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建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

消防団6詰所改築工事

(仮称)藤枝東公民館建設工事

放課後児童クラブ建築工事

リニューアル・

新築予定！

古くなった消防団車庫及び詰所

を解体し、新たに2階建の詰所を

６棟建築します。

■工事概要

・鉄骨造、２階建て（１階：車庫、２階：詰所）

・延べ面積約65㎡

■建築場所

・岡部町岡部、村良、内谷、羽佐間、宮島、玉取

＜青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事＞

■工事概要

・木造、2階建て

・延べ面積約260㎡

＜青島東小学校第2児童クラブ建築工事＞

■工事概要

・木造、平屋建て

・延べ面積約150㎡

放課後児童クラブの対象児童が小学校3年生から小学

校6年生までに拡大されたため、青島小学校と青島東小

学校に放課後児童クラブを建築します。

また、来年度建築予定の葉梨小学校と青島北小学校の

放課後児童クラブの設計を行います。
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青島小・青島東小児童クラブ増築工事設計業務委託

藤枝一丁目団地屋上・外壁防水改修工事

水守中央公園トイレ建築工事設計業務委託

大洲西団地（3期）屋上・外壁防水改修工事

■工事概要

・木造、平屋建て

・延べ面積約30㎡

※トイレのみでなく、公園管理用の倉庫も併

設予定です。

来年度建築予定の水守中央公園トイ

レを設計します。

公園内を通っている旧東海道の松並

木に合わせ、和風な建物とする予定で

す。

前回の屋上防水改修工事後、

約15年が経過したため、今

年度、屋上・外壁防水改修工

事を実施します。

長期的に建物を活用する為、計画的な

予防保全的修繕を行います。

計画的な修繕により、躯体への影響低

減、居住性・安全性等の維持向上が図れ

ます。

昨年度より屋上・外壁防水改修工事を実

施してきましたが、今年度、残り5棟の改

修工事を実施し、大洲西団地の屋上・外壁

防水工事は全て完成です。
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　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

青島中学校増築棟の外壁防水改修工事を７月末から行っています。

本工事では、外壁塗装の他、外壁の補修を行います。

また、庇部分を青色に塗り替える予定です。

施工：(有)鈴木塗装

9月末の完成をお楽しみに！！

 躯体からの外壁の浮き、ひび割れの確認を行い、 

補修を行います。 

 

■工事名称 

  青島中学校校舎増築棟外壁防水改修工事 
 

■工事概要 

 ・防水・塗装工事 

 ・RC造、4階建て 

 ・延べ面積約1660㎡ 
 

■工期 

 平成28年7月7日～平成28年9月30日 

完成予想 

着手前 

外壁の塗装を行う他、 

庇部分を青色で 

塗り替えます。 
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　子ども・子育て支援新制度により、従来小学3年生以下でありました児童クラブ

対象児童が、小学６年生までに引き上げられました。 

　このため、平成27・28年度に4年生以上の児童の受入ができなかった青島小学校
に、今年度、児童児童児童児童クラブをクラブをクラブをクラブを新築新築新築新築しています。

屋外階段基礎の鉄筋・型枠工事です。必要な鉄筋が配置されているか、型枠

の大きさは問題ないかなど、確認します。

塩化物量確認

建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

屋外階段基礎の鉄筋・型枠工事です。必要な鉄筋が配置されているか、型枠

の大きさは問題ないかなど、確認します。

コンクリート打設前のコンクリート品質確認状況です。コ

ンリート内に含まれる空気量や塩化物量、コンクリートの流

動化度を確認しています。また、必要強度が発現するか1ヶ

月後に確認するためのテストピースを採取しています。

棒形震動機 コンクリートの打設状況です。型枠の隅々までコンクリートが充填さ

れるよう棒形震動機と呼ばれる震動機で締め固めます。

テストピース

塩化物量確認

空気量確認 コンクリート流動化確認

完成予想図

建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

屋外階段基礎の鉄筋・型枠工事です。必要な鉄筋が配置されているか、型枠

の大きさは問題ないかなど、確認します。

コンクリート打設前のコンクリート品質確認状況です。コ

ンリート内に含まれる空気量や塩化物量、コンクリートの流

動化度を確認しています。また、必要強度が発現するか1ヶ

月後に確認するためのテストピースを採取しています。

棒形震動機 コンクリートの打設状況です。型枠の隅々までコンクリートが充填さ

れるよう棒形震動機と呼ばれる震動機で締め固めます。

テストピース

塩化物量確認

空気量確認 コンクリート流動化確認
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　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

藤枝市では平成23年度から、藤枝市営住宅長寿命化計画が策定されました。

市営住宅の予防保全、また居住者への良好な居住環境の提供を目的の一つとして、

市営大洲西団地では昨年度から3期にわたり屋上・外壁防水改修工事を行いました。

本工事で３期にわたる市営大洲西団地の

改修工事は全て終了しました！
ご協力ありがとうございました！！

完 成 写 真

既設シート撤去

防水シート新設

古くなった既設の防水シートを撤去し、新しい防水

シートを新設しました。古くなった防水シートを取

り換えることにより、屋上からの水漏れ等の問題を、

解消することが可能となります。

■建設工事名 市営大洲西団地(3期)屋上・外壁防水改修工事

■工 事 概 要 防水・塗装工事

■構造・規模 PC造、2階建て、延べ面積約1660㎡

■工 期 平成28年10月21日～平成28年12月22日

■受 注 者 ㈱日栄カラー

建物の外壁に、爆裂と呼ばれる外壁の剥離が見られたため、欠

損部のコンクリートを切り取り、モルタルで補修を行いました。

この作業により、さらなる爆裂の進行を防ぎ、外壁の剥離によ

る二次災害を防ぐとともに、建物の長寿命化を図っています。
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　市民の生命、身体及び財産を守り、地域防災の中核的存在として大きな役割を果たしている消防団

を活性化させるため、平成27年4月に東部方面隊を3分団7個班に再編しました。

　この7個班のうち、詰所として整備されているのは岡部第2地区のみであり、残り6個班は車庫しか

保有しておらず、また建物の老朽化も進んでおります。

　このため、現状の環境改善を図るため、今年度、下記6個班を消防団詰所として建替えています。

◆建物概要

鉄骨造２階建て、延べ面積約65㎡

・1階：車庫、トイレ

・2階：詰所、湯沸室

◆建設場所

①藤枝市消防団詰所第11分団1班（岡部町岡部）

②藤枝市消防団詰所第11分団3班（岡部町内谷）

③藤枝市消防団詰所第11分団4班（岡部町村良）

④藤枝市消防団詰所第12分団 （岡部町羽佐間）

◆建物概要

鉄骨造２階建て、延べ面積約65㎡

・1階：車庫、トイレ

・2階：詰所、湯沸室

鉄骨の建方工事

が完成しました!!

◆建設場所

①藤枝市消防団詰所第11分団1班（岡部町岡部）

②藤枝市消防団詰所第11分団3班（岡部町内谷）

③藤枝市消防団詰所第11分団4班（岡部町村良）

④藤枝市消防団詰所第12分団 （岡部町羽佐間）

⑤藤枝市消防団詰所第13分団1班（岡部町宮島）

⑥藤枝市消防団詰所第13分団2班（岡部町玉取）

藤枝市消防団詰所第13分団1班改築工事（宮島）施工状況

◆建物概要

鉄骨造２階建て、延べ面積約65㎡

・1階：車庫、トイレ

・2階：詰所、湯沸室

鉄骨の建方工事

が完成しました!!

◆建設場所

①藤枝市消防団詰所第11分団1班（岡部町岡部）

②藤枝市消防団詰所第11分団3班（岡部町内谷）

③藤枝市消防団詰所第11分団4班（岡部町村良）

④藤枝市消防団詰所第12分団 （岡部町羽佐間）

⑤藤枝市消防団詰所第13分団1班（岡部町宮島）

⑥藤枝市消防団詰所第13分団2班（岡部町玉取）

施工：末廣建設㈱
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　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

　平成23年に策定した藤枝市営住宅等長寿命化計画に基づき、平成29年1月より「藤枝一丁目団地

(共同住宅棟)屋上・外壁防水改修工事」を実施します。

　長期的に建物を活用する為には、計画的

な予防保全的修繕が重要となります。

　計画的な修繕により躯体への影響低減、

居住性・安全性等の維持向上が図れます。

藤枝一丁目団地(共同住宅棟) 施工前状況 施工：㈲日栄カラ―

一般的な屋上や外壁の

防水改修の実施時期は、

約10～15年です。

屋上の防水改修を

行います!!

古くなった手摺を

取り替えます!!

外壁の防水改修を

行います!!
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　昨年10月より着手した『青島小学校第3・第4児童クラブ建築工事』が順調に進んで

います。現在、屋根及び外壁工事が概ね完了し、進捗率進捗率進捗率進捗率はははは約50%約50%約50%約50%です。

　これまで建設した児童クラブの中では一番規模一番規模一番規模一番規模がががが大大大大きくきくきくきく、延べ面積は約240㎡です。

　今年4月からの受入開始を目指して、これから、内装仕上や照明・空調設備工事に

進んでいきます!!

建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

｢ガルバリウム鋼

板｣と呼ばれる屋

根材料です。

軽量で地震に強

く耐久性に優れた

建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

屋根完成外壁完成

｢窯業系サイディ

ング｣と呼ばれる

外壁材料です。

耐火性・耐久性

に優れ、クラック

（ひび割れ）の入

ることがあまりな

い材料です。

｢ガルバリウム鋼

板｣と呼ばれる屋

根材料です。

軽量で地震に強

く耐久性に優れた

材料です。

内部状況

｢天井断熱｣の状況です。

天井断熱は屋根断熱と違い、天

井から下の空間だけを冷暖房す

ればいいので、冷暖房効率の高

い方法です。

｢筋交い｣と呼ばれる

斜材です。

柱と柱の間に斜めに

入れる事で、耐震性を

高める効果があります。

｢石膏ボード｣と呼ば

れる壁下地材を施工し、

この上から仕上げのク

ロスを貼って完成とな

ります。

内部状況

建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

屋根完成外壁完成

｢窯業系サイディ

ング｣と呼ばれる

外壁材料です。

耐火性・耐久性

に優れ、クラック

（ひび割れ）の入

ることがあまりな

い材料です。

｢ガルバリウム鋼

板｣と呼ばれる屋

根材料です。

軽量で地震に強

く耐久性に優れた

材料です。

内部状況

｢天井断熱｣の状況です。

天井断熱は屋根断熱と違い、天

井から下の空間だけを冷暖房す

ればいいので、冷暖房効率の高

い方法です。

｢筋交い｣と呼ばれる

斜材です。

柱と柱の間に斜めに

入れる事で、耐震性を

高める効果があります。

｢石膏ボード｣と呼ば

れる壁下地材を施工し、

この上から仕上げのク

ロスを貼って完成とな

ります。

内部状況
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建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

外観（南東より望む）

内部状況（児童室）

外観（北東より望む）

内部状況（廊下）

既存児童クラブと調和させるため、

屋根及びサッシを茶系、外壁を白系

とし、全体的に落ち着いた雰囲気の

外観になっています!!

児童室の施工状況です。腰壁は県産

材の杉板張りとし、暖かみのある室と

なります!!

建設工事名：青島小学校第3･第4児童クラブ建築工事

構造・規模：木造2階建て、延べ面積約240㎡

受入児童数：80人

完 成：平成29年2月末 平成29年4月～受入開始

受 注 者：㈱杉山工務店

外観（南東より望む）

内部状況（児童室）

外観（北東より望む）

内部状況（廊下）

既存児童クラブと調和させるため、

屋根及びサッシを茶系、外壁を白系

とし、全体的に落ち着いた雰囲気の

外観になっています!!

児童室の施工状況です。腰壁は県産

材の杉板張りとし、暖かみのある室と

なります!!
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岡部町宮島に建設している消防団詰所の施工状況です。建設場所は、県道静岡朝比奈藤枝線沿いで、

 「いきいき交流センター」や「あさひな保育園」の南側となります。

現在、屋根及び外壁の施工が概ね完成し進捗率は約75%で、2月中旬には、外部足場及び養生ネット

 を撤去しますので、外観が見えるようになります。

　 屋根

◆建築メモ◆

壁材や天井材（ボード類）を張るために

「軽量鉄骨（通称：LGS）」と呼ばれる材

料で下地を組みます。ボード類がしっかり留

まるように、この軽量鉄骨を組む間隔には規

定が定められています。

また、ボード類を張り付ける留付け用ねじ

類についても間隔が定められています。

2階詰所施工状況

外観（南西より望む）

屋根

軽量鉄骨下地

壁ボード

施工：末廣建設㈱

1階車庫施工状況

◆建築メモ◆

壁材や天井材（ボード類）を張るために

「軽量鉄骨（通称：LGS）」と呼ばれる材

料で下地を組みます。ボード類がしっかり留

まるように、この軽量鉄骨を組む間隔には規

定が定められています。

また、ボード類を張り付ける留付け用ねじ

類についても間隔が定められています。

2階詰所施工状況

外観（南西より望む）

屋根

軽量鉄骨下地

壁ボード
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建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


施工者：㈲日栄カラー

工事着手

現在

工事着手

現在

白を基調とした色で、

塗装を行い、工事着手前に比

べ全体的に非常に明るい印象

となりました!

笠木の部分についても、

新たに塗装を行い、建物外壁

の白を基調とした色彩に対す

るアクセントとなっています!

平成23年に策定した藤枝市営住宅等長寿命化計画に基づき、平成29年1月より

「藤枝一丁目団地(共同住宅棟)屋上・外壁防水改修工事」を実施しています。

現在は、建物外壁及び階段室の塗装が終了し、非常に明るい印象となりました。

3月上旬には外部足場及び養生ネットを撤去し、外観が見えるようになります！

新しく生まれ変わった藤枝一丁目団地(共同住宅棟)をぜひ一度ご覧ください。



Vol.66（H28-11）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　9月より着手しました『青島小学校第３・第４児童クラブ』が完成しました!!１階が、

『第３児童クラブ』で、児童室及び学習室の延べ面積が約70㎡（定員40人）、２階が、

『第４児童クラブ』で、第３児童クラブ同様、児童室及び学習室の延べ面積が約70㎡

（定員40人）です。ユニバーサルデザインに配慮した児童クラブとなっています!!

外観（南東より望む）

内部状況（児童室・学習室）

児童室及び学習室の腰壁は

『県産材の杉板貼』とし、また、

床も『複合フローリング』とし

ています。

4月から利用する児童が、温

もりのある室内で、元気よく利

用してくれたらいいですね!!

玄関までの動線は、手摺付

きのスロープとなっています

ので、誰もが安全に利用でき

る児童クラブです。

施工：㈱杉山工務店

外観（南東より望む）

内部状況（児童室・学習室）

児童室及び学習室の腰壁は

『県産材の杉板貼』とし、また、

床も『複合フローリング』とし

ています。

4月から利用する児童が、温

もりのある室内で、元気よく利

用してくれたらいいですね!!

玄関までの動線は、手摺付

きのスロープとなっています

ので、誰もが安全に利用でき

る児童クラブです。



Vol.6７（H28-12）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

　市民の生命、身体及び財産を守り、地域防災の中核的存在として大きな役割を果たしている消防団

 詰所が完成しました。

　

第11分団1班（岡部）

施工：㈱戸塚工務店

第11分団3班（内谷）

施工：㈱森下工務店

第11分団4班（村良）

施工：㈲村越建設

第12分団（羽佐間）

施工：㈱ビセイ



2階詰所写真

2階詰所写真

1階車庫写真

各消防団員の希望に合わせ

詰所部分をフローリング又

は畳敷で施工しています！

第13分団1班（宮島）

施工：末廣建設㈱

第13分団2班（玉取）

施工：末廣建設㈱



Vol.68（H28-13）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


平成23年に策定した藤枝市営住宅等長寿命化計画に基づき、平成29年1月より 
 

「藤枝一丁目団地(共同住宅棟)屋上・外壁防水改修工事」を実施しました！ 
 

屋上･外壁の防水改修を行うことにより、居住性・安全性の維持向上を図っています。 

 

 

 

 

 

改 修 前 

改 修 後 

外壁塗装及び欠陥補修、手摺の新設により 

改修前に比べ、大幅に明るいイメージへと 

生まれ変わりました。 


