
Vol.82（H30-1）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


葉梨地区交流センター建設工事実施設計業務委託 

藤枝市民テニス場クラブハウス屋根・外壁改修工事 

市民テニスクラブハウス 

 
 
 

 

藤枝市民テニス場は、竣工から約35 

年が経過し、施設の老朽化が進んでいます。 

 このため、H29年に策定された藤枝市 

施設マネジメント計画に基づき、 

本年度藤枝市民テニス場の屋根外壁 

改修工事を行います。 

計画施設イメージ 

 
 
 

 

 葉梨地区の更なる賑わい創出のため、 

老朽化した既存施設を解体し、新たな 

葉梨地区交流センターの建設を計画して 

います。 

 H31年度の竣工を目指し、本年度、 

実施設計を行います。 



消防団詰所第1分団2班改築工事 

消防団詰所第5分団4班改築工事 

高洲小学校第３児童クラブ建築工事設計業務委託 

 
 
 

 

駅南自転車駐輪場東棟・西棟屋根・外壁防水改修工事 

完成予想写真 

完成予想写真 

駅南自転車駐輪場 

 
 
 

 

  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経緯から、 

 本年度、高洲小学校児童クラブ 
 の設計を行います。 

 

 

 古くなった消防団車庫及び詰所を解体し、 

新たに2階建ての詰所を2棟建築します。 

 
 
 

 

 H27年度に行った屋外階段及び通路上屋 

の塗装改修工事に続いて、 

本年度、施設マネジメント計画に基づき、 

東棟・西棟の屋根・外壁防水改修工事 

を行います。 



サン・ライフ藤枝体育館屋根・外壁防水改修工事 

水防倉庫建築工事 

前島東団地受水槽改修工事 

サンライフ藤枝体育

水防倉庫(高田) 

完成予想写真 

 
 
 

 

昨年度行った、事務所棟、トレーニング棟、 

渡り廊下棟に続いて、本年度体育館棟の 

屋根・外壁防水改修工事を行います。 

 
 
 

 

 竣工後、約60年が経過し、 

屋根・外壁等が劣化した水防倉庫 

を解体し、新たに2棟の水防倉庫 

を建築予定です。 

 
 
 

 

 設置後26年が経過した、既存の受水

槽に劣化が見られたため、入居者の衛

生・安全面を考慮し、本年度、受水槽

の交換工事を行います。 



Vol.83（H30-2）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


駿河台一丁目にある藤枝市民テニス場は、昭和60年に整備され、年間利用者は約10万人と

市民に親しまれる市民テニス場です。

しかし、竣工から約35年が経過し、クラブハウスの劣化が進行しています。

このため、平成２９年に策定した藤枝市施設マネジメント計画に基づき、今年度、屋根及び

外壁の改修工事を実施します。

工事は、平成31年1～3月を予定しています。工事期間中は、利用者の皆様にご迷惑を

おかけしますが、市民が安全・安心に健やかに暮らせる“健康都市ふじえだ”の実現に向け、

ご理解とご協力をお願いします。

★定期的なメンテナン

スにより、建物の長寿

命化を推進します!!



Vol.84（H30-3）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

  

今年度、広幡小学校の南校舎及び管理棟の外壁塗装防水改修工事を実施します!!

外壁塗装防水改修とは、外壁の塗り替えだけでなく、ひび割れた外壁コンクリートの補修や

庇の劣化した防水層などを併せて補修する工事です。

児童の安全・安心を確保するため、これら補修工事を定期的に実施する必要がありますので、

ご理解とご協力をお願いします。

南 校 舎

管 理 棟

塗装のふくれ

防水層の劣化

コンクリートのひび割れ

★建築メモ★
校舎は『鉄筋コンクリート造』という構造で造られています。

この鉄筋コンクリート造は『コンクリートと鉄筋とが一体と

なった構造』で『RC造』とも呼ばれます。

RC造は、コンクリートと鉄筋双方の長所を活かし、また短所を

補完する建築構造ですので、定期的にひび割れたコンクリートや

錆びた鉄筋などは補修し、建物の安全性を確保する必要がありま

す。



Vol.85（H30-4）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

  

施工：岡田塗装店

広幡小学校の南校舎及び管理棟の外壁塗装防水改修工事が完成しました!!

今回の工事では、外壁の塗り替えだけでなく、ひび割れた外壁コンクリートの補修や庇の

劣化した防水層の補修なども併せて実施しました。ご協力ありがとうございました。

定期的な補修で、

安全・安心!!

南校舎着手前

南校舎完成

管理棟着手前管理棟完成



Vol.86（H30-5）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


 今年度、駅南自転車駐車場の東棟及び西棟の屋根・外壁防水改修工事を実施します!! 

 東棟は平成5年建築の鉄骨造2階建て延べ床面積約1,700㎡、西棟は平成7年建築の鉄骨造平屋

建て延べ床面積約400㎡の建物であり、外壁及び屋根の汚れや、目地材であるシーリングの劣化

が目立つ状態です。屋根・外壁材の劣化のみならずシーリングの劣化も雨漏りの原因の一つとな

ります。そこで、今回の工事により、屋根及び外壁の塗装とともにシーリング材の打ち替えを行

います。 

 工事中は施設の利用にご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事中も施

設利用は可能です。 

東棟屋根 

東 棟 

  屋根及び外壁の塗装色は藤枝市景

観計画の色彩基準に合わせ、彩度を

抑えた色を選定します！ 

 現状は東西棟で塗装色が異なりま

すが、同一色で塗装をし、統一感の

ある外観とします。 

 JR沿線の工事となる為、JR東

日本と適正に協議を進め、安全

第一の施工に努めていきます！ 

西 棟 

■施工者：有限会社 鈴木塗装■工期：平成30年9月26日～平成30年12月14日(予定) 



Vol.87（H30-6）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

　平成４年に建設した訓練塔は、市民の安心・安全を確保するため、日々、消防職員が消火や救出など

の訓練を実施するための施設です。建設後２６年が経過し、施設の老朽化が激しくなってきたため、今年度、

外壁などの塗装防水改修工事を実施します。

南西側現況北側現況

錆を放置すると建物の安全性

は低下します。特に鉄骨造は定

期的な錆止め補修が重要です!!



Vol.88（H30-7）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


今年度施工しておりました、サンライフ藤枝体育館の屋根・外壁防水改修工事が

完了しました!!外壁及び屋根は経年劣化により、浮きやクラックと呼ばれるひび割

れ、鋼板部分の腐食が生じていたため、改修工事を実施しました。

■施工者：有限会社志昇産業■工期：平成30年12月25日

屋根は劣化がひどく、鋼板が腐

食し、穴が開いているような箇

所もありましたが、改修に伴い

補修を行うことで、防水性も確

保することができました。

改修前はクラック等の欠損が目立つ

壁面でしたが、改修に伴う補修に

より、非常に明るい外壁の

印象となりました。

改修前

改修後

改修後

(屋根



Vol.89（H30-8）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

  

施工者
㈱エクノスワタナベ

駿河台一丁目にある藤枝市民テニス場は、昭和60年に整備され、年間利用者は約10万人と市

民に親しまれる市民テニス場です。しかし、竣工から約35年が経過し、クラブハウスの劣化が進

行しています。

このため、今年度、屋根をカバー工法という手法により改修しています!!

⇒既存の屋根を洗浄し、

軒先に『唐草』と呼ばれ

る水切り金物を設置しま

す。

⇒水下から『ルーフィン

グ』と呼ばれる屋根下葺

材を貼り上げます。



施工者
㈱エクノスワタナベ

⇒ルーフィングの上に新た

な屋根を留めるための『吊

子（つりこ）』と呼ばれる

金物を取付けます。

⇒『バックアップ材』と

呼ばれる材料を取り付け

た吊子と吊子の間に充填

します。

⇒吊子に『ＧＬ鋼

板』と呼ばれる新た

な屋根材を留めつけ

て完成です。

≪留意点≫

屋根カバー工法は、既存の屋根に新

たな屋根材をカバーする工法です。

したがって、屋根重量が増加するた

め、工法選定にあたり、事前に建物の

構造上の安全確認が必要となります!!



Vol.90（H30-9）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

　平成４年に建設した訓練塔は、市民の安全・安心を確保するため、日々、消防職員が消火や救出など

の訓練を実施するための施設です。施設の老朽化が激しくなってきたため、平成31年1月より改修工事

を実施してきましたが、2月末に完成しました!!

施工者：㈲志昇産業

外壁はクラック等の補修及び防水塗装

改修を実施、

３F･4F内部は、半屋外であるため、

耐候性により優れた『フッ素系』の塗装

で仕上げています。

北側改修前

3F内部完成

北側完成

3F内部改修前



Vol.91（H30-10）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


今年度、平成30年8月末から消防団詰所第5分団4班（市ノ瀬）の改築工事を行ってきました

が、平成31年1月末に完成しました!!

工事内容としては、昭和57年に建築された鉄骨2階建ての老朽化の進んだ詰所を解体し、新た

に鉄骨造2階建て延べ床面積約67㎡の詰所を同一敷地に新築しました。

旧詰所では、2階にある詰所から1階の車両置場やトイレに行くために一度屋外に出る必要が

ありましたが、新詰所では詰所から雨に濡れることなく直接1階の車両置場やトイレに行くこと

が可能な設計です。

旧詰所

建物の設計段階より、地元消防団の

方の意見を聞きとりながら、建物の

内部仕様を決めています。

【参考】

都市計画区域外であっても建築する建物

の用途や構造・規模に応じて建築確認申請

が必要となるものがあるため注意が必要で

す。

今回の建物は建築確認申請が必要なため、

適正に手続きを行っています。

内観

■設計者：青島彰一級建築士事務所 ■施工者：株式会社カルタス本郷

■工期：平成30年8月31日～平成31年1月31日

新詰所



Vol.92（H30-11）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


■イメージ図

■設計者：VANアーキメディア一級建築士事務所

今年度、消防団詰所第1分団2班（藤枝五丁目）及び第5分団4班（市ノ瀬）の改築工事を行っ

てきましたが、来年度以降に改築工事を予定している第1分団1班（天王町二丁目）及び第5分団

5班（蔵田）の詰所の設計業務も完了しました。

鉄骨2階建ての老朽化の進んだ詰所を解体し、新たに鉄骨造2階建て延べ床面積約65㎡の詰所

を同一敷地に新築する設計です。どちらの敷地も間口が狭く比較的狭小敷地であるため、敷地に

あわせた建物設計を行っています。

また、地盤調査の結果、支持地盤が深く（第1分団1班：約10m以深、第5分団5班：約4m以

深）であり、直接基礎の採用が難しい為、杭の施工を予定しています。

【参考】

同一規模の建物であっても、建築予定

敷地の地質状況に応じて構造を検討する

必要があります。

・1分団1班は、杭の摩擦抵抗により

建物を支持する摩擦杭を採用予定

・5分団5班は、杭を支持地盤に到達

させ、建物を支持する支持杭を採

用予定

第5分団5班第1分団1班



Vol.93（H30-12）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


老朽化の進んだ鉄骨造2階建ての消防団詰所を解体し、新たに消防団詰所の建築しました。

本敷地は狭小ではありましたが、消防団1分団2班は消防団員数が多いということもあり、従

来の消防団詰所と異なり、延床面積を増やし、施工を行いました。

着手前

完成

内部車庫

建物概要

■場所：藤枝五丁目

■構造：鉄骨造2階建て

■規模：延床面積87.59㎡

■受注者：㈱森下工務店

★建築メモ★

藤枝五丁目は準防火地域(市街地にお

ける火災の危険を防除するため定める

地域)にあたります。

この地域内では、隣地や、道路に近

い開口部については、防火設備とし、

通常の火災時に火炎を有効に遮るため

の性能を有していなければなりません。

本詰所の一部開口部もこの性能を有

しています。



Vol.94（H30-13）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

 


子ども・子育て支援制度により、従来小学3年生以下であっ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。新制度に対応するため、来年度以降、高洲小学校区において第3

児童クラブを建築します。それに伴い、本年度、建築物の設計を完了しました。

完成イメージ(青島小学校第３・第4児童クラブ)

建物概要

■構造：木造2階建て

■規模：延床面積約1９０㎡

■定員：４５人

■設計：青島彰一級建築士事務所

高洲地区は、児童クラブ利用

率の大幅な増加が予想される

ため、2階建ての児童クラブ

を設計しています。

北立面図

東立面図



Vol.95（H30-14）
建築住宅課

　　　　　　　　　　　　　主要工事をお知らせします！

  

施工者
㈱エクノスワタナベ

平成31年1月より着手しました『市民テニス場クラブハウス屋根・外壁改修工事」
が完成です。屋根はカバー工法という改修手法を採用し、外壁は防水塗装を実施しました!!

改 修 前

改 修 後

雨漏りをしていた屋根を

改修しました。周囲の山並

み景観と調和する屋根の色

にしています!!

外壁の防水塗装を実施

しました。テニスボール

と外壁色が重ならないよ

うな外壁色にしていま

す!!

改 修 後 改 修 後

藤枝市は、”より多くの人が安心してスポー

ツに親しめる環境づくり”を推進しています!!


