下旬）

H25 Ｖｏｌ.5-2
建築住宅課

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

既存棟　2階ロビー

（8月下旬）



　増築棟１階です。吹抜け及びトップライトを設置することで、既存棟と同じく開放性のある

ロビーとしています。

（8月下旬） （8月下旬）

増築棟　１階事務室 増築棟　１階リハーサル室

工事名

H25 Ｖｏｌ.5-3
建築住宅課

藤枝市民会館耐震リニューアル工事

（8月下旬）

増築棟　１階ロビー



　増築棟２階です。リハーサル兼会議室は舞台と概ね同じ広さとすることで、リハーサルが舞台

と同条件で行えるよう配慮しています。また、可動式間仕切を設置していますので、会議室(３室)

としても利用できます。

（8月下旬） （8月下旬）

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

（8月下旬）

H25 Ｖｏｌ.5-4
建築住宅課

増築棟　２階リハーサル兼会議室

増築棟　２階 増築棟　２階



　　　　総合病院救急総合病院救急総合病院救急総合病院救急センターのセンターのセンターのセンターの新築工事新築工事新築工事新築工事がはじまりましたがはじまりましたがはじまりましたがはじまりました。。。。本工事本工事本工事本工事のののの施設構造規模施設構造規模施設構造規模施設構造規模はははは鉄骨造3階建鉄骨造3階建鉄骨造3階建鉄骨造3階建てててて

延延延延べべべべ面積2,350面積2,350面積2,350面積2,350㎡㎡㎡㎡となり1となり1となり1となり1､2､2､2､2階部分階部分階部分階部分はははは渡渡渡渡りりりり廊下廊下廊下廊下にてにてにてにて本館本館本館本館とととと接続接続接続接続しますしますしますします。。。。

　　　　完成予定完成予定完成予定完成予定はははは平成26年9月末平成26年9月末平成26年9月末平成26年9月末をををを予定予定予定予定しておりしておりしておりしており、、、、平成27年4月平成27年4月平成27年4月平成27年4月のののの開設予定開設予定開設予定開設予定ですですですです。。。。

　　　　工事期間中工事期間中工事期間中工事期間中についてはについてはについてはについては、、、、騒音騒音騒音騒音、、、、振動振動振動振動やややや工事車両工事車両工事車両工事車両によるによるによるによる資材資材資材資材のののの搬入搬出搬入搬出搬入搬出搬入搬出などなどなどなど市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに大変大変大変大変

ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしますがをおかけしますがをおかけしますがをおかけしますが、、、、ごごごご理解理解理解理解・ご・ご・ご・ご協力協力協力協力をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

　　　　現在現在現在現在、、、、地盤改良工事地盤改良工事地盤改良工事地盤改良工事がががが完了完了完了完了しししし、、、、掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事にににに着手着手着手着手していますしていますしていますしています。。。。

　　　　掘削完了後掘削完了後掘削完了後掘削完了後にににに基礎工事基礎工事基礎工事基礎工事をををを年末年末年末年末までまでまでまで、、、、平成26年1月上旬平成26年1月上旬平成26年1月上旬平成26年1月上旬からからからから鉄骨建方工事鉄骨建方工事鉄骨建方工事鉄骨建方工事をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
H25 H25 H25 H25 Ｖｏｌ.6Ｖｏｌ.6Ｖｏｌ.6Ｖｏｌ.6

工事名工事名工事名工事名 藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急センターセンターセンターセンター建設工事建設工事建設工事建設工事

全景（東側より）

（9月下旬）

全景（東側より）

（10月上旬）

・地盤改良工事を行っているところです。

・最深部で現状地盤面から－12m程度

まで改良の計画としています。

・掘削工事を行っているところです。

・配管ピットのため、計画建物位置の

深さ2m程度が総掘りになります。

・地盤改良工事を行っているところです。

・最深部で現状地盤面から－12m程度

まで改良の計画としています。

・掘削工事を行っているところです。

・配管ピットのため、計画建物位置の

深さ2m程度が総掘りになります。



　市で管理している藤枝一丁目団地２棟を長寿命化計画に基づき、屋上シート防水の改修、外壁の

防水及びクラック補修工事を実施しました。老朽化した部分を改修し建物が長寿命化され、また、

外壁塗装により外観の印象が向上しました。

【外壁改修】

着手前 完成

着手前 完成

【屋上防水改修】
着手前 完成

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.７

工事名 藤枝一丁目団地（１期）屋上・外壁防水改修工事



　　昨年度に引き続き岡部宿内野本陣整備事業を進めています。今年度は、収蔵庫、再現壁及び

　塀等を建築しています。現在は鉄筋コンクリート造2階建ての収蔵庫を建築中です。

　　

施工：㈱塚本工務店収蔵庫　完成予定図

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.8

工事名 岡部宿内野本陣収蔵庫及び門塀等建築工事

 鉄筋コンクリート造とは、鉄筋とコンクリートが 

一体となった構造で、『ＲＣ造』と呼ばれます。 

 ＲＣ造は、鉄筋とコンクリートの短所を補完し合う 

ことで、高い耐久性・耐震性・耐火性を誇ります。 

 ただし、施工にあたっては、鉄筋の形状・寸法・ 

本数・間隔やコンクリートの品質管理など 

現場の監理が大切になります。 

基 礎 打 設 

1階壁･2階床打設 

2階壁･屋根打設 



　　藤枝市公共施設耐震化計画に基づき消防団詰所を耐震化をするため、建替え工事を

　しています。鉄骨造2階建ての建物で、現在は、鉄骨の建方が終了しました。

　　

建築メモ　鉄骨造の特徴

・木造に比べ強度が高く、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄに比べ軽量
・間取りの自由度が高い
・品質を一定に保ちやすい
・工期が短い

職員寺小屋の現地研修先となりました
　職員寺小屋として、若手職員実践現場研修をこの現
場で実施しました。
　エンジニアとしての基礎知識を確認するため、鉄筋
配筋検査と鉄骨建方検査の実践をしました。

施工：㈱大塚工務店

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.9

工事名 藤枝市消防団詰所第４分団３班改築工事



　　　　　　　　市立総合病院救急市立総合病院救急市立総合病院救急市立総合病院救急センターセンターセンターセンター建設工事建設工事建設工事建設工事のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。

　　　　　　　　現在現在現在現在、、、、基礎工事基礎工事基礎工事基礎工事がががが完了完了完了完了しししし、、、、１１１１階階階階のスラブのスラブのスラブのスラブ（（（（床床床床））））コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート打設前打設前打設前打設前のののの状況状況状況状況ですですですです。。。。

　　　　　　　　構造主体構造主体構造主体構造主体であるであるであるである鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨についてはについてはについてはについては市内市内市内市内のののの鉄骨加工工場鉄骨加工工場鉄骨加工工場鉄骨加工工場にてにてにてにて製作製作製作製作をををを進進進進めているところでありめているところでありめているところでありめているところであり、、、、

　　　　年明年明年明年明けからけからけからけから現場現場現場現場でのでのでのでの鉄骨建鉄骨建鉄骨建鉄骨建てててて方工事方工事方工事方工事をををを開始開始開始開始するするするする予定予定予定予定となりますとなりますとなりますとなります。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
H25 H25 H25 H25 Ｖｏｌ.10Ｖｏｌ.10Ｖｏｌ.10Ｖｏｌ.10

工事名工事名工事名工事名 藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急センターセンターセンターセンター建築工事建築工事建築工事建築工事

基礎配筋状況

（１１月中旬）

基礎コンクリート打設完了

（１１月下旬）

建築工事施工：木内・角丸JV

１階床コンクリート打設前状況

（１２月中旬）

基礎配筋状況

（１１月中旬）

基礎コンクリート打設完了

（１１月下旬）



　　高洲小学校に第２児童クラブを建築しています。本施設は、約50人の児童が利用することが
　できる広さを有します。
　　ユニバーサルデザインの観点から、外部にはスロープ及び誘導ブロックを設置し、内部には
　多目的トイレを設置します。
　　現在、基礎・鉄骨・屋根工事が完了し、これから、内外装工事へと進んでいきます。

施工：末廣建設㈱

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.11

工事名 高洲小学校第２児童クラブ建築工事

南西側より 

第2児童クラブ 完成予定図 

西側より 



　　高洲小学校に第２児童クラブを建築しています。本施設は、約50人の児童が利用することが
　できる広さを有します。
　　ユニバーサルデザインの観点から、外部にはスロープ及び誘導ブロックを設置し、内部には
　多目的トイレを設置します。
　　現在、基礎・鉄骨・屋根工事が完了し、これから、内外装工事へと進んでいきます。

施工：末廣建設㈱

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.11

工事名 高洲小学校第２児童クラブ建築工事

南西側より 

第2児童クラブ 完成予定図 

西側より 



　　藤枝市公共施設耐震化計画に基づき消防団詰所の耐震化をするため、建替え工事を実施し、

　２月上旬に完成しました。

外観 内観

１階車両置場　  

２階詰所    

平成２５年度若手技術職員の実践現場（建築編）研修先となりました。
エンジニアとしての基礎の確認と題し、建設工事の完成時のチェックポイントを研修しました。

施工：大塚工務店

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.12

工事名 藤枝市消防団詰所第４分団３班改築工事



　　　　　　　　市立総合病院救急市立総合病院救急市立総合病院救急市立総合病院救急センターセンターセンターセンター建設工事建設工事建設工事建設工事のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。

　　　　　　　　現在現在現在現在、、、、鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事がががが完了完了完了完了しししし、、、、各階各階各階各階のスラブのスラブのスラブのスラブ（（（（床床床床））））等等等等のコンクリートをのコンクリートをのコンクリートをのコンクリートを打設中打設中打設中打設中ですですですです。。。。

　　3　　3　　3　　3月上旬月上旬月上旬月上旬からからからから外装材取付外装材取付外装材取付外装材取付、、、、内部耐火被覆内部耐火被覆内部耐火被覆内部耐火被覆、、、、外部建具取付外部建具取付外部建具取付外部建具取付とととと進捗進捗進捗進捗していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
H25 H25 H25 H25 Ｖｏｌ.13Ｖｏｌ.13Ｖｏｌ.13Ｖｏｌ.13

工事名工事名工事名工事名 藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急藤枝市立総合病院救急センターセンターセンターセンター建設工事建設工事建設工事建設工事

鉄骨建て方状況 南東側より全景

（２月中旬）

渡り廊下 鉄骨建て方状況

（１月下旬）
渡り廊下 ２階内部状況

（２月下旬）

鉄骨建て方状況 南東側より全景

（２月中旬）

渡り廊下 鉄骨建て方状況

（１月下旬）
渡り廊下 ２階内部状況

（２月下旬）

建築工事：木内・角丸JV 電気設備工事：朋電・北堀JV

空調設備工事：菱和設備㈱ 衛生設備工事：㈱エクノスワタナベ



　　藤枝総合運動公園野球場の整備に伴い、バックネット裏の本部室と1･3塁裏のダックアウト

　が完成しました。本野球場は、センター122m・両翼97.6mの広さを有し、バックネット裏

　には約450名収容できる観覧席が設けられています。

　　4月中旬より供用開始する予定です。野球・ソフトを愛する皆様、楽しみにしていて下さい！

施工：㈱杉村工務店

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.14

工事名 藤枝総合運動公園野球場本部室・ダックアウト建築工事

野球場　全景

本部室 全景 3塁側ダックアウト 全景

 鉄骨造・延べ面積約50

㎡の建物です。本部席にく

わえ、放送席及び審判席の

機能を有します。 

 鉄骨造一部RC造・延べ面積

約20㎡の建物です。26名分

のベンチ、スパイク洗い場や

ヘルメット置場を備え付けて

います。 

本部室 

ダックアウト 



　　高洲小学校第2児童クラブが完成しました。本建物は、鉄骨造平屋建て、延べ面積約170㎡

　で、約50名の児童が利用できる放課後児童クラブです。

　　既存第1児童クラブの建物外観との調和に配慮し、屋根をグリーン、外壁をベージュとする

　ことで、一体性のある優しい印象を与える建物外観となっています。

施工：末廣建設㈱

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.15

工事名 高洲小学校第2児童クラブ建築工事

児童クラブ　全景

児童室　内部 学習室　内部

 スロープ及び誘導ブロックを

設置しユニバーサルデザインに

配慮しています。 

 腰壁を県産材の杉板貼と

することで、温もりのある

室内空間を創出しています。 



　　平成24年度よりはじまりました岡部宿内野本陣史跡の整備が完成しました。今年度は、

　収蔵庫及び内野本陣再現壁の建築と、昨年度に引き続き遺構表示及び外構等の整備

　を行いました。本史跡は、歴史を体感できる施設であるとともにイベントスペース
　としても利活用します。今後、完成記念式典を経て供用開始する予定となっています。

施工：㈱塚本工務店

工事名 岡部宿内野本陣収蔵庫及び門塀等建築工事

内野本陣再現壁・遺構表示

建築住宅課
H25 Ｖｏｌ.16-1

収蔵庫 収蔵庫内部（楽屋）

 遺構表示です。江戸時代の間取

り図より、平面表示として内野本

陣建物の間取りを再現しています。 

 内野本陣再現壁です。本陣建

物外観を推定し再現しています。 

 収蔵庫です。等身大のひな

人形など収蔵品を保管します。 

 収蔵庫内には楽屋を設け、

イベント開催時に利用します。 



施工：㈱塚本工務店

H25 Ｖｏｌ.16-2
建築住宅課

遺構表示

内野本陣再現壁・表御門

 原則、内野本陣建物間取り境界は白御影石で、上

段の間（格式の高い部屋）は黒御影石で再現してい

ます。 

 また、板の間は木製デッキ、土間は土舗装、畳間

は芝とするなど、極力素材感を合わせながら耐久性

や経年変化に考慮した再現としています。 

 来訪者の安全確保及び大旅籠柏屋

との一体性を考慮し再現壁をセット

バックさせることで、県道沿いに歩

道空間を確保しています。 

 木製デッキで再現した板の間の一部は、

地上面より40cm高くすることで、来訪

者のベンチとしても利用できます。 


