
　平成２6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！

建築住宅課
Vol.24-1（H26-1）

藤枝市立総合病院救急センター建設工事

(仮称)藤枝東公民館建設工事

平成2６年９月末完成に向け昨年７

月より施工中です。

現在の施工状況は鉄骨躯体、外装、

外部建具、鉄骨耐火被覆等が完了し、

内部間仕切り、各種設備配管等の施

工中となっています。

写真は１階内部現況、中央がス

タッフステーション、左に救急手術

室等の配置となります。

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

地域住民の生涯学習や子育て支援

機能、防災機能を備えた地域の拠点

となる公民館を平成２８年４月オー

プンに向けて建設予定。

なお、現在は実施設計を８月中旬

の完成を目指して進めております。

建築概要

鉄筋コンクリート造2階建て

延べ床面積 約1,500㎡



Vol.24-2
建築住宅課

岡部宿内野本陣店舗・休憩棟建築工事

藤枝市民グラウンド観覧席改修工事

市営平島団地（C棟）屋上・外壁防水改修工事

藤枝市営住宅等長寿命化計画に基

づき、平島団地（C棟）の屋上・外壁

防水改修工事を実施します。

計画的な予防保全的修繕を行うこ

とで、躯体への影響低減、居住性・

安全性等の維持向上を図り、長期的

に建物を活用します。

昭和４2年施工の市民グラウンド

屋外観覧席について老朽化が著しい

ため、全面リニューアルを図ります。

若松屋・亀屋跡地に、賑わ

いある沿道を演出し、休憩ス

ペースとしても活用できる店

舗・休憩棟を建設します。

併せて多目的館を本陣に関

する展示室として改修します。



Vol.24-3
建築住宅課

藤枝市立中学校9校柔剣道場天井改修工事

藤枝市消防団詰所ホースタワー設置工事

駅西公園他トイレ建築工事

藤枝中学校柔剣道場 外観

内観

9中学校の柔剣道場の天井改修工事

を実施します。

現在の柔剣道場の天井は吊り天井と

なっていますので、安全性を向上させ

るため、天井材を撤去します。

参考

参考

駅西公園及び藤枝千歳広場

にトイレを建築します。

市内３箇所の消防団詰所に

ホースタワーを設置します。



　　　　　　　　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、、、、外装工事外装工事外装工事外装工事がががが概概概概ねねねね完了完了完了完了しししし、、、、各階各階各階各階のののの内装仕上内装仕上内装仕上内装仕上げげげげ工事工事工事工事のののの施工中施工中施工中施工中ですですですです。。。。

　　　　　　　　建築的建築的建築的建築的なななな仕上仕上仕上仕上げげげげ（（（（天井天井天井天井やややや壁壁壁壁））））がががが完了完了完了完了したところからしたところからしたところからしたところから各種設備機器各種設備機器各種設備機器各種設備機器（（（（医療系設備医療系設備医療系設備医療系設備、、、、照明器具照明器具照明器具照明器具、、、、

　　　　　　　　衛生器具衛生器具衛生器具衛生器具やややや空調換気機器空調換気機器空調換気機器空調換気機器））））のののの取付作業取付作業取付作業取付作業へへへへ進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

　　　　　　　　７７７７月下旬月下旬月下旬月下旬にはにはにはには外部足場外部足場外部足場外部足場がががが取取取取れれれれ、、、、建物外観建物外観建物外観建物外観がががが確認確認確認確認できますできますできますできます。。。。

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

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.25Vol.25Vol.25Vol.25（（（（H26-2H26-2H26-2H26-2））））

・写真手前が救急治療室となり、写真左奥側

がスタッフステーションとなります。

・中央右側の開口部が救急手術室入口

になります。

西側屋外階段

１階救急治療室

救急搬入前室

・写真手前からの進入となり、この前室を介

して写真奥の救急治療室、スタッフステー

ション、救急手術室等へ進みます。

・写真左側に洗浄室を設置しています。

・写真手前が救急治療室となり、写真左奥側

がスタッフステーションとなります。

・中央右側の開口部が救急手術室入口

になります。

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

設計監理：㈱内藤建築事務所

西側屋外階段

１階救急治療室

救急搬入前室

・写真手前からの進入となり、この前室を介

して写真奥の救急治療室、スタッフステー

ション、救急手術室等へ進みます。

・写真左側に洗浄室を設置しています。

・写真手前が救急治療室となり、写真左奥側

がスタッフステーションとなります。

・中央右側の開口部が救急手術室入口

になります。



　　　　　　　　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、、、、本体工事本体工事本体工事本体工事がががが概概概概ねねねね完了完了完了完了しししし、、、、各階床仕上各階床仕上各階床仕上各階床仕上げげげげ、、、、各種設備機器各種設備機器各種設備機器各種設備機器（（（（医療系設備医療系設備医療系設備医療系設備、、、、照明器具照明器具照明器具照明器具、、、、

　　　　衛生器具衛生器具衛生器具衛生器具やややや空調換気機器空調換気機器空調換気機器空調換気機器））））のののの取付作業取付作業取付作業取付作業をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

　　　　　　　　今後今後今後今後、、、、仮囲仮囲仮囲仮囲いのいのいのいの移設移設移設移設をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、外構外構外構外構（（（（駐車場整備等駐車場整備等駐車場整備等駐車場整備等））））工事工事工事工事へへへへ進進進進んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。

　　　　　　　　９９９９月中旬月中旬月中旬月中旬からはからはからはからは各種試運転各種試運転各種試運転各種試運転・・・・試験試験試験試験、、、、各種機関各種機関各種機関各種機関のののの検査工程検査工程検査工程検査工程となりますとなりますとなりますとなります。。。。

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

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.26Vol.26Vol.26Vol.26（（（（H26-3H26-3H26-3H26-3））））

・外部足場が撤去されました。外装は既存本館等

と調和のとれた色調の仕上げとなっています。

・写真中央の交通誘導員がいるあたりが救急車両

の進入口となります。

外観 東南面より

・外部足場が撤去されました。外装は既存本館等

と調和のとれた色調の仕上げとなっています。

・写真中央の交通誘導員がいるあたりが救急車両

の進入口となります。

２階 南４床室

１階 待合コーナー

・２階南側４床室（一部）になります。

・写真窓下壁面のユニットに医療系設備が集約

されています。

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

設計監理：㈱内藤建築事務所

外観 東南面より

・外部足場が撤去されました。外装は既存本館等

と調和のとれた色調の仕上げとなっています。

・写真中央の交通誘導員がいるあたりが救急車両

の進入口となります。

２階 南４床室

１階 待合コーナー

・２階南側４床室（一部）になります。

・写真窓下壁面のユニットに医療系設備が集約

されています。



　　　　　　　　鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造造造造４４４４階建階建階建階建てのてのてのての市営住宅平島団地市営住宅平島団地市営住宅平島団地市営住宅平島団地CCCC棟棟棟棟のののの屋上及屋上及屋上及屋上及びびびび外壁外壁外壁外壁のののの防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事をををを

　　　　行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

　　　　　　　　市市市市ではではではでは、、、、平成23年4月平成23年4月平成23年4月平成23年4月にににに藤枝市営住宅等長寿命化計画藤枝市営住宅等長寿命化計画藤枝市営住宅等長寿命化計画藤枝市営住宅等長寿命化計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの予防保全的予防保全的予防保全的予防保全的

　　　　なななな修繕修繕修繕修繕にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。

　　　　　　　　雨漏雨漏雨漏雨漏りりりり等等等等がががが発生発生発生発生したしたしたした後後後後にににに修繕修繕修繕修繕をををを行行行行うううう事後保全的事後保全的事後保全的事後保全的なななな修繕修繕修繕修繕にににに比比比比べべべべ、、、、予防保全的予防保全的予防保全的予防保全的なななな計画的修繕計画的修繕計画的修繕計画的修繕

　　　　はははは、、、、ライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコスト（（（（建物建物建物建物のののの生涯費用生涯費用生涯費用生涯費用））））をををを縮減縮減縮減縮減しますしますしますします。。。。

工事名工事名工事名工事名 市営平島団地市営平島団地市営平島団地市営平島団地（（（（CCCC棟棟棟棟））））屋上屋上屋上屋上・・・・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

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.27Vol.27Vol.27Vol.27（（（（H26-4H26-4H26-4H26-4））））

施設全景

外壁ひび割れ補修

ひび割れ部に電動カッターでＵ字型の

溝を設け、その溝へシーリング材を充填

する工法です。

ひび割れが鉄筋コンクリート躯体内部

に進行すると、建物の構造耐力が低下し

ます。

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

モルタルの浮き部に、約20cmピッ

チで孔をあけ、エポキシ樹脂を充填し

アンカーピンと呼ばれるステンレスピ

ンを打ち込む工法です。

浮きが進行すると、モルタルが剥離

し、落下する危険性があります。

施設全景

モルタル笠木浮き部補修

ひび割れ部に電動カッターでＵ字型の

溝を設け、その溝へシーリング材を充填

する工法です。

ひび割れが鉄筋コンクリート躯体内部

に進行すると、建物の構造耐力が低下し

ます。

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

モルタルの浮き部に、約20cmピッ

チで孔をあけ、エポキシ樹脂を充填し

アンカーピンと呼ばれるステンレスピ

ンを打ち込む工法です。

浮きが進行すると、モルタルが剥離

し、落下する危険性があります。

施設全景



　　　　　　　　瀬戸新屋瀬戸新屋瀬戸新屋瀬戸新屋、、、、兵太夫北兵太夫北兵太夫北兵太夫北及及及及びびびび弥左衛門弥左衛門弥左衛門弥左衛門のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい広場広場広場広場にににに水洗水洗水洗水洗トイレをトイレをトイレをトイレを設置設置設置設置していますしていますしていますしています。。。。

　　　　　　　　これまでこれまでこれまでこれまで、、、、汲汲汲汲みみみみ取取取取りりりり式式式式だっただっただっただった既存既存既存既存トイレをトイレをトイレをトイレを撤去撤去撤去撤去しししし、、、、合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽をををを埋設埋設埋設埋設しししし洋便器及洋便器及洋便器及洋便器及びびびび小便器小便器小便器小便器をををを

　　　　各々一基設置各々一基設置各々一基設置各々一基設置していますしていますしていますしています。。。。これによりこれによりこれによりこれにより、、、、衛生的衛生的衛生的衛生的かつかつかつかつ環境環境環境環境にもにもにもにも優優優優しいしいしいしい ふれあい ふれあい ふれあい ふれあい広場 広場 広場 広場 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
Vol.28Vol.28Vol.28Vol.28（（（（H26-5H26-5H26-5H26-5））））

工事名工事名工事名工事名 ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場トイレトイレトイレトイレ改修工事改修工事改修工事改修工事

＜建築メモ＞

敷地内に建築物を新築する場合は、建築確認

申請等の手続きが必要です。

3坪（10㎡）以内の建築物において、建築

確認申請等の手続きが不要と言いますが、これ

はあくまでも増築の場合のみで、敷地内新築又

は準防火地域内での増築は、面積を問わず手続

きが必要となります！

新設新設新設新設トイレトイレトイレトイレ

弥左衛門ふれあい広場　完成

＜建築メモ＞

敷地内に建築物を新築する場合は、建築確認

申請等の手続きが必要です。

3坪（10㎡）以内の建築物において、建築

確認申請等の手続きが不要と言いますが、これ

はあくまでも増築の場合のみで、敷地内新築又

は準防火地域内での増築は、面積を問わず手続

きが必要となります！

新設新設新設新設トイレトイレトイレトイレ

合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽

＜建築メモ＞

合併浄化槽とは、台所や風呂などから

出る雑排水と便所から出るし尿を同時に

処理するものです。

これは、埋設前の7人槽の合併浄化槽で、

2.3m*1.0m*1.6m（W*D*H）の大きさ

です！

施工業者：㈱勝栄

弥左衛門ふれあい広場　合併浄化槽

＜建築メモ＞

敷地内に建築物を新築する場合は、建築確認

申請等の手続きが必要です。

3坪（10㎡）以内の建築物において、建築

確認申請等の手続きが不要と言いますが、これ

はあくまでも増築の場合のみで、敷地内新築又

は準防火地域内での増築は、面積を問わず手続

きが必要となります！

新設新設新設新設トイレトイレトイレトイレ

合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽

＜建築メモ＞

合併浄化槽とは、台所や風呂などから

出る雑排水と便所から出るし尿を同時に

処理するものです。

これは、埋設前の7人槽の合併浄化槽で、

2.3m*1.0m*1.6m（W*D*H）の大きさ

です！



　　　　　　　　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がセンターがセンターがセンター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。。。。

　　　　　　　　昨年12月11日昨年12月11日昨年12月11日昨年12月11日にににに竣工式竣工式竣工式竣工式をををを開催開催開催開催、、、、医療機器医療機器医療機器医療機器・・・・備品等備品等備品等備品等もももも順次設置順次設置順次設置順次設置されてきていますされてきていますされてきていますされてきています。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.29Vol.29Vol.29Vol.29（（（（H26-6-1H26-6-1H26-6-1H26-6-1））））

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

外観：南東方向より

夜景

建築工事：木内・角丸 特定建設工事共同企業体

電気設備工事：朋電・北堀 特定建設工事共同企業体

空調設備工事：菱和設備 株式会社 衛生設備工事：株式会社 エクノスワタナベ

設計監理：株式会社 内藤建築事務所

外観：南東方向より

夜景



Vol.29Vol.29Vol.29Vol.29（（（（H26-6-2H26-6-2H26-6-2H26-6-2））））
建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課

○２階南側４床室

・窓下壁面に医療系設備が集約されています。

○１階救急手術室

○２階南側４床室

・窓下壁面に医療系設備が集約されています。

○１階救急手術室

・壁面に医療系設備が集約、天井から無影灯等が設置

されています。

・照明器具はクリーンルーム用の調光式としています。

○１階救急ＣＴ室

・壁、天井、建具の下地に鉛が入っており、他の

室と区画されています。

建築工事：木内・角丸 特定建設工事共同企業体

電気設備工事：朋電・北堀 特定建設工事共同企業体

○２階南側４床室

・窓下壁面に医療系設備が集約されています。

○１階救急手術室

・壁面に医療系設備が集約、天井から無影灯等が設置

されています。

・照明器具はクリーンルーム用の調光式としています。

○１階救急ＣＴ室

・壁、天井、建具の下地に鉛が入っており、他の

室と区画されています。

建築工事：木内・角丸 特定建設工事共同企業体

電気設備工事：朋電・北堀 特定建設工事共同企業体

空調設備工事：菱和設備 株式会社 衛生設備工事：株式会社 エクノスワタナベ

設計監理：株式会社 内藤建築事務所



　　　　　　　　西益津温水西益津温水西益津温水西益津温水プールのプールプールのプールプールのプールプールのプール槽塗装改修工事槽塗装改修工事槽塗装改修工事槽塗装改修工事がががが完了完了完了完了しましたしましたしましたしました。。。。

　　　　　　　　本改修工事本改修工事本改修工事本改修工事によってによってによってによって、、、、薄薄薄薄くなってきていたコースラインのくなってきていたコースラインのくなってきていたコースラインのくなってきていたコースラインの状態状態状態状態もももも改善改善改善改善されましたされましたされましたされました。。。。

　　　　　　　　休館期間休館期間休館期間休館期間である12である12である12である12月22日月22日月22日月22日から1から1から1から1月4日月4日月4日月4日にかけてにかけてにかけてにかけて改修工事改修工事改修工事改修工事をををを行行行行いいいい、1、1、1、1月11日月11日月11日月11日（（（（日日日日））））からからからから

　　　　　　　　施設施設施設施設はははは通常運営通常運営通常運営通常運営をををを再開再開再開再開していますしていますしていますしています。。。。

 工事名 工事名 工事名 工事名 藤枝市民西益津温水藤枝市民西益津温水藤枝市民西益津温水藤枝市民西益津温水プールプールプールプール　　　　プールプールプールプール槽塗装改修工事槽塗装改修工事槽塗装改修工事槽塗装改修工事

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.30Vol.30Vol.30Vol.30（（（（H26-7H26-7H26-7H26-7））））

着手前着手前

施工中

完成

施設概要

昭和54年度 建築

25m×8コース

直近塗装改修：H9年度

施工業者：株式会社 ソーケン塗工

着手前

施工中

完成

施設概要

昭和54年度 建築

25m×8コース

直近塗装改修：H9年度



　

建物概要：

建築住宅課
Vol.３１（H26-8）

工事名 駅西公園トイレ改築工事

　駅西公園内のトイレの老朽化に伴い、バリアフリーを考慮し改築工事を実施しました。

バリアフリーを考慮し、外部にスロープを設け、手すりも設置しました。

男性用トイレ、女性用トイレ、多目的トイレから構成されています。

ＲＣ造１階建て　延べ面積約15㎡

平成26年12月26日

に完成し、昨年末

から使用できるよう

になりました。

既存トイレ

新設トイレ

バリアフリーにするための傾斜路の基準

県の福祉のまちづくり条例では、幅は120ｃｍ以上

勾配は１／１２を超えないこととなっており、この基

準を満たしております。

建 築 メ モ



　２月２日から建物を支持する杭工事を始めましたので、今回はその施工状況を紹介します。

　

　　建物が地震や地盤沈下によって傾かないように、基礎下に杭を施工します。本工事では長さ

　１０ｍの杭を合計１３１本設置します。

設置する既成コンクリート杭

　ています。

　根固め液にて固定します。

建築住宅課
Vol.３２（H26-9）

工事名 (仮称)藤枝東公民館建設工事

平成２８年４月オープンを目指し、（仮称）藤枝東公民館建設工事が着手しました。

　　工場で製作された杭を掘削した孔内に建て込み、

　本建設工事では、既成杭埋め込み工法を採用し

完成予想図 現在の建設現場

杭を埋設するた

め、杭打機の撹

拌ロッドにより、

掘削しています。



　　　　　　　　市内9中学校市内9中学校市内9中学校市内9中学校のののの柔剣道場柔剣道場柔剣道場柔剣道場についてについてについてについて、、、、生徒生徒生徒生徒のののの安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保するためするためするためするため天井材天井材天井材天井材をををを撤去撤去撤去撤去するするするする改修改修改修改修

　　　　工事工事工事工事をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

　　　　　　　　天井高天井高天井高天井高のののの高高高高いいいい天井天井天井天井はははは、、、、地震時地震時地震時地震時におけるにおけるにおけるにおける脱落等脱落等脱落等脱落等によりによりによりにより、、、、生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの危険性危険性危険性危険性がががが高高高高まりますまりますまりますまります。。。。

工事名工事名工事名工事名 藤枝市立中学校9校柔剣道場天井改修工事藤枝市立中学校9校柔剣道場天井改修工事藤枝市立中学校9校柔剣道場天井改修工事藤枝市立中学校9校柔剣道場天井改修工事

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.33Vol.33Vol.33Vol.33（（（（H26-10H26-10H26-10H26-10））））

青島中学校柔剣道場

天井材天井材天井材天井材をすべてをすべてをすべてをすべて撤去撤去撤去撤去

着手前

完　成 施工：末廣建設㈱

着手前

青島中学校柔剣道場

藤枝中学校柔剣道場

天井材の撤去工事にあわせ、

照明をLEDLEDLEDLED照明照明照明照明に改修し、省省省省

電力化電力化電力化電力化に努めました。

天井材天井材天井材天井材をすべてをすべてをすべてをすべて撤去撤去撤去撤去

しました。

　 施工：㈱ビセイ完　成

青島中学校柔剣道場

藤枝中学校柔剣道場

天井材の撤去工事にあわせ、

照明をLEDLEDLEDLED照明照明照明照明に改修し、省省省省

電力化電力化電力化電力化に努めました。

天井材天井材天井材天井材をすべてをすべてをすべてをすべて撤去撤去撤去撤去

しました。



　　　　　　　　円月荘屋上防水円月荘屋上防水円月荘屋上防水円月荘屋上防水・・・・庇塗装改修工事庇塗装改修工事庇塗装改修工事庇塗装改修工事がががが完了完了完了完了しましたしましたしましたしました。。。。

　　　　　　　　既存防水層既存防水層既存防水層既存防水層のふくれのふくれのふくれのふくれ部補修部補修部補修部補修やややや遮熱遮熱遮熱遮熱トップコートトップコートトップコートトップコート（（（（保護塗材保護塗材保護塗材保護塗材））））のののの塗装等経年劣化部分塗装等経年劣化部分塗装等経年劣化部分塗装等経年劣化部分のののの改修改修改修改修

　　　　　　　　工事工事工事工事によってによってによってによって、、、、予防保全予防保全予防保全予防保全がががが図図図図れましたれましたれましたれました。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.34Vol.34Vol.34Vol.34（（（（H26-11H26-11H26-11H26-11））））

 工事名 工事名 工事名 工事名 藤枝市立円月荘屋上防水藤枝市立円月荘屋上防水藤枝市立円月荘屋上防水藤枝市立円月荘屋上防水・・・・庇塗装改修工事庇塗装改修工事庇塗装改修工事庇塗装改修工事

完 成

着手前

施工手順

１．高圧洗浄

⇒不良防水層の撤去

２．撤去部分の不陸調整

３．新設防水層張り

⇒保護塗材

完 成

着手前

施工業者：有限会社 鈴木塗装

施工手順

１．高圧洗浄

⇒不良防水層の撤去

２．撤去部分の不陸調整

３．新設防水層張り

⇒保護塗材

完 成

着手前



　　　　　　　　市営平島団地市営平島団地市営平島団地市営平島団地（（（（AAAA・・・・BBBB棟棟棟棟））））のののの電気温水器電気温水器電気温水器電気温水器をををを改修改修改修改修しましたしましたしましたしました。。。。市市市市ではではではでは、、、、平成23年4月平成23年4月平成23年4月平成23年4月にににに

　　　　藤枝市営住宅等長寿命化計画藤枝市営住宅等長寿命化計画藤枝市営住宅等長寿命化計画藤枝市営住宅等長寿命化計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの計画的計画的計画的計画的なななな予防保全的修繕予防保全的修繕予防保全的修繕予防保全的修繕のののの実施実施実施実施にににに

　　　　努努努努めていますめていますめていますめています。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.35Vol.35Vol.35Vol.35（（（（H26-12H26-12H26-12H26-12））））

工事名工事名工事名工事名 市営平島団地市営平島団地市営平島団地市営平島団地（（（（AAAA････BBBB棟棟棟棟））））温水器改修工事温水器改修工事温水器改修工事温水器改修工事

本団地は、建設から約20年が経過

し、電気温水器など設備機器の不具

合も増え更新時期を向かえていまし

た。

（既存）電気温水器

本団地は、建設から約20年が経過

し、電気温水器など設備機器の不具

合も増え更新時期を向かえていまし

た。

改修にあたりエコキュートエコキュートエコキュートエコキュートをををを採用採用採用採用しています。

エコキュートの正式名称は「「「「自然冷媒自然冷媒自然冷媒自然冷媒ヒートポヒートポヒートポヒートポ

ンプンプンプンプ給湯機給湯機給湯機給湯機」」」」といいます。

ヒートポンプとは空気中の熱をお湯をつくる熱

源に利用するシステムです。

これまでの電気温水器に比べお湯をつくるエネ

ルギーが約約約約1/31/31/31/3にににに省省省省エネエネエネエネ化化化化されます。

建築建築建築建築メモメモメモメモ

ヒートポンプユニット

貯湯 ユニット

施工業者：㈱エクノスワタナベ

（改修後）電気温水器

本団地は、建設から約20年が経過

し、電気温水器など設備機器の不具

合も増え更新時期を向かえていまし

た。

改修にあたりエコキュートエコキュートエコキュートエコキュートをををを採用採用採用採用しています。

エコキュートの正式名称は「「「「自然冷媒自然冷媒自然冷媒自然冷媒ヒートポヒートポヒートポヒートポ

ンプンプンプンプ給湯機給湯機給湯機給湯機」」」」といいます。

ヒートポンプとは空気中の熱をお湯をつくる熱

源に利用するシステムです。

これまでの電気温水器に比べお湯をつくるエネ

ルギーが約約約約1/31/31/31/3にににに省省省省エネエネエネエネ化化化化されます。

建築建築建築建築メモメモメモメモ

ヒートポンプユニット

貯湯 ユニット



　　藤枝一丁目団地の受水槽・ガス管改修工事が完了しました。

　　本工事は「藤枝市営住宅等長寿命化計画」に基づき行われ、予防保全による計画的な改善

　実施であり、材質等グレードアップにより機器の耐久性・長寿命化を図っています。

　　施工方法としては、入居者が通常生活を営む中での施工となるため、断水・停電等極力生

　じない方法で行いました。

 工事名 藤枝一丁目団地共同住宅棟受水槽・ガス管改修工事

建築住宅課
Vol.36（H26-13）

施工業者：株式会社 坂田設備

施設概要

昭和45年度 建設

鉄筋コンクリート造4階建て

延べ床面積：1,025.16㎡

2DK×24戸

着手前

完 成

敷地東側：既存受水槽

新設受水槽設置給水開始後に解体撤去

敷地西側：新設受水槽

SUS製：8m3 給水管を新規引込

ガス管改修：供用スペース縦管

気密試験状況 宅内配管も今回更新



平成２７年２月末に完成しました。

建物概要：木造２階建て　延べ床面積約150㎡　

１階は県道側に店舗を配置し、中庭側に飲食ｽﾍﾟｰｽを設けています。

2階は倉庫と従業員休憩室となっています。

建物概要：木造２階建て　延べ面積約160㎡
1階の料理体験室、多目的室を展示室に改修しました。

建物南側の空調設備を一部移動し、下屋を設置しました。

改修前 改修後

施工業者：株式会社杉村工務店

工事名 岡部宿内野本陣店舗・休憩棟建築工事

2階の倉庫を体験室に改修しました。

　岡部宿内野本陣の史跡整備の一環として、店舗・休憩棟の新築工事と多目的棟の改修工事を実施し、

建築住宅課
Vol.３７（H26-14）

店舗・休憩棟

多目的棟

壁の種類が真壁となっ

ており、柱、梁が見える

工法となっています。



　　　　　　　　藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場ののののトイレがトイレがトイレがトイレ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。。。。藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場はははは、、、、スルガスルガスルガスルガ銀行跡地銀行跡地銀行跡地銀行跡地をををを市市市市がががが購入購入購入購入しししし

　　　　新新新新たにたにたにたに整備整備整備整備したしたしたした広場広場広場広場ですですですです。。。。

　　　　　　　　今年度今年度今年度今年度、、、、花花花花とととと緑緑緑緑のののの課課課課がががが広場整備広場整備広場整備広場整備をををを、、、、建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課がトイレがトイレがトイレがトイレ整備整備整備整備をををを実施実施実施実施しししし、、、、供用開始供用開始供用開始供用開始はははは平成27年平成27年平成27年平成27年

　　　　4月予定4月予定4月予定4月予定ですですですです。。。。

建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課
Vol.38Vol.38Vol.38Vol.38（（（（H26-15H26-15H26-15H26-15））））

工事名工事名工事名工事名 藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場藤枝宿休憩広場トイレトイレトイレトイレ建築工事建築工事建築工事建築工事

生涯学習センター

市役所

蓮華寺池

蓮華寺池

藤枝宿休憩広場 位置図

藤枝宿休憩広場

東海道の宿場町に培われた歴史・文化

的資源を生かした街道景観を損なわない

よう、腰壁を石風タイル、腰上壁を漆喰

風とし、和風な建物としています。

完成写真（東から望む）

生涯学習センター

市役所

蓮華寺池

蓮華寺池

屋根材は、一見、日本瓦に見えま

すが、軽量セメント瓦という軽い屋

根材を使用することで、地震に強い

建物としています。

車椅子や杖利用者は、広場及び歩道ど

ちらからもスロープにより出入りでき、

藤枝宿休憩広場 位置図

藤枝宿休憩広場

東海道の宿場町に培われた歴史・文化

的資源を生かした街道景観を損なわない

よう、腰壁を石風タイル、腰上壁を漆喰

風とし、和風な建物としています。

施工：青島建設㈱

完成写真（南から望む）

生涯学習センター

市役所

蓮華寺池

蓮華寺池

屋根材は、一見、日本瓦に見えま

すが、軽量セメント瓦という軽い屋

根材を使用することで、地震に強い

建物としています。

車椅子や杖利用者は、広場及び歩道ど

ちらからもスロープにより出入りでき、

また健常者は正面からもスムーズに出入

りできるユニバーサルデザインに配慮し

たアプローチ計画としています。

藤枝宿休憩広場 位置図

藤枝宿休憩広場

東海道の宿場町に培われた歴史・文化

的資源を生かした街道景観を損なわない

よう、腰壁を石風タイル、腰上壁を漆喰

風とし、和風な建物としています。



　老朽化した藤枝市民グラウンドの観覧席を造り直しています。基礎、鉄骨架台及びPC版工事が

概ね完了し、今後、ベンチを設置する工事に進んでいきます。

　　平成27年5月末の供用開始に向け、現場は順調に進んでいます。

PC床版 完成

管理棟上部スタンド 撤去

施工：㈱塚本工務店

建築住宅課
Vol.39（H26-16）

工事名 藤枝市民グラウンド観覧席改修工事

基礎・鉄骨工事 完成

PC床版 施工中

20tクレーンで、ベンチの床

版となるPC（プレストレスト

コンクリート）版を吊りながら、

据え付けている状況です。

PC床版の据え付けが完成です。

これから、この上にベンチを設置し

ていきます。

管理棟上部スタンドのベンチ

撤去が終わりました。管理棟上

部スタンドのベンチも新たに生

まれ変わります。




