
　　

　

　　

　

　　

　

　　

完成予定図

　現在、仮囲いを設置し、耐震補強
にかかわる解体工事をすすめている
ところです。
　工事期間中については、騒音や粉
塵など市民・職員の皆さまに大変ご
迷惑をおかけしますが、ご協力よろ
しくお願いします。
　なお、庁舎西館外階段からの避難
経路については、工事期間中、南側
へ避難する経路に切り替えています
のでご注意願います。

H24.10現在 写真

Ｖｏｌ.1-1

建築住宅課

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

　
　
　藤枝市民会館耐震リニューアル工
事がはじまりました。
　本工事は、既存市民会館の耐震補
強・老朽改修工事と鉄骨造２階建て
の増築棟建築工事です。
　増築棟には、管理事務室、リハー
サル室及びリハーサル兼会議室など
が配置され、また、エレベーターも
設置しますので、完成後は誰にも利
用しやすい施設となります。

工事完成予定日：Ｈ２５．８末

進捗率：約２％

増築棟 
既存市民会館 



　　

　

　　

　

　　

　

　　

工事名 藤枝市民体育館耐震補強工事

着工前

H23.12

　平成２３年末から進めてきました市民
体育館の耐震補強、老朽改修（屋根、外壁
塗装他）工事が完成しました。
　建具、照明器具、音響設備、スロープ等
の改修も併せて実施しています。
　全体的に明るいイメージの施設に
リニューアルされました。

完成写真

H24.9末

Ｖｏｌ.1-2

建築住宅課

定期的な発信を予定しています。 

❤次回をお楽しみに❤ 



　市民会館耐震リニューアル工事は、現在、既存市民会館部の耐震補強工事を行っています。

耐震補強工事といっても補強方法は色々とありますが、今回の補強方法は、鉄筋コンクリート

の壁を設置することで、耐震性を向上させる方法となります。

　鉄筋コンクリートの壁は、これまで壁のなかったところに新たに設置する壁が３１箇所、

既存の壁を厚くする増し打ちの鉄筋コンクリートの壁が１１箇所あります。

　　

　

　　

◆ 次回は、既存市民会館の屋根を葺き替える状況をお知らせします。

Ｖｏｌ.2-1

建築住宅課

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

既存市民会館　内部

（１２月上旬　状況写真）

   既存の鉄筋コンクリートとの一体

性を高めるため鉄筋を打ち込みます。 

 新設するコンクリート壁

に鉄筋を組みます。 

 コンクリートを打ち込ん

で耐震壁の完成です。 



　　

　

　　

　

　　

　

　　

（11月末　状況写真）

◆ 次回は、鉄骨による耐震補強の施工状況をお知らせします。

集会所棟　外観

まりました。

　本工事は、体育館棟と集会所棟

体育館棟　内部

Ｖｏｌ.2-2

等も同時に行います。

建築住宅課

工事名 勤労者体育館耐震改修工事

　善左衛門にあります勤労者体育館

の耐震改修工事が10月初旬より始

体育館棟　外観

　工事完成予定日：Ｈ25.2末

2棟の耐震補強・老朽改修工事に

なります。

　老朽改修においては外部塗装工事

体育館棟 屋根面の耐震補強に伴う

内部足場の設置状況。 



　年末に、全国でも珍しい屋根の大掛かりな葺き替え工事が無事終わりました。既存の

コンクリート版の屋根を、トラス構造と呼ばれる鉄骨造の屋根に葺き替える工事です。

　これにより屋根の重量が現状より約１／３程度に軽量化され建物の耐震性が向上します。

　　

　

　　

Ｖｏｌ.3-1

建築住宅課

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

既存市民会館　外部

（１２月下旬　状況写真）

施工後 

施工前 

 全長が約30mで、全国的にも 

最大級のコンクリート版の屋根 

を吊り下ろします。 

 屋根の重量は約21t／枚で 

全部で14枚あります。 



Ｖｏｌ.3-2

建築住宅課

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

既存市民会館　外部

（１２月下旬　状況写真）

   今回工事に使ったクレーンは、 

日本でも数十台しかないドイツ製 

の巨大クレーン（400t）です。 

 ブームの最大全長は70mで、 

写真で分かるように庁舎より 

かなり高くまで伸びます。 

 既存のコンクリート版の屋根 

を吊り下ろすところです。 

施工中

施工中

施工中



　　

　

　　

　

　　

　

　　

Ｖｏｌ.3-3

建築住宅課

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

既存市民会館　外部

（１２月下旬　状況写真）

 トラスと呼ばれる鉄骨造の屋根下地 

を吊り上げているところです。 

 このトラスは4セットあり、地上で 

組んだものを順番に吊り上げます。 

 先に吊り上げたトラスと連結して

いる状況です。この作業を繰り返す

ことで屋根下地が完成です。 

施工中

施工中

施工中



　平成24年10月の岡部支所事務室及び志太広域事務組合の移転に引き続き、岡部図書館の工事が

完成しました。本工事では、壁・床等の改修に加え照明をＬＥＤ化しました。

　　

　

　　

岡部支所　内部

（１月中旬　状況写真）

Ｖｏｌ.4-1

建築住宅課

工事名 岡部支所改修工事

岡部支所(1階) 志太広域事務組合(2階) 

岡部図書館(1階） 

 これから書架等を設置し 

４月オープン予定です。 



　　

　

　　

　

　　

　

　　

Ｖｏｌ.4-2

建築住宅課

工事名 勤労者体育館耐震改修工事

【集会所棟：１階】  

10月上旬 

解体－補強工事着手前 

【集会所棟：１階】 

 12月下旬 

補強鉄骨部材設置状況 

【集会所棟：１階】 

1月中旬 

仕上塗装前 

Ｖ型の鉄骨が耐震補強部材です。 



　平成24年5月～12月末までの期間において進めていた市立総合病院救急センター建設の基本

設計が完了しました。建設場所は本館南側の駐車場部分になり、構造規模等は以下のとおりです。

　現在、LED照明等による省エネ対応、ユニバーサルデザイン、県産木材利用等について実施設計

で検討を進めています。

　　 平面計画１階

　 ２階

　　 ３階

建設工事期間（予定）

平成25年６月末～平成２６年９月末

完成イメージ図

鉄骨造3階建て　延べ面積2,280㎡構造規模

救急治療室、救急手術室　他

病室（４床室、１床室）　他

救急センター医局、当直室　他

Ｖｏｌ.5

建築住宅課

藤枝市立総合病院救急センター建設工事
設計業務委託

委託名

既存本館 

新設救急センターと既存本館を結ぶ渡廊下部分のイメージ図 

（構造分離のため、２階部分を吊る計画としています） 

新設救急センター 

敷地内既存建物との調和に 

配慮した外観デザイン 



Ｖｏｌ.6-1

建築住宅課

工事名 勤労者体育館耐震改修工事

　昨年9月末より進めてきました勤労者体育館の耐震補強、老朽改修（外部塗装他）工事が完成
しました。体育館棟・集会所棟2棟共に外部塗装等を行い明るいイメージの施設にリニューアル
されました。

完成 集会所棟（1階）耐震補強部

完成 体育館棟 外観 

着手前 体育館棟 外観 

着手前 集会所棟（1階）耐震補強



　

　　

　

　　

　

　　

（2月下旬　完成写真）

（2月下旬　完成写真）

拡　大（西側から）

Ｖｏｌ.6-2
建築住宅課

工事名 岡部宿内野本陣史跡遺構表示工事

　岡部宿内野本陣史跡遺構表示工事（２４年度分）が完成しました。本工事は、江戸時代の内野本
陣建物の間取りを再現し、平面表示したものです。隣接する大旅籠柏屋との一体的活用を図るた
め、平成２７年度の事業完成を目指し、来年度（収蔵庫など）以降も引き続き整備する計画です。

全　景（東側から）

 木製格子柵を建築 

しました。 

 本陣の間取りを御影石で 

再現しました。 

 保存井戸です。 



　現在、既存市民会館については、内装工事を主に進めている状況です。また、いよいよ
増築棟に着手しました。

　　

　

　　

Ｖｏｌ.7
建築住宅課

工事名 藤枝市民会館耐震リニューアル工事

（３月中旬　状況写真）

既存市民会館　内部(客席天井)

（３月上旬　状況写真）

増築棟　外部

 増築棟の基礎を施工してい

る状況です。 

 客席上部の天井下地の状況です。音響効

果を考え曲面天井としています。 

 また、耐震天井工法を採用し、特徴は、

Ｖ字状の斜め部材を密に入れること、また、

壁との間に隙間を設けていることです。 

 Ｖ字状の斜め部材 

増築棟完成予定図 


