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1 要旨  

（１） 静岡市が所有する建築物（以下「公共建築物」という）の耐震対策は、

静岡市公共建築物耐震対策推進計画に基づき実施していきます。 

（２） 耐震対策には、建築物の構造に関する対策（以下「構造耐震対策」）と

特定天井等の非構造部材に関する対策（以下「非構造部材耐震対策」）が

あります。 

（３）公共建築物の耐震対策の状況として、耐震性能等を公表します。 
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２ 公共建築物の耐震対策の現状 

（１） 耐震対策の背景 

 昭和 53 年６月に「大規模地震対策特別措置法」が制定され、昭和 54 年８月には

静岡県全域とこれに近接する地域が、「地震防災対策強化地域」に指定されました。 

 平成７年に発生した阪神･淡路大震災においては、防災拠点となる庁舎や消防署、

避難所となる学校等の施設も被害を受け、災害応急対策の実施に多大な影響を与え

たことから、公共建築物の耐震対策は早急に取り組むべき重要な課題となりました。 

 平成 15 年５月の中央防災会議で「東海地震対策大綱」が策定され、同年７月に

東海地震緊急対策方針が閣議決定されました。 

 こうした状況の中で、静岡市においては、公共建築物の耐震対策を昭和 57 年度

から実施しており、阪神･淡路大震災、東日本大震災の教訓を踏まえて、公共建築

物の耐震対策に関する基本方針や計画を定めて耐震対策の推進をしてまいりまし

た。 

 さらに、市民の皆さまが安全で安心して公共建築物を利用できるように、引き続

き耐震対策を推進してまいりたいと考えております。これからも皆さまのご理解と

ご協力をお願いします。 

（２） 耐震対策の公表 

災害発生時に市民の皆さまが、避難等の的確な対応を取るためには、自宅だけで

なく、災害時の拠点となる学校、病院、市役所などの公共建築物の耐震性能を事前

に把握していることが不可欠であるので、平成 16 年９月から公共建築物の耐震対

策の状況を公表しています。 

また、平成 22 年１月より、不特定多数の市民が利用する公共建築物の出入口に

は「東海地震に対する耐震性能等を表示したラベル」を取付けております。 

  今後も耐震対策を実施した公共建築物には随時ラベルの取替え又は取付けを実

施していきます。 



３

（３） 東海地震に対する耐震性能の評価 

   公共建築物の耐震性能は、次の基準により評価しています。 

  ア 旧基準の建築物 

    （旧耐震基準※により建築された建築物） 

    ・静岡県建築構造設計指針･同解説（1998 年版）による静岡県の耐震判

定指標値を用いて評価する。 

  イ 新基準の建築物 

    （新耐震基準※により建築された建築物） 

    ・静岡県建築構造設計指針･同解説の用途係数により評価する。 

（４） 東海地震に対する建築物の耐震性能ランク 

ランク※ 東海地震に対する耐震性能   

Ⅰ
イチ

Ⅰ
イチ

ａ
エー

耐震性能が優れている建物。 

軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用 

できる。 

Ⅰ
イチ

ｂ
ビー

耐震性能が良い建物。 

倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けること

が想定される。 

市基準 

以上※ 

Ⅱ
ニ

耐震性能がやや劣る建物。 

倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも

想定される。 

法基準 

以上※ 

Ⅲ
サン

耐震性能が劣る建物。 

倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定

される。 

※ 「旧基準の建築物」は、耐震診断の結果に基づいて耐震性能により４段階（Ⅰａ、Ⅰｂ、 

Ⅱ、Ⅲ）にランク分けする。 

※ 「新基準の建築物」は２段階（Ⅰａ、Ⅰｂ）にランク分けする。 

※ 「旧耐震基準」とは、建築基準法及び建築基準法施行令が改正される昭和 56 年５月 31

日以前の設計基準。

※ 「新耐震基準」とは、昭和 56年６月１日に施行された建築基準法及び建築基準法施行

令に定められた設計基準。

※ 「市基準」とは、静岡市が耐震補強の目標と定めている耐震基準である。

※ 「法基準」とは、建築基準法上の耐震性能を満たす耐震基準である。
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（５）耐震性能等一覧について 

  令和４年４月１日現在の公共建築物の耐震対策の状況は、別表のとおりです。 

  別表については、「静岡市公共建築物耐震対策推進計画」の３－１（１）に基 

づき、作成しています。 



　公共建築物の耐震化率

令和４年４月１日 現在

（１）　公共建築物　全体

Ⅰa(※３) Ⅰb

棟　数 629 506 4 0 1,188

構成比(%) 52.9% 42.6% 0.3% 0.0%

法基準耐震化率(※１) ＋0.4％

市基準耐震化率(※２) ＋0.5％

（２）　上記（１）の内訳

①　一般公共施設（学校施設以外）

ランク Ⅰa(※３) Ⅰb Ⅲ

棟　数 326 397 4 0 735

構成比(%) 44.4% 54.0% 0.5% 0.0%

法基準耐震化率 ＋0.6％

市基準耐震化率 ＋0.6％

②　学校施設（小学校、中学校、高等学校）

ランク Ⅰa Ⅰb Ⅱ① Ⅱ② Ⅲ

棟　数 303 109 41 0 0 0 453

構成比(%) 66.9% 24.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

法基準耐震化率

市基準耐震化率 ＋0.4％

全棟数計(※３)
法律で要求する基準以上

ランク
Ⅰ

Ⅱ Ⅲ

未診断施設

49

4.2%

99.7%

未診断施設

耐震対策済施設 耐震対策必要施設

98.4%

耐震対策済施設 耐震対策必要施設

法律で要求する基準以上

文部科学省補助基準以上 棟数計(※３)

100.0%

90.9%

未診断施設

8

1.1%

99.5%

95.5%

※１　建築基準法の耐震性能を満たす建築物の割合

※２　静岡市が目標と定めている耐震性能（建築基準法で定める基準を上回る耐震性能）を満たす建築物の割合

耐震対策済施設 耐震対策必要施設

棟数計(※３)
法律で要求する基準以上

Ⅱ

※３　解体、使用停止及び民間譲渡した建物（51棟）を含む

(前年 99.3%)

(前年 95.0%)

(前年 98.9%)

(前年 97.8%)

(前年 100%)

(前年 90.5%)

 5



ランク Ⅰa(※３) Ⅰb Ⅲ

葵　区（一般） 128 155 2 0 288

　　　（学校） 123 46 0 0 188

駿河区（一般） 62 100 1 0 167

　　　（学校） 57 34 0 0 100

清水区（一般） 136 142 1 0 280

　　　（学校） 123 29 0 0 165

合　計 629 506 4 0 1,188

耐震対策済施設 耐震対策必要施設

法律で要求する基準以上

Ⅱ

棟数計(※３)

3

19

未診断施設

※３　解体、使用停止及び民間譲渡した建物（51棟）を含む。

4

9

1

13

49
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所管課 施設名称 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考

1 -1 管財課 千代田一般職員住宅 職員住宅 葵 千代田三丁目 H3 Ⅰb

-2 こども園課 葵待機児童園「あおば」 職員住宅

2 -1 管財課 大岩本町自動車車庫 住宅・車庫・休憩室 葵 大岩本町 S45 Ⅲ

3 -1 管財課 静岡庁舎及び葵区役所 新館 葵 追手町 S61 Ⅰa

4 -1 管財課 静岡庁舎及び葵区役所 本館 葵 追手町 S8 Ⅰa

-2 文化振興課 静岡市民ギャラリー 展示施設

5 -1 管財課 静岡庁舎及び葵区役所 駐輪場棟 葵 追手町 S62 Ⅰa

6 -1 戸籍管理課 静岡斎場 火葬棟 葵 慈悲尾 H12 Ⅰa

7 -1 戸籍管理課 静岡斎場 待合棟 葵 慈悲尾 H19 Ⅰa

8 -1 井川支所 井川支所 庁舎 葵 井川 H14 Ⅰa

-2 生涯学習推進課 井川生涯学習交流館 本館

9 -1 井川支所 井川支所職員住宅 住宅 葵 井川 S52 Ⅰb

10 -1 文化振興課 静岡市民文化会館 大ホール棟 葵 駿府町 S53 Ⅱ 要特定天井対策

-2 文化振興課 静岡市民文化会館 中ホール棟 要特定天井対策

-3 文化振興課 静岡市民文化会館 ロビー棟１ 要特定天井対策

-4 文化振興課 静岡市民文化会館 ロビー棟２

11 -1 生涯学習推進課 葵生涯学習センター 本館 葵 東草深町 H3 Ⅰa

-2 男女共同参画課 女性会館 本館

12 -1 生涯学習推進課 西部生涯学習センター 本館 葵 田町三丁目 H22 Ⅰa

13 -1 生涯学習推進課 東部生涯学習センター 本館 葵 千代田七丁目 S53 Ⅰa

-2 葵区　健康支援課 東部保健福祉センター 本館

14 -1 生涯学習推進課 北部生涯学習センター 本館 葵 昭府二丁目 S58 Ⅰb

-2 葵区　健康支援課 北部保健福祉センター 本館

15 -1 生涯学習推進課 美和複合施設「アカデ美和」 北部生涯学習センター美和分館 葵 安倍口団地 H21 Ⅰa

-2 中央図書館 中央図書館美和分館

16 -1 生涯学習推進課 藁科生涯学習センター 本館 葵 羽鳥本町 S63 Ⅰa

-2 中央図書館 藁科図書館 図書館

-3 危機管理課 藁科コミュニティ防災センター 防災センター

17 -1 生涯学習推進課 「リンク西奈」 西奈生涯学習センター 葵 瀬名二丁目 H7 Ⅰa

-2 中央図書館 西奈図書館

-3 葵区　戸籍住民課 西奈市民サービスコーナー

18 -1 生涯学習推進課 清沢生涯学習交流館 本館 葵 昼居渡 H15 Ⅰa

-2 こども園課 清沢こども園 園舎

19 -1 生涯学習推進課 梅ケ島生涯学習交流館 本館 葵 梅ケ島 S57 Ⅰb

20 -1 生涯学習推進課 玉川生涯学習交流館 本館 葵 落合 S60 Ⅰb

21 -1 生涯学習推進課 大河内生涯学習交流館 本館 葵 平野 H20 Ⅰa

22 -1 歴史文化課 駿府城公園紅葉山庭園 茶室「雲海」・「静月庵」 葵 駿府城公園 H13 Ⅰb

23 -1 歴史文化課 駿府城公園 東御門 葵 駿府城公園 H7 Ⅰb

24 -1 歴史文化課 駿府城公園 巽櫓 葵 駿府城公園 S63 Ⅰb

25 -1 歴史文化課 駿府城公園 坤櫓 葵 駿府城公園 H25 Ⅰa

26 -1 文化財課 文化財資料館 本館 葵 宮ケ崎町 S49 Ⅰb

27 -1 スポーツ振興課 中央体育館 体育館棟 葵 駿府町 S46 Ⅰa 特定天井対策済

-2 スポーツ振興課 中央体育館 管理棟 H13

-3 青少年育成課 青少年研修センター 研修センター

28 -1 スポーツ振興課 中央体育館 プール棟 葵 駿府町 S50 Ⅰb

-2 スポーツ振興課 中央体育館 屋内プール管理棟

29 -1 スポーツ振興課 中央体育館 弓道場 葵 駿府町 S55 Ⅰb

30 -1 スポーツ振興課 北部体育館 体育館 葵 松富四丁目 H8 Ⅰa 特定天井対策済

-2 危機管理課 北部コミュニティ防災センター 防災センター

31 -1 スポーツ振興課 西ケ谷総合運動場 野球場 葵 西ヶ谷 H8 Ⅰa

32 -1 スポーツ振興課 西ケ谷総合運動場 陸上競技場スタンド 葵 西ヶ谷 H2 Ⅰb

33 -1 スポーツ振興課 西ケ谷総合運動場 管理事務所 葵 西ヶ谷 H2 Ⅰb

耐震性能等一覧表

整理Ｎｏ

葵区

一般公共施設
別 表

1



所管課 施設名称 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

34 -1 スポーツ振興課 西ケ谷総合運動場 クラブハウス 葵 西ヶ谷 H2 Ⅰb

35 -1 スポーツ振興課 西ケ谷総合運動場 屋内プール 葵 西ヶ谷 S63 Ⅰb 特定天井対策済

36 -1 スポーツ振興課 城北運動場 クラブハウス 葵 大岩 S57 Ⅰb

37 -1 スポーツ振興課 玉川キャンプセンター 宿泊棟 葵 長妻田 S56 Ⅰb

38 -1 スポーツ振興課 東部体育館 体育館 葵 東千代田二丁目 H1 Ⅰa 特定天井対策済

-2 危機管理課 東部コミュニティ防災センター 防災センター

39 -1 スポーツ振興課 ふれあい健康増進館「ゆらら」 健康増進館 葵 南沼上 H12 Ⅰa

40 -1 スポーツ振興課 梅ケ島キャンプ場 避難棟 葵 梅ケ島 S53 Ⅰb

41 -1 収集業務課 西ケ谷収集センター 管理棟 葵 西ヶ谷 S62 Ⅰa 使用停止

42 -1 収集業務課 西ケ谷収集センター 洗車場棟 葵 西ヶ谷 S62 Ⅰa 使用停止

43 -1 収集業務課 沼上収集センター 管理棟 葵 薬師 S61 Ⅰb

44 -1 収集業務課 沼上収集センター 車庫棟 葵 薬師 S61 Ⅰb

45 -1 廃棄物処理課 西ケ谷清掃工場 工場棟 葵 西ヶ谷 H21 Ⅰa

-2 廃棄物処理課 西ケ谷清掃工場 ランプウェイ

-3 廃棄物処理課 西ケ谷清掃工場 渡り廊下

46 -1 廃棄物処理課 西ケ谷清掃工場 管理棟 葵 西ヶ谷 H21 Ⅰa

47 -1 廃棄物処理課 西ケ谷清掃工場 ストックヤード等 葵 西ヶ谷 H21 Ⅰa

48 -1 廃棄物処理課 西ケ谷清掃工場 休憩所 葵 西ヶ谷 S43 Ⅰa

49 -1 ごみ減量推進課 西ケ谷資源循環体験プラザ 啓発施設棟 葵 西ヶ谷 S57 Ⅰa

50 -1 廃棄物処理課 沼上清掃工場 工場棟 葵 南沼上 H7 Ⅰb

51 -1 廃棄物処理課 沼上清掃工場 管理棟 葵 南沼上 H6 Ⅰb

52 -1 廃棄物処理課 沼上清掃工場灰溶融施設 工場棟 葵 南沼上 H16 Ⅰa

53 -1 廃棄物処理課 沼上資源循環センター 粗大ごみ棟 葵 南沼上 H21 Ⅰa

54 -1 廃棄物処理課 沼上資源循環センター 資源化施設棟 葵 南沼上 H22 Ⅰa

55 -1 廃棄物処理課 沼上資源循環センター 啓発施設棟 葵 南沼上 H22 Ⅰb

56 -1 廃棄物処理課 沼上最終処分場 水処理施設管理棟 葵 北沼上 H1 Ⅰb

57 -1 廃棄物処理課 静岡衛生センター 管理棟 葵 東千代田三丁目 H8 Ⅰb

58 -1 廃棄物処理課 静岡衛生センター 投入槽上屋 葵 東千代田三丁目 S59 Ⅰb

59 -1 廃棄物処理課 静岡衛生センター 余剰汚泥脱水設備上屋 葵 東千代田三丁目 S45 Ⅰa

60 -1 地域リハビリテーション推進センター 城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟 葵 城東町 H17 Ⅰa

61 -1 福祉総務課 静岡中央福祉センター 庁舎 葵 城内町 H5 Ⅰa

62 -1 障害福祉企画課 心身障害児福祉センター「いこいの家」 心身障害児福祉センター 葵 城東町 H17 Ⅰa

63 -1 障害福祉企画課 桜の園 施設棟 葵 内牧 H5 Ⅰa 要特定天井対策

64 -1 障害福祉企画課 桜の園城北館 生活訓練ホーム 葵 北安東四丁目 H11 Ⅰa

65 -1 高齢者福祉課 井川高齢者生活福祉センター 本館 葵 井川 H10 Ⅰa

-2 保険年金管理課 国民健康保険井川診療所 診療所

66 -1 高齢者福祉課 鯨ケ池老人福祉センター 本館 葵 下 S54 Ⅰb

67 -1 高齢者福祉課 静岡老人ホーム 本体 葵 吉津 H12 Ⅰa

-2 高齢者福祉課 静岡老人ホーム 物干場

-3 福祉総務課 救護所 入所棟 H13

68 -1 高齢者福祉課 長尾川老人福祉センター 本館 葵 長尾 H9 Ⅰa

69 -1 高齢者福祉課 梅ケ島高齢者生活福祉センター 本館 葵 入島 H16 Ⅰa

70 -1 高齢者福祉課 大川高齢者生活福祉センター 本館 葵 日向 H13 Ⅰa

-2 生涯学習推進課 大川生涯学習交流館 本館

71 -1 高齢者福祉課 シルバーワークステーション 事務・作業・会議室 葵 新通二丁目 H13 Ⅰa

-2 障害福祉企画課 ギャラリー・ココ（貸付） 作業室・事務室・会議室

72 -1 子ども未来課 安東児童館 児童館 葵 安東二丁目 S62 Ⅰb

73 -1 子ども未来課 美和児童館 児童館 葵 安倍口団地 H2 Ⅰb

74 -1 子ども未来課 西奈児童館 児童館 葵 瀬名一丁目 S58 Ⅰb

75 -1 子ども未来課 服織児童館 児童館 葵 羽鳥六丁目 S53 Ⅰb

76 -1 子ども未来課 麻機児童館 児童館 葵 有永町 H6 Ⅰa

77 -1 こども園課 長沼こども園 園舎（A棟） 葵 長沼二丁目 S44 Ⅰb

-2 こども園課 長沼こども園 園舎（B棟） S50

78 -1 こども園課 上土こども園 園舎 葵 古庄 S56 Ⅰa

79 -1 こども園課 田町こども園 園舎 葵 田町一丁目 S47 Ⅰa

80 -1 こども園課 服織こども園 園舎 葵 山﨑一丁目 H22 Ⅰa

81 -1 こども園課 中藁科こども園 園舎 葵 大原 S58 Ⅰa
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82 -1 こども園課 安倍口中央こども園 園舎 葵 安倍口団地 S47 Ⅰb

83 -1 こども園課 瀬名川こども園 園舎 葵 瀬名川一丁目 S51 Ⅰb

84 -1 こども園課 服織中央こども園 園舎 葵 羽鳥本町 H11 Ⅰa

85 -1 こども園課 梅ケ島こども園 園舎 葵 梅ケ島 S55 Ⅰa

86 -1 こども園課 大川こども園 園舎 葵 坂ノ上 S59 Ⅰb

87 -1 こども園課 安東こども園 西園舎 葵 安東三丁目 S51 Ⅰa

88 -1 こども園課 安東こども園 北園舎 葵 安東三丁目 S53 Ⅰa

89 -1 こども園課 安東こども園 東園舎 葵 安東三丁目 S55 Ⅰa

90 -1 こども園課 安東こども園 南園舎 葵 安東三丁目 H17 Ⅰa

91 -1 こども園課 藁科こども園 北園舎 葵 吉津 S56 Ⅰa

92 -1 こども園課 西奈こども園 園舎 葵 瀬名三丁目 H2 Ⅰa

93 -1 こども園課 安倍口こども園 園舎 葵 安倍口新田 H7 Ⅰa

94 -1 こども園課 安倍口こども園 北園舎 葵 安倍口新田 S55 Ⅰa

95 -1 こども園課 井川こども園 園舎 葵 井川 S48 Ⅰb

96 -1 児童相談所 児童相談所 児童相談所 葵 堤町 H19 Ⅰa

-2 児童相談所 児童相談所 一時保護所

97 -1 保健衛生医療課 急病センター 本館 葵 柚木 H24 Ⅰa

-2 こころの健康センター こころの健康センター 本館

98 -1 保健衛生医療課 大川診療所（貸付） 診療所兼住宅 葵 坂ノ上 H4 Ⅰa

99 -1 保健衛生医療課 梅ケ島診療所（貸付） 診療所兼住宅 葵 梅ケ島 S60 Ⅰb

100 -1 保健衛生医療課 玉川診療所（貸付） 診療所兼住宅 葵 落合 S61 Ⅰb

101 -1 葵区　健康支援課 藁科保健福祉センター 保健福祉センター 葵 羽鳥本町 H11 Ⅰa

102 -1 動物指導センター 動物指導センター 管理棟 葵 産女 S54 Ⅰa

103 -1 動物指導センター 動物愛護館 動物愛護館 葵 産女 S63 Ⅰb

104 -1 保健予防課 城東保健福祉エリア 保健所棟 葵 城東町 H17 Ⅰa

105 -1 産業振興課 授産福祉センター旧春日支所（貸付） 作業所 葵 春日三丁目 H10 Ⅰa

106 -1 商業労政課 北部勤労者福祉センター「ラペック静岡」 本館 葵 本通七丁目 H5 Ⅰa

107 -1 商業労政課 授産福祉センター田町本所（貸付） 作業所・事務所 葵 田町四丁目 H9 Ⅰa

108 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 水産配送センター 葵 流通センター S63 Ⅰa

109 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 青果棟 葵 流通センター S49 Ⅰa

110 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 水産棟 葵 流通センター S49 Ⅰa

111 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 冷蔵庫棟 葵 流通センター S49 Ⅰa

112 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 関連棟 葵 流通センター S49 Ⅰa

113 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 管理棟 葵 流通センター S49 Ⅰa

114 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 汚水処理棟 葵 流通センター S49 Ⅰa

115 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 包装資材棟 葵 流通センター S49 Ⅰb

116 -1 中央卸売市場 中央卸売市場 青果加工棟 葵 流通センター S49 Ⅰb

117 -1 中山間地振興課 林業センター 本館 葵 千代 S56 Ⅱ

118 -1 中山間地振興課 藁科都市山村交流センター「わらびこ」 本館 葵 大原 H15 Ⅰa

119 -1 中山間地振興課 高山・市民の森学習展示施設「森の恵」 本館 葵 水見色 H18 Ⅰa

120 -1 中山間地振興課 賤機都市山村交流センター「安倍ごころ」 本館 葵 牛妻 H18 Ⅰa

121 -1 中山間地振興課 リバウェルＩＫＡＷＡ レストハウス 葵 井川 H1 Ⅰa

122 -1 中山間地振興課 南アルプスユネスコエコパーク井川ビジターセンター 観光会館 葵 井川 H5 Ⅰa

123 -1 中山間地振興課 口坂本温泉公衆浴場 温泉浴場 葵 口坂本 S52 Ⅰa

124 -1 中山間地振興課 湯ノ島温泉浴場 温泉浴場 葵 湯ノ島 H5 Ⅰa

125 -1 中山間地振興課 梅ケ島新田温泉浴場「黄金の湯」 温泉浴場 葵 梅ケ島 H10 Ⅰb

126 -1 中山間地振興課 南アルプス自然ふれあいセンター 事務所 葵 田代 S58 Ⅰb

127 -1 中山間地振興課 南アルプス自然ふれあいセンター（貸付） 椹島ロッヂ 葵 田代 S60 Ⅰb

128 -1 中山間地振興課 南アルプス自然ふれあいセンター（貸付） 椹島ロッヂ 葵 田代 S60 Ⅰb

129 -1 中山間地振興課 南アルプス自然ふれあいセンター（貸付） 椹島ロッヂ 葵 田代 S60 Ⅰb

130 -1 中山間地振興課 南アルプス自然ふれあいセンター（貸付） 椹島ロッヂ 葵 田代 S60 Ⅰb

131 -1 中山間地振興課 南アルプス赤石温泉「白樺荘」 本館 葵 田代 H21 Ⅰb

132 -1 交通政策課 茶町自転者保管所 管理棟 葵 茶町一丁目 H4 Ⅰb

133 -1 交通政策課 東静岡駅北口自転車等駐車場 駐輪場 葵 長沼 H25 Ⅰa

134 -1 公園整備課 駿府城公園管理棟 管理事務所 葵 駿府城公園 S63 Ⅰb

135 -1 緑地政策課 あさはた緑地 センターハウス・休憩所 葵 赤松・前林 R２ Ⅰb

136 -1 住宅政策課 若松町団地 若松町団地 葵 若松町 S60 Ⅰb
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137 -1 住宅政策課 辰起町団地改良住宅 店舗・集会室 葵 辰起町 S47 Ⅰb

138 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第１号棟 葵 美川町 S46 Ⅰb

139 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第２号棟 葵 美川町 S46 Ⅰb

140 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第３号棟 葵 美川町 S46 Ⅰb

141 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第４号棟 葵 美川町 S46 Ⅰb

142 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第５号棟 葵 美川町 S44 Ⅰb

143 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第６号棟 葵 美川町 S44 Ⅰb

144 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第７号棟 葵 美川町 S44 Ⅰb

145 -1 住宅政策課 伝馬町新田団地改良住宅 第８号棟 葵 美川町 S44 Ⅰb

146 -1 住宅政策課 北番町団地 北番町団地 葵 北番町 S61 Ⅰb

147 -1 住宅政策課 羽衣団地 第１号棟 葵 駒形通四丁目 S23 Ⅰb

148 -1 住宅政策課 羽衣団地 第２号棟 葵 駒形通四丁目 S23 Ⅰb

149 -1 住宅政策課 駒形団地 駒形団地 葵 駒形通四丁目 S24 Ⅰb

150 -1 住宅政策課 新通団地 新通団地 葵 新通一丁目 S24 Ⅰb

151 -1 住宅政策課 住吉町団地 住吉町団地 葵 住吉町二丁目 S25 Ⅰb

152 -1 住宅政策課 三番町団地 第１号棟 葵 三番町 S25 Ⅰb

153 -1 住宅政策課 三番町団地 第２号棟 葵 三番町 S26 Ⅰb

154 -1 住宅政策課 四番町団地 四番町団地 葵 四番町 S26 Ⅰb

155 -1 住宅政策課 牧ヶ谷団地 Ｂ棟 葵 牧ヶ谷 S46 Ⅰb

156 -1 住宅政策課 上土団地 第１号棟 葵 東千代田二丁目 S36 Ⅰb

157 -1 住宅政策課 上土団地 第２号棟 葵 東千代田二丁目 S37 Ⅰb

158 -1 住宅政策課 上土団地 第３号棟 葵 東千代田二丁目 S38 Ⅰb

159 -1 住宅政策課 上土団地 第４号棟 葵 東千代田二丁目 S39 Ⅰb

160 -1 住宅政策課 上土団地 第５号棟 葵 東千代田二丁目 S41 Ⅰb

161 -1 住宅政策課 上土団地 第６号棟 葵 東千代田二丁目 S41 Ⅰb

162 -1 住宅政策課 上土団地 第７号棟 葵 東千代田二丁目 S40 Ⅰb

163 -1 住宅政策課 上土団地 第８号棟 葵 東千代田二丁目 S39 Ⅰb

164 -1 住宅政策課 上土団地 第９号棟 葵 東千代田二丁目 S40 Ⅰb

165 -1 住宅政策課 上土団地 第10号棟 葵 東千代田二丁目 S62 Ⅰb

166 -1 住宅政策課 上土団地 第11号棟 葵 東千代田二丁目 S62 Ⅰb

167 -1 住宅政策課 上土団地 第12号棟 葵 東千代田二丁目 S62 Ⅰb

168 -1 住宅政策課 上土団地 第13号棟 葵 東千代田二丁目 S63 Ⅰb

169 -1 住宅政策課 上土団地 第14号棟 葵 東千代田二丁目 S63 Ⅰb

170 -1 住宅政策課 上土団地 第15号棟 葵 上土一丁目 H1 Ⅰb

171 -1 住宅政策課 上土団地 第16号棟 葵 東千代田一丁目 H1 Ⅰb

172 -1 住宅政策課 上土団地 第17号棟 葵 東千代田一丁目 H2 Ⅰb

173 -1 住宅政策課 上土団地 第18号棟 葵 東千代田一丁目 H2 Ⅰb

174 -1 住宅政策課 瀬名団地 第１号棟 葵 瀬名六丁目 S50 Ⅰb

175 -1 住宅政策課 瀬名団地 第２号棟 葵 瀬名六丁目 S50 Ⅰb

176 -1 住宅政策課 瀬名南団地 第１号棟 葵 瀬名一丁目 S52 Ⅰb

177 -1 住宅政策課 瀬名南団地 第２号棟 葵 瀬名一丁目 S51 Ⅰb

178 -1 住宅政策課 瀬名南団地 第３号棟 葵 瀬名一丁目 S51 Ⅰb

179 -1 住宅政策課 瀬名南団地 第４号棟 葵 瀬名一丁目 S51 Ⅰb

180 -1 住宅政策課 瀬名南団地 第５号棟 葵 瀬名一丁目 S52 Ⅰb

181 -1 住宅政策課 瀬名南団地 第６号棟 葵 瀬名一丁目 S52 Ⅰb

182 -1 住宅政策課 桜町高層団地 第１号棟 葵 桜町二丁目 H7 Ⅰb

183 -1 住宅政策課 桜町高層団地 第２号棟 葵 桜町二丁目 H9 Ⅰb

184 -1 住宅政策課 安倍口団地 第10号棟 葵 安倍口団地 S44 Ⅰb

185 -1 住宅政策課 安倍口団地 第11号棟 葵 安倍口団地 S44 Ⅰb

186 -1 住宅政策課 安倍口団地 第12号棟 葵 安倍口団地 S44 Ⅰb

187 -1 住宅政策課 安倍口団地 第13号棟 葵 安倍口団地 S45 Ⅰb

188 -1 住宅政策課 安倍口団地 第14号棟 葵 安倍口団地 S45 Ⅰb

189 -1 住宅政策課 安倍口団地 第15号棟 葵 安倍口団地 S45 Ⅰb

190 -1 住宅政策課 安倍口団地 第16号棟 葵 安倍口団地 S45 Ⅰb

191 -1 住宅政策課 安倍口団地 第17号棟 葵 安倍口団地 S45 Ⅰb

192 -1 住宅政策課 安倍口団地 第18号棟 葵 安倍口団地 S45 Ⅰb 使用停止

193 -1 住宅政策課 安倍口団地 第19号棟 葵 安倍口団地 S47 Ⅰb 使用停止
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194 -1 住宅政策課 安倍口団地 第20号棟 葵 安倍口団地 S46 Ⅰb

195 -1 住宅政策課 安倍口団地 第21号棟 葵 安倍口団地 S46 Ⅰb

196 -1 住宅政策課 安倍口団地 第22号棟 葵 安倍口団地 S46 Ⅰb

197 -1 住宅政策課 安倍口団地 第23号棟 葵 安倍口団地 S46 Ⅰb

198 -1 住宅政策課 安倍口団地 第24号棟 葵 安倍口団地 S46 Ⅰb

199 -1 住宅政策課 安倍口団地 第25号棟 葵 安倍口団地 S46 Ⅰb

200 -1 住宅政策課 安倍口団地 第26号棟 葵 安倍口団地 S47 Ⅰb

201 -1 住宅政策課 安倍口団地 第27号棟 葵 安倍口団地 S47 Ⅰb

202 -1 住宅政策課 安倍口団地 第29号棟 葵 安倍口団地 S47 Ⅰb

203 -1 住宅政策課 安倍口団地 第30号棟 葵 安倍口団地 S47 Ⅰb

204 -1 住宅政策課 安倍口団地 第31号棟 葵 安倍口団地 S47 Ⅰb

205 -1 住宅政策課 安倍口団地 第32号棟 葵 安倍口団地 S48 Ⅰb

206 -1 住宅政策課 安倍口団地 第33号棟 葵 安倍口団地 S48 Ⅰb

207 -1 住宅政策課 安倍口団地 第34号棟 葵 安倍口団地 S49 Ⅰb

208 -1 住宅政策課 安倍口団地 第35号棟 葵 安倍口団地 S49 Ⅰb

209 -1 住宅政策課 安倍口団地 第36号棟 葵 安倍口団地 S49 Ⅰb

210 -1 住宅政策課 安倍口団地 第38号棟 葵 安倍口団地 S57 Ⅰb

-2 H27

211 -1 住宅政策課 安倍口団地 第39号棟 葵 安倍口団地 S49 Ⅰb

212 -1 住宅政策課 安倍口団地 第40号棟 葵 安倍口団地 S48 Ⅰb

213 -1 住宅政策課 安倍口団地 第41号棟 葵 安倍口団地 S48 Ⅰb

214 -1 住宅政策課 牧ヶ谷団地改良住宅 Ａ棟 葵 牧ヶ谷 S47 Ⅰb

215 -1 住宅政策課 辰起町団地改良住宅 Ａ棟 葵 辰起町 S47 Ⅰb

216 -1 住宅政策課 辰起町団地改良住宅 Ｂ棟 葵 辰起町 S46 Ⅰb

217 -1 葵北道路整備課 俵沢道路工事センター 庁舎 葵 俵沢 S61 Ⅰa

218 -1 財産管理課 葵消防署 庁舎・車庫 葵 追手町 S55 Ⅰa

219 -1 財産管理課 葵消防署南田町出張所 庁舎・車庫 葵 南田町 S61 Ⅰb

220 -1 財産管理課 葵消防署平和出張所 庁舎・車庫 葵 平和一丁目 S57 Ⅰb

221 -1 財産管理課 葵消防署山崎出張所 庁舎・車庫 葵 山崎二丁目 S55 Ⅱ

222 -1 財産管理課 千代田消防署井川出張所・静岡消防団35分団 庁舎・車庫 葵 井川 H20 Ⅰa

223 -1 財産管理課 千代田消防署 庁舎，車庫 葵 東千代田二丁目 S53 Ⅰa

-2 財産管理課 千代田消防署 仮眠室（増築分） H6

224 -1 財産管理課 千代田消防署城東出張所 庁舎・車庫 葵 城東町 S46 Ⅰb

-2 財産管理課 千代田消防署城東出張所 庁舎・車庫（増築分） H9

225 -1 財産管理課 千代田消防署瀬名出張所 庁舎・車庫 葵 瀬名一丁目 S49 Ⅰb

226 -1 財産管理課 千代田消防署しずはた出張所 庁舎・車庫 葵 下 H23 Ⅰa

227 -1 財産管理課 航空課庁舎 庁舎 葵 諏訪 H19 Ⅰa

228 -1 財産管理課 静岡消防団第1分団 消防団器具置場 葵 常磐町一丁目 S42 Ⅰb

229 -1 財産管理課 静岡消防団第６分団 消防団器具置場 葵 西草深 H9 Ⅰb

230 -1 水道施設課 与一配水場 管理棟　　　　　　　　　　　 葵 与一四丁目 S50 Ⅰb

231 -1 水道施設課 与一配水場 車庫棟 葵 与一四丁目 H21 Ⅰa

232 -1 水道施設課 麻機配水場 管理棟 葵 東 H10 Ⅰb

233 -1 水道施設課 田町配水場 管理棟・ポンプ室 葵 田町一丁目 H23 Ⅰa

234 -1 水道施設課 門屋浄水場 管理棟 葵 門屋 H17 Ⅰa

235 -1 水道施設課 門屋浄水場 急速ろ過施設棟 葵 門屋 H17 Ⅰa

236 -1 水道総務課 上下水道局庁舎 庁舎 葵 七間町 H27 Ⅰa

237 -1 下水道施設課 城北浄化センター 管理棟 葵 加藤島 S48 Ⅰb

238 -1 下水道施設課 城北浄化センター 汚泥棟 葵 加藤島 S50 Ⅰa

239 -1 下水道施設課 城北浄化センター 機械棟 葵 加藤島 S48 Ⅰb

240 -1 下水道施設課 城北浄化センター 沈砂池及びポンプ室 葵 加藤島 S47 Ⅰa

241 -1 下水道施設課 城北浄化センター 雨水ポンプ棟 葵 加藤島 H7 Ⅰb

242 -1 下水道施設課 城北浄化センター 分離液処理棟 葵 加藤島 S50 Ⅰa

243 -1 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 本館宿泊棟 葵 井川 S50 Ⅰb

-2 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 本館管理棟

-3 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 本館ホール棟

-4 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 本館リーダー棟

244 -1 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 新館宿泊棟 葵 井川 H1 Ⅰb
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所管課 施設名称 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

245 -1 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 食堂棟 葵 井川 H1 Ⅰb

246 -1 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 多目的ホール 葵 井川 S55 Ⅰb

247 -1 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家職員住宅 職員住宅 葵 井川 H13 Ⅰb

248 -1 教育総務課 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 管理棟兼乾燥室 葵 井川 S57 Ⅰb

249 -1 教育施設課 梅ケ島中学校教職員住宅 教職員住宅　新館 葵 入島 H28 Ⅰb

250 -1 教育施設課 梅ケ島中学校教職員住宅 教職員住宅　Ｂ棟 葵 入島 H2 Ⅰb

251 -1 教育施設課 井川中学校教職員住宅 教職員住宅　Ａ棟 葵 井川 S55 Ⅰa

252 -1 教育施設課 井川中学校教職員住宅 教職員住宅　Ｂ棟 葵 井川 S47 Ⅲ 使用停止

253 -1 教育施設課 井川中学校教職員住宅 教職員住宅　Ｃ棟 葵 井川 H4 Ⅰb

254 -1 教育施設課 大川中学校教職員住宅 教職員住宅　Ａ棟 葵 日向 R2 Ⅰb

255 -1 教育施設課 大川小学校教職員住宅 教職員住宅　Ｂ棟 葵 日向 H2 Ⅰa

-2 R2

256 -1 教育施設課 峰山小学校教職員住宅 教職員住宅　Ｂ棟 葵 峰山 S48 Ⅲ 使用停止

257 -1 学校教育課 藁科中学校生徒寄宿舎 寄宿舎 葵 大原 S45 Ⅰb

258 -1 学校教育課 学生寮 学生寮 葵 平和二丁目 H11 Ⅰa

259 -1 学校教育課 特別支援教育センター 複合施設棟 葵 一番町 S57 Ⅰa

-2 市民自治推進課 番町市民活動センター

260 -1 学校教育課 特別支援教育センター クラブハウス等 葵 一番町 S58 Ⅰa

-2 学校教育課 体育館 H21

261 -1 学校給食課 井川学校給食センター 調理室 葵 井川 H10 Ⅰa

262 -1 学校給食課 藁科学校給食センター 調理室事務室 葵 大原 S58 Ⅰb

263 -1 学校給食課 東部学校給食センター 管理棟 葵 東瀬名町 S48 Ⅲ

-2 学校給食課 東部学校給食センター 調理棟

264 -1 学校給食課 門屋学校給食センター 葵 門屋 H29 Ⅰa

265 -1 教育センター 教育センター 教員研修施設 葵 与一六丁目 H14 Ⅰb

-2 中央図書館 北部図書館 図書館

-266 -1 中央図書館 中央図書館 図書館 葵 大岩本町 S58 Ⅰb

267 -1 住宅政策課 浅間団地 第１号棟 葵 西草深町 S32 Ⅲ H28解体済

268 -1 住宅政策課 浅間団地 第２号棟 葵 西草深町 S33 Ⅲ H28解体済

269 -1 住宅政策課 安倍口団地 第１号棟 葵 安倍口団地 S43 Ⅰb H28解体済

270 -1 住宅政策課 上土団地 第４簡易耐火住宅 葵 東千代田二丁目 S39 Ⅰb H29解体済

271 -1 住宅政策課 上土団地 第５簡易耐火住宅 葵 東千代田二丁目 S40 Ⅰb H29解体済

272 -1 住宅政策課 安倍口団地 第３号棟 葵 安倍口団地 S43 Ⅰb H29解体済

273 -1 住宅政策課 安倍口団地 第４号棟 葵 安倍口団地 S43 Ⅰb H29解体済

274 -1 知的障害者援護施設・わらしな学園 収容棟 葵 飯間 S55 Ⅰb 民営化に伴い譲渡

-2 知的障害者援護施設・わらしな学園 収容棟（重度棟） H2 民営化に伴い譲渡

275 -1 知的障害者援護施設・わらしな学園 作業棟 葵 飯間 S56 Ⅰb 民営化に伴い譲渡

276 -1 知的障害者援護施設・わらしな学園 職員宿舎 葵 飯間 S55 Ⅰb 民営化に伴い譲渡

277 -1 歴史文化課 静岡市青葉会議棟 葵 追手町 S60 Ⅰa H30解体済

278 -1 歴史文化課 (旧観光協会・旧国際交流協会） 葵 追手町 S60 Ⅰa H30解体済

279 -1 住宅政策課 安倍口団地 第２号棟 葵 安倍口団地 S43 Ⅰb H30解体済

280 -1 住宅政策課 安倍口団地 第６号棟 葵 安倍口団地 S43 Ⅰb H30解体済

281 -1 住宅政策課 安倍口団地 第７号棟 葵 安倍口団地 S44 Ⅰb H30解体済

282 -1 住宅政策課 安倍口団地 第８号棟 葵 安倍口団地 S44 Ⅰb H30解体済

283 -1 住宅政策課 上土団地 第５簡易耐火住宅 葵 東千代田二丁目 S40 未診断 H30解体済

284 -1 住宅政策課 上土団地 第５簡易耐火住宅 葵 東千代田二丁目 S40 未診断 H30解体済

285 -1 こども園課 新富町こども園 園舎（A棟） 葵 新富町三丁目 S43 Ⅱ R1解体済

-2 こども園課 新富町こども園 園舎（B棟） S39 R1解体済

-3 こども園課 新富町こども園 園舎（C棟） R1解体済

286 -1 中山間地振興課 楢尾クリエーターズビレッジ 宿泊棟・体育館 葵 楢尾 S58 Ⅰb R1解体済

287 -1 教育施設課 大川中学校教職員住宅 教職員住宅　Ａ棟 葵 日向 S46 Ⅲ R1解体済

288 -1 生涯学習推進課 田代生涯学習交流館 本館 葵 田代 S37 Ⅲ R3解体済

　　　　　　　　　　以下、解体済み等施設
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1 -1 管財課 駿河区役所 庁舎 駿河 南八幡町 H16 Ⅰa

2 -1 公営競技事務所 競輪場 第１･第２投票所 駿河 小鹿二丁目 H21 Ⅰa 特定天井対策済

3 -1 公営競技事務所 競輪場 バックスタンド（1階部分） 駿河 小鹿二丁目 S45 Ⅰa

-2 公営競技事務所 競輪場 バックスタンド（上屋） H12

-3 公営競技事務所 競輪場 バックスタンド（喫煙所） H1

4 -1 公営競技事務所 競輪場 あおい会館 駿河 小鹿二丁目 H5 Ⅰa

5 -1 公営競技事務所 競輪場 あおい会館別館 駿河 小鹿二丁目 H7 Ⅰb

6 -1 公営競技事務所 競輪場 メインスタンド 駿河 小鹿二丁目 H1 Ⅰb

7 -1 公営競技事務所 競輪場 バック併設特観席 駿河 小鹿二丁目 H1 Ⅰa

8 -1 公営競技事務所 競輪場 西側売店 駿河 小鹿二丁目 H1 Ⅰb

9 -1 公営競技事務所 競輪場 新システム投票所 駿河 小鹿二丁目 S62 Ⅰb

10 -1 公営競技事務所 競輪場 自衛警備本部及び事務室 駿河 小鹿二丁目 S56 Ⅰa

11 -1 公営競技事務所 競輪場 従業員等詰所 駿河 小鹿二丁目 H22 Ⅰb

12 -1 公営競技事務所 競輪場 第7投票所 駿河 小鹿二丁目 H24 Ⅰb

13 -1 公営競技事務所 競輪場 南入場口 駿河 小鹿二丁目 H24 Ⅰb

14 -1 公営競技事務所 競輪場 東スタンド 駿河 小鹿二丁目 H26 Ⅰb

15 -1 生涯学習推進課 健康文化交流館「来・て・こ」 駿河生涯学習センター 駿河 小鹿二丁目 H15 Ⅰa

-2 商業労政課 南部勤労者福祉センター

-3 高齢者福祉課 小鹿老人福祉センター

16 -1 生涯学習推進課 長田生涯学習センター 本館 駿河 寺田 S54 Ⅰa

17 -1 生涯学習推進課 大里生涯学習センター 本館 駿河 中野新田 H6 Ⅰa

-2 駿河区　戸籍住民課 大里市民サービスコーナー 市民サービスコーナー

-3 駿河区　健康支援課 大里保健福祉センター 本館

18 -1 生涯学習推進課 南部生涯学習センター 本館 駿河 南八幡町 S48 Ⅰb

19 -1 文化財課 旧マッケンジー邸 社会教育施設 駿河 高松 S15 Ⅲ

20 -1 文化財課 旧エンバーソン邸 社会教育施設 駿河 池田 S62 Ⅰb

21 -1 スポーツ振興課 長田体育館 体育館 駿河 鎌田 S60 Ⅰb 特定天井対策済

-2 スポーツ振興課 長田体育館 管理棟

-3 スポーツ振興課 長田体育館 格技棟

-4 危機管理課 長田コミュニティ防災センター 防災センター

-5 駿河区　健康支援課 長田保健福祉センター 本館

22 -1 スポーツ振興課 南部体育館 管理棟 駿河 曲金三丁目 S58 Ⅰb

-2 スポーツ振興課 南部体育館 体育館棟 S58 Ⅰb 特定天井対策済

23 -1 スポーツ振興課 有度山総合公園運動施設 クラブハウス 駿河 小鹿 H14 Ⅰb

24 -1 日本平動物園 日本平動物園 山麓駅舎 駿河 池田 H12 Ⅰa

25 -1 日本平動物園 日本平動物園 レストハウス 駿河 池田 H7 Ⅰa

26 -1 日本平動物園 日本平動物園 動物病院 駿河 池田 H5 Ⅰa

27 -1 日本平動物園 日本平動物園 熱帯鳥類夜行性動物館 駿河 池田 S57 Ⅰb

28 -1 日本平動物園 日本平動物園 ふしぎな森の城 駿河 池田 S48 Ⅰb

29 -1 日本平動物園 日本平動物園 猛獣館「299」 駿河 池田 H21 Ⅰa

30 -1 日本平動物園 日本平動物園 飼育事務所 駿河 池田 H21 Ⅰb

-2 日本平動物園 日本平動物園 管理事務所棟 H22

31 -1 日本平動物園 日本平動物園 作業所棟 駿河 池田 H22 Ⅰb

32 -1 日本平動物園 日本平動物園 爬虫類館 駿河 池田 H22 Ⅰa

33 -1 日本平動物園 日本平動物園 バックヤード棟 駿河 池田 H22 Ⅰa

34 -1 日本平動物園 日本平動物園 ふれあい棟 駿河 池田 H22 Ⅰa

35 -1 日本平動物園 日本平動物園 エントランスゲート 駿河 池田 H23 Ⅰb

36 -1 日本平動物園 日本平動物園 子供遊園地休憩所 駿河 池田 H23 Ⅰa

37 -1 日本平動物園 日本平動物園 レッサーパンダ舎・ビジターセンター 駿河 池田 H24 Ⅰa 特定天井対策済

38 -1 日本平動物園 日本平動物園 ペンギン舎 駿河 池田 H23 Ⅰa

39 -1 日本平動物園 日本平動物園 オラウータン舎 駿河 池田 H24 Ⅰa

40 -1 廃棄物処理課 静岡衛生センター南部中継所 エアレーションタンク上屋 駿河 下川原南 S47 未診断 使用停止

整理Ｎｏ

駿河区

一般公共施設
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41 -1 廃棄物処理課 静岡衛生センター南部中継所 管理棟 駿河 下川原南 S46 未診断 使用停止

42 -1 環境保健研究所 環境保健研究所 本館 駿河 小黒一丁目 S39 Ⅰb

43 -1 高齢者福祉課 用宗老人福祉センター 本館 駿河 用宗五丁目 S60 Ⅰa

44 -1 子ども未来課 豊田児童館 児童館（A棟） 駿河 小鹿二丁目 S55 Ⅰb

-2 子ども未来課 豊田児童館 児童館（B棟）

45 -1 子ども未来課 中島児童館 児童館 駿河 中島 H1 Ⅰb

46 -1 子ども家庭課 旧乳児院 本館 駿河 高松 S53 Ⅱ 使用停止

47 -1 こども園課 小黒こども園 園舎（A棟） 駿河 小黒一丁目 S37 Ⅱ

-2 こども園課 小黒こども園 園舎（B棟）

48 -1 こども園課 下川原こども園 園舎 駿河 下川原六丁目 S50 Ⅰa

49 -1 こども園課 広野こども園 園舎 駿河 広野六丁目 S55 Ⅰa

50 -1 こども園課 東豊田中央こども園 園舎（A棟） 駿河 国吉田 S53 Ⅱ

-2 こども園課 東豊田中央こども園 園舎（B棟）

51 -1 こども園課 中村町こども園 園舎 駿河 中村町 S49 Ⅰa

52 -1 こども園課 登呂こども園 園舎 駿河 登呂三丁目 H10 Ⅰa

53 -1 こども園課 東新田こども園 園舎 駿河 東新田四丁目 S54 Ⅰa

-2 こども園課 東新田こども園 園舎 H14

54 -1 こども園課 中田こども園 園舎（A棟） 駿河 馬渕四丁目 S46 Ⅰa

-2 こども園課 中田こども園 園舎（B棟） S51

55 -1 こども園課 八幡こども園 園舎 駿河 八幡二丁目 S45 Ⅱ

56 -1 こども園課 富士見台こども園 園舎 駿河 富士見台二丁目 S50 Ⅱ

57 -1 こども園課 高松こども園 園舎 駿河 敷地二丁目 S55 Ⅰa

58 -1 こども園課 用宗こども園 園舎（A棟） 駿河 用宗五丁目 S54 Ⅰa

-2 こども園課 用宗こども園 園舎（B棟）

59 -1 こども園課 丸子こども園 園舎 駿河 丸子二丁目 H15 Ⅰa

60 -1 こども園課 駿河待機児童園「おひさま」 園舎 駿河 登呂三丁目 H22 Ⅰb

61 -1 こども園課 久能こども園 園舎 駿河 青沢 S58 Ⅰa

62 -1 こども園課 大谷こども園 園舎 駿河 西大谷 S62 Ⅰa

63 -1 こども園課 東豊田こども園 園舎 駿河 池田 H01 Ⅰa

-2 こども園課 東豊田こども園 園舎

64 -1 駿河区　健康支援課 南部保健福祉センター 保健福祉センター 駿河 曲金三丁目 S58 Ⅰb

-2 危機管理課 南部コミュニティ防災センター 防災センター

65 -1 静岡看護専門学校 静岡看護専門学校 校舎 駿河 南八幡町 H4 Ⅰa

66 -1 産業政策課 駿府匠宿別館 工房棟 駿河 丸子 H11 Ⅰa

67 -1 産業政策課 駿府匠宿本館 展示棟 駿河 丸子 H10 Ⅰa

68 -1 産業政策課 駿府匠宿本館 工房棟 駿河 丸子 H10 Ⅰa

69 -1 産業政策課 駿府匠宿本館 食堂棟 駿河 丸子 H10 Ⅰa

70 -1 産業政策課 駿府匠宿本館 物販棟 駿河 丸子 H10 Ⅰa

71 -1 産業政策課 駿府匠宿本館 事務所棟 駿河 丸子 H10 Ⅰa

72 -1 水産漁港課 広野海岸公園 事務所 駿河 広野海岸通 H12 Ⅰa

73 -1 水産漁港課 用宗漁港 荷捌所 駿河 用宗二丁目 S45 Ⅰb

74 -1 交通政策課 森下町自転車等駐車場 自転車等駐車場 駿河 森下町 H15 Ⅰb

75 -1 交通政策課 安倍川駅西口駐輪場 駐輪場 駿河 鎌田 H26 Ⅰb

76 -1 大谷・小鹿まちづくり推進課 大谷・小鹿まちづくり推進課事務所 事務所 駿河 西大谷 H2 Ⅰb

77 -1 住宅政策課 小鹿高層団地 住宅棟(南側) 駿河 小鹿二丁目 H11 Ⅰb

-2 住宅政策課 小鹿高層団地 住宅棟(西側) H13

78 -1 住宅政策課 東新田高層団地 第１号棟 駿河 東新田四丁目 S53 Ⅰb

79 -1 住宅政策課 東新田高層団地 第２号棟 駿河 東新田四丁目 S54 Ⅰb

80 -1 住宅政策課 東新田高層団地 第３号棟 駿河 東新田四丁目 S55 Ⅰb

81 -1 住宅政策課 用宗団地 用宗団地 駿河 用宗四丁目 S62 Ⅰb

82 -1 住宅政策課 東新田西団地 第１号棟 駿河 東新田五丁目 H3 Ⅰb

83 -1 住宅政策課 東新田西団地 第２号棟 駿河 東新田五丁目 H3 Ⅰb

84 -1 住宅政策課 曲金団地 曲金団地 駿河 曲金二丁目 S30 Ⅰb

85 -1 住宅政策課 富士見団地 Ａ棟 駿河 登呂三丁目 H14 Ⅰb

86 -1 住宅政策課 富士見団地 Ｂ棟 駿河 登呂三丁目 H19 Ⅰb

-2 住宅政策課 H23

87 -1 住宅政策課 富士見団地 Ｃ棟 駿河 登呂三丁目 H12 Ⅰb
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所管課 施設名称 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

88 -1 住宅政策課 富士見団地 Ｄ棟 駿河 登呂三丁目 H12 Ⅰb

89 -1 住宅政策課 富士見団地 Ｅ棟 駿河 登呂三丁目 H17 Ⅰb

90 -1 住宅政策課 富士見団地 集会所 駿河 登呂三丁目 H24 Ⅰb

91 -1 住宅政策課 中島団地 中島団地 駿河 中島 S57 Ⅰb

92 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第１号棟 駿河 有明町 S39 Ⅰb

93 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第２号棟 駿河 有明町 S40 Ⅰb

94 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第３号棟 駿河 有明町 S40 Ⅰb

95 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第４号棟 駿河 有明町 S37 Ⅰb

96 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第５号棟 駿河 有明町 S37 Ⅰb

97 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第６号棟 駿河 有明町 S37 Ⅰb

98 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第７号棟 駿河 有明町 S42 Ⅰb

99 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第８号棟 駿河 有明町 S43 Ⅰb

100 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第９号棟 駿河 有明町 S43 Ⅰb

101 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第12号棟 駿河 有明町 S42 Ⅰb

102 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第13号棟 駿河 有明町 S37 Ⅰb

103 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第14号棟 駿河 有明町 S38 Ⅰb

104 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第15号棟 駿河 有明町 S38 Ⅰb

105 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第16号棟 駿河 有明町 S39 Ⅰb

106 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第17号棟 駿河 有明町 S43 Ⅰb

107 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 第20号棟 駿河 有明町 S41 Ⅰb

108 -1 住宅政策課 有東団地 第21号棟 駿河 有明町 S48 Ⅰb

109 -1 住宅政策課 有東団地 第22号棟 駿河 有明町 S48 Ⅰb

110 -1 住宅政策課 有東団地 第23号棟 駿河 有明町 S48 Ⅰb

111 -1 住宅政策課 有東団地 第24号棟 駿河 有明町 S53 Ⅰb

112 -1 住宅政策課 有東団地 第25号棟 駿河 有明町 S53 Ⅰb

113 -1 住宅政策課 有東高層団地 有東高層団地 駿河 有明町 H5 Ⅰb

114 -1 住宅政策課 桃園団地 桃園団地 駿河 桃園町 S50 Ⅰb

115 -1 道路保全課 静岡土木センター 事務所 駿河 小鹿 H3 Ⅰa

116 -1 道路保全課 静岡土木センター 作業所 駿河 小鹿 S60 Ⅰb

117 -1 河川課 治水交流資料館「かわなび」 資料館 駿河 大谷二丁目 H20 Ⅰa

118 -1 財産管理課 駿河消防署稲川出張所 庁舎・車庫 駿河 稲川一丁目 S59 Ⅰb

119 -1 財産管理課 駿河消防署鎌田出張所 庁舎・車庫 駿河 鎌田 S48 Ⅰb

-2 財産管理課 駿河消防署鎌田出張所 庁舎・車庫（増築分） H10

120 -1 財産管理課 駿河消防署大谷出張所 庁舎・車庫 駿河 水上 S49 Ⅰb

121 -1 財産管理課 駿河消防署用宗出張所 庁舎・車庫 駿河 用宗二丁目 S37 Ⅰb

122 -1 財産管理課 駿河消防署東豊田出張所 庁舎・車庫 駿河 聖一色 H11 Ⅰa

123 -1 財産管理課 旧曲金出張所・静岡消防団静岡第8分団 機材倉庫・分団器具置場 駿河 曲金二丁目 S49 Ⅰb

124 -1 財産管理課 消防局・駿河消防署 庁舎 駿河 南八幡町 H26 Ⅰa

125 -1 財産管理課 消防局・駿河消防署 訓練塔 駿河 南八幡町 H26 Ⅰa

126 -1 水道施設課 南安倍取水場 管理棟 駿河 西中原二丁目　 S53 Ⅰa

127 -1 水道施設課 南安倍取水場 水道管路課分室 駿河 西中原二丁目　 S50 Ⅰb

128 -1 水道施設課 八幡配水場 操作室 駿河 南八幡町 H12 Ⅰb

129 -1 水道施設課 西島配水場 ポンプ棟 駿河 西島 H16 Ⅰa

130 -1 下水道施設課 小鹿ポンプ場 ポンプ場　 駿河 小鹿 H1 Ⅰb

131 -1 下水道施設課 下川原雨水ポンプ場 ポンプ場　 駿河 下川原南 H11 Ⅰb

132 -1 下水道施設課 長田浄化センター 管理棟 駿河 下川原南 H11 Ⅰb

133 -1 下水道施設課 長田浄化センター 電気ブロアー棟 駿河 下川原南 H7 Ⅰb

134 -1 下水道施設課 長田浄化センター スクリーンポンプ棟 駿河 下川原南 H7 Ⅰb

135 -1 下水道施設課 長田浄化センター 水処理棟 駿河 下川原南 H12 Ⅰb

136 -1 下水道施設課 高松浄化センター 管理棟 駿河 登呂五丁目 S45 Ⅰb

137 -1 下水道施設課 高松浄化センター 雨水沈砂池棟 駿河 登呂五丁目 S61 Ⅰb

138 -1 下水道施設課 高松浄化センター 雨水ポンプ棟 駿河 登呂五丁目 H7 Ⅰb

139 -1 下水道施設課 高松浄化センター 雨水最初沈殿池棟 駿河 登呂五丁目 S62 Ⅰb

140 -1 下水道施設課 高松浄化センター 汚水沈砂池棟 駿河 登呂五丁目 S48 Ⅰa

-2 下水道施設課 高松浄化センター 発電機室棟

141 -1 下水道施設課 高松浄化センター 汚水ポンプ・電気室棟 駿河 登呂五丁目 S34 Ⅰa

142 -1 下水道施設課 高松浄化センター コンベブロア棟 駿河 登呂五丁目 S53 Ⅰa
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143 -1 下水道施設課 中島浄化センター 管理棟 駿河 中島 S57 Ⅰb

144 -1 下水道施設課 中島浄化センター 汚泥処理棟 駿河 中島 H4 Ⅰb

145 -1 下水道施設課 中島浄化センター 汚泥処理棟(増設分） 駿河 中島 H14 Ⅰb

146 -1 下水道施設課 中島浄化センター 受泥棟 駿河 中島 H14 Ⅰb

147 -1 下水道施設課 中島浄化センター 汚泥焼却棟 駿河 中島 H4 Ⅰb

148 -1 下水道施設課 中島浄化センター 汚泥焼却棟 駿河 中島 H8 Ⅰb

149 -1 下水道施設課 中島浄化センター 汚水ポンプ棟 駿河 中島 S57 Ⅰb

150 -1 下水道施設課 中島浄化センター 水処理棟（1/8，2/8系列） 駿河 中島 S58 Ⅰb

151 -1 下水道施設課 中島浄化センター 水処理棟（3/8，4/8系列） 駿河 中島 H5 Ⅰb

152 -1 下水道施設課 中島浄化センター 水処理棟（5/8，6/8系列） 駿河 中島 H10 Ⅰb

153 -1 下水道施設課 中島浄化センター 滅菌機棟 駿河 中島 S60 Ⅰb

154 -1 下水道施設課 中島浄化センター 汚泥貯留棟 駿河 中島 H1 Ⅰb

155 -1 下水道施設課 中島浄化センター 燃料化棟 駿河 中島 H28 Ⅰa

156 -1 下水道施設課 中島雨水ポンプ場 ポンプ場　 駿河 中島 S57 Ⅰb

157 -1 下水道施設課 西大谷ポンプ場 ポンプ場　 駿河 西大谷 H2 Ⅰb

158 -1 下水道施設課 用宗ポンプ場 ポンプ場　 駿河 用宗一丁目 H14 Ⅰb

159 -1 文化財課 登呂博物館 本館 駿河 登呂五丁目 H21 Ⅰa

160 -1 文化振興課 芹沢銈介美術館 本館 駿河 登呂五丁目 S56 Ⅰa

161 -1 文化振興課 芹沢銈介美術館 収蔵庫 駿河 登呂五丁目 H1 Ⅰb

162 -1 学校給食課 西島学校給食センター 本体棟 駿河 西島 H22 Ⅰa

163 -1 学校給食課 丸子学校給食センター 管理棟 駿河 丸子 S56 Ⅰa

-2 学校給食課 丸子学校給食センター 調理棟

164 -1 学校給食課 中吉田学校給食センター 管理室・調理室 駿河 中吉田 H18 Ⅰa 特定天井対策済

165 -1 中央図書館 「オーク長田」 長田図書館 駿河 上川原 H8 Ⅰa

-2 子ども未来課 長田児童館

-3 長田支所 駿河区役所長田支所

166 -1 中央図書館 南部図書館 図書館 駿河 南八幡町 H3 Ⅰb

167 -1 住宅政策課 有東団地改良住宅 作業所 駿河 有明町 S44 未診断 H30解体済

　　　　　　　　　　以下、解体済み等施設
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1 -1 管財課 清水庁舎及び清水区役所 庁舎 清水 旭町 S58 Ⅱ

2 -1 管財課 蒲原市民センター 清水区役所蒲原支所 清水 蒲原新田一丁目 H21 Ⅰa

-2 生涯学習推進課 蒲原生涯学習交流館 特定天井対策済

-3 子ども未来課 蒲原子育て支援センター

3 -1 管財課 旧清水区役所蒲原支所（貸付） 清水 蒲原新田二丁目 S57 Ⅰa 使用停止

4 -1 文化財課 由比文化財産管理センター 由比文化財管理センター 清水 由比北田 S55 Ⅰb

5 -1 文化財課 由比文化財産管理センター 車庫・倉庫 清水 由比北田 S55 Ⅰa

6 -1 戸籍管理課 清水斎場 清水 北矢部 H28 Ⅰa

7 -1 動物指導センター 清水斎場 旧待合棟 清水 北矢部 S43 Ⅰa

8 -1 戸籍管理課 庵原斎場 火葬・待合棟 清水 蒲原 S60 Ⅰa

9 -1 生涯学習推進課 辻生涯学習交流館 本館 清水 宮代町 S56 Ⅰa

10 -1 生涯学習推進課 江尻生涯学習交流館 本館 清水 小芝町 S59 Ⅰb

11 -1 生涯学習推進課 入江生涯学習交流館 本館 清水 入江三丁目 H18 Ⅰa

12 -1 生涯学習推進課 浜田生涯学習交流館 本館 清水 浜田町 H2 Ⅰa

13 -1 生涯学習推進課 船越生涯学習交流館 本館 清水 船越町 S48 Ⅲ 使用停止

14 -1 生涯学習推進課 清水生涯学習交流館 本館 清水 松井町 H7 Ⅰa

15 -1 生涯学習推進課 不二見生涯学習交流館 本館 清水 村松 H14 Ⅰa

16 -1 生涯学習推進課 駒越生涯学習交流館 本館 清水 迎山町 S60 Ⅰb

17 -1 生涯学習推進課 折戸生涯学習交流館 本館 清水 折戸四丁目 S55 Ⅰa

18 -1 生涯学習推進課 三保生涯学習交流館 本館 清水 三保 H30 Ⅰa

-2 子ども未来課 三保羽衣児童館 児童館 清水 三保 H30

19 -1 生涯学習推進課 飯田生涯学習交流館 本館 清水 下野東 R2 Ⅰa

20 -1 生涯学習推進課 高部生涯学習交流館 本館 清水 押切 S53 Ⅲ Ⅰｂ相当の暫定補強済み

21 -1 生涯学習推進課 有度生涯学習交流館 本館 清水 草薙一里山 H24 Ⅰa

-2 子ども未来課 草薙児童館 児童館

22 -1 生涯学習推進課 袖師生涯学習交流館 本館 清水 袖師町 H23 Ⅰa

23 -1 生涯学習推進課 庵原生涯学習交流館 本館 清水 庵原町 H18 Ⅰa

24 -1 生涯学習推進課 興津生涯学習交流館 本館 清水 興津本町 H15 Ⅰa 特定天井対策済

-2 中央図書館 清水興津図書館 図書館

25 -1 生涯学習推進課 小島生涯学習交流館 本館 清水 但沼町 H28 Ⅰa

26 -1 生涯学習推進課 両河内生涯学習交流館 本館 清水 和田島 H27 Ⅰa

27 -1 生涯学習推進課 由比生涯学習交流館 本館 清水 由比北田 S61 Ⅰa 特定天井対策済

28 -1 生涯学習推進課 岡生涯学習交流館 本館 清水 桜が丘町 H26 Ⅰa

-2 市立清水桜が丘高等学校 市立清水桜が丘高等学校 視聴覚ホール

29 -1 文化財課 埋蔵文化財センター 本館 清水 横砂東町 H15 Ⅰb

30 -1 文化財課 旧五十嵐邸 社会教育施設 清水 蒲原三丁目 T3 Ⅰb

31 -1 文化財課 三保松原文化創造センター 本館 清水 三保 H30 Ⅰa

32 -1 文化振興課 清水文化会館「マリナート」 本館 清水 島崎町 H24 Ⅰa 要特定天井対策

33 -1 スポーツ振興課 清水総合運動場 陸上競技場スタンド 清水 清開二丁目 H27 Ⅰa

34 -1 スポーツ振興課 清水総合運動場 体育館 清水 清開二丁目 S46 Ⅰa

35 -1 スポーツ振興課 清水総合運動場 武道場 清水 清開二丁目 H18 Ⅰa

36 -1 スポーツ振興課 清水ナショナルトレーニングセンター「J-STEP] トレーニングセンター 清水 山切 H12 Ⅰb

37 -1 スポーツ振興課 清水日本平運動公園 球技場 清水 村松 H3 Ⅰb

38 -1 スポーツ振興課 清水日本平運動公園 球技場（増築分） 清水 村松 H7 Ⅰb

39 -1 スポーツ振興課 清水清見潟公園スポーツセンター 体育館・プール 清水 横砂 H5 Ⅰa

40 -1 スポーツ振興課 長崎新田スポーツ広場 スポーツ交流センター 清水 長崎新田 H16 Ⅰa

41 -1 スポーツ振興課 清水庵原球場 野球場 清水 庵原町 H16 Ⅰa

42 -1 スポーツ振興課 蒲原体育館 体育館 清水 蒲原新田一丁目 S55 Ⅰa

43 -1 スポーツ振興課 蒲原西部コミュニティーセンター コミュニティーセンター 清水 蒲原堰沢 S59 Ⅰa

44 -1 スポーツ振興課 蒲原東部コミュニティーセンター コミュニティーセンター 清水 蒲原 H5 Ⅰa

45 -1 スポーツ振興課 蛇塚スポーツグラウンド クラブハウス・事務所 清水 蛇塚 H7 Ⅰb

46 -1 スポーツ振興課 由比体育館 体育館 清水 由比 S54 Ⅰa

47 -1 廃棄物処理課 清水衛生センター 管理棟・処理施設 清水 掘込 H3 Ⅰb

整理Ｎｏ

清水区

一般公共施設
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所管課 施設名称 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

48 -1 廃棄物処理課 庵原衛生プラント 処理棟 清水 富士市中之郷 H5 Ⅰb

49 -1 廃棄物処理課 清水貝島最終処分場 管理棟 清水 三保 H1 Ⅰb

50 -1 収集業務課 清水収集センター 管理棟　　　　　　　　　　　 清水 八坂町 H7 Ⅰb

51 -1 福祉総務課 清水社会福祉会館「はーとぴあ清水」 清水社会福祉会館 清水 宮代町 H11 Ⅰa

-2 高齢者福祉課 清水中央老人福祉センター

-3 高齢者福祉課 清水社会福祉会館デイサービスセンター

52 -1 障害福祉企画課 テラス・きらっと 作業所 清水 下野東 H8 Ⅰa

53 -1 障害福祉企画課
清水うみのこセンター・ひびきワーク・みなとふれあ
いセンター

本館 清水 駒越西二丁目 S57 Ⅰb

54 -1 障害福祉企画課 清水うしおワーク 本館 清水 駒越西二丁目 S57 Ⅰb

55 -1 障害福祉企画課 清水うなばら学園 本館 清水 駒越西二丁目 H3 Ⅰb

56 -1 障害福祉企画課 清水なぎさホーム 本館 清水 駒越西二丁目 H8 Ⅰa

57 -1 障害福祉企画課 多目的ホール 本館 清水 駒越西二丁目 H13 Ⅰa

58 -1 障害福祉企画課 テラス・おれんぢ 作業棟 清水 小島町 S61 Ⅰb

59 -1 高齢者福祉課 清水東部老人憩の家 本館 清水 興津中町 S56 Ⅰa

60 -1 高齢者福祉課 清水南部交流センター「浜路の郷」 本館 清水 駒越南町 H13 Ⅰa

61 -1 高齢者福祉課 清水老人憩の家「清開きらく荘」 本館 清水 清開二丁目 H3 Ⅰa

62 -1 高齢者福祉課 清水折戸老人福祉センター「羽衣荘」 本館 清水 折戸四丁目 H5 Ⅰa

63 -1 高齢者福祉課 清水北部交流センター「ふれあいの郷」 本館 清水 八坂町 H11 Ⅰa

64 -1 高齢者福祉課 清水シルバー人材センター 本館 清水 浜田町 H2 Ⅰa

65 -1 高齢者福祉課 清水船越老人福祉センター 本館 清水 船越町 H23 Ⅰa

66 -1 高齢者福祉課 蒲原老人福祉センター 本館 清水 蒲原神沢 S53 Ⅰa

67 -1 高齢者福祉課 清水松風荘 本館 清水 折戸三丁目 H19 Ⅰa

68 -1 保健衛生医療課 清水両河内診療所（貸付） 診療所兼住宅 清水 和田島 H16 Ⅰa

69 -1 清水区　健康支援課 清水保健福祉センター 本館　 清水 渋川二丁目 H5 Ⅰa

70 -1 清水区　健康支援課 蒲原保健福祉センター 保健福祉センター・デイケアセンター棟 清水 蒲原 H7 Ⅰa

71 -1 清水区　健康支援課 清水保健福祉センター由比分館 本館　 清水 由比北田 H10 Ⅰa

-2 高齢者福祉課 由比交流センター 本館

72 -1 子ども未来課 蒲原白銀児童館 児童館 清水 蒲原 H8 Ⅰa

73 -1 子ども未来課 由比児童館 児童館 清水 由比 S59 Ⅰb

74 -1 子ども未来課 有度第二児童クラブ 児童クラブ室 清水 草薙杉道三丁目 H30 Ⅰa

75 -1 こども園課 辻こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 辻四丁目 S62 Ⅰa

76 -1 こども園課 入江こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 入江一丁目 S48 Ⅰa

77 -1 こども園課 川原こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 川原町 H20 Ⅰa

78 -1 こども園課 清水こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 本町 H21 Ⅰa

79 -1 こども園課 駒越こども園 園舎　　　 清水 迎山町 S50 Ⅰa

80 -1 こども園課 飯田南こども園 園舎 清水 高橋四丁目 H22 Ⅰa

81 -1 こども園課 飯田北こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 石川本町 H2 Ⅰa

82 -1 こども園課 高部中央こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 梅ヶ谷 S58 Ⅰb

83 -1 こども園課 有度西こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 中之郷一丁目 S60 Ⅰb

84 -1 こども園課 有度北こども園 園舎（A棟）　　　　　 清水 長崎 S52 Ⅰa

-2 こども園課 有度北こども園 園舎（B棟）

85 -1 こども園課 西久保こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 西久保 H19 Ⅰa

86 -1 こども園課 横砂こども園 園舎　　　 清水 横砂東町 S55 Ⅰa

87 -1 こども園課 庵原こども園 園舎（A棟） 清水 庵原町 S32 Ⅰb

-2 こども園課 庵原こども園 園舎（B棟） S43

88 -1 こども園課 原こども園 園舎 清水 原 H22 Ⅰa

89 -1 こども園課 興津北こども園 園舎　　　　　　　　　　　　 清水 八木間町 H8 Ⅰa

90 -1 こども園課 蒲原東部こども園 園舎 清水 蒲原 H2 Ⅰa

91 -1 こども園課 蒲原西部こども園 園舎 清水 蒲原中 S47 Ⅰa

92 -1 こども園課 由比中央こども園 園舎 清水 由比北田 H14 Ⅰa

93 -1 こども園課 入山こども園 園舎 清水 由比入山 S53 Ⅰa

94 -1 こども園課 高部こども園 北園舎 清水 押切 H3 Ⅰa

95 -1 こども園課 高部こども園 管理棟 清水 押切 H3 Ⅰa

96 -1 こども園課 小島こども園 南園舎 清水 小島町 H1 Ⅰa

97 -1 こども園課 和田島こども園 園舎 清水 和田島 S58 Ⅰa

98 -1 こども園課 由比こども園 園舎 清水 由比 S51 Ⅰa

99 -1 こども園課 清水待機児童園「まりん」 園舎 清水 天神一丁目 H25 Ⅰb

100 -1 病院施設課 市立清水病院 旧看護宿舎（倉庫） 清水 宮加三 S44 Ⅰb
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101 -1 病院施設課 市立清水病院 本館（診療棟） 清水 宮加三 H1 Ⅰa

-2 病院施設課 市立清水病院 ＩＣＵ棟 H26

-3 病院施設課 市立清水病院 研修棟

102 -1 病院施設課 市立清水病院 エネルギー棟（機械室） 清水 宮加三 H12 Ⅰa

103 -1 病院施設課 市立清水病院 新館（診療棟） 清水 宮加三 H12 Ⅰa

104 -1 清水看護専門学校 清水看護専門学校 管理棟 清水 宮加三 H7 Ⅰa

105 -1 清水看護専門学校 清水看護専門学校 講義棟 清水 宮加三 H7 Ⅰa

106 -1 清水看護専門学校 清水看護専門学校 体育室兼講堂 清水 宮加三 H7 Ⅰa 特定天井対策済

107 -1 産業振興課 清水産業・情報プラザ 本館 清水 相生町 H13 Ⅰa

108 -1 商業労政課 東部勤労者福祉センター「清水テルサ」 東部勤労者福祉センター 清水 島崎町 H12 Ⅰb 特定天井対策済

-2 子ども未来課 清水中央子育て支援センター

109 -1 海洋文化都市政策課 港湾会館清水日の出センター「清水マリンビル」 ホール・会議室・事務室 清水 日の出町 S61 Ⅰb

110 -1 中山間地振興課 清水西里温泉浴場｢やませみの湯｣ 温泉浴場 清水 西里 H10 Ⅰb

111 -1 中山間地振興課 せせらぎ広場　食事処「たけのこ」 食堂棟 清水 西里 H6 Ⅰb

112 -1 観光・MICE推進課 東海道広重美術館 美術館 清水 由比 H5 Ⅰa

113 -1 観光・MICE推進課 興津坐漁荘 本館 清水 興津清見寺町 H15 Ⅰb

114 -1 観光・MICE推進課 清水港船宿記念館「末廣」 展示・休憩棟 清水 港町一丁目 H13 Ⅰb

115 -1 観光・MICE推進課 東海道由比宿交流館 観光会館 清水 由比 H17 Ⅰa

116 -1 交通政策課 草薙駅前駐車場・駐輪場 機械式駐車場・駐輪場 清水 草薙 H9 Ⅰb

117 -1 交通政策課 清水駅東口駐車場 自走式駐車場 清水 島崎町 H13 Ⅰb

118 -1 交通政策課 清水駅東口自転車等駐車場 自転車等駐車場 清水 島崎町 H13 Ⅰb

119 -1 交通政策課 清水駅西口第１自転車等駐車場 自転車等駐車場 清水 辻一丁目 H20 Ⅰa

120 -1 交通政策課 清水駅西口第２自転車等駐車場 自転車等駐車場 清水 辻一丁目 H21 Ⅰa

121 -1 清水駅周辺整備課 草薙駅北口自転車等駐車場 自転車等駐車場 清水 草薙 R3 Ⅰb

122 -1 公園整備課 桜ケ丘公園管理室 事務室 清水 桜が丘町 S62 Ⅰb

123 -1 住宅政策課 清水宮加三団地 １号棟 清水 宮加三 S34 Ⅰb

124 -1 住宅政策課 清水三光町団地 清水三光町団地 清水 三光町 H7 Ⅰb

125 -1 住宅政策課 清水西久保団地 集会場 清水 西久保 H14 Ⅰb

126 -1 住宅政策課 清水西久保団地 清水西久保団地 清水 西久保 H13 Ⅰb

127 -1 住宅政策課 清水緑が丘団地 ３号棟 清水 緑が丘町 H11 Ⅰb

128 -1 住宅政策課 清水追分団地 清水追分団地 清水 追分四丁目 H17 Ⅰa

129 -1 住宅政策課 清水船越団地 １号棟 清水 木の下町 H8 Ⅰb

130 -1 住宅政策課 清水船越団地 ２号棟 清水 木の下町 H8 Ⅰb

131 -1 住宅政策課 清水北矢部団地 清水北矢部団地 清水 北矢部町一丁目 H9 Ⅰb

132 -1 住宅政策課 清水日立団地 清水日立団地 清水 日立町 S43 Ⅰb

133 -1 住宅政策課 清水折戸西団地 １号棟 清水 折戸二丁目 S53 Ⅰb

134 -1 住宅政策課 清水折戸西団地 ２号棟 清水 折戸二丁目 S53 Ⅰb

135 -1 住宅政策課 清水折戸北団地 １号棟 清水 折戸二丁目 S50 Ⅰb

136 -1 住宅政策課 清水折戸北団地 ２号棟 清水 折戸二丁目 S50 Ⅰb

137 -1 住宅政策課 清水折戸団地 １号棟 清水 折戸三丁目 H7 Ⅰb

138 -1 住宅政策課 清水折戸団地 ２号棟 清水 折戸三丁目 H6 Ⅰb

139 -1 住宅政策課 清水折戸団地 ３号棟 清水 折戸三丁目 S62 Ⅰb

140 -1 住宅政策課 清水折戸団地 ４号棟 清水 折戸三丁目 S40 Ⅰb

141 -1 住宅政策課 清水折戸団地 ６号棟 清水 折戸三丁目 Ｈ1 Ⅰb

142 -1 住宅政策課 清水折戸団地 ７号棟 清水 折戸三丁目 H2 Ⅰb

143 -1 住宅政策課 清水折戸団地 ８号棟 清水 折戸三丁目 H3 Ⅰb

144 -1 住宅政策課 清水折戸団地 ９号棟 清水 折戸三丁目 H3 Ⅰb

145 -1 住宅政策課 清水折戸団地 10号棟 清水 折戸三丁目 H6 Ⅰb

146 -1 住宅政策課 清水折戸団地 11号棟 清水 折戸三丁目 H5 Ⅰb

147 -1 住宅政策課 清水折戸団地 12号棟 清水 折戸三丁目 H4 Ⅰb

148 -1 住宅政策課 清水折戸団地 13号棟 清水 折戸三丁目 Ｈ1 Ⅰb

149 -1 住宅政策課 清水折戸団地 14号棟 清水 折戸三丁目 S41 Ⅰb

150 -1 住宅政策課 清水折戸団地 15号棟 清水 折戸三丁目 S41 Ⅰb

151 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 １号棟 清水 三保 S54 Ⅰb

152 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 ２号棟 清水 三保 S54 Ⅰb

153 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 ３号棟 清水 三保 S55 Ⅰb

154 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 ４号棟 清水 三保 S55 Ⅰb

155 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 ５号棟 清水 三保 S56 Ⅰb
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156 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 ６号棟 清水 三保 S56 Ⅰb

157 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 ７号棟 清水 三保 S61 Ⅰb

158 -1 住宅政策課 清水羽衣団地 ８号棟 清水 三保 S61 Ⅰb

159 -1 住宅政策課 清水蜂ヶ谷団地 １号棟 清水 蜂ヶ谷 S47 Ⅰb

160 -1 住宅政策課 清水蜂ヶ谷団地 ２号棟 清水 蜂ヶ谷 S47 Ⅰb

161 -1 住宅政策課 清水蜂ヶ谷団地 ３号棟 清水 蜂ヶ谷 S47 Ⅰb

162 -1 住宅政策課 清水蜂ヶ谷団地 ４号棟 清水 蜂ヶ谷 S47 Ⅰb

163 -1 住宅政策課 清水高橋団地 清水高橋団地 清水 高橋一丁目 S43 Ⅰb

164 -1 住宅政策課 清水下野東団地 １号棟 清水 下野東 S46 Ⅰb

165 -1 住宅政策課 清水下野東団地 ２号棟 清水 下野東 S51 Ⅰb

166 -1 住宅政策課 清水下野東団地 ３号棟 清水 下野東 S52 Ⅰb

167 -1 住宅政策課 清水下野南団地 ２号棟 清水 下野東 S55 Ⅰb

168 -1 住宅政策課 清水下野南団地 ３号棟 清水 下野東 S56 Ⅰb

169 -1 住宅政策課 清水下野南団地 ４号棟 清水 下野東 S56 Ⅰb

170 -1 住宅政策課 清水下野東団地 特定公共賃貸住宅 清水 下野東 H12 Ⅰb

171 -1 住宅政策課 清水高部団地 １号棟 清水 石川新町 S43 Ⅰb

172 -1 住宅政策課 清水高部団地 ２号棟 清水 石川新町 S43 Ⅰb

173 -1 住宅政策課 清水高部団地 ３号棟 清水 石川新町 S44 Ⅰb

174 -1 住宅政策課 清水高部団地 ４号棟 清水 石川新町 S43 Ⅰb

175 -1 住宅政策課 清水高部団地 ５号棟 清水 石川新町 S44 Ⅰb

176 -1 住宅政策課 清水高部団地 ６号棟 清水 石川新町 S44 Ⅰb

177 -1 住宅政策課 清水旭ヶ丘団地 １号棟 清水 押切 S57 Ⅰb

178 -1 住宅政策課 清水旭ヶ丘団地 ２号棟 清水 押切 S57 Ⅰb

179 -1 住宅政策課 清水旭ヶ丘団地 ３号棟 清水 押切 S59 Ⅰb

180 -1 住宅政策課 清水旭ヶ丘団地 ４号棟 清水 押切 S60 Ⅰb

181 -1 住宅政策課 清水旭ヶ丘団地 ５号棟 清水 押切 S63 Ⅰb

182 -1 住宅政策課 清水旭ヶ丘団地 ６号棟 清水 押切 S62 Ⅰb

183 -1 住宅政策課 清水押切東団地 １号棟 清水 押切 S51 Ⅰb

184 -1 住宅政策課 清水押切東団地 ２号棟 清水 押切 S51 Ⅰb

185 -1 住宅政策課 清水押切団地 １号棟 清水 押切 S45 Ⅰb

186 -1 住宅政策課 清水押切団地 ２号棟 清水 押切 S45 Ⅰb

187 -1 住宅政策課 清水押切団地 ３号棟 清水 押切 S46 Ⅰb

188 -1 住宅政策課 清水押切団地 ４号棟 清水 押切 S46 Ⅰb

189 -1 住宅政策課 清水押切団地 ５号棟 清水 押切 S46 Ⅰb

190 -1 住宅政策課 清水能島団地 １号棟 清水 能島 S49 Ⅰb

191 -1 住宅政策課 清水能島団地 ２号棟 清水 能島 S49 Ⅰb

192 -1 住宅政策課 清水能島団地 ３号棟 清水 能島 S49 Ⅰb

193 -1 住宅政策課 清水能島団地 ４号棟 清水 能島 S49 Ⅰb

194 -1 住宅政策課 清水能島西団地 １号棟 清水 能島 S50 Ⅰb

195 -1 住宅政策課 清水能島西団地 ２号棟 清水 能島 S50 Ⅰb

196 -1 住宅政策課 清水能島西団地 ３号棟 清水 能島 S50 Ⅰb

197 -1 住宅政策課 清水吉川団地 清水吉川団地 清水 吉川 S43 Ⅰb

198 -1 住宅政策課 清水草薙団地 清水草薙団地 清水 草薙杉道三丁目 S31 Ⅰb

199 -1 住宅政策課 清水横砂団地 清水横砂団地 清水 横砂南町 S52 Ⅰb

200 -1 住宅政策課 清水興津東町西団地 １号棟 清水 興津東町 S53 Ⅰb

201 -1 住宅政策課 清水興津東町西団地 ２号棟 清水 興津東町 S54 Ⅰb

202 -1 住宅政策課 清水興津中町団地 １号棟 清水 興津中町 S43 Ⅰb

203 -1 住宅政策課 清水興津中町団地 ２号棟 清水 興津中町 S43 Ⅰb

204 -1 住宅政策課 みはま荘団地 みはま荘団地 清水 蒲原四丁目 S41 Ⅰb

205 -1 住宅政策課 日の出荘団地 日の出荘団地 清水 蒲原 S43 Ⅰb

206 -1 住宅政策課 中浜荘団地 Ａ棟 清水 蒲原中 S44 Ⅰb

207 -1 住宅政策課 中浜荘団地 Ｂ棟 清水 蒲原中 S44 Ⅰb

208 -1 住宅政策課 新栄荘団地 Ａ棟 清水 蒲原 S45 Ⅰb

209 -1 住宅政策課 新栄荘団地 Ｂ棟 清水 蒲原 S47 Ⅰb

210 -1 住宅政策課 大沢荘団地 Ａ棟 清水 蒲原神沢 S53 Ⅰb

211 -1 住宅政策課 大沢荘団地 Ｂ棟 清水 蒲原神沢 S56 Ⅰb

212 -1 住宅政策課 清水船原団地 特定公共賃貸住宅 清水 船原一丁目 H9 Ⅰb

213 -1 住宅政策課 由比南団地 由比南団地 清水 由比 S49 Ⅰb
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214 -1 住宅政策課 町屋原団地 町屋原団地 清水 由比町屋原 S50 Ⅰb

215 -1 住宅政策課 町屋原南団地 町屋原南団地 清水 由比町屋原 H9 Ⅰb

216 -1 住宅政策課 室野団地 室野団地 清水 由比東山寺 S54 Ⅰb

217 -1 住宅政策課 阿僧団地 阿僧団地 清水 由比阿僧 S62 Ⅰb

218 -1 道路保全課 清水土木センター 事務所 清水 江尻台町 H8 Ⅰb

219 -1 財産管理課 清水消防署 庁舎・車庫 清水 東大曲町 H13 Ⅰa

-2 危機管理課 清水防災センター 本館

220 -1 財産管理課 清水消防署高部出張所 庁舎・車庫 清水 押切 H3 Ⅰa

221 -1 財産管理課 清水消防署有度出張所・清水消防団第12分団 庁舎・消防団器具置場 清水 吉川 S62 Ⅰa

222 -1 財産管理課 日本平消防署 庁舎 清水 村松 H21 Ⅰa

223 -1 財産管理課 日本平消防署 車庫 清水 村松 H21 Ⅰa

224 -1 財産管理課 日本平消防署三保出張所・清水消防団第7分団 庁舎・消防団器具置場 清水 三保 H6 Ⅰa

225 -1 財産管理課 港北消防署 庁舎・車庫 清水 庵原町 H29 Ⅰa

226 -1 財産管理課 港北消防署小島出張所 庁舎・車庫 清水 小河内 H18 Ⅰa

227 -1 財産管理課 港北消防署　庵原分署 庁舎 清水 由比 H9 Ⅰa

228 -1 財産管理課 港北消防署興津出張所 庁舎・車庫 清水 八木間町 H3 Ⅰa

229 -1 財産管理課 清水消防団第１分団 消防団器具置場 清水 辻二丁目 H3 Ⅰa

230 -1 財産管理課 清水消防団第３分団 消防団器具置場 清水 入江二丁目 S62 Ⅰa

231 -1 財産管理課 清水消防団第５分団 消防団器具置場 清水 村松一丁目 S60 Ⅰb

232 -1 財産管理課 清水消防団第８分団 消防団器具置場 清水 下清水町 H5 Ⅰa

233 -1 財産管理課 清水消防団第10分団（本部） 消防団器具置場 清水 高橋二丁目 H4 Ⅰa

234 -1 財産管理課 清水消防団第13分団（本部） 消防団器具置場 清水 草薙一丁目 H１ Ⅰa

235 -1 お客様サービス課 船越資材倉庫 水道関係倉庫 清水 木の下町 H21 Ⅰa

236 -1 水道施設課 清水谷津浄水場 管理棟（A棟） 清水 八木間 S42 Ⅰa

-2 水道施設課 清水谷津浄水場 管理棟（B棟）

-3 水道施設課 清水谷津浄水場 管理棟（C棟）

-4 水道施設課 清水谷津浄水場 管理棟（D棟）

237 -1 水道施設課 庵原配水場 ポンプ室 清水 庵原町 S57 Ⅰb

238 -1 水質管理課 水質試験センター 事務所 清水 庵原町 H19 Ⅰa

239 -1 下水道施設課 愛染ポンプ場 ポンプ場（合流） 清水 愛染町 S55 Ⅰa

240 -1 下水道施設課 折戸ポンプ場 ポンプ場（雨水） 清水 折戸一丁目 S59 Ⅰb

241 -1 下水道施設課 折戸ポンプ場 ポンプ場（汚水）　 清水 折戸一丁目 H9 Ⅰb

242 -1 下水道施設課 築地ポンプ場 ポンプ場（合流） 清水 築地町 H1 Ⅰb

243 -1 下水道施設課 浜田ポンプ場 ポンプ室棟 清水 千歳町 S49 Ⅰa

-2 下水道施設課 浜田ポンプ場 沈砂室棟

244 -1 下水道施設課 三保ポンプ場 ポンプ場（雨水） 清水 三保 S53 Ⅰa

245 -1 下水道施設課 三保ポンプ場 ポンプ場（汚水）　 清水 三保 H21 Ⅰa

246 -1 下水道施設課 宮加三ポンプ場 ポンプ場（汚水） 清水 宮加三 S60 Ⅰb

247 -1 下水道施設課 清開ポンプ場 ポンプ室棟 清水 清開二丁目 S47 Ⅰa

-2 下水道施設課 清開ポンプ場 沈砂室棟

248 -1 下水道施設課 清開ポンプ場 非常用自家用発電機設備棟 清水 清開二丁目 H21 Ⅰa

249 -1 下水道施設課 清水南部浄化センター 旧管理棟 清水 清開三丁目 S46 Ⅲ 使用停止

250 -1 下水道施設課 清水南部浄化センター 汚泥処理棟（旧） 清水 清開三丁目 S46 Ⅲ 使用停止

-2 下水道施設課 清水南部浄化センター 汚泥処理棟（新） S59

251 -1 下水道施設課 清水南部浄化センター 水処理棟（初沈） 清水 清開三丁目 S58 Ⅰb

252 -1 下水道施設課 清水南部浄化センター 用水余剰汚泥濃縮棟 清水 清開三丁目 S57 Ⅰa

253 -1 下水道施設課 清水南部浄化センター 接触タンク棟 清水 清開三丁目 S46 Ⅰb

254 -1 下水道施設課 清水北部浄化センター 本館管理棟 清水 横砂 S54 Ⅰa

255 -1 下水道施設課 清水北部浄化センター 沈砂池・ポンプ棟 清水 横砂 S52 Ⅰb

256 -1 下水道施設課 清水北部浄化センター 汚泥処理棟 清水 横砂 S54 Ⅰa

257 -1 下水道施設課 清水北部浄化センター 汚泥濃縮タンク 清水 横砂 S54 Ⅰa

258 -1 下水道施設課 清水北部浄化センター 水処理棟（最初沈殿池） 清水 横砂 S54 Ⅰb

-2 下水道施設課 清水北部浄化センター 水処理棟（エアレーションタンク）

-3 下水道施設課 清水北部浄化センター 水処理棟（最終沈殿池）

259 -1 教育総務課 清水和田島自然の家 Ａ棟（事務所・食堂・宿泊棟） 清水 和田島 S50 Ⅲ 使用停止

260 -1 教育総務課 清水和田島自然の家 Ｂ棟（宿泊棟） 清水 和田島 S50 Ⅰa 使用停止

261 -1 学校給食課 庵原学校給食センター 調理棟 清水 庵原町 H8 Ⅰb

262 -1 学校給食課 両河内学校給食センター 給食センター 清水 和田島 H21 Ⅰb
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263 -1 学校給食課 由比学校給食センター 給食センター 清水 由比町屋原 H11 Ⅰa

264 -1 中央図書館 清水中央図書館 図書館 清水 入江岡町 H4 Ⅰb

265 -1 中央図書館 蒲原図書館 図書館 清水 蒲原新田 H2 Ⅰa

266 -1 生涯学習推進課 清水農村環境改善センター 事務所 清水 但沼町 S56 Ⅱ H28解体済

267 -1 清水区　健康支援課 清水保健福祉センター 別館 清水 渋川二丁目 S53 Ⅲ H30解体済

268 -1 廃棄物処理課 旧清水清掃工場 旧工場棟 清水 八坂町 S50 未診断 R1解体済

269 -1 廃棄物処理課 旧清水清掃工場 旧倉庫兼ペットボトル処理場 清水 八坂町 H10 Ⅰb R1解体済

270 -1 廃棄物処理課 旧清水清掃工場 旧粗大処理施設 清水 八坂町 S52 未診断 R1解体済

271 -1 青少年育成課 浜石野外センター 宿泊棟Ａ 清水 由比阿僧 S49 Ⅲ R1解体済

272 -1 青少年育成課 浜石野外センター 宿泊棟Ｂ 清水 由比阿僧 S49 Ⅲ R1解体済

273 -1 住宅政策課 清水中矢部団地 ２号棟 清水 中矢部町 S33 未診断 R1解体済

274 -1 教育総務課 清水大平青少年の家 研修棟 清水 大平 H8 Ⅰb R1解体済

275 -1 こども園課 興津南こども園 園舎（A棟） 清水 興津中町 S37 Ⅱ R2解体済

-2 こども園課 興津南こども園 園舎（B棟） S63 R2解体済

276 -1 住宅政策課 清水宮加三団地 ６号棟 清水 宮加三 S36 未診断 R2解体済

277 -1 住宅政策課 清水辻団地 清水辻団地 清水 宮下町 S28 Ⅰb R2解体済

278 -1 こども園課 折戸こども園 園舎（A棟）　　　　 清水 折戸五丁目 S41 Ⅱ R3解体済

-2 こども園課 折戸こども園 園舎（B棟）　 R3解体済

279 -1 こども園課 三保こども園 園舎　　　 清水 三保 S38 Ⅱ R3解体済

280 -1 住宅政策課 清水宮加三団地 ５号棟 清水 宮加三 S36 未診断 R3解体済

　　　　　　　　　　以下、解体済み等施設
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所管課 学校名 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考

1 -1 教育施設課 番町小学校 北校舎 葵 新富町一丁目 H19 Ⅰa

-2

2 -1 教育施設課 番町小学校 南校舎 葵 新富町一丁目 S53 Ⅰa

-2 S55

3 -1 教育施設課 番町小学校 体育館 葵 新富町一丁目 S62 Ⅰa

-2 S62

4 -1 教育施設課 新通小学校 北校舎 葵 駒形通二丁目 S46 Ⅰb

-2 S54

5 -1 教育施設課 新通小学校 体育館 葵 駒形通二丁目 S43 Ⅰa

6 -1 教育施設課 新通小学校 南校舎 葵 駒形通二丁目 S56 Ⅱ

7 -1 教育施設課 駒形小学校 校舎 葵 南安倍二丁目 S41 Ⅰb

-2 S47

-3 S48

-4 S50

-5 S53

8 -1 教育施設課 駒形小学校 体育館 葵 南安倍二丁目 S62 Ⅰa

-2

9 -1 教育施設課 安西小学校 北校舎 葵 安西一丁目 S59 Ⅰa

10 -1 教育施設課 安西小学校 南校舎 葵 安西一丁目 S59 Ⅰa

-2

11 -1 教育施設課 安西小学校 体育館 葵 安西一丁目 H9 Ⅰa

12 -1 教育施設課 田町小学校 東校舎 葵 田町五丁目 S42 Ⅰb

-2 S44

-3 S48

-4 S50

-5 S52

-6 S52

13 -1 教育施設課 田町小学校 西校舎 葵 田町五丁目 S54 Ⅱ

-2 S55

14 -1 教育施設課 田町小学校 体育館 葵 田町五丁目 H15 Ⅰa

15 -1 教育施設課 井宮小学校 南校舎 葵 平和一丁目 S39 Ⅰb

-2 S40

-3 S41

-4 S42

-5 S43

-6 S44

16 -1 教育施設課 井宮小学校 北校舎 葵 平和一丁目 S54 Ⅰb

-2 S55

17 -1 教育施設課 井宮小学校 体育館 葵 平和一丁目 H2 Ⅰa

-2

18 -1 教育施設課 井宮北小学校 校舎 葵 上伝馬 S48 Ⅰb

-2 S50

-3 S50

19 -1 教育施設課 井宮北小学校 体育館 葵 上伝馬 S51 Ⅰa

20 -1 教育施設課 安倍口小学校 北校舎 葵 安倍口新田 S44 Ⅰb

-2 S46

-3 S48

-4 S50

-5 S52

21 -1 教育施設課 安倍口小学校 体育館 葵 安倍口新田 S48 Ⅰb

22 -1 教育施設課 安倍口小学校 南校舎 葵 安倍口新田 S54 Ⅱ

23 -1 教育施設課 美和小学校 東校舎 葵 遠藤新田 S56 Ⅰa

整理Ｎｏ

葵区

学校施設
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所管課 学校名 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

24 -1 教育施設課 美和小学校 中校舎 葵 遠藤新田 S57 Ⅰa

25 -1 教育施設課 美和小学校 西校舎 葵 遠藤新田 S57 Ⅱ

26 -1 教育施設課 美和小学校 体育館 葵 遠藤新田 S57 Ⅰa

27 -1 教育施設課 旧足久保小学校 校舎 葵 足久保奥組 S43 Ⅰb R4機能廃止

-2 S51

-3 S53

28 -1 教育施設課 旧足久保小学校 特別教室棟 葵 足久保奥組 H23 Ⅰa R4機能廃止

29 -1 教育施設課 旧足久保小学校 体育館 葵 足久保奥組 S50 Ⅰa R4機能廃止

30 -1 教育施設課 伝馬町小学校 北校舎 葵 伝馬町 S37 Ⅰb

-2 S51

-3 S54

31 -1 教育施設課 伝馬町小学校 南校舎 葵 伝馬町 S58 Ⅰa

32 -1 教育施設課 伝馬町小学校 体育館 葵 伝馬町 H01 Ⅰa

-2

33 -1 教育施設課 葵小学校 北校舎 葵 城内町 H18 Ⅰa

-2 南校舎

34 -1 教育施設課 葵小学校 体育館 葵 城内町 S61 Ⅰa

-2

35 -1 教育施設課 横内小学校 南校舎 葵 緑町 S37 Ⅰb

-2 S40

36 -1 教育施設課 横内小学校 西校舎 葵 緑町 S54 Ⅰb

37 -1 教育施設課 横内小学校 北校舎 葵 緑町 S57 Ⅰa

38 -1 教育施設課 横内小学校 体育館 葵 緑町 S60 Ⅰa

-2

39 -1 教育施設課 安東小学校 北校舎 葵 安東三丁目 S40 Ⅰb

-2 S42

40 -1 教育施設課 安東小学校 体育館 葵 安東三丁目 S44 Ⅰa

41 -1 教育施設課 安東小学校 中校舎 葵 安東三丁目 S48 Ⅰb

-2 S50

-3 S51

42 -1 教育施設課 安東小学校 南校舎 葵 安東三丁目 S53 Ⅰb

43 -1 教育施設課 竜南小学校 南校舎 葵 竜南一丁目 S38 Ⅰb

-2 S39

44 -1 教育施設課 竜南小学校 体育館 葵 竜南一丁目 S47 Ⅰb

45 -1 教育施設課 竜南小学校 北校舎 葵 竜南一丁目 H9 Ⅰa

46 -1 教育施設課 竜南小学校 東校舎 葵 竜南一丁目 S54 Ⅰb

47 -1 教育施設課 城北小学校 校舎 葵 北安東四丁目 S57 Ⅰa

48 -1 教育施設課 城北小学校 体育館 葵 北安東四丁目 S57 Ⅰa

49 -1 教育施設課 千代田小学校 北校舎 葵 沓谷五丁目 S44 Ⅰb

-2 S45

50 -1 教育施設課 千代田小学校 中校舎 葵 沓谷五丁目 S34 Ⅰb

-2 S38

-3 S40

-4 S42

-5 S47

51 -1 教育施設課 千代田小学校 体育館 葵 沓谷五丁目 S46 Ⅰb

52 -1 教育施設課 千代田小学校 南校舎 葵 沓谷五丁目 S51 Ⅰb

-2 S54

53 -1 教育施設課 千代田東小学校 南校舎 葵 川合三丁目 S48 Ⅰa

-2 S49

-3 S50

-4 S51

54 -1 教育施設課 千代田東小学校 体育館 葵 川合三丁目 S50 Ⅰa

55 -1 教育施設課 千代田東小学校 北校舎 葵 川合三丁目 S54 Ⅰa

56 -1 教育施設課 北沼上小学校 体育館 葵 北沼上 S51 Ⅰa

57 -1 教育施設課 北沼上小学校 校舎 葵 北沼上 S55 Ⅰb

58 -1 教育施設課 麻機小学校 北校舎 葵 有永 S43 Ⅰb
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所管課 学校名 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

-2 S45

-3 S47

-4 S50

-5 H19

-6 H19

-7 中央図書館 中央図書館麻機分館 図書館 H19

59 -1 教育施設課 麻機小学校 体育館 葵 有永 S48 Ⅰa

60 -1 教育施設課 麻機小学校 南校舎 葵 有永 S52 Ⅱ

-2 S53

-3 S54

-4 S55

61 -1 教育施設課 西奈小学校 北校舎 葵 瀬名三丁目 S41 Ⅰb

-2 S44

-3 S45

-4 S48

62 -1 教育施設課 西奈小学校 南校舎 葵 瀬名三丁目 S49 Ⅰb

-2 S50

-3 S52

-4 S54

63 -1 教育施設課 西奈小学校 体育館 葵 瀬名三丁目 S51 Ⅰa

64 -1 教育施設課 西奈南小学校 南校舎 葵 南瀬名町 S53 Ⅰb

-2 S54

65 -1 教育施設課 西奈南小学校 体育館 葵 南瀬名町 S54 Ⅰa

66 -1 教育施設課 西奈南小学校 北校舎(東側） 葵 南瀬名町 S55 Ⅱ

67 -1 教育施設課 西奈南小学校 北校舎(西側） 葵 南瀬名町 S59 Ⅱ

68 -1 教育施設課 賤機南小学校 北校舎 葵 松富三丁目 S40 Ⅰa

-2 S42

-3 S43

69 -1 教育施設課 賤機南小学校 南校舎 葵 松富三丁目 S49 Ⅰb

-2 S52

-3 S55

70 -1 教育施設課 賤機南小学校 西校舎 葵 松富三丁目 H22 Ⅰa

71 -1 教育施設課 賤機南小学校 体育館 葵 松富三丁目 S50 Ⅰa

72 -1 教育施設課 賤機中小学校 体育館 葵 牛妻 S49 Ⅰa

73 -1 教育施設課 賤機中小学校 校舎 葵 牛妻 S53 Ⅰa

74 -1 教育施設課 賤機北小学校 体育館 葵 俵沢 S46 Ⅰa

75 -1 教育施設課 賤機北小学校 校舎 葵 俵沢 S52 Ⅰa

-2 S54

76 -1 教育施設課 松野小学校 校舎(東側） 葵 松野 S52 Ⅰa

77 -1 教育施設課 松野小学校 校舎(西側） 葵 松野 S56 Ⅰa

78 -1 教育施設課 松野小学校 体育館 葵 松野 S53 Ⅰa

79 -1 教育施設課 大河内小中学校 校舎 葵 平野 S58 Ⅰa H29小中統合

80 -1 教育施設課 梅ケ島小中学校 校舎 葵 梅ケ島 S60 Ⅰa H29小中統合

81 -1 教育施設課 玉川小中学校 校舎(西側） 葵 落合 S45 Ⅰa R2小中統合

-2 校舎(西側） S53 R2小中統合

82 -1 教育施設課 玉川小中学校 校舎（東側） 葵 落合 S57 Ⅰa R2小中統合

83 -1 教育施設課 玉川小中学校 体育館 葵 落合 S54 Ⅰa R2小中統合

84 -1 教育施設課 玉川小中学校 特別教室棟 葵 落合 R1 Ⅰa R2小中統合

85 -1 教育施設課 旧井川小学校 校舎 葵 井川 S49 Ⅱ H27機能廃止

86 -1 教育施設課 旧井川小学校 体育館 葵 井川 S49 Ⅱ
H27機能廃止
特定天井対策済

87 -1 教育施設課 服織小学校 北校舎 葵 羽鳥六丁目 S43 Ⅰb

-2 S44

-3 S48

-4 S50

88 -1 教育施設課 服織小学校 体育館 葵 羽鳥六丁目 S49 Ⅰa

89 -1 教育施設課 服織小学校 南校舎 葵 羽鳥六丁目 S52 Ⅱ
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所管課 学校名 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

-2 S54

90 -1 教育施設課 服織西小学校 校舎（東側） 葵 新間 S47 Ⅰb

-2 S49

-3 S53

91 -1 教育施設課 服織西小学校 校舎（西側） 葵 新間 S56 Ⅰa

92 -1 教育施設課 服織西小学校 体育館 葵 新間 S50 Ⅰb

93 -1 教育施設課 南藁科小学校 校舎(西側） 葵 吉津 S50 Ⅱ

-2 S53

94 -1 教育施設課 南藁科小学校 校舎（東側） 葵 吉津 S56 Ⅰa

95 -1 教育施設課 南藁科小学校 体育館 葵 吉津 S49 Ⅰa

96 -1 教育施設課 中藁科小学校 校舎(西側） 葵 大原 S51 Ⅰb

-2 S54

97 -1 教育施設課 中藁科小学校 校舎（東側） 葵 大原 S61 Ⅰa

98 -1 教育施設課 中藁科小学校 体育館 葵 大原 S52 Ⅰa

99 -1 教育施設課 中藁科小学校小布杉分校 校舎 葵 小布杉 S42 Ⅱ Ｈ22休校

-2 H1

100 -1 教育施設課 中藁科小学校小布杉分校 体育館 葵 小布杉 H7 Ⅰa Ｈ22休校

101 -1 教育施設課 水見色小学校 校舎 葵 水見色 S57 Ⅰa

102 -1 教育施設課 水見色小学校 体育館 葵 水見色 S57 Ⅰa

103 -1 教育施設課 清沢小学校 校舎（西側） 葵 相俣 S47 Ⅰa

104 -1 教育施設課 清沢小学校 校舎（東側） 葵 相俣 S57 Ⅰa

105 -1 教育施設課 清沢小学校 体育館 葵 相俣 S50 Ⅰa

106 -1 教育施設課 旧峰山小学校 東校舎 葵 黒俣 S55 Ⅱ R3機能停止

107 -1 教育施設課 旧峰山小学校 体育館 葵 黒俣 H2 Ⅰa R3機能停止

108 -1 教育施設課 大川小中学校 校舎 葵 日向 S57 Ⅰa H29小中統合

109 -1 教育施設課 籠上中学校 北校舎 葵 平和二丁目 S35 Ⅰb

-2 北校舎 S36

-3 北校舎 S36

-4 北校舎 S39

-5 北校舎 S41

-6 北校舎 S43

110 -1 教育施設課 籠上中学校 体育館 葵 平和二丁目 S45 Ⅰa

111 -1 教育施設課 籠上中学校 南校舎 葵 平和二丁目 S49 Ⅱ

-2 南校舎 S53

-3 南校舎 S55

112 -1 教育施設課 籠上中学校 北校舎（東側） 葵 平和二丁目 S51 Ⅰa

113 -1 教育施設課 籠上中学校 武道場 葵 平和二丁目 S57 Ⅰa

114 -1 教育施設課 末広中学校 北校舎 葵 末広町 S35 Ⅰb

-2 北校舎 S36

-3 北校舎 S41

-4 北校舎 S42

115 -1 教育施設課 末広中学校 南校舎 葵 末広町 S45 Ⅰb

-2 南校舎 S48

-3 南校舎 S51

116 -1 教育施設課 末広中学校 体育館・武道場 葵 末広町 H2 Ⅰa 特定天井対策済

-2 体育館・武道場

117 -1 教育施設課 安倍川中学校 南校舎 葵 弥勒二丁目 S35 Ⅰb

-2 南校舎 S36

-3 南校舎 S49

-4 南校舎 S52

118 -1 教育施設課 安倍川中学校 北校舎（特別教室棟） 葵 弥勒二丁目 S54 Ⅰb

-2 体育館

119 -1 教育施設課 安倍川中学校 南校舎（東側） 葵 弥勒二丁目 H01 Ⅰa

120 -1 教育施設課 安倍川中学校 武道場 葵 弥勒二丁目 H8 Ⅰa

121 -1 教育施設課 美和中学校・足久保小学校 体育館 葵 足久保口組 S47 Ⅰb R4小中併用

122 -1 教育施設課 美和中学校・足久保小学校 校舎西側 葵 足久保口組 S49 Ⅰb R4小中併用

-2 校舎西側 S51
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所管課 学校名 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

-3 校舎西側 S54

-4 校舎西側 S55

123 -1 教育施設課 美和中学校・足久保小学校 校舎東側 葵 足久保口組 S56 Ⅰa R4小中併用

124 -1 教育施設課 美和中学校・足久保小学校 武道場 葵 足久保口組 S58 Ⅰa R4小中併用

125 -1 教育施設課 美和中学校・足久保小学校 図書館棟・児童クラブ棟 葵 足久保口組 R3 Ⅰa

126 -1 教育施設課 城内中学校 体育館 葵 駿府町 S49 Ⅰa

127 -1 教育施設課 城内中学校 東校舎 葵 駿府町 S55 Ⅱ

128 -1 教育施設課 城内中学校 校舎、武道場 葵 駿府町 H01 Ⅰa

-2 校舎、武道場

129 -1 教育施設課 安東中学校 校舎(東側） 葵 安東三丁目 S60 Ⅰa

-2 校舎(東側）

130 -1 教育施設課 安東中学校 校舎（西側） 葵 安東三丁目 H7 Ⅰa

131 -1 教育施設課 安東中学校 体育館・武道場 葵 安東三丁目 S63 Ⅰa

-2 体育館・武道場

132 -1 教育施設課 東中学校 北校舎 葵 沓谷一丁目 S36 Ⅰb

-2 北校舎 S47

133 -1 教育施設課 東中学校 体育館 葵 沓谷一丁目 S54 Ⅰa

134 -1 教育施設課 東中学校 武道場 葵 沓谷一丁目 S56 Ⅰa

135 -1 教育施設課 東中学校 南校舎 葵 沓谷一丁目 S60 Ⅰa

136 -1 教育施設課 西奈中学校 南校舎 葵 東瀬名町 S48 Ⅰb

-2 南校舎 S49

-3 南校舎 S51

-4 南校舎 S53

137 -1 教育施設課 西奈中学校 体育館 葵 東瀬名町 S49 Ⅰa

138 -1 教育施設課 西奈中学校 北校舎（西側） 葵 東瀬名町 S55 Ⅰa

139 -1 教育施設課 西奈中学校 北校舎（東側） 葵 東瀬名町 S58 Ⅰa

140 -1 教育施設課 西奈中学校 武道場 葵 東瀬名町 S63 Ⅰa

141 -1 教育施設課 観山中学校 南校舎 葵 観山 S52 Ⅰb

-2 南校舎 S53

-3 南校舎 S53

142 -1 教育施設課 観山中学校 体育館 葵 観山 S53 Ⅰb

143 -1 教育施設課 観山中学校 北校舎 葵 観山 S54 Ⅰa

-2 北校舎 S55

-3 北校舎 S56

144 -1 教育施設課 観山中学校 北校舎（東側） 葵 観山 S56 Ⅱ

145 -1 教育施設課 観山中学校 武道場 葵 観山 S63 Ⅰa

146 -1 教育施設課 竜爪中学校 校舎 葵 瀬名七丁目 S61 Ⅰa

147 -1 教育施設課 竜爪中学校 校舎 葵 瀬名七丁目 S61 Ⅰa

148 -1 教育施設課 竜爪中学校 校舎 葵 瀬名七丁目 S61 Ⅰa

149 -1 教育施設課 竜爪中学校 体育館 葵 瀬名七丁目 S61 Ⅰa

-2 武道場

150 -1 教育施設課 竜爪中学校 特別教室棟 葵 瀬名七丁目 S61 Ⅰa

151 -1 教育施設課 賤機中学校 体育館 葵 下 S48 Ⅰa

152 -1 教育施設課 賤機中学校 校舎(北側） 葵 下 S51 Ⅰa

-2 校舎(北側） S52

-3 校舎(北側） S54

153 -1 教育施設課 賤機中学校 校舎（中央） 葵 下 S55 Ⅰa

154 -1 教育施設課 賤機中学校 校舎（南側） 葵 下 S57 Ⅰa

155 -1 教育施設課 賤機中学校 武道場 葵 下 H3 Ⅰa

156 -1 教育施設課 大河内小中学校 体育館 葵 平野 S49 Ⅰa H29小中統合

157 -1 教育施設課 大河内小中学校 西校舎 葵 平野 H4 Ⅰa H29小中統合

158 -1 教育施設課 大河内小中学校 校舎 葵 平野 H10 Ⅰa H29小中統合

159 -1 教育施設課 梅ケ島小中学校 校舎 葵 梅ケ島 S60 Ⅰa H29小中統合

160 -1 教育施設課 梅ケ島小中学校 体育館 葵 梅ケ島 H11 Ⅰa H29小中統合

161 -1 教育施設課 旧玉川中学校 南校舎 葵 落合 S33 Ⅰb R2機能廃止

162 -1 教育施設課 旧玉川中学校 体育館 葵 落合 S47 Ⅰa R2機能廃止

163 -1 教育施設課 旧玉川中学校 北校舎 葵 落合 S58 Ⅰa R2機能廃止
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164 -1 教育施設課 井川小中学校 技術科室 葵 井川 S43 Ⅱ H28小中統合

165 -1 教育施設課 井川小中学校 家庭科室 葵 井川 S58 Ⅰa H28小中統合

166 -1 教育施設課 井川小中学校 校舎 葵 井川 H2 Ⅰa H28小中統合

167 -1 教育施設課 井川小中学校 体育館 葵 井川 H9 Ⅰa H28小中統合

168 -1 教育施設課 服織中学校 中央校舎（西側） 葵 羽鳥一丁目 S56 Ⅰa

169 -1 教育施設課 服織中学校 中央校舎 葵 羽鳥一丁目 S37 Ⅰb

-2 中央校舎 S39

-3 中央校舎 S40

-4 中央校舎 S41

-5 中央校舎 S43

170 -1 教育施設課 服織中学校 体育館 葵 羽鳥一丁目 S48 Ⅰa

171 -1 教育施設課 服織中学校 西校舎 葵 羽鳥一丁目 S50 Ⅱ

-2 西校舎 S52

172 -1 教育施設課 服織中学校 北特別教室棟 葵 羽鳥一丁目 S54 Ⅱ

173 -1 教育施設課 服織中学校 東特別教室棟 葵 羽鳥一丁目 S56 Ⅰa

174 -1 教育施設課 服織中学校 武道場 葵 羽鳥一丁目 H7 Ⅰa

175 -1 教育施設課 藁科中学校 校舎（西側） 葵 大原 S48 Ⅰb

-2 連絡通路 H5

176 -1 教育施設課 藁科中学校 校舎（東側） 葵 大原 H7 Ⅰa

177 -1 教育施設課 藁科中学校 体育館 葵 大原 S49 Ⅰa

178 -1 教育施設課 大川小中学校 西校舎 葵 日向 S45 Ⅰa H29小中統合

-2 西校舎 S56 H29小中統合

179 -1 教育施設課 大川小中学校 東校舎 葵 日向 S54 Ⅰa H29小中統合

-2 体育館 H29小中統合

180 -1 市立高等学校 市立高等学校 鴻志会館 葵 千代田三丁目 S47 Ⅰa

181 -1 市立高等学校 市立高等学校 格技場 葵 千代田三丁目 S52 Ⅰa

182 -1 市立高等学校 市立高等学校 芸術棟 葵 千代田三丁目 S55 Ⅰa

183 -1 市立高等学校 市立高等学校 中央館 葵 千代田三丁目 H4 Ⅰa

-2 市立高等学校 市立高等学校 北校舎

184 -1 市立高等学校 市立高等学校 通路棟 葵 千代田三丁目 H4 Ⅰa

185 -1 市立高等学校 市立高等学校 本館 葵 千代田三丁目 H9 Ⅰa

186 -1 市立高等学校 市立高等学校 南館 葵 千代田三丁目 H10 Ⅰa

187 -1 市立高等学校 市立高等学校 東館 葵 千代田三丁目 H10 Ⅰa

188 -1 市立高等学校 市立高等学校 体育館 葵 千代田三丁目 H12 Ⅰa

188 -1 市立高等学校 市立高等学校 体育館 葵 千代田三丁目 H12 Ⅰa
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1 -1 教育施設課 中田小学校 北校舎 駿河 中田二丁目 S33 Ⅰb

-2 S38

-3 S39

-4 S41

-5 S42

2 -1 教育施設課 中田小学校 南校舎 駿河 中田二丁目 S48 Ⅰb

-2 S52

-3 S54

3 -1 教育施設課 中田小学校 体育館 駿河 中田二丁目 S53 Ⅰa

4 -1 教育施設課 中島小学校 北校舎（西側） 駿河 中島 S41 Ⅰb

-2 S44

-3 S47

5 -1 教育施設課 中島小学校 北校舎（東側） 駿河 中島 S49 Ⅰb

-2 S51

-3 S53

6 -1 教育施設課 中島小学校 体育館 駿河 中島 S46 Ⅰa

7 -1 教育施設課 中島小学校 南校舎 駿河 中島 S56 Ⅱ

8 -1 教育施設課 大里東小学校 南校舎 駿河 高松 S49 Ⅰa

-2 S51

-3 S53

9 -1 教育施設課 大里東小学校 体育館 駿河 高松 S52 Ⅰa

10 -1 教育施設課 大里東小学校 北校舎 駿河 高松 S54 Ⅰb

11 -1 教育施設課 大里西小学校 北校舎 駿河 中原 S33 Ⅰb

-2 S35

-3 S37

-4 S41

-5 S45

-6 S47

12 -1 教育施設課 大里西小学校 体育館 駿河 中原 S48 Ⅰb

13 -1 教育施設課 大里西小学校 南校舎 駿河 中原 S51 Ⅰb

14 -1 教育施設課 大谷小学校 体育館 駿河 大谷 S48 Ⅰa

15 -1 教育施設課 大谷小学校 校舎 駿河 大谷 S50 Ⅰa

-2 S52

-3 S53

-4 S54

16 -1 教育施設課 久能小学校 校舎 駿河 古宿 S41 Ⅰb

-2 S43

-3 S46

-4 S50

17 -1 教育施設課 久能小学校 体育館 駿河 古宿 H8 Ⅰa

18 -1 教育施設課 宮竹小学校 東校舎 駿河 宮竹二丁目 S59 Ⅰa

-2

-3 南校舎

19 -1 教育施設課 宮竹小学校 体育館 駿河 宮竹二丁目 S59 Ⅰa

-2 体育館

20 -1 教育施設課 森下小学校 校舎 駿河 森下町 H29 Ⅰa

21 -1 教育施設課 森下小学校 体育館 駿河 森下町 S52 Ⅰb

22 -1 教育施設課 森下小学校 地域利用施設 駿河 森下町 S63 Ⅰa

23 -1 教育施設課 東豊田小学校 北校舎 駿河 池田 S40 Ⅰb

-2 S44

-3 S49

-4 S51

整理Ｎｏ

駿河区

学校施設
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24 -1 教育施設課 東豊田小学校 体育館 駿河 池田 S48 Ⅰb

25 -1 教育施設課 東豊田小学校 南校舎 駿河 池田 S52 Ⅰb

-2 S54

-3 S55

26 -1 教育施設課 西豊田小学校 北校舎 駿河 曲金二丁目 S33 Ⅰb

-2 S34

-3 S40

-4 S44

27 -1 教育施設課 西豊田小学校 東校舎 駿河 曲金二丁目 S48 Ⅰb

-2 教育施設課 西豊田小学校 S56

28 -1 教育施設課 西豊田小学校 北校舎(西側） 駿河 曲金二丁目 S58 Ⅰa

29 -1 教育施設課 西豊田小学校 東校舎 駿河 曲金二丁目 S56 Ⅰa

30 -1 教育施設課 西豊田小学校 体育館 駿河 曲金二丁目 S46 Ⅰb

31 -1 教育施設課 西豊田小学校 南校舎 駿河 曲金二丁目 S52 Ⅰb

-2 S54

32 -1 教育施設課 富士見小学校 南校舎 駿河 登呂一丁目 S40 Ⅱ

-2 S42

-3 S43

-4 S50

-5 S53

-6 S55

33 -1 教育施設課 富士見小学校 体育館 駿河 登呂一丁目 S45 Ⅰb

34 -1 教育施設課 富士見小学校 北校舎 駿河 登呂一丁目 S56 Ⅰa

-2 S58

35 -1 教育施設課 南部小学校 校舎 駿河 南八幡町 S43 Ⅰb

-2 S44

-3 S46

-4 S49

36 -1 教育施設課 南部小学校 体育館 駿河 南八幡町 S47 Ⅰb

37 -1 教育施設課 東源台小学校 校舎 駿河 国吉田六丁目 H6 Ⅰa

-2 校舎

-3 校舎

38 -1 教育施設課 東源台小学校 体育館 駿河 国吉田六丁目 H6 Ⅰa

39 -1 教育施設課 長田西小学校 北校舎(西側） 駿河 丸子六丁目 S52 Ⅰb

-2 S54

40 -1 教育施設課 長田西小学校 北校舎（東側） 駿河 丸子六丁目 S56 Ⅰa

41 -1 教育施設課 長田西小学校 南校舎 駿河 丸子六丁目 S54 Ⅰb

-2 S43

-3 S44

42 -1 教育施設課 長田西小学校 体育館 駿河 丸子六丁目 H14 Ⅰa

-2 特別教室棟 H14

43 -1 教育施設課 長田南小学校 南校舎 駿河 広野四丁目 S42 Ⅰb

-2 S43

-3 S49

-4 S50

-5 S50

-6 S51

-7 S52

44 -1 教育施設課 長田南小学校 西校舎 駿河 広野四丁目 S53 Ⅰa

-2 S52

45 -1 教育施設課 長田南小学校 体育館 駿河 広野四丁目 H2 Ⅰa 特定天井対策済

-2 H2

46 -1 教育施設課 長田東小学校 北校舎 駿河 東新田三丁目 S45 Ⅰb

-2 S46

-3 S47

-4 S49

-5 S51

24



所管課 学校名 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

47 -1 教育施設課 長田東小学校 体育館 駿河 東新田三丁目 S48 Ⅰa

48 -1 教育施設課 長田東小学校 東校舎 駿河 東新田三丁目 S55 Ⅰa

49 -1 教育施設課 長田北小学校 南校舎 駿河 向敷地 S49 Ⅰb

50 -1 教育施設課 長田北小学校 北校舎 駿河 向敷地 S50 Ⅰb

-2 S52

51 -1 教育施設課 長田北小学校 連結通路棟 駿河 向敷地 S63 Ⅰa

52 -1 教育施設課 長田北小学校 体育館 駿河 向敷地 S51 Ⅰa

53 -1 教育施設課 川原小学校 北校舎 駿河 下川原四丁目 S54 Ⅰa

54 -1 教育施設課 川原小学校 北校舎 駿河 下川原四丁目 S55 Ⅰa

-2

55 -1 教育施設課 川原小学校 南校舎 駿河 下川原四丁目 S55 Ⅰa

56 -1 教育施設課 川原小学校 連結通路棟 駿河 下川原四丁目 S55 Ⅰb

57 -1 教育施設課 川原小学校 体育館 駿河 下川原四丁目 S55 Ⅰa

58 -1 教育施設課 川原小学校 作業所 駿河 下川原四丁目 S59 Ⅰa

59 -1 教育施設課 大里中学校 北校舎 駿河 中野新田 S48 Ⅰb

-2 北校舎 S54

60 -1 教育施設課 大里中学校 北側西校舎 駿河 中野新田 S56 Ⅰa

61 -1 教育施設課 大里中学校 体育館 駿河 中野新田 S51 Ⅰa

62 -1 教育施設課 大里中学校 武道場 駿河 中野新田 H01 Ⅰa

63 -1 教育施設課 大里中学校 南校舎 駿河 中野新田 H6 Ⅰa

64 -1 教育施設課 南中学校 北校舎(東側） 駿河 宮竹二丁目 S54 Ⅰb

-2 北校舎(東側）

65 -1 教育施設課 南中学校 南校舎（東側） 駿河 宮竹二丁目 S54 Ⅱ

-2 南校舎（東側） S55

66 -1 教育施設課 南中学校 北校舎（中央） 駿河 宮竹二丁目 S56 Ⅰa

67 -1 教育施設課 南中学校 南校舎（西側） 駿河 宮竹二丁目 H8 Ⅰa

-2 南校舎（西側）

68 -1 教育施設課 南中学校 北校舎（西側） 駿河 宮竹二丁目 S56 Ⅱ

69 -1 教育施設課 南中学校 西側（渡り廊下） 駿河 宮竹二丁目 S56 Ⅱ

70 -1 教育施設課 南中学校 南校舎（西側） 駿河 宮竹二丁目 S56 Ⅰa

71 -1 教育施設課 南中学校 体育館・武道場 駿河 宮竹二丁目 S55 Ⅰa

-2 体育館・武道場 S55

-3 体育館・武道場 S60

72 -1 教育施設課 中島中学校 校舎 駿河 中島 S63 Ⅰa

73 -1 教育施設課 中島中学校 西校舎（特別教室棟） 駿河 中島 S63 Ⅰa

74 -1 教育施設課 中島中学校 体育館・武道場 駿河 中島 S63 Ⅰa

75 -1 教育施設課 豊田中学校 南校舎(西側） 駿河 豊田一丁目 S35 Ⅰb

-2 南校舎(西側） S36

76 -1 教育施設課 豊田中学校 南校舎（東側） 駿河 豊田一丁目 S56 Ⅰa

-2 南校舎（東側） S61

77 -1 教育施設課 豊田中学校 北校舎 駿河 豊田一丁目 S48 Ⅱ

-2 S50

-3 S53

78 -1 教育施設課 豊田中学校 武道場 駿河 豊田一丁目 S60 Ⅰa

-2 体育館 S60

79 -1 教育施設課 東豊田中学校 校舎(東側） 駿河 国吉田五丁目 S35 Ⅰb

-2 S48

-3 S50

-4 S53

-5 S55

80 -1 教育施設課 東豊田中学校 校舎（西側） 駿河 国吉田五丁目 S56 Ⅱ

-2 S59

81 -1 教育施設課 東豊田中学校 武道場 駿河 国吉田五丁目 S57 Ⅰa

82 -1 教育施設課 東豊田中学校 木工室 駿河 国吉田五丁目 S62 Ⅰa

83 -1 教育施設課 東豊田中学校 体育館 駿河 国吉田五丁目 H17 Ⅰa

84 -1 教育施設課 高松中学校 校舎中央 駿河 登呂四丁目 S50 Ⅱ

-2 校舎中央 S51

25



所管課 学校名 棟名称 区 地名 建設年度 分類 備考整理Ｎｏ

-3 校舎中央 S53

85 -1 教育施設課 高松中学校 校舎（西側） 駿河 登呂四丁目 S56 Ⅰa

86 -1 教育施設課 高松中学校 東校舎 駿河 登呂四丁目 H10 Ⅰa

87 -1 教育施設課 高松中学校 武道場 駿河 登呂四丁目 S59 Ⅰa

-2 体育館

88 -1 教育施設課 長田西中学校 南校舎 駿河 丸子一丁目 S43 Ⅰb

-2 南校舎 S45

-3 南校舎 S48

-4 南校舎 S51

-5 南校舎 S53

89 -1 教育施設課 長田西中学校 南校舎 駿河 丸子一丁目 S60 Ⅰa

90 -1 教育施設課 長田西中学校 北校舎 駿河 丸子一丁目 S54 Ⅰb

91 -1 教育施設課 長田西中学校 連結連絡棟 駿河 丸子一丁目 H2 Ⅰa

-2 連結連絡棟 H2

-3 連結連絡棟 H2

92 -1 教育施設課 長田西中学校 体育館・武道場 駿河 丸子一丁目 S56 Ⅰa

-2 体育館・武道場 S56

-3 体育館・武道場 S60

93 -1 教育施設課 長田西中学校 西校舎 駿河 丸子一丁目 H01 Ⅰa

-2 西校舎 H01

94 -1 教育施設課 長田南中学校 校舎 駿河 みずほ三丁目 S44 Ⅰb

-2 校舎 S49

-3 校舎 S51

-4 校舎 S53

95 -1 教育施設課 長田南中学校 校舎(東側） 駿河 みずほ三丁目 S54 Ⅱ

96 -1 教育施設課 長田南中学校 武道場 駿河 みずほ三丁目 H01 Ⅰa

97 -1 教育施設課 長田南中学校 金工木工室 駿河 みずほ三丁目 H9 Ⅰa

98 -1 教育施設課 長田南中学校 体育館 駿河 みずほ三丁目 H10 Ⅰa

99 -1 教育施設課 城山中学校 校舎 駿河 小坂二丁目 S58 Ⅰa

100 -1 教育施設課 城山中学校 体育館 駿河 小坂二丁目 S58 Ⅰa

-2 武道場
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1 -1 教育施設課 清水入江小学校 西校舎 清水 追分二丁目 S35 Ⅰb

-2 S33

-3 S39

2 -1 教育施設課 清水入江小学校 体育館 清水 追分二丁目 S44 Ⅰa

3 -1 教育施設課 清水入江小学校 東校舎 清水 追分二丁目 S46 Ⅰa

-2 S49

-3 S53

4 -1 教育施設課 清水浜田小学校 体育館 清水 浜田町 S42 Ⅰa

5 -1 教育施設課 清水浜田小学校 北校舎 清水 浜田町 S28 Ⅰa

6 -1 教育施設課 清水浜田小学校 南校舎 清水 浜田町 S62 Ⅰa

7 -1 教育施設課 清水岡小学校 北校舎 清水 神田町 S34 Ⅰa

-2 S36

8 -1 教育施設課 清水岡小学校 中校舎 清水 神田町 S40 Ⅰb

-2 S46

-3 S46

-4 S47

9 -1 教育施設課 清水岡小学校 南校舎 清水 神田町 S44 Ⅰb

10 -1 教育施設課 清水岡小学校 体育館 清水 神田町 S49 Ⅰa

11 -1 教育施設課 清水船越小学校 東校舎 清水 北矢部 S51 Ⅰb

12 -1 教育施設課 清水船越小学校 西校舎 清水 北矢部 S52 Ⅰb

13 -1 教育施設課 清水船越小学校 体育館 清水 北矢部 S53 Ⅰa

14 -1 教育施設課 清水有度第一小学校 体育館 清水 有度本町 S47 Ⅰa

15 -1 教育施設課 清水有度第一小学校 南校舎（東側） 清水 有度本町 S52 Ⅰa

16 -1 教育施設課 清水有度第一小学校 南校舎西側 清水 有度本町 S60 Ⅰa

17 -1 教育施設課 清水有度第一小学校 北校舎 清水 有度本町 H17 Ⅰa

-2

18 -1 教育施設課 清水有度第二小学校 低学年棟 清水 草薙杉道三丁目 S43 Ⅰa

19 -1 教育施設課 清水有度第二小学校 管理棟 清水 草薙杉道三丁目 S43 Ⅰa

20 -1 教育施設課 清水有度第二小学校 中学年棟 清水 草薙杉道三丁目 S44 Ⅰa

21 -1 教育施設課 清水有度第二小学校 南中教室棟 清水 草薙杉道三丁目 S50 Ⅰa

22 -1 教育施設課 清水有度第二小学校 高学年棟 清水 草薙杉道三丁目 S43 Ⅰa

23 -1 教育施設課 清水有度第二小学校 南西教室棟 清水 草薙杉道三丁目 S51 Ⅰb

24 -1 教育施設課 清水有度第二小学校 体育館 清水 草薙杉道三丁目 H22 Ⅰa

25 -1 教育施設課 清水小学校 北西校舎 清水 松井町 S30 Ⅰb

26 -1 教育施設課 清水小学校 南西校舎 清水 松井町 S48 Ⅰb

27 -1 教育施設課 清水小学校 北東校舎 清水 松井町 S55 Ⅰa

28 -1 教育施設課 清水小学校 南東校舎 清水 松井町 S61 Ⅰa

29 -1 教育施設課 清水小学校 体育館 清水 松井町 H4 Ⅰa

30 -1 教育施設課 清水不二見小学校 北校舎 清水 新緑町 S37 Ⅰb

-2 S39

-3 S42

31 -1 教育施設課 清水不二見小学校 南校舎 清水 新緑町 S41 Ⅰa

-2 S46

-3 S49

32 -1 教育施設課 清水不二見小学校 体育館 清水 新緑町 S44 Ⅰa

33 -1 教育施設課 清水駒越小学校 北校舎 清水 駒越東町 S40 Ⅰa

-2 S42

-3 S44

34 -1 教育施設課 清水駒越小学校 西校舎 清水 駒越東町 S51 Ⅰa

-2 S52

35 -1 教育施設課 清水駒越小学校 体育館 清水 駒越東町 H01 Ⅰa

36 -1 教育施設課 清水三保第一小学校 校舎東側 清水 三保 S37 Ⅰa

整理Ｎｏ

清水区

学校施設
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-2 S38

37 -1 教育施設課 清水三保第一小学校 校舎西側 清水 三保 S49 Ⅰa

-2 S50

38 -1 教育施設課 清水三保第一小学校 校舎（西側） 清水 三保 S55 Ⅱ

39 -1 教育施設課 清水三保第一小学校 玄関 清水 三保 H14 Ⅰa

40 -1 教育施設課 清水三保第一小学校 体育館 清水 三保 H21 Ⅰa

41 -1 教育施設課 清水三保第二小学校 校舎 清水 折戸五丁目 S45 Ⅰb

-2 校舎 S46

-3 校舎

-4 校舎

42 -1 教育施設課 清水三保第二小学校 体育館 清水 折戸五丁目 S47 Ⅰa

43 -1 教育施設課 清水辻小学校 体育館 清水 辻四丁目 S46 Ⅰa

44 -1 教育施設課 清水辻小学校 校舎 清水 辻四丁目 H6 Ⅰa

-2 教育施設課 清水辻小学校

45 -1 教育施設課 清水江尻小学校 北校舎 清水 江尻町 S44 Ⅰb

-2 S42

-3 S49

46 -1 教育施設課 清水江尻小学校 南校舎 清水 江尻町 S50 Ⅰa

-2 S51

47 -1 教育施設課 清水江尻小学校 体育館 清水 江尻町 H5 Ⅰa

48 -1 教育施設課 清水飯田小学校 北校舎 清水 下野中 S39 Ⅰb

-2 S44

-3 S46

-4 S46

-5 S47

49 -1 教育施設課 清水飯田小学校 南校舎 清水 下野中 S49 Ⅰa

-2 S50

50 -1 教育施設課 清水飯田小学校 体育館 清水 下野中 S55 Ⅰa

51 -1 教育施設課 清水飯田東小学校 体育館 清水 八坂北一丁目 S56 Ⅰa

52 -1 教育施設課 清水飯田東小学校 校舎 清水 八坂北一丁目 H21 Ⅰa

53 -1 教育施設課 清水高部小学校 北校舎 清水 押切 S39 Ⅰb

-2 S45

-3 S47

54 -1 教育施設課 清水高部小学校 南校舎 清水 押切 S49 Ⅰa

-2 S50

-3 S52

-4 S53

55 -1 教育施設課 清水高部小学校 体育館 清水 押切 S54 Ⅰa

56 -1 教育施設課 清水高部東小学校 南校舎 清水 押切 S56 Ⅰa

57 -1 教育施設課 清水高部東小学校 北校舎 清水 押切 S57 Ⅰa

58 -1 教育施設課 清水高部東小学校 体育館 清水 押切 S58 Ⅰa

59 -1 教育施設課 清水袖師小学校 北校舎（東側） 清水 袖師町 S35 Ⅰa

-2 北校舎（西側）

60 -1 教育施設課 清水袖師小学校 南校舎 清水 袖師町 S28 Ⅰb

61 -1 教育施設課 清水袖師小学校 体育館 清水 袖師町 S53 Ⅰa

62 -1 教育施設課 清水庵原小学校 北校舎 清水 庵原町 H18 Ⅰa

63 -1 教育施設課 清水庵原小学校 南校舎 清水 庵原町 H19 Ⅰa

64 -1 教育施設課 清水庵原小学校 体育館 清水 庵原町 H20 Ⅰa

65 -1 教育施設課 清水興津小学校 北校舎 清水 興津中町 S32 Ⅰb

-2 北校舎 S34

66 -1 教育施設課 清水興津小学校 南校舎 清水 興津中町 S39 Ⅰa

67 -1 教育施設課 清水興津小学校 中校舎 清水 興津中町 S49 Ⅰb

-2 中校舎 S50

68 -1 教育施設課 清水興津小学校 体育館 清水 興津中町 H3 Ⅰa

69 -1 教育施設課 清水小島小学校 東校舎 清水 小島町 S43 Ⅰa

-2 東校舎 S46

70 -1 教育施設課 清水小島小学校 体育館 清水 小島町 S51 Ⅰa
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71 -1 教育施設課 清水小島小学校 西校舎 清水 小島町 S54 Ⅰa

72 -1 教育施設課 清水小河内小学校 体育館 清水 小河内 S52 Ⅰa

73 -1 教育施設課 清水小河内小学校 校舎 清水 小河内 S63 Ⅰa

74 -1 教育施設課 清水宍原小学校 体育館 清水 宍原 S54 Ⅰa

75 -1 教育施設課 清水宍原小学校 校舎 清水 宍原 H4 Ⅰa

76 -1 教育施設課 旧清水中河内小学校 校舎 清水 中河内 S47 Ⅰa R4機能廃止

77 -1 教育施設課 旧清水中河内小学校 体育館 清水 中河内 S50 Ⅰa R4機能廃止

78 -1 教育施設課 旧清水西河内小学校 校舎 清水 西里 H8 Ⅰa R4機能廃止

79 -1 教育施設課 旧清水西河内小学校 体育館 清水 西里 H8 Ⅰa R4機能廃止

80 -1 教育施設課 両河内小中学校 校舎 清水 和田島 S46 Ⅰa R4小中統合

81 -1 教育施設課 両河内小中学校 校舎・体育館 清水 和田島 S49 Ⅰa R4小中統合

-2

82 -1 教育施設課 蒲原東小学校 校舎（西側） 清水 蒲原 S55 Ⅱ

83 -1 教育施設課 蒲原東小学校 校舎（東側） 清水 蒲原 S55 Ⅱ

84 -1 教育施設課 蒲原東小学校 体育館・クラブハウス 清水 蒲原 S61 Ⅰa

-2

85 -1 教育施設課 蒲原西小学校 校舎（西側） 清水 蒲原新田二丁目 S40 Ⅰb

86 -1 教育施設課 蒲原西小学校 校舎（東側） 清水 蒲原新田二丁目 S41 Ⅰb

87 -1 教育施設課 蒲原西小学校 体育館 清水 蒲原新田二丁目 S44 Ⅰa

88 -1 教育施設課 由比小学校 校舎（東側） 清水 町屋原 S43 Ⅰb

-2

89 -1 教育施設課 由比小学校 校舎（西側） 清水 町屋原 S43 Ⅰb

90 -1 教育施設課 由比小学校 体育館 清水 町屋原 H8 Ⅰa

91 -1 教育施設課 由比北小学校 校舎（西側） 清水 入山 S32 Ⅰb

92 -1 教育施設課 由比北小学校 校舎（東側） 清水 入山 S55 Ⅰa

93 -1 教育施設課 由比北小学校 体育館 清水 入山 S56 Ⅰa

94 -1 教育施設課 清水第一中学校 南校舎 清水 宮代町 S45 Ⅰb

-2 南校舎 S52

95 -1 教育施設課 清水第一中学校 西校舎 清水 宮代町 S36 Ⅱ

96 -1 教育施設課 清水第一中学校 北校舎 清水 宮代町 S35 Ⅰa

97 -1 教育施設課 清水第一中学校 体育館 清水 宮代町 H20 Ⅰa

98 -1 教育施設課 清水第一中学校 技術・武道場 清水 宮代町 H3 Ⅰa

-2 技術・武道場

99 -1 教育施設課 清水第二中学校 北校舎(東側） 清水 神田町 S41 Ⅰa

-2 北校舎(東側） S44

-3 北校舎(東側）

100 -1 教育施設課 清水第二中学校 北校舎(西側） 清水 神田町 S46 Ⅰa

-2 S52

101 -1 教育施設課 清水第二中学校 南西校舎 清水 神田町 S52 Ⅰb

102 -1 教育施設課 清水第二中学校 南校舎 清水 神田町 S58 Ⅰa

103 -1 教育施設課 清水第二中学校 体育館 清水 神田町 H3 Ⅰa

-2 体育館

-3 体育館

-4 体育館

104 -1 教育施設課 清水第三中学校 西校舎 清水 三光町 S40 Ⅰb

105 -1 教育施設課 清水第三中学校 南校舎（東） 清水 三光町 S55 Ⅱ

106 -1 教育施設課 清水第三中学校 北校舎 清水 三光町 H14 Ⅰa

107 -1 教育施設課 清水第三中学校 体育館・武道場 清水 三光町 H15 Ⅰa

-2 体育館・武道場

108 -1 教育施設課 清水第四中学校 北校舎 清水 村松 S35 Ⅰb

-2 北校舎 S36

-3 北校舎 S39

109 -1 教育施設課 清水第四中学校 体育館 清水 村松 S42 Ⅰa

110 -1 教育施設課 清水第四中学校 南校舎（西側） 清水 村松 S46 Ⅰa

111 -1 教育施設課 清水第四中学校 南校舎（東側） 清水 村松 S47 Ⅱ

112 -1 教育施設課 清水第四中学校 技術室 清水 村松 H6 Ⅰa

113 -1 教育施設課 清水第四中学校 東校舎 清水 村松 S53 Ⅰa
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114 -1 教育施設課 清水第五中学校 中校舎 清水 三保 S44 Ⅰa

-2 中校舎 S49

115 -1 教育施設課 清水第五中学校 北校舎 清水 三保 S36 Ⅱ

-2 北校舎 S41

116 -1 教育施設課 清水第五中学校 南校舎 清水 三保 S54 Ⅰa

117 -1 教育施設課 清水第五中学校 体育館 清水 三保 H6 Ⅰa

-2 体育館

-3 体育館

118 -1 教育施設課 清水第六中学校 南校舎東側 清水 天王西 S41 Ⅱ

119 -1 教育施設課 清水第六中学校 体育館 清水 天王西 H19 Ⅰa

120 -1 教育施設課 清水第六中学校 北校舎西側 清水 天王西 S50 Ⅱ

-2 S51

121 -1 教育施設課 清水第六中学校 北校舎東側 清水 天王西 S59 Ⅰa

122 -1 教育施設課 清水第六中学校 南校舎（西側） 清水 天王西 S60 Ⅰa

123 -1 教育施設課 清水第六中学校 技術科棟 清水 天王西 S60 Ⅰa

124 -1 教育施設課 清水第七中学校 北校舎 清水 草薙三丁目 S60 Ⅰa

125 -1 教育施設課 清水第七中学校 南校舎 清水 草薙三丁目 H10 Ⅰa

126 -1 教育施設課 清水第七中学校 体育館・武道場 清水 草薙三丁目 H12 Ⅰa

-2 体育館・武道場

-3 体育館・武道場

127 -1 教育施設課 清水第八中学校 北校舎 清水 追分四丁目 S35 Ⅰa

128 -1 教育施設課 清水第八中学校 体育館 清水 追分四丁目 S42 Ⅰa

129 -1 教育施設課 清水第八中学校 南校舎 清水 追分四丁目 S61 Ⅰa

130 -1 教育施設課 清水飯田中学校 技術室 清水 山原 S56 Ⅰa

131 -1 教育施設課 清水飯田中学校 体育館 清水 山原 S57 Ⅰa

132 -1 教育施設課 清水飯田中学校 校舎 清水 山原 H21 Ⅰa

-2

133 -1 教育施設課 清水袖師中学校 南校舎（西側） 清水 西久保 S34 Ⅰa

134 -1 教育施設課 清水袖師中学校 南校舎（東側） 清水 西久保 S39 Ⅰa

135 -1 教育施設課 清水袖師中学校 南校舎（西側） 清水 西久保 S40 Ⅰa

136 -1 教育施設課 清水袖師中学校 南校舎（東側） 清水 西久保 S39 Ⅰa

137 -1 教育施設課 清水袖師中学校 北校舎 清水 西久保 S40 Ⅰa

138 -1 教育施設課 清水袖師中学校 体育館 清水 西久保 H21 Ⅰa

139 -1 教育施設課 清水袖師中学校 武道場・技術室 清水 西久保 H1 Ⅰa

-2 武道場・技術室

140 -1 教育施設課 清水庵原中学校 南校舎 清水 原 S28 Ⅰb

141 -1 教育施設課 清水庵原中学校 北校舎 清水 原 S57 Ⅰa

142 -1 教育施設課 清水庵原中学校 体育館・ 武道場 清水 原 H8 Ⅰa

-2 体育館・ 武道場

-3 体育館・ 武道場

143 -1 教育施設課 清水興津中学校 南校舎 清水 興津中町 H11 Ⅰa

144 -1 教育施設課 清水興津中学校 体育館・武道場・ 清水 興津中町 H14 Ⅰa

-2 技術棟

-3 体育館・武道場・技術棟

-4 体育館・武道場・技術棟

145 -1 教育施設課 清水興津中学校 図書館 清水 興津中町 H14 Ⅰa

146 -1 教育施設課 清水小島中学校 北校舎 清水 但沼町 S37 Ⅰa

-2 北校舎 S37

-3 北校舎 S41

147 -1 教育施設課 清水小島中学校 体育館 清水 但沼町 S47 Ⅰa

148 -1 教育施設課 清水小島中学校 武道場 清水 但沼町 H5 Ⅰa

149 -1 教育施設課 清水小島中学校 西校舎 清水 但沼町 S55 Ⅱ

150 -1 教育施設課 両河内小中学校 校舎 清水 和田島 S39 Ⅰb R4小中統合

-2 校舎 S40

151 -1 教育施設課 両河内小中学校 体育館 清水 和田島 S43 Ⅰa R4小中統合

152 -1 教育施設課 蒲原中学校 北校舎 清水 蒲原 S29 Ⅰb

-2 北校舎 S30
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153 -1 教育施設課 蒲原中学校 東校舎 清水 蒲原 S51 Ⅰa

154 -1 教育施設課 蒲原中学校 西校舎 清水 蒲原 S51 Ⅰa

155 -1 教育施設課 蒲原中学校 南校舎 清水 蒲原 S52 Ⅱ

156 -1 教育施設課 蒲原中学校 技術科室 清水 蒲原 S52 Ⅱ

157 -1 教育施設課 蒲原中学校 クラブハウス 清水 蒲原 S60 Ⅰa

-2 武道場

-3 体育館

158 -1 教育施設課 由比中学校 北校舎（特別教室棟） 清水 由比 S42 Ⅰb

159 -1 教育施設課 由比中学校 南校舎 清水 由比 S41 Ⅱ

160 -1 教育施設課 由比中学校 体育館・武道場 清水 由比 H1 Ⅰa

161 -1 教育施設課 由比中学校 校舎（技術科室） 清水 由比 H14 Ⅰa

162 -1 教育施設課 由比中学校 東校舎 清水 由比 H21 Ⅰa

163 -1 市立清水桜が丘高等学校 市立清水桜が丘高等学校 校舎 清水 桜が丘町 H24 Ⅰa

164 -1 市立清水桜が丘高等学校 市立清水桜が丘高等学校 第一体育館 清水 桜が丘町 H26 Ⅰa

165 -1 市立清水桜が丘高等学校 市立清水桜が丘高等学校 第二体育館 清水 桜が丘町 H26 Ⅰa
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