
 

 

 

高知市個別施設保全計画策定及び公共施設白書更新支援委託業務 

仕様書 

平成 31 年４月 

高知市財務部財産政策課 



 

１ 

 

高 知 市 個 別 施 設 保 全 計 画 策 定 及 び 公 共 施 設 白 書 更 新 支 援 委 託 業 務  

仕 様 書 

１ 総則 

(1)  適用 

本仕様書は，高知市（以下「甲」という。）が実施する「高知市個別施設保全計画策定及び公共施設白

書更新支援委託業務」（以下「本業務」という。）に適用するものであり，受注者（以下「乙」という。）

が本業務を実施するに当たり，必要な事項を定めたものである。 

(2)  準拠法冷等 

本業務の実施に当たっては，本仕様書によるほか，次の関係法令等に準拠して行うものとする。 

ア インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年 11 月 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会

議） 

イ 文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成26年３月 文部科学省） 

ウ 学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成29年３月 文部科学省） 

エ 学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成27年４月 文部科学省） 

オ 学校施設の長寿命化改修の手引（平成26年１月 文部科学省） 

カ 学校施設の老朽化対策について（平成25年３月 学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議） 

キ 学校施設整備基本構想の在り方について（平成 25 年３月 学校施設の在り方に関する調査研究協力

者会議） 

ク 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

ケ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号） 

コ 建築基準法（昭和25年法律第100号） 

サ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号） 

シ 都市計画法（昭和43年法律第100号） 

ス 都市計画法施行令（昭和44年政令第158号） 

セ 公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針（平成26年４月 総務省） 

ソ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

タ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号） 

チ 高知市個人情報保護条例及び同施行規則 

ツ 総務省個別施設計画の策定のためのマニュアル・ガイドライン等（平成29年５月31日時点） 

テ 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン（一般財団法人建築保全センター） 

ト 建築物のライフサイクルコスト（平成17年版・平成31年版）（一般財団建築保全センター） 

(3)  準拠する計画等 

本業務の実施については，本仕様書に定めるもののほか，次に掲げる図書等に準拠して実施するものと

し，その他の図書等についても適宜準拠して実施するものとする。 

ア 2011高知市総合計画（平成23年３月） 

イ 2011高知市総合計画（2016基本計画改訂版）（平成28年12月） 

ウ 高知市公共施設マネジメント基本方針（平成26年３月） 

エ 高知市公共施設白書（平成27年３月） 
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オ 高知市公共施設マネジメント基本計画（平成28年２月） 

カ 高知市公共施設再配置計画（第１期）（平成29年11月） 

キ 高知市公共施設長期保全計画（平成31年３月） 

ク 卸売市場の計画的修繕実現に向けた現状の把握 

ケ 高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

コ 第二次高知市環境基本計画 

サ 第４次高知市地球温暖化対策地域推進実行計画（事務事業編） 

シ その他関連する計画 

(4)  業務計画書 

乙は，本業務を実施するに当たり，次の書類を甲に提出し，承認を得るものとする。 

ア 業務計画書 

イ 業務着手届 

ウ 管理技術者等選任通知書（業務経歴を添付） 

エ 業務工程表 

オ その他，甲が必要と認める資料 

(5)  管理技術者等の選任 

乙は，次に示した管理技術者を選任しなければならない。また，原則として管理技術者は，変更する

ことはできない。 

ア 管理技術者は，高知市個別施設保全計画策定及び公共施設白書更新支援委託業務プロポーザル方

式実施の公告の日以前に参加事業者と３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があるもので，公

益社団法人日本ファシリティマネジメント協会が認定する「認定ファシリティマネジャー（ＣＦＭ

Ｊ）」の有資格者であること。 

(6)  損害賠償 

本業務中に生じた事故等や第三者に与えた損害については，乙の責任において解決するとともに，そ

の顛末を書面により迅速に甲に報告するものとする。 

(7)  秘密の保持 

乙は，本業務の遂行により知り得た情報を甲の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。また，本

業務の業務完了後においても同様とする。 

(8)  個人情報の保護 

ア 本業務の履行に当たって乙は，個人情報の保護の重要性を認識し，個人情報を取り扱うには，個人

の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

イ 乙は，本業務により知り得た情報については，業務中はもちろんのこと，完了後も第三者に漏らし

てはならない。 

ウ 乙は，本業務に係る個人情報の漏えい，紛失又は改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のもと，

業務を遂行しなければならない。そのため，乙は本業務における当該管理体制について業務着手時に

実施計画書を示し甲の承認を得なければならない。 

(9)  成果品の瑕疵 

乙は，納品後，成果品に瑕疵が発見された場合は甲の指示に従い，必要な措置を行わなければならない。

なお，瑕疵に対する措置経費は乙が負担するものとする。 
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(10)  成果品の帰属 

本業務の成果品及びデータは，全て甲の所有とし，甲の承諾を受けないで他に公表，貸与又は使用し

てはならないものとする。ただし，ソフトウェアプログラムなど乙あるいは第三者が保有すると認めら

れる著作物については，その著作権は留保されるものとし，甲はその一部使用権及び使用許諾をもって

使用するものとする。 

(11)  貸与資料 

甲は，契約締結後において，本業務に必要と認められる資料を乙に貸与できるものとし，乙は，参考

図書貸与申込書を提出の上，貸与された資料は責任を持って保管し，紛失，汚損等を生じないように十

分注意するとともに，業務終了後に速やかに甲に返却するものとする。また，複製した資料は，作業終

了後速やかに廃棄処分を行うものとする。 

ア 既存点検結果（学校教育系施設建築基準法12条点検結果，簡易劣化度調査等） 

イ 対象建物情報一覧 

ウ 対象施設改修履歴 

エ 学校施設台帳 

オ 小学校校区図 

カ 耐震診断結果（学校教育系施設，幼保・こども園） 

キ 「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」付属エクセルソフト 

ク 卸売市場の計画的修繕実現に向けた現状の把握 

ケ 卸売市場既存図面一式 

コ その他必要な資料 

(12)  疑義 

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は，甲乙協議によって決定するものとする。 

(13)  履行期間及び納入先 

本業務の履行期間は，契約締結日から令和２年（2020 年）３月 16 日までとし，納入先は財産政策課

とする。ただし，各成果物等の納期限は契約締結時に別途定める。 

 

２ 業務内容 

 本業務では，以下に示す「高知市個別施設保全計画の策定支援」，「高知市公共施設白書の更新支援」及び

「庁内協議等の支援」を行うこと。 

(1)  高知市個別施設保全計画の策定支援 

ア 計画期間 

本計画の計画期間は目標耐用年数を基本とする。目標耐用年数はＲＣ造，ＳＲＣ造及びＳ造は 60 年，

木造及び軽量鉄骨造は 40 年とする。ただし，長寿命化する方針の施設は，長寿命化耐用年数とし，Ｒ

Ｃ造，ＳＲＣ造及びＳ造は80年，木造及び軽量鉄骨造は60年とする。 

イ 対象施設 

高知市個別施設保全計画を作成する対象は「別紙１ 対象施設一覧」のとおり。また,分類別の集計を

「別紙２ 高知市個別施設保全計画の策定対象（分類別集計）」に示す。なお，業務内にて施設の増減が

ある場合は協議を行うものとする。 

ウ 施設情報の整理 

 高知市個別施設保全計画の基礎資料とするため，面積，構造，階数等の基礎情報，増改築，更新，改

修の履歴を棟別，部位別に一覧表等へ整理する。また，施設の運営・利用状況を施設ごとの一覧表等で
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整理し，本市より提供する利用状況調査及び将来人口推計の結果より，将来的な施設ニーズを把握する。 

 

エ 現況調査 

(ｱ) 既存の簡易劣化度調査結果の整理 

対象施設の劣化状況について，本市より法定点検報告書及び簡易劣化度調査結果の資料を貸与す

る。なお，簡易劣化度調査結果の資料では，劣化状況が把握できない施設について，必要に応じて，

目視等による現地確認を行うものとする。既存の劣化度調査の結果，改修履歴，耐震診断結果等を

基に，部位・設備ごとの保全の緊急性をランク付けし，その対応状況を整理する。また，将来，長

寿命化の実施判断時期や再配置評価を行うための建物状況を整理する。 
(ｲ) 劣化度調査（卸売市場のみ） 

 卸売市場については，以下の調査項目を参考に，「高知市卸売市場長寿命化計画」を策定する上

で必要な劣化度調査を実施すること。なお，調査に際しては，事前に調査計画を作成し，施設所管

課等の関係者と十分に調整を行うこと。 

a 対象 

「別紙３ 卸売市場の劣化度調査及び長寿命化計画の策定対象」のとおり。なお，場内業者所有

物は対象外とする。 

b 方法及び様式 

一般的な事項は「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」（一般財団法人建築保全セン

ター）に準拠する。 

c 図面の作成 

既存図面（本市から貸与）を基に，現地確認をした上で，建築図（平面図及び配置図）のＣＡ

Ｄデータを作成すること。なお，平面図は，正確な寸法（壁芯・柱芯等）を反映したものとし，

各棟各階を集約したものとすること。 

作図予定枚数 平面図 Ａ１判 縮尺１：600 ４枚 

配置図 Ａ１判 縮尺１：600 １枚 

d 報告 

現地確認を終えた段階で，施設運営上早急な対応が必要と判断される箇所が発見された場合に

は，簡易な資料を作成し途中報告すること。最終的には，「高知市卸売市場施設劣化度調査報告

書」として取りまとめること。 

(ｳ) ヒアリング調査 

施設所管課又は施設管理者に対してヒアリングを実施し，部位・設備の劣化や不具合，修繕・更

新履歴，バリアフリー対応，省エネルギー化等，社会的ニーズへの対応状況，施設利用者からの要

望といった，既済調査や簡易劣化度調査からは把握できない状況を施設別に把握する。 

オ 高知市個別施設保全計画の作成 

(ｱ) 施設別実施方針の整理 

公共施設マネジメント基本計画を踏まえ，長寿命化改修を実施すべき施設を選定するために，供

給状況，施設の在り方，整備方針，整備の優先順位の考え方等をまとめた施設別実施方針を整理す

ること。 

(ｲ) 基本情報の整理 

建物（棟）の基本情報（建築年，構造，延床面積等）及び建物の状態，改修履歴を整理する。 

(ｳ) 対象部位・設備 

 維持保全，改良保全の対象としては以下のa及びbを基本とし，計画を検討すること。 

a 維持保全 

予防保全の対象：屋根，外壁，受変電設備，発電設備，火災報知設備，中央監視設備，昇降機設

備，給水設備，排水設備，消火設備，空気調和設備（中央熱源） 

事後保全の対象：上記以外 
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b 改良保全 

耐震化，バリアフリー化，省エネルギー化等の想定される社会的要求水準を満たす保全 

(ｴ) 長期保全計画の作成 

目標耐用年数又は長寿命化耐用年数までに行う改修，長寿命化判断，解体等の時期を設定する。 

(ｵ) 長期保全スケジュールの作成 

簡易劣化度調査の結果を基に棟別に具体的な維持保全（修繕，点検等）及び改良保全の実施時期等

を設定する。保全の内容及び実施時期は(ｶ)の後にその結果をフィードバックして平準化等の調整す

ること。また，計画に当たり，(ｱ)で整理した優先順位の考え方を反映させること。 

(ｶ) 概算工事費の算出 

(ｴ)で設定した改修内容の概算工事費を算出する。概算工事費は，更新単価や改修単価等を設定し，

本計画の期間内に要する対策の工事費を算出するものとする。 

(ｷ) 将来費用の平準化の検討 

(ｶ)で算出した概算工事費について平準化等の検討を行うこと。 

(ｸ) 各種計画の取りまとめ 

a 「高知市個別施設保全計画」の作成 

イ 対象施設に示す全施設について，各種調査，検討結果を基に「インフラ長寿命化基本計画」

に示される個別施設計画に記載すべき項目，「高知市公共施設長期保全計画」に示される方針等を

ふまえ，報告書を取りまとめるとともに，「高知市個別施設保全計画」を作成する。 

b 「高知市学校施設長寿命化計画」の作成 

学校施設について，「高知市個別施設保全計画」を基に，「学校施設の長寿命化計画策定に係る

解説書」を踏まえ，「高知市学校施設長寿命化計画」に取りまとめること。 

c 「高知市卸売市場施設長寿命化計画」の作成 

卸売市場について，「高知市卸売市場施設長寿命化計画」を取りまとめること。 

基本的な構成は「卸売市場の計画的修繕実現に向けた現状の把握」（本市から貸与）の「５ 現

状施設規模での長期修繕計画案」を基に，「固定桟橋鋼管杭腐食調査報告書」（本市から貸与）及

び「高知市卸売市場施設劣化度調査報告書」（本業務にて作成）の分析結果を反映させた上で，内

容の精査及び拡充を図ることとする。 

なお，「高知市卸売市場施設長寿命化計画」は「高知市個別施設保全計画」内の卸売市場に関す

る項目を全て含むものとし，対象は「別紙３ 卸売市場の劣化度調査及び長寿命化計画の策定対

象」のとおりとする。長寿命化計画の対象とする主要部位・設備は，卸売市場の立地環境や建物構

造及び経営上（特別会計，使用料の徴収等）の特性において考慮すべき項目を業務内で検討し決定

することとする。また，各種保全費用の概算を行った結果，「卸売市場の計画的修繕実現に向けた

現状の把握」や「高知市個別施設保全計画」と比較して明らかな差異が生じる場合には，その要因

の説明を記載すること。 

(2)  高知市公共施設白書の更新支援 

ア 対象施設 

(ｱ) 高知市の所有する全ての公共施設(道路・橋梁等のインフラ施設及び上下水道局所管の施設を除

く。) 

(ｲ) 高知市以外が所有する市の条例及び規則で設置されている公共施設 

参考：平成27年３月策定の高知市公共施設白書 884施設，3,307棟，延床面積1,253,155㎡ 

イ データ（図表の作成など）の更新 

平成27年３月に策定した「高知市公共施設白書」について，最新データへの更新作業（表，グラフ，

図等の作成）を行うこと。また，高知市公共施設カルテ（白書に基づく施設データと行政コスト等を施

設別に示したもの）へのデータ反映を考慮してデータ整理と仕組みづくりを行うこと。 
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ウ 高知市公共施設白書の取りまとめ 

最新データに基づく白書の記述内容については本市で更新を行うが，イで作成した図表などの貼り

付け作業を行うなど，高知市公共施設白書（改訂版）として取りまとめること。 

(3)  庁内協議等の支援 

高知市個別施設保全計画等に係る庁内協議のための会議資料作成，会議への出席等により，策定及び

更新を円滑に進めるための業務の支援を行うこと。 

 

３ 成果品 

(1)  成果品等 

本業務の成果品は次のとおりとし，汎用的なドキュメントや表計算ソフトに対応したものとし，定期的

に更新できるよう配慮するものとする。モノクロ印刷時の見やすさも考慮した凡例の使用やレイアウトと

する。なお，成果物の納品日については，甲の指示に従うものとする。 

ア 高知市個別施設保全計画              Ａ４判   50部 

イ 高知市学校施設長寿命化計画            Ａ４判   30部 

ウ 高知市卸売市場施設長寿命化計画          Ａ４判   ５部 

エ 高知市卸売市場施設劣化度調査報告書        Ａ４判   ５部 

オ 高知市卸売市場建築図面（ＣＡＤデータ）            一式 

カ 高知市公共施設白書（改訂版）           Ａ４判   50部 

キ 会議資料等（中間成果） 

(ｱ) 庁内関係各課協議用（原稿）                 １部（適宜） 

(ｲ) 高知市公共施設マネジメント推進本部会            30部 

(ｳ) 高知市公共施設マネジメント推進本部幹事会          30部 

ク 業務報告書・関連資料               Ａ４判   一式 

ケ 上記ア～キ及び各種検討資料の電子データ（CD-R等）       ２部 

(2)  電子データの取扱 

電子データの提出物については，記録媒体への業務名等の表記及びウィルス対策を行うこと。 

 

４ その他 

(1)  打合せ協議 

打合せ等については，適正な業務の遂行を図るため密接な連絡をとるものとし，業務着手時，中間打合

せ時及び成果品納入時のほか，定期的に月１回程度で行うものとする。なお，業務着手時又は業務計画書

作成時及び業務完了時には原則として管理技術者が立ち会うものとする。打合せ協議録は，乙が作成し打

合せ後，速やかに提出する。 

(2)  業務報告書・関連資料 

本業務にて，検討，作成した資料を整理し，検討経緯がわかるよう取りまとめること。 



対象施設一覧 別紙１

大分類 中分類 小分類 施設名称 建物名称 構造 延床面積(㎡)建築年
行政系施設 庁舎等 市庁舎 本庁舎 書庫棟 鉄筋コンクリート造 594㎡ 1978年

第二庁舎 鉄筋コンクリート造 3,796㎡ 1985年
鏡庁舎 鏡庁舎 木造又は合成樹脂造 424㎡ 2017年
土佐山庁舎 土佐山庁舎 鉄筋コンクリート造 1,294㎡ 1979年
たかじょう庁舎 たかじょう庁舎本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 4,512㎡ 2001年
柳原分館 柳原分館 鉄筋コンクリート造 2,067㎡ 1979年
春野庁舎 春野庁舎 木造又は合成樹脂造 539㎡ 2016年

消防施設 消防署 東消防署 東消防署庁舎 鉄骨鉄筋コンクリート造 3,209㎡ 2001年
北消防署 庁舎棟 鉄筋コンクリート造 3,604㎡ 2017年

分署・分遣所・出張所 東消防署東部出張所 東消防署東部出張所庁舎 鉄筋コンクリート造 479㎡ 2002年
中消防署旭出張所 中消防署旭出張所庁舎 鉄筋コンクリート造 694㎡ 1983年
南消防署西出張所 南消防署西出張所庁舎 鉄筋コンクリート造 1,693㎡ 1987年
東消防署三里出張所 東消防署三里出張所庁舎 鉄筋コンクリート造 768㎡ 1991年
南消防署南部分署 南消防署南部分署庁舎棟 鉄筋コンクリート造 1,537㎡ 2015年

南消防署南部分署訓練棟 鉄筋コンクリート造 369㎡ 2015年
分団拠点施設 消防団本部高知街分団合同庁舎 消防団本部高知街分団合同庁舎 鉄筋コンクリート造 723㎡ 1989年

消防団鏡分団 消防団鏡分団屯所 鉄骨造 392㎡ 2000年
消防団土佐山分団 消防団土佐山分団屯所 鉄筋コンクリート造 328㎡ 1983年

その他行政系施設 倉庫・資材置場 春野倉庫 春野倉庫北棟 鉄筋コンクリート造 849㎡ 1963年
事務所 大原町事務所 大原町事務所 鉄骨造 670㎡ 1998年
防災施設 高知市種崎地区津波避難センター 高知市種崎地区津波避難センタ- 鉄筋コンクリート造 725㎡ 2009年

種崎地区舟倉津波避難センター 種崎地区舟倉津波避難センタ- 鉄筋コンクリート造 1,498㎡ 2015年
種崎地区貴船ノ森津波避難センター 種崎地区貴船ノ森津波避難センタ- 鉄筋コンクリート造 1,346㎡ 2015年

事務所 生活食品課衛生業務事務所 生活食品課衛生業務事務所（倉庫棟衛生組合） 鉄骨造 348㎡ 1972年
高知市中山間地域構造改善センタ－ 中山間地域構造改善センタ-事務所棟 鉄骨鉄筋コンクリート造 1,600㎡ 1990年

学校教育系施設 学校 小学校 高知市立旭小学校 旭小学校校舎（東舎・西舎）（⑬－１，⑳） 鉄筋コンクリート造 6,283㎡ 1980年
旭小学校体育館⑭ 鉄骨造 927㎡ 1981年

高知市立旭東小学校 旭東小学校南舎（普通教室棟）(22) 鉄筋コンクリート造 2,898㎡ 1980年
旭東小学校体育館（屋内運動場棟）⑩ 鉄骨造 652㎡ 1974年
旭東小学校北舎（特別教室棟）④ 鉄筋コンクリート造 1,267㎡ 1970年
旭東小学校中舎（管理・特別・給食室棟）⑯－１ 鉄筋コンクリート造 2,705㎡ 1980年

高知市立第四小学校 第四小学校西舎① 鉄筋コンクリート造 1,231㎡ 1959年
第四小学校体育館⑳ 鉄骨造 744㎡ 1980年
第四小学校東舎（⑱－２） 鉄筋コンクリート造 2,759㎡ 1980年

高知市立第六小学校 第六小学校西舎⑰ 鉄筋コンクリート造 1,163㎡ 1981年
第六小学校体育館(25)-1 鉄筋コンクリート造 929㎡ 2007年
第六小学校東舎② 鉄筋コンクリート造 2,035㎡ 1934年

高知市立小高坂小学校 小高坂小学校南舎（管理・普通教室棟）(33)の一部 鉄筋コンクリート造 3,635㎡ 1978年
小高坂小学校北舎（特別教室棟）(26) 鉄筋コンクリート造 1,908㎡ 1980年
小高坂小学校体育館（屋内運動場棟）(26) 鉄骨造 945㎡ 1981年

高知市立はりまや橋小学校 はりまやばし小学校校舎棟南舎⑬ 鉄筋コンクリート造 4,005㎡ 1974年
はりまや橋小学校屋内運動場棟（体育館）(21) 鉄骨造 1,234㎡ 2006年

高知市立昭和小学校 昭和小学校校舎（管理・特別・普通教室棟）(28)-１，昇降所棟(29) 鉄骨鉄筋コンクリート造 5,843㎡ 1982年
昭和小学校体育館（屋内運動場棟）(30) 鉄骨造 945㎡ 1982年

高知市立江ノ口小学校 江ノ口小学校屋内運動場棟（体育館）⑭ 鉄骨造 620㎡ 1973年
江ノ口小学校北舎③ 鉄筋コンクリート造 2,533㎡ 1965年
江ノ口小学校南舎（⑲，(24),(25)） 鉄筋コンクリート造 2,547㎡ 1981年

高知市立江陽小学校 江陽小学校南舎（普通教室棟）（(30)の一部） 鉄筋コンクリート造 1,636㎡ 1999年
江陽小学校北舎（管理特別教室棟，学校食堂，給食調理場，学童保育，ＥＶ棟） 鉄筋コンクリート造 3,849㎡ 1999年
江陽小学校南舎（普通教室棟）（(30)の一部） 鉄筋コンクリート造 1,088㎡ 1999年
江陽小学校　屋内運動場棟 鉄筋コンクリート造 1,526㎡ 2015年

高知市立潮江小学校 潮江小学校体育館（屋内運動場棟）⑮ 鉄骨造 798㎡ 1969年
潮江小学校中舎（東棟）（管理特別教室棟）②-１，②－２ 鉄筋コンクリート造 1,014㎡ 1970年
潮江小学校北舎（普通教室棟）① 鉄筋コンクリート造 2,065㎡ 1965年
潮江小学校中舎（西棟の一部）(24)－１の一部・南舎(24)－３ 鉄筋コンクリート造 3,244㎡ 1980年

高知市立潮江東小学校 潮江東小学校北西舎（管理・特別教室棟）① 鉄筋コンクリート造 1,686㎡ 1955年
潮江東小学校南舎（特別教室棟）②－１ 鉄筋コンクリート造 757㎡ 1956年
潮江東小学校北東舎（管理・特別教室棟）⑮ 鉄筋コンクリート造 943㎡ 1994年
潮江東小学校屋内運動場棟⑱（体育館，防災倉庫，地域開放室棟） 鉄骨鉄筋コンクリート造 2,325㎡ 2011年

高知市立朝倉小学校 朝倉小学校南舎(22)－１，給食棟(22)－２ 鉄筋コンクリート造 4,434㎡ 1979年
朝倉小学校北舎西棟⑳－１ 鉄筋コンクリート造 1,067㎡ 1960年
朝倉小学校屋内運動場棟（体育館）(24) 鉄骨造 874㎡ 1980年

高知市立鴨田小学校 鴨田小学校中舎西棟（特別教室棟：⑦－１） 鉄筋コンクリート造 512㎡ 1968年
鴨田小学校中舎東棟⑦-４ 鉄筋コンクリート造 654㎡ 1976年
鴨田小学校北舎（校舎(34)・昇降所棟(47)） 鉄筋コンクリート造 2,676㎡ 1981年
鴨田小学校南舎(35) 鉄筋コンクリート造 1,779㎡ 1981年
鴨田小学校中舎西棟（特別教室棟：⑦－２） 鉄筋コンクリート造 661㎡ 1970年
鴨田小学校中舎西棟（特別教室棟：⑦－３） 鉄筋コンクリート造 888㎡ 1973年
鴨田小学校新体育館(46)-1，(46)-2，(46)-3，(46)-4 鉄筋コンクリート造 2,683㎡ 2003年

高知市立初月小学校 初月小学校南舎（特別教室棟・普通教室棟）②－１，②－２，⑭ 鉄筋コンクリート造 1,150㎡ 1977年
初月小学校北西舎（管理・普通・特別教室・給食棟・渡廊下・昇降口）⑳－１，⑳-２ 鉄筋コンクリート造 3,458㎡ 1981年

1



対象施設一覧 別紙１

大分類 中分類 小分類 施設名称 建物名称 構造 延床面積(㎡)建築年
初月小学校北東舎（普通・特別教室棟）(31) 鉄筋コンクリート造 2,079㎡ 2009年
初月小学校体育館（屋内運動場）(26)－1 鉄筋コンクリート造 1,078㎡ 2001年

高知市立秦小学校 秦小学校下東舎（普通・特別教室棟）(33) 鉄筋コンクリート造 1,164㎡ 1989年
秦小学校下西舎（特別教室棟・教室棟）①-１，①-２，①-③ 鉄筋コンクリート造 1,277㎡ 1966年
秦小学校南舎（特別教室棟）⑲ 鉄筋コンクリート造 1,501㎡ 1974年
秦小学校プ-ル付属棟(プ-ル専用付属室２箇所，会議室・倉庫，学校開放用トイレ倉庫 鉄筋コンクリート造 421㎡ 1997年
秦小学校体育館（屋内運動場棟）(21) 鉄骨鉄筋コンクリート造 850㎡ 1976年
秦小学校北舎（普通・特別教室棟）② 鉄筋コンクリート造 1,259㎡ 1969年

高知市立一宮小学校 一宮小学校南舎（普通・特別教室棟）(22)－１，(22)－２ 鉄筋コンクリート造 2,686㎡ 1976年
一宮小学校北舎（特別教室棟）(45) 鉄筋コンクリート造 906㎡ 1983年
一宮小学校体育館（屋内運動場棟）(24) 鉄骨鉄筋コンクリート造 766㎡ 1977年
一宮小学校中舎（普通管理教室棟(43)-1，昇降口放送室棟(42)渡り廊下棟） 鉄筋コンクリート造 2,606㎡ 1983年

高知市立久重小学校 久重小学校校舎（管理教室棟）⑫－１ 木造又は合成樹脂造 749㎡ 1991年
久重小学校屋内運動場棟（体育館）⑬ 鉄筋コンクリート造 687㎡ 1991年
久重小学校校舎（特別教室棟）⑫－３ 木造又は合成樹脂造 686㎡ 1991年

高知市立布師田小学校 布師田小学校体育館（屋内運動場棟）⑫ 鉄骨造 680㎡ 1982年
布師田小学校校舎（一部） 鉄筋コンクリート造 332㎡ 1966年
布師田小学校（普通教室棟（給食室を除く）⑪-１の一部，⑪-２，特別教室棟⑪-３） 鉄筋コンクリート造 2,162㎡ 1982年

高知市立高須小学校 高須小学校中舎（管理・普通教室棟）⑯ 鉄筋コンクリート造 2,171㎡ 1977年
高須小学校南東舎（普通教室棟）(32) 木造又は合成樹脂造 639㎡ 2003年
高須小学校体育館（屋内運動場棟）(30) 鉄筋コンクリート造 1,049㎡ 1991年
高須小学校南舎（普通・特別教室棟）(24)，(33) 鉄筋コンクリート造 1,817㎡ 1981年
高須小学校北舎（普通教室棟⑬－1，特別教室棟⑬－２） 鉄筋コンクリート造 1,932㎡ 1976年

高知市立五台山小学校 五台山小学校西舎（教室棟）② 鉄筋コンクリート造 372㎡ 1954年
五台山小学校東舎（普通・管理・特別教室棟⑰－１，特別・給食室棟⑰－２） 鉄筋コンクリート造 2,592㎡ 1978年
五台山小学校屋内運動場棟（体育館）⑪ 鉄骨造 559㎡ 1975年

高知市立三里小学校 三里小学校屋内運動場棟（体育館）(30) 鉄筋コンクリート造 876㎡ 1980年
三里小学校昇降所棟(36) 鉄筋コンクリート造 595㎡ 1979年
三里小学校南舎（管理・普通・特別教室棟）③ 鉄筋コンクリート造 1,399㎡ 1969年
三里小学校北西舎（管理・普通・特別教室棟）(28)－１ 鉄筋コンクリート造 3,340㎡ 1979年
三里小学校北東舎(21)－１，(21)-２ 鉄筋コンクリート造 1,204㎡ 1979年

高知市立浦戸小学校 浦戸小学校体育館（屋内運動場棟）⑦ 鉄骨造 486㎡ 1973年
浦戸小学校東舎（特別教室棟）⑩ 鉄筋コンクリート造 367㎡ 1984年
浦戸小学校西舎（管理・特別教室棟）① 鉄筋コンクリート造 1,267㎡ 1970年

高知市立長浜小学校 長浜小学校南舎（管理・普通教室棟）(30)－１ 鉄筋コンクリート造 3,100㎡ 1976年
長浜小学校北舎（普通特別教室棟(24)-1，給食棟(24)-2，渡廊下棟(32） 鉄筋コンクリート造 2,993㎡ 1975年
長浜小学校体育館（屋内運動場棟）(30)－２ 鉄骨造 684㎡ 1976年

高知市立横浜小学校 横浜小学校北舎（一部：普通特別教室棟）(24)－１ 鉄筋コンクリート造 1,310㎡ 1976年
横浜小学校屋内運動場 鉄筋コンクリート造 1,545㎡ 2017年
横浜小学校南舎（管理・特別教室棟）⑨－１，⑨－２ 鉄筋コンクリート造 2,076㎡ 1972年
横浜小学校北舎（一部：普通・特別教室棟）(24)－２ 鉄筋コンクリート造 1,421㎡ 1980年

高知市立義務教育学校行川学園 行川学園体育館（中学校⑦） 鉄骨鉄筋コンクリート造 722㎡ 1986年
行川学園校舎（小学校⑧(１Ｆ・３Ｆ)，中学校⑥⑧，プ-ル専用付属室⑨） 鉄骨鉄筋コンクリート造 2,454㎡ 1986年

高知市立一ツ橋小学校 一ツ橋小学校南舎（特別教室棟）⑧ 鉄筋コンクリート造 862㎡ 1974年
一ツ橋小学校北舎（特別教室棟①－１，管理・特別教室棟①－２） 鉄筋コンクリート造 3,552㎡ 1971年
一ツ橋小学校屋内運動場棟（体育館）⑨ 鉄筋コンクリート造 746㎡ 1976年

高知市立大津小学校 大津小学校北東舎（特別教室棟：⑦－２，⑦－３，⑦-５） 鉄筋コンクリート造 1,269㎡ 1978年
大津小学校南西舎（管理教室棟増築部分：⑨－１） 鉄筋コンクリート造 342㎡ 1978年
大津小学校南西舎（管理教室棟：⑨－２） 鉄筋コンクリート造 342㎡ 1974年
大津小学校南東舎（普通特別教室棟⑦－１，昇降口⑦－９） 鉄筋コンクリート造 1,375㎡ 1972年
大津小学校北西舎（特別教室棟：⑪－１，⑪－２） 鉄筋コンクリート造 1,171㎡ 1970年
大津小学校体育館（屋内運動場棟）⑰ 鉄筋コンクリート造 1,023㎡ 1992年

高知市立介良小学校 介良小学校中舎（昇降所渡り廊下含む）（管理教室棟：⑯－３） 鉄筋コンクリート造 1,045㎡ 1978年
介良小学校体育館（屋内運動場棟）(21) 鉄骨鉄筋コンクリート造 785㎡ 1979年
介良小学校南舎（特別教室棟：⑰） 鉄筋コンクリート造 2,308㎡ 1978年
介良小学校北舎（管理教室棟）⑯－１ 鉄筋コンクリート造 1,624㎡ 1978年

高知市立朝倉第二小学校 朝倉第二小学校南舎（昇降口・渡り廊下棟：(28),特別教室棟(29)） 鉄筋コンクリート造 1,966㎡ 1983年
朝倉第二小学校　屋内運動場棟（体育館） 鉄筋コンクリート造 1,529㎡ 2016年
朝倉第二小学校北舎東棟（特別教室棟：⑳-１，昇降口・渡り廊下棟⑳－２） 鉄筋コンクリート造 2,072㎡ 1978年
朝倉第二小学校中舎（特別教室棟：①－１，管理教室棟：①－２） 鉄筋コンクリート造 2,034㎡ 1972年
朝倉第二小学校北舎東棟（特別教室棟：⑧，学童保育：⑧－１） 鉄筋コンクリート造 1,242㎡ 1974年

高知市立潮江南小学校 潮江南小学校屋内運動場棟（体育館）⑮ 鉄骨造 785㎡ 1978年
潮江南小学校南舎（特別教室棟：⑫－１，普通教室棟：⑩－２） 鉄筋コンクリート造 1,069㎡ 1976年
潮江南小学校北舎（管理・特別教室棟：①，給食室棟：③） 鉄筋コンクリート造 3,394㎡ 1973年

高知市立神田小学校 神田小学校北舎（特別教室棟①-１，普通教室棟①-２） 鉄筋コンクリート造 2,600㎡ 1977年
神田小学校屋内運動場棟（体育館）⑦-１ 鉄骨造 1,139㎡ 1979年
神田小学校南舎（普通教室棟：②の一部） 鉄筋コンクリート造 3,505㎡ 1977年

高知市立泉野小学校 泉野小学校校舎【北舎東棟⑩，北舎西棟⑨，南舎①，給食棟⑪，渡り廊下⑫】 鉄筋コンクリート造 7,294㎡ 1982年
泉野小学校屋内運動場棟（体育館）③ 鉄骨造 945㎡ 1982年

高知市立一宮東小学校 一宮東小学校校舎（西舎，東舎）④－１，④－２ 鉄筋コンクリート造 2,052㎡ 1972年
一宮東小学校校舎（東棟）④－３ 鉄筋コンクリート造 860㎡ 1977年

2



対象施設一覧 別紙１

大分類 中分類 小分類 施設名称 建物名称 構造 延床面積(㎡)建築年
一宮東小学校屋内運動場棟（体育館）⑮－３ 鉄筋コンクリート造 1,699㎡ 2005年
一宮東小学校校舎（新棟）昇降所棟⑮－２ 鉄筋コンクリート造 1,109㎡ 2005年

高知市立横浜新町小学校 横浜新町小学校屋内運動場棟（体育館）③ 鉄筋コンクリート造 1,044㎡ 1991年
横浜新町小学校校舎（普通教室棟①－１） 鉄筋コンクリート造 2,944㎡ 1991年
横浜新町小学校校舎（特別教室棟：①－２～①－６） 鉄筋コンクリート造 3,196㎡ 1991年

高知市立十津小学校 十津小学校屋内運動場棟（体育館）⑥ 鉄筋コンクリート造 720㎡ 1987年
十津小学校校舎（管理・特別教室棟：①　特別教室棟：②　音楽教室棟：④） 鉄筋コンクリート造 4,680㎡ 1987年

高知市立介良潮見台小学校 介良潮見台小学校校舎（管理特別教室棟①－１，給食棟①－３，学校食堂棟①－５） 鉄筋コンクリート造 6,015㎡ 1998年
介良潮見台小学校エレベ-タ-棟①-２ 鉄骨造 23㎡ 1998年
介良潮見台小学校屋内運動場棟（体育館）（②-１，②-２，②-３，②-４） 鉄筋コンクリート造 1,222㎡ 1998年

高知市立横内小学校 横内小学校管理・普通教室棟の一部①-１ 鉄筋コンクリート造 1,326㎡ 1998年
横内小学校昇降所棟①－１ 鉄筋コンクリート造 1,147㎡ 1998年
横内小学校普通教室棟の一部①-１ 鉄筋コンクリート造 1,438㎡ 1998年
横内小学校屋内運動場棟（体育館）②-１ 鉄筋コンクリート造 1,136㎡ 1998年
横内小学校特別教室棟（１～３階部分）①－１ 鉄筋コンクリート造 893㎡ 1998年
横内小学校屋内体育館付属クラブハウス棟②-２，備蓄倉庫の一部②-３ 鉄筋コンクリート造 304㎡ 1998年

高知市立鏡小学校 鏡小学校屋内運動場棟（体育館）② 鉄骨鉄筋コンクリート造 821㎡ 1980年
鏡小学校西舎（普通教室棟）① 鉄筋コンクリート造 1,745㎡ 1975年

高知市立義務教育学校土佐山学舎 校舎棟 鉄筋コンクリート造 3,370㎡ 2014年
高知市立春野西小学校 春野西小学校屋内運動場棟（体育館）③ 鉄骨造 692㎡ 1969年

春野西小学校東舎⑧-１，(他） 鉄筋コンクリート造 784㎡ 1979年
春野西小学校北舎昇降所棟②-１，②-２ 鉄筋コンクリート造 1,645㎡ 1969年
春野西小学校南舎（教室棟①-１，管理棟①-２） 鉄筋コンクリート造 1,202㎡ 1968年

高知市立春野東小学校 春野東小学校東舎（普通教室棟⑭） 鉄骨造 476㎡ 2007年
春野東小学校南西舎（教室棟・普通教室棟）⑧-１，⑧-２ 鉄筋コンクリート造 692㎡ 1978年
春野東小学校屋内運動場（体育館）②・防災倉庫 鉄骨鉄筋コンクリート造 1,436㎡ 2014年
春野東小学校教室棟（南東舎）⑩ 鉄筋コンクリート造 614㎡ 1987年
春野東小学校校舎（北舎）①-１，①-２ 鉄筋コンクリート造 2,687㎡ 1966年

高知市立愛宕中学校 愛宕中学校北西舎（特別教室棟）①-１ 鉄筋コンクリート造 1,679㎡ 1961年
愛宕中学校南舎（管理教室棟）②-１ 鉄筋コンクリート造 1,781㎡ 1970年
愛宕中学校北東舎（特別教室棟）①-３ 鉄筋コンクリート造 1,028㎡ 1968年
愛宕中学校屋内運動場棟（体育館）(31) 鉄骨造 1,135㎡ 2008年
愛宕中学校中舎（管理普通特別教室棟）(29) 鉄筋コンクリート造 1,371㎡ 1986年

高知市立旭中学校 旭中学校屋内運動場棟（体育館）④ 鉄筋コンクリート造 810㎡ 1984年
旭中学校校舎棟（中舎４階部分：管理・特別教室棟②-２） 鉄筋コンクリート造 377㎡ 1984年
旭中学校中舎（東側管理・特別教室棟：②-１，西側管理・特別教室棟：②-３） 鉄筋コンクリート造 3,035㎡ 1984年
旭中学校北舎（管理・特別教室棟：③） 鉄筋コンクリート造 874㎡ 1984年
旭中学校南舎①-１ 鉄筋コンクリート造 612㎡ 1984年

中学校 高知市立潮江中学校 潮江中学校北舎（普通特別教室棟(23)-2） 鉄筋コンクリート造 2,275㎡ 1986年
潮江中学校屋内運動場棟（体育館）（既存部分）⑩－１ 鉄骨造 864㎡ 1971年
潮江中学校南舎：教室棟(23)－1,通路棟(23)－4 鉄筋コンクリート造 3,734㎡ 1975年
潮江中学校屋内運動場棟（体育館）（増築分）⑩－２ 鉄骨造 110㎡ 1972年

高知市立城北中学校 城北中学校屋内運動場棟（体育館）⑤－１ 鉄骨造 864㎡ 1971年
城北中学校北東舎棟(40) 鉄筋コンクリート造 914㎡ 1984年
城北中学校北西舎（特別教室棟(29)） 鉄筋コンクリート造 2,643㎡ 1974年
城北中学校南舎３階部分(27)-3,(27)-4 鉄骨造 789㎡ 1984年
城北中学校南舎の一部（普通・管理・特別教室棟27-1,27-2) 鉄筋コンクリート造 1,619㎡ 1974年
城北中学校昇降所棟(39) 鉄筋コンクリート造 513㎡ 1984年

高知市立城西中学校 城西中学校南舎（管理・特別教室棟）⑭-1,⑭－2 鉄筋コンクリート造 3,509㎡ 2004年
城西中学校屋内運動場棟（体育館）③ 鉄骨造 872㎡ 1968年
城西中学校北舎（特別教室棟⑦）の一部 鉄筋コンクリート造 1,554㎡ 1978年
城西中学校北舎（昇降所棟⑦）の一部 鉄筋コンクリート造 476㎡ 1978年

高知市立西部中学校 西部中学校南舎東棟①－２の一部 鉄筋コンクリート造 1,017㎡ 1962年
西部中学校屋内運動場棟（体育館）⑪ 鉄骨造 864㎡ 1971年
西部中学校　屋内運動場棟（便所棟増築） 鉄骨造 29㎡ 2016年
西部中学校北東舎②－２ 鉄筋コンクリート造 2,143㎡ 1979年
西部中学校南舎西棟①-１，①-２の一部 鉄筋コンクリート造 1,676㎡ 1962年
西部中学校北西舎②-１ 鉄筋コンクリート造 1,013㎡ 1963年

高知市立朝倉中学校 朝倉中学校南東舎（管理教室棟：①－１） 鉄筋コンクリート造 405㎡ 1969年
朝倉中学校南西舎（普通・特別教室棟：(24)-1）体育館（(24)-2） 鉄筋コンクリート造 1,878㎡ 1987年
朝倉中学校校舎南中舎（普通・特別教室棟）⑮ 鉄筋コンクリート造 970㎡ 1979年
朝倉中学校北舎東棟②－１ 鉄筋コンクリート造 1,083㎡ 1969年
朝倉中学校北舎東棟②－２ 鉄筋コンクリート造 1,132㎡ 1969年

高知市立青柳中学校 青柳中学校校舎西棟（普通特別教室棟）①－２ 鉄筋コンクリート造 1,068㎡ 1984年
青柳中学校屋内運動場棟（体育館）⑥ 鉄骨造 810㎡ 1980年
青柳中学校校舎東棟（管理普通特別教室棟）①－１ 鉄筋コンクリート造 3,112㎡ 1979年

高知市立三里中学校 三里中学校北舎（特別教室棟⑱，昇降口特別教室棟⑳，渡り廊下棟(21)） 鉄筋コンクリート造 1,062㎡ 1983年
三里中学校屋内運動場棟（体育館）（既存部分：⑥-１） 鉄骨造 613㎡ 1969年
三里中学校中舎（管理教室棟：⑫-１，⑫-２） 鉄筋コンクリート造 1,952㎡ 1976年
三里中学校南舎（特別教室棟：⑲-１,⑲-２） 鉄筋コンクリート造 2,012㎡ 1983年
三里中学校プ-ル専用付属室：用務員作業小屋(24)-1,付属室(24)-2,-3 鉄筋コンクリート造 979㎡ 2004年
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三里中学校屋内運動場棟（体育館）（増築部分：⑥-２） 鉄骨造 227㎡ 1995年

高知市立南海中学校 南海中学校中舎西棟⑭-２ 鉄筋コンクリート造 714㎡ 1972年
南海中学校屋内運動場棟（体育館）(38) 鉄筋コンクリート造 982㎡ 1988年
南海中学校中舎東棟（管理・特別教室棟：⑭-3) 鉄筋コンクリート造 457㎡ 1978年
南海中学校北舎（昇降口特別教室棟(33),普通教室棟(34),特別教室棟(35) 鉄筋コンクリート造 1,592㎡ 1983年
南海中学校南西舎⑬-１ 鉄筋コンクリート造 1,032㎡ 1971年
南海中学校南東舎⑬－２ 鉄筋コンクリート造 821㎡ 1979年
南海中学校中舎中棟（管理・特別教室棟：⑭-１） 鉄筋コンクリート造 1,207㎡ 1972年

高知市立城東中学校 城東中学校南舎（普通・特別教室棟）③ 鉄筋コンクリート造 759㎡ 1960年
城東中学校中東舎（特別教室棟）(36) 鉄筋コンクリート造 794㎡ 2004年
城東中学校中西舎（普通・特別教室棟）②－1 鉄筋コンクリート造 759㎡ 1959年
城東中学校屋内運動場付属棟（増築部分）④-2 鉄骨造 91㎡ 1992年
城東中学校北舎（教室棟・二階建）(26)・東舎（教室棟・四階建）(27) 鉄筋コンクリート造 3,794㎡ 1983年
城東中学校屋内運動場棟（体育館）④-1 鉄骨造 836㎡ 1964年

高知市立大津中学校 大津中学校屋内運動場棟（体育館）③ 鉄骨造 810㎡ 1982年
大津中学校校舎東棟（特別普通教室棟）①－２ 鉄筋コンクリート造 437㎡ 1983年
大津中学校校舎西棟（管理特別普通教室棟）①－１ 鉄筋コンクリート造 2,619㎡ 1981年

高知市立介良中学校 介良中学校屋内運動場棟（体育館）⑰ 鉄骨造 1,139㎡ 1999年
介良中学校中西舎（管理教室棟⑦-２） 鉄筋コンクリート造 518㎡ 1982年
介良中学校南舎東棟①-１ 鉄筋コンクリート造 966㎡ 1972年
介良中学校北舎（特別教室棟⑬） 鉄筋コンクリート造 941㎡ 1982年
介良中学校中舎中棟⑦-１ 鉄筋コンクリート造 906㎡ 1976年
介良中学校中東舎（特別教室棟⑦-３） 鉄筋コンクリート造 1,073㎡ 2000年

高知市立一宮中学校 一宮中学校昇降所棟(29),管理普通特別教室棟(30) 鉄筋コンクリート造 3,515㎡ 1984年
一宮中学校普通・特別教室棟(31) 鉄筋コンクリート造 740㎡ 1984年
一宮中学校特別教室棟(27),普通特別教室棟(28) 鉄筋コンクリート造 2,727㎡ 1984年
一宮中学校屋内運動場棟（体育館）(34) 鉄筋コンクリート造 1,020㎡ 1984年

高知市立横浜中学校 横浜中学校南舎③，②の一部 鉄筋コンクリート造 2,728㎡ 1990年
横浜中学校屋内運動場棟（体育館）④-１ 鉄筋コンクリート造 982㎡ 1990年
横浜中学校北舎①，②の一部 鉄筋コンクリート造 2,729㎡ 1990年

高知市立鏡中学校 鏡中学校校舎（西舎：①昭和45年５月30日建築） 鉄筋コンクリート造 1,202㎡ 1970年
鏡中学校校舎（東舎：⑦平成4年建築） 鉄筋コンクリート造 530㎡ 1992年
鏡中学校屋内運動場棟（体育館）③ 鉄骨鉄筋コンクリート造 870㎡ 1971年

高知市立春野中学校 春野中学校校舎棟（①-１，①-２，①-３，②，⑥-１） 鉄筋コンクリート造 4,888㎡ 1973年
春野中学校屋内運動場棟（体育館）⑨ 鉄骨鉄筋コンクリート造 1,294㎡ 1975年

その他学校教育系施設 給食センター 長浜学校給食センター 学校給食センタ- 鉄骨造 2,991㎡ 2018年
針木学校給食センター 学校給食センタ- 鉄骨造 3,127㎡ 2018年

その他学校教育系施設 旧高知市立土佐山中学校 土佐山中学校屋内運動場棟（体育館）⑩-２ 鉄骨鉄筋コンクリート造 607㎡ 1980年
高知商業高等学校 高知商業高等学校第二体育館(26) 鉄筋コンクリート造 2,274㎡ 1993年

高知商業高等学校柔剣道練習場（武道館）⑯ 鉄骨造 360㎡ 1974年
高知商業高等学校生徒昇降棟（実践室等）（増築部分）③-２ 鉄筋コンクリート造 182㎡ 1981年
高知商業高等学校北舎（増築部分）職員用休憩室② 鉄骨造 49㎡ 2003年
高知商業高等学校昇降口・特別教室棟③-１ 鉄筋コンクリート造 492㎡ 1970年
高知商業高等学校南舎（増築部分）エレベ-タ-棟① 鉄骨造 64㎡ 2003年
高知商業高等学校情報処理棟(25) 鉄筋コンクリート造 399㎡ 1983年
高知商業高等学校第一体育館⑫ 鉄骨造 1,500㎡ 1971年
高知商業高等学校野球部合宿所棟(24)－１ 鉄骨造 462㎡ 1979年
高知商業高等学校図書館（視聴覚室）・食堂棟⑥ 鉄筋コンクリート造 903㎡ 1970年
高知商業高等学校本館（北舎）② 鉄筋コンクリート造 4,814㎡ 1970年
高知商業高等学校南舎（管理特別教室棟①） 鉄筋コンクリート造 3,540㎡ 1969年

高知市立高知特別支援学校 高知市立高知特別支援学校屋内運動場棟（体育館）（既存部分） 鉄骨造 756㎡ 1975年
高知市立高知特別支援学校屋内運動場棟（体育館）（増築部分）⑱ 鉄骨造 24㎡ 2000年
高知市立高知特別支援学校北舎東棟（増築部分）(27) 鉄筋コンクリート造 966㎡ 1999年
高知市立高知特別支援学校南舎西部分給食棟（増築部分）⑬-２ 鉄筋コンクリート造 12㎡ 2007年
高知市立高知特別支援学校南舎（増築部分）⑫－２ 鉄筋コンクリート造 531㎡ 2007年
高知市立高知特別支援学校北舎・特別教室棟（既存部分）(22)，(23) 鉄筋コンクリート造 1,551㎡ 1993年
高知市立高知特別支援学校中舎・南舎（既存部分）⑫－１，⑬－１ 鉄筋コンクリート造 1,239㎡ 1990年
高知市立高知特別支援学校　普通教室棟 鉄筋コンクリート造 479㎡ 2015年

子育て支援施設 幼保・こども園 幼保・こども園 小高坂保育園 小高坂保育園園舎棟 木造又は合成樹脂造 632㎡ 1992年
朝倉保育園 朝倉保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 862㎡ 1977年
一宮保育園 一宮保育園園舎棟（既存部分） 木造又は合成樹脂造 688㎡ 1990年

一宮保育園園舎棟（増築部分・遊戯室） 鉄骨造 124㎡ 1991年
中野保育園 中野保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 986㎡ 1998年
若葉保育園 若葉保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 1,326㎡ 2002年
大津保育園 大津保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 1,386㎡ 2018年
旭保育園 旭保育園園舎棟 鉄骨造 1,191㎡ 2015年
秦中央保育園 秦中央保育園園舎棟 木造又は合成樹脂造 784㎡ 1974年
宮前保育園 宮前保育園園舎棟 木造又は合成樹脂造 1,240㎡ 2017年
長浜保育園 長浜保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 1,263㎡ 2014年
種崎西保育園 種崎西保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 550㎡ 1977年
石立保育園 石立保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 769㎡ 1978年
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対象施設一覧 別紙１

大分類 中分類 小分類 施設名称 建物名称 構造 延床面積(㎡)建築年
介良西部保育園 介良西部保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 430㎡ 1978年
河ノ瀬保育園 河ノ瀬保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 696㎡ 1979年
神田みどり保育園 神田みどり保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 540㎡ 1979年
愛善保育園 愛善保育園園舎棟（既存部分） 木造又は合成樹脂造 696㎡ 1980年

愛善保育園園舎棟（増築部分）（０，１歳児室） 木造又は合成樹脂造 223㎡ 2001年
ちより保育園 ちより保育園園舎棟（増築部分）（４，５歳児室） 木造又は合成樹脂造 199㎡ 2001年

ちより保育園園舎棟（既存部分） 木造又は合成樹脂造 565㎡ 1982年
とさやま保育園 とさやま保育園園舎棟 木造又は合成樹脂造 469㎡ 2004年
春野弘岡上保育園 春野弘岡上保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 553㎡ 1982年
春野弘岡中保育園 春野弘岡中保育園管理棟 鉄骨鉄筋コンクリート造 425㎡ 2013年
春野中央保育園 春野中央保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 712㎡ 1977年
春野西保育園 春野西保育園園舎棟 木造又は合成樹脂造 614㎡ 1994年
春野平和保育園 春野平和保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 705㎡ 1980年
春野東部保育園 春野東部保育園園舎棟 木造又は合成樹脂造 655㎡ 1992年
春野仁西保育園 春野仁西保育園園舎棟（既存部分） 鉄筋コンクリート造 472㎡ 1987年
さえんば保育園 さえんば保育園園舎棟 鉄筋コンクリート造 1,383㎡ 2009年
かがみ幼稚園 かがみ幼稚園園舎（園舎既存部分） 木造又は合成樹脂造 559㎡ 1988年

幼児・児童施設 児童館 高知市長浜児童館 高知市長浜児童館 鉄筋コンクリート造 491㎡ 1979年
高知市介良児童館（介良西部会館） 介良西部会館（介良児童館） 鉄筋コンクリート造 477㎡ 1980年
高知市河ノ瀬児童館 河ノ瀬児童館 鉄筋コンクリート造 308㎡ 1982年
高知市小石木児童館（小石木会館） 小石木会館（小石木児童館） 鉄筋コンクリート造 481㎡ 1982年
高知市西山児童館 西山児童館 鉄筋コンクリート造 303㎡ 1984年
高知市南横児童館（南横会館） 南横児童館 鉄筋コンクリート造 487㎡ 1983年
高知市小高坂児童館（小高坂総合会館） 小高坂児童館本館 鉄筋コンクリート造 304㎡ 1985年

市民文化系施設 集会施設 公民館 高知市江ノ口コミュニティセンター 江ノ口コミュニティセンタ-本館 鉄筋コンクリート造 1,576㎡ 2009年
高知市下知コミュニティセンター 下知コミュニティセンタ-本館 鉄筋コンクリート造 1,359㎡ 2012年
高知市土佐山夢産地パーク交流館「かわせみ」 高知市土佐山夢産地パ-ク交流館本館 鉄筋コンクリート造 1,191㎡ 1991年
高知市土佐山夢産地パーク交流館原種保存培養棟土地 高知市土佐山夢産地パ-ク交流館原種保存培養棟 鉄骨造 429㎡ 1991年
高知市立柿ノ又公民館 高知市立柿ノ又公民館本館 木造又は合成樹脂造 331㎡ 1998年
高知市立梅ノ木公民館 梅ノ木公民館本館 鉄筋コンクリート造 559㎡ 1966年
高知市立土佐山公民館 高知市立土佐山公民館本館 鉄筋コンクリート造 976㎡ 1983年
高知市立春野公民館 高知市立春野公民館本館 鉄骨造 1,029㎡ 1973年
高知市立春野公民館平和分館 高知市立春野公民館平和分館 鉄骨造 336㎡ 1985年
高知市立春野公民館弘岡上分館 高知市立春野公民館弘岡上分館本館 鉄筋コンクリート造 363㎡ 1988年
高知市立春野公民館弘岡中分館 高知市立春野公民館弘岡中分館本館 鉄骨造 333㎡ 1994年
高知市立春野公民館弘岡下分館 高知市立春野公民館弘岡下分館本館 鉄骨造 384㎡ 2004年
高知市立春野公民館森山分館 高知市立春野公民館森山分館本館 鉄骨造 349㎡ 2002年
高知市立春野公民館芳原分館 高知市立春野公民館芳原分館 鉄骨造 332㎡ 1998年
高知市立春野公民館諸木分館 高知市立春野公民館諸木分館 鉄骨造 341㎡ 1986年
高知市立春野公民館南ヶ丘分館 高知市立春野公民館南ヶ丘分館 鉄筋コンクリート造 537㎡ 1999年
一宮徳谷公民館 一宮徳谷公民館 鉄骨造 311㎡ 1990年

ふれあいセンター 高知市弥右衛門ふれあいセンタ－ 弥右衛門ふれあいセンタ-本館 鉄骨造 956㎡ 1997年
高知市浦戸ふれあいセンター 浦戸ふれあいセンタ-本館（増築部分） 鉄骨造 8㎡ 2001年

浦戸ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄骨造 336㎡ 1976年
高知市介良ふれあいセンター 介良ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄筋コンクリート造 576㎡ 1983年

介良ふれあいセンタ-本館（増築部分） 鉄筋コンクリート造 40㎡ 1994年
高知市三里ふれあいセンター 三里ふれあいセンタ-本館（増築部分） 鉄筋コンクリート造 10㎡ 2002年

三里ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄筋コンクリート造 565㎡ 1973年
高知市御畳瀬ふれあいセンター 御畳瀬ふれあいセンタ-本館 鉄筋コンクリート造 487㎡ 1989年
高知市初月ふれあいセンター 初月ふれあいセンタ-本館（増築部分　エレベ-タ-棟） 鉄筋コンクリート造 38㎡ 1997年

初月ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄筋コンクリート造 494㎡ 1981年
高知市長浜ふれあいセンター 長浜ふれあいセンタ-本館（増築部分　エレベ-タ-棟） 鉄筋コンクリート造 64㎡ 1997年

長浜ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄筋コンクリート造 559㎡ 1982年
高知市一宮ふれあいセンター 一宮ふれあいセンタ-（既存部分） 鉄筋コンクリート造 534㎡ 1982年

一宮ふれあいセンタ-（増築部分） 鉄筋コンクリート造 27㎡ 2002年
高知市高須ふれあいセンター 高須ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄筋コンクリート造 530㎡ 1983年

高須ふれあいセンタ-本館（増築部分） 鉄筋コンクリート造 56㎡ 2001年
高知市朝倉ふれあいセンター 朝倉ふれあいセンタ-本館 鉄筋コンクリート造 600㎡ 1984年
高知市秦ふれあいセンター 秦ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄筋コンクリート造 541㎡ 1984年

秦ふれあいセンタ-本館（増築部分　エレベ-タ-棟） 鉄筋コンクリート造 73㎡ 2002年
高知市五台山ふれあいセンター 五台山ふれあいセンタ-本館（増築部分） 鉄筋コンクリート造 260㎡ 2001年

五台山ふれあいセンタ-本館（既存部分） 鉄筋コンクリート造 544㎡ 1985年
高知市大津ふれあいセンター 大津ふれあいセンタ-本館 鉄筋コンクリート造 532㎡ 1986年
高知市布師田ふれあいセンター 布師田ふれあいセンタ-本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 497㎡ 1988年

集会所 神田地区住民交流施設あい 神田地区住民交流施設あい 鉄骨造 1,125㎡ 1988年
高知市土佐山西川複合集会所 土佐山西川複合集会所棟 鉄骨造 415㎡ 1975年

その他集会施設 高知市工石山青少年の家 工石山青少年の家本館 鉄筋コンクリート造 1,005㎡ 1975年
工石山青少年の家体育館 鉄骨造 1,002㎡ 1991年

文化施設 市民会館 高知市立長浜市民会館 長浜市民会館本館 鉄筋コンクリート造 800㎡ 1983年
高知市立介良市民会館 介良市民会館 木造又は合成樹脂造 420㎡ 2002年
高知市立春野弘岡中市民会館 春野弘岡中市民会館本館 鉄筋コンクリート造 493㎡ 1975年
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対象施設一覧 別紙１

大分類 中分類 小分類 施設名称 建物名称 構造 延床面積(㎡)建築年
高知市立朝倉総合市民会館 朝倉総合市民会館 鉄筋コンクリート造 1,199㎡ 1979年

文化センター・文化会館 高知市筆山文化会館 旧筆山ユ-スホステル 鉄筋コンクリート造 478㎡ 1963年
高知市立横浜文化センター 高知市立横浜文化センタ- 鉄筋コンクリート造 370㎡ 1980年
高知市三里文化会館 高知市三里文化会館本館 鉄筋コンクリート造 1,497㎡ 1995年

社会教育系施設 図書館 図書館 新図書館等複合施設オーテピア オ-テピア（図書館・点字図書館・科学館） 鉄筋コンクリート造 23,689㎡ 2018年
博物館等 博物館 高知市立龍馬の生まれたまち記念館 龍馬の生まれたまち記念館本館 木造又は合成樹脂造 794㎡ 2004年

高知市立自由民権記念館 自由民権記念館本館 鉄筋コンクリート造 2,699㎡ 1990年
その他社会教育系施設 その他社会教育系施設 高知市鏡文化ステーションＲＩＯ 高知市鏡文化ステ-ションＲＩＯ 鉄筋コンクリート造 1,635㎡ 1995年

高知市青年センター（アスパルこうち） アスパルこうち本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 5,059㎡ 2005年
保健・福祉施設 保健・福祉施設 福祉拠点施設 保健福祉センター 保健福祉センタ-　センタ-棟 鉄筋コンクリート造 5,869㎡ 1993年

東部健康福祉センター 東部健康福祉センタ-棟（庁舎+児童福祉施設+隣保館） 鉄筋コンクリート造 2,426㎡ 1997年
南部健康福祉センター 南部健康福祉センタ-本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 2,883㎡ 2000年
春野あじさい会館 春野あじさい会館センタ-棟 鉄筋コンクリート造 2,170㎡ 1993年
西部健康福祉センター 高知市西部健康福祉センタ-（高知市西部高齢者いきいきセンタ-） 鉄筋コンクリート造 2,497㎡ 2006年

高齢者・障害者入居施設 高知市福寿園 福寿園養護老人ホ-ム棟（Ｃ棟） 鉄筋コンクリート造 1,410㎡ 2004年
福寿園養護老人ホ-ム棟 鉄筋コンクリート造 4,703㎡ 2002年
福寿園元気ふれあい館（高齢者保健福祉棟） 鉄筋コンクリート造 1,533㎡ 2004年

高知市生活支援ハウス 高知市生活支援ハウス（老人ホ-ム） 鉄筋コンクリート造 1,327㎡ 1994年
高齢者福祉施設 高齢者福祉施設 高知市土佐山健康福祉センタ－ 土佐山健康福祉センタ-本館 鉄筋コンクリート造 1,062㎡ 2000年

老人福祉センター 高知市松田老人福祉センター（松田会館） 松田市民会館（松田老人福祉センタ-） 鉄筋コンクリート造 363㎡ 1978年
高知市小石木老人福祉センター（小石木会館） 小石木会館（小石木老人福祉センタ-） 鉄筋コンクリート造 481㎡ 1982年
高知市中央老人福祉センター（小高坂会館） 小高坂会館（中央老人福祉センタ-） 鉄筋コンクリート造 365㎡ 1983年
高知市南横老人福祉センター（南横会館） 南横会館（南横老人福祉センタ-既存部分の一部） 鉄筋コンクリート造 489㎡ 1983年
高知市小高坂老人福祉センター（小高坂総合会館） 小高坂総合会館（増築部分）（小高坂老人福祉センタ-） 鉄骨造 10㎡ 2001年

小高坂総合会館（既存部分）（小高坂老人福祉センタ-） 鉄筋コンクリート造 891㎡ 1983年
高知市介良老人福祉センター（介良西部会館） 介良西部会館（介良老人福祉センタ-） 鉄筋コンクリート造 477㎡ 1980年
高知市旭老人福祉センター（木村会館） 木村会館本館（旭老人福祉センタ-） 鉄筋コンクリート造 1,946㎡ 1980年

障害者福祉施設 障害者福祉施設 障害者福祉センター 障害者福祉センタ-本館 鉄筋コンクリート造 1,344㎡ 1991年
その他保健・福祉施設 その他保健・福祉施設 高知市ひまわり園 高知市ひまわり園・介護保険調査員事務室 鉄骨造 587㎡ 1985年

スポーツ・レクリエーション系施設 レクリエーション・観光施設 レクリエーション・観光施設 わんぱーくこうち わんぱ-くこうち公園管理棟 鉄骨造 520㎡ 1992年
わんぱーくこうちアニマルランド わんぱ-くこうちアニマルランドアニマルギャラリ-館 鉄筋コンクリート造 1,104㎡ 1993年

わんぱ-くこうちアニマルランド動物園管理棟 鉄骨造 391㎡ 1993年
保養施設 保養施設 国民宿舎桂浜荘 国民宿舎桂浜荘本館（宿舎） 鉄筋コンクリート造 3,494㎡ 1995年

オーベルジュ土佐山 オ-ベルジュ土佐山宿泊棟 その他金属製 2,010㎡ 1998年
公園 公園 公園 はりまや橋公園 はりまや橋公園地下通路 鉄筋コンクリート造 400㎡ 1998年
農林水産施設 農林水産施設 農林水産施設 とさやま土づくりセンタ－ とさやま土づくりセンタ-二次発酵舎 木造又は合成樹脂造 465㎡ 2013年

とさやま土づくりセンタ-一次発酵舎 木造又は合成樹脂造 576㎡ 1989年
その他 その他 社会体育施設 御畳瀬小学校社会体育施設 御畳瀬小学校屋内運動場棟（体育館）⑪ 鉄骨造 607㎡ 1983年

斎場 斎場 高知市斎場 鉄筋コンクリート造 3,201㎡ 1989年
駐車場・駐輪場 高知市帯屋町公園駐輪場 高知市帯屋町公園駐輪場 鉄筋コンクリート造 927㎡ 1993年

高知市追手前公園駐輪場 高知市追手前公園駐輪場 鉄筋コンクリート造 917㎡ 1996年
高知市高知駅東駐輪場 高知市高知駅東駐輪場 鉄骨造 372㎡ 2008年
高知市高知駅西駐輪場 高知市高知駅西駐輪場 鉄骨造 469㎡ 2008年
中央公園地下駐車場 中央公園地下駐車場 鉄筋コンクリート造 11,093㎡ 1989年
県庁前通り地下駐車場 県庁前通り地下駐車場 鉄筋コンクリート造 3,964㎡ 1992年

交通施設 はりまや橋観光バスターミナル はりまや橋観光バスタ-ミナル旅客待合施設 鉄骨造 929㎡ 2008年
その他 旧高知市立御畳瀬小学校 旧御畳瀬小学校校舎棟（管理・普通・特別教室棟） 鉄筋コンクリート造 1,671㎡ 1982年

高知市勤労者交流館 高知市勤労者交流館本館 鉄筋コンクリート造 1,435㎡ 1985年
中央卸売市場 塩干卸売棟 鉄骨造 3,726㎡ 2003年

中央卸売市場管理棟 鉄骨造 2,505㎡ 2006年
中央卸売市場青果仲卸倉庫棟 鉄筋コンクリート造 3,109㎡ 1998年
中央卸売市場　関連店舗棟 鉄筋コンクリート造 5,724㎡ 1989年
青果卸売棟北側改築部分 鉄骨造 8,560㎡ 2001年
青果卸売場棟通路上屋 鉄骨造 531㎡ 2000年
青果卸売場南側増築部分 鉄骨造 4,624㎡ 1999年
中央卸売市場　鮮魚卸売棟仲卸店舗 鉄骨造 3,043㎡ 2005年
中央卸売市場　鮮魚卸売棟 鉄骨造 4,719㎡ 2004年
中央卸売市場　鮮魚卸売棟南側部分 鉄骨造 1,985㎡ 2005年
中央卸売市場　鮮魚卸売棟北側 鉄骨造 1,876㎡ 2005年

201施設 414棟 601,835㎡

6



別紙２ 

１ 

 

 

高知市個別施設保全計画の策定対象（分類別集計） 

 

大分類 中分類 施設数 棟数 延床面積(㎡) 代表的な施設 

行政系施設 

庁舎等 6 

23 

7 

25 

13,226 

34,058 

市庁舎 

消防施設 10 11 13,797 消防署・分署・出張所 

その他行政系施

設 
7 7 7,035 

事務所・倉庫，津波避難

センター 

学校教育系施設 

学校 58 

63 

223 

246 

346,380 

373,702 

小学校・中学校，義務教

育学校 

その他学校施設

系施設 
5 23 27,322 

特別支援学校，高等学

校，給食センター 

子育て支援施設 

幼保・こども園 27 

34 

30 

37 

21,697 

24,547 

保育園，幼稚園 

幼児・児童施設 7 7 2,850 児童館 

市民文化系施設 

集会施設 34 

41 

44 

51 

22,611 

27,868 

ふれあいセンター，公民

館，集会所 

文化施設 7 7 5,257 文化会館，市民会館 

社会教育系施設 

図書館 1 

5 

1 

5 

23,689 

33,876 

図書館 

博物館等 2 2 3,493 博物館 

その他社会教育

系施設 
2 2 6,694 青年センター 

保健・福祉施設 

保健・福祉施設 7 

17 

9 

20 

24,819 

32,834 

健康福祉センター，入所

施設 

高齢者福祉施設 8 9 6,084 老人福祉センター 

障害者福祉施設 1 1 1,344 障害者福祉センター 

その他保健・福

祉施設 
1 1 587 ひまわり園 

スポーツ・レク

リエーション系

施設 

レクリエーショ

ン・観光施設 
2 

4 

3 

5 

2,016 

7,520 

動物園 

保養施設 2 2 5,504 宿泊施設 

公園 公園 1 1 1 1 400 400 公園 

農林水産施設 農林水産施設 1 1 2 2 1,041 1,041 土づくりセンター 

その他 その他 12 12 22 22 65,989 65,989 
卸売市場，駐車場・駐輪

場 

計 201 201 414 414 601,835 601,835  

 

 

 

 



別紙３
卸売市場の劣化度調査及び長寿命化計画の策定対象

鮮魚卸売場棟
塩干卸売場棟
青果卸売場棟
卸売場棟２階
渡り廊下（３）

青果仲卸倉庫棟 3151.58 3585.00 6736.58 平成９年度
鉄骨造
一部鉄筋コンクリート造

地上１階，塔屋１階 コンクリート金ゴテ塗膜防水 押出成形セメント板

仲卸倉庫関連店舗 156.75 156.75 平成９年度 鉄骨造 地上１階 折板　t：0.8 押出成形セメント板
134.44 134.44 平成10年度 鉄骨造 地上１階 その他 データ未整理

冷蔵庫，作業場棟 130.19 130.19 平成10年度 鉄骨造 地上１階 その他 データ未整理
関連店舗棟 4370.33 4620.00 8990.33 平成元年度 鉄筋コンクリート造 地上３階 陸屋根 データ未整理

2521.33 2521.33 平成17年度 ○ 鉄骨造 地上３階，塔屋１階 アスファルト露出防水下地RC，金属折板葺 押出成形セメント板，角波サイディング張
警備室・作業員詰所 112.84 112.84 平成16年度 鉄骨造 地上１階 金属折板葺 押出成形セメント板
屋外便所（１） 60.03 60.03 平成元年度 鉄筋コンクリート造 地上１階 陸屋根 データ未整理

屋外便所（２） 38.47 38.47 平成11年度
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

地上１階 シート防水　折板下地 磁器質タイル下地RC

屋外便所（３） 32.94 32.94 平成11年度
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

地上１階 シート防水　折板下地 磁器質タイル下地RC

屋外便所（４） 32.94 32.94 平成11年度
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

地上１階 シート防水　折板下地 磁器質タイル下地RC

塵芥集積所（１） 40.31 40.31 データ未整理 鉄骨造 地上１階 折板 コンクリート化粧打放し
塵芥集積所（２） 40.77 40.77 データ未整理 鉄骨造 地上１階 折板 コンクリート化粧打放し
塵芥集積所（３） 40.00 40.00 データ未整理 データ未整理 地上１階 データ未整理 データ未整理
自転車置場 20.00 20.00 平成18年度 データ未整理 地上１階 データ未整理 データ未整理
発泡スチロール置場 58.29 58.29 平成17年度 データ未整理 地上１階 金属折板葺 ガルバリウム鋼板

不燃廃棄物置場 59.63 59.63 平成17年度
鉄骨造
一部鉄筋コンクリート造

地上１階 金属折板葺 ガルバリウム鋼板製　角波サイディング　t=0.4

製氷所（１） 103.73 103.73 データ未整理 データ未整理 地上１階 データ未整理 データ未整理
発泡スチロール溶融施設荷捌A 27.12 27.12 データ未整理 データ未整理 地上１階 データ未整理 データ未整理
上下水道局電気室 20.00 20.00 データ未整理 データ未整理 地上１階 データ未整理 データ未整理
小計 38311.87 8205.00 46516.87
中央幹線道路 2601.00 2601.00 昭和41年度 ○
平面駐車場等 17306.12 17306.12 昭和41年度 ○
固定桟橋（鋼管杭） 昭和61年度 ○
小計 0.00 19907.12 19907.12

38311.87 28112.12 66423.99
※１　劣化調査対象のうち，○は実施の必要性を業務内で検討することとする。
※２　CADデータ作成対象のうち，●は正確な寸法（壁芯・柱芯等）のものとする。
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管理棟

倉庫棟

建
物
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称

新
築
竣
工
年
度

増
改
築
有
無

27160.18 27160.18

外
構

建
物

卸売場棟 昭和41年度 ○ 地上２階 金属折板葺，金属折板下地シート防水 押出成形セメント板

構造 外部仕上

鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

構
造

階
数

屋
根

外
壁



卸売市場の劣化度調査及び長寿命化計画の策定対象

鮮魚卸売場棟
塩干卸売場棟
青果卸売場棟
卸売場棟２階
渡り廊下（３）

青果仲卸倉庫棟 3151.58 3585.00 6736.58

仲卸倉庫関連店舗 156.75 156.75
134.44 134.44

冷蔵庫，作業場棟 130.19 130.19
関連店舗棟 4370.33 4620.00 8990.33

2521.33 2521.33
警備室・作業員詰所 112.84 112.84
屋外便所（１） 60.03 60.03

屋外便所（２） 38.47 38.47

屋外便所（３） 32.94 32.94

屋外便所（４） 32.94 32.94

塵芥集積所（１） 40.31 40.31
塵芥集積所（２） 40.77 40.77
塵芥集積所（３） 40.00 40.00
自転車置場 20.00 20.00
発泡スチロール置場 58.29 58.29

不燃廃棄物置場 59.63 59.63

製氷所（１） 103.73 103.73
発泡スチロール溶融施設荷捌A 27.12 27.12
上下水道局電気室 20.00 20.00
小計 38311.87 8205.00 46516.87
中央幹線道路 2601.00 2601.00
平面駐車場等 17306.12 17306.12
固定桟橋（鋼管杭）
小計 0.00 19907.12 19907.12

38311.87 28112.12 66423.99
※１　劣化調査対象のうち，○は実施の必要性を業務内で検討することとする。
※２　CADデータ作成対象のうち，●は正確な寸法（壁芯・柱芯等）のものとする。
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卸売場棟

別紙３

防
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報
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火
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降
機

特
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空
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換
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衛
生
器
具

給
水
排
水
給
湯
ガ
ス
消
火
特
殊
基
礎
舗
装

● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ○ ○ ○
● ● ○
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○
○

● ○ ○ ○
● ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

2

建築 電気 機械 土木
「主要部位・設備」検討項目

データ未整理
データ未整理

データ未整理
データ未整理
データ未整理

データ未整理

データ未整理
データ未整理

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

卸売市場施設長寿命化計画
業務対象（必要最小限）

● ○ ○

卸売市場施設劣化調査報告書

●

個
別
施
設
保
全
計
画

※
２

C
A
D
デ
ー
タ
作
成

※
１

劣
化
調
査

費
用
算
出

○ ○ ○ ○ ○


