【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

A棟(管理・教室棟)
1

行田市立
東小学校

行田市長野二丁目２６番８号

小学校

B棟(特別教室棟)

管理・教室棟
2

行田市立
西小学校

行田市持田三丁目５番９号

小学校

特別教室棟

D棟(渡り廊下棟)
3

行田市本丸７番２０号

小学校

A棟(教室棟)

A棟(管理棟)
行田市立
南小学校

行田市佐間一丁目２５番４号

小学校

B棟(教室棟)

5

行田市立太田西小学校 管理・教室棟

行田市大字小針３５２１番地

小学校

管理・教室棟
6

行田市立
忍中学校

行田市本丸１８番６号

中学校

特別教室棟

管理・普通教室棟

7

行田市立
長野中学校

特別教室棟

昇降口棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.33

行田市桜町二丁目１番５５号

中学校

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済

－

－

改修工事済

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.55
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.35

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.27
に定める「第3次診断法」
CTU・SD値＝0.32

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.18
CT・SD値＝0.30
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CT・SD値＝0.34

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.25
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.30
(改修後)
Ｉｓ値＝0.96
q値＝2.50
(改修後)
(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ値＝0.82
骨造建築物の耐震診断指針」
q値＝1.06
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.12
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.41
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.47
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.51

B棟(教室棟)

4

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」

C棟(昇降口棟)

行田市立
中央小学校

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT・SD値＝0.30
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.27
CT・SD値＝0.38

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT・SD値＝0.36
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝0.32

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

小学部棟
8

行田市大字長野４２３５番地

特別支援学校

給食・機械棟

管理・中学・高等棟

9

秩父市立花の木小学校 管理教室棟

秩父市上町二丁目１７３２

小学校

管理特別教室棟

10

秩父市立
西小学校

B棟（東棟）

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.27
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.60
に定める「第3次診断法」

渡り廊下棟

埼玉県立行田
特別支援学校

耐震診断の方法の名称

秩父市金室町３０１６番地外

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

－

備考

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT･SD値＝0.36

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝2.04
CT･SD値＝0.47

－

－

Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU・SD値＝0.82
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU・SD値＝0.43
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.77

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.77

B棟（西棟）

耐震改修等の予定
内容
実施時期

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.82、U=1.25、
地盤指標G=1.1とし
て診断

11 秩父市立吉田小学校 管理教室棟

秩父市下吉田３８３３

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.91

12 秩父市立秩父第二中学校 管理教室棟

秩父市上町三丁目１７９６外４４筆

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.80

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CT・SD値＝1.00

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

校舎北棟東

校舎北棟西

校舎南棟東
13

飯能市立
飯能第一小学校

飯能市山手町１３番８号

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.30
CT・SD値＝1.03
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.28
CT・SD値＝1.01

校舎南棟西

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.10
に定める「第2次診断法」
CT・SD値＝0.88

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

渡り廊下東

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.11
に定める「第2次診断法」
CT・SD値＝0.62

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.28
CTU・SD値＝0.76

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.75

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

渡り廊下西

14 飯能市立加治小学校 校舎北棟

飯能市大字川寺５００番地

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

16

飯能市立
精明小学校

飯能市大字小久保５４番地の２

小学校

－

－

校舎西棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.36

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.30

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.08
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.49
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.80

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

飯能市大字双柳１番地の１

小学校

飯能市大字岩沢１２４３番地

小学校

校舎北棟

校舎中棟

飯能市大字双柳１１９４番地

小学校

校舎南棟

校舎中棟
飯能市立
飯能第一中学校

校舎東棟

飯能市大字双柳１番地の１

中学校

20 飯能市立原市場中学校 校舎棟

飯能市大字原市場６４６番地

中学校

校舎西棟
飯能市立
21
飯能西中学校

飯能市大字飯能２８７番地

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.81
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CTU・SD値＝0.38

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.76
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.79

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.41
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU・SD値＝0.86

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

校舎東棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.16
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.90

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

校舎西棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.39

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

飯能市立
加治中学校

飯能市大字阿須１６４番地の１

中学校

校舎東棟

23 加須市立大桑小学校 校舎

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.43

校舎西棟

22

改修工事済
Iso=0.75として診断

校舎西棟

17 飯能市立加治東小学校 校舎

19

－

附属用途：児童ク
ラブ
改修工事済
Iso=0.75として診断

飯能市立
富士見小学校

飯能市立
双柳小学校

－

備考

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CT・SD値＝0.38

校舎東棟

18

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CT・SD値＝0.77

校舎東棟
15

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

加須市南大桑３３８８番１

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CTU・SD値＝0.37
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CT・SD値＝0.37

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

管理・教室棟（30号棟）

加須市立
昭和中学校

加須市北小浜７０番地

中学校

渡り廊下棟（31号棟）

特別教室棟（32号棟）

Ａ棟
25

加須市立
騎西中学校

加須市騎西１００１番地

中学校

Ｂ棟

11号棟
26

加須市立
三俣小学校

加須市北小浜８５０番地

小学校

16号棟

10-1,10-2棟
27

加須市立
騎西小学校

加須市騎西５２－３

小学校

10-3棟

普通教室棟

28

開智未来
中学・高等学校

加須市麦倉字本村東１２３８番地

中等教育学校
前期課程

管理棟

東棟(10棟）
29

加須市立
大利根東小学校

加須市旗井８０７
西棟（12棟）

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CT・SD値＝0.37

教室棟（25号棟）

24

耐震診断の方法の名称

小学校

耐震改修等の予定
内容
実施時期

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT・SD値＝0.33

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

確認できる

－

－

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CT・SD値＝0.32

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.25

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

(改修後)
確認できる

－

－

附属用途：中等教
育学校後期課程
改修工事済

(改修後)
確認できる

－

－

附属用途：中等教
育学校後期課程
改修工事済

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.73

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.10
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.66

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
建築物の構造耐力上主要な部分が昭和
56年6月1日以降におけるある時点の建築
基準法（昭和25年法律第201号）並びにこ
れに基づく命令及び条例の規定（構造耐
力に係る部分（構造計算にあっては、地震
に係る部分に限る。）に限る。）に適合する
ものであることを確認する方法
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT・SD値＝0.31
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CT・SD値＝0.52

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
建築物の構造耐力上主要な部分が昭和
56年6月1日以降におけるある時点の建築
基準法（昭和25年法律第201号）並びにこ
れに基づく命令及び条例の規定（構造耐
力に係る部分（構造計算にあっては、地震
に係る部分に限る。）に限る。）に適合する
ものであることを確認する方法
建築物の構造耐力上主要な部分が昭和
56年6月1日以降におけるある時点の建築
基準法（昭和25年法律第201号）並びにこ
れに基づく命令及び条例の規定（構造耐
力に係る部分（構造計算にあっては、地震
に係る部分に限る。）に限る。）に適合する
ものであることを確認する方法
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.24
CTU・SD値＝0.31
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.15
CTU・SD値＝0.42
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Ｉｓ/Iso値＝1.37
CT・SD値＝0.32

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

Ａ棟
30

本庄市立
中央小学校

本庄市緑１丁目５８２１

小学校

Ｂ棟
B棟教室棟
（南棟東増築棟）
31

本庄市立
児玉小学校

Ａ棟教室棟（南棟）

本庄市児玉町児玉字飯米場１３５５

小学校

Ｃ棟管理棟（北棟）

本庄市立
西中学校

34

東松山市立
市の川小学校

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.47
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CTU・SD値＝0.81

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.56
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU・SD値＝0.65
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.43
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.50

－

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.40
CT･SD値＝0.52

－

－

Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝2.78
CT･SD値＝0.50

－

－

Iso=0.75として診断

管理中学部棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.23
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.46
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

管理特別教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CTU・SD値＝0.31

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

屋内運動場

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第1次診断法」により想定する地 Ｉｓ/Iso値＝1.92
震動に対して所要の耐震性を確保してい
ることを確認する方法

－

－

Iso=0.80として診断

(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第3次診断法」
CTU・SD値＝0.47

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第3次診断法」
CTU・SD値＝0.49

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.02
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.74
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.70として診断

教室棟（Ｂ棟）

本庄市千代田４丁目１６９８－３外

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.20
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.40
に定める「第3次診断法」

給食機械棟

本庄市大字栗崎８２８番地

東松山市大字市ノ川３０番地

特別支援学校

小学校

渡り廊下

普通教室棟西側
35

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

－

－

高等部棟
埼玉県立
本庄特別支援学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.38

備考

－

渡り廊下棟

33

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

－

管理棟（Ａ棟）

32

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

東松山市立
松山中学校

東松山市松葉町二丁目６番１１号

中学校

普通教室棟東側

36 東松山市立東中学校 管理特別教室棟

東松山市六反町４番地

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
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Ｉｓ値＝1.98
q値＝3.62

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

小学部棟
東松山市野田１３０６番地１号

特別支援学校

給食棟

下足室 ・渡り廊下棟

38 羽生市立岩瀬小学校 校舎

羽生市大字上岩瀬字中宿１７５６－１

小学校

校舎1号館

39

羽生市立
羽生南小学校

校舎2号館

羽生市南６丁目５番地１

小学校

屋内運動場

校舎1号館
40

羽生市立
南中学校

羽生市大字中岩瀬２２６番地

中学校

校舎2号館

校舎1号館
41

羽生市立
東中学校

羽生市大字今泉１４４８番地

中学校

校舎2号館

普通教室棟（1）
42

鴻巣市立
鴻巣北中学校

鴻巣市箕田４２８０

中学校

管理・特別教室棟（2）

鴻巣市立
鴻巣西中学校

普通教室棟（6-1）(A棟） 鴻巣市大間１１６１

中学校

管理特別教室棟（7）（C棟）

44 鴻巣市立大芦小学校 管理教室棟（1）

鴻巣市大芦９３３－１

小学校

備考

－

－

Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.93
CT･SD値＝0.46

－

－

Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝3.64
CT･SD値＝0.63

－

－

Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.75
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.46
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.32
CTU・SD値＝0.67

－

－

Iso=0.75として診断

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

(改修後)
Ｉｓ値＝0.84
q値＝1.52

－

－

改修工事済

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CT・SD値＝0.31
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CT・SD値＝0.31

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.30

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.14
CTU・SD値＝0.32

－

－

Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.17
CTU・SD値＝0.35

－

－

Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.37

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.37
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU・SD値＝0.31

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.03
CT・SD値＝0.34
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU・SD値＝0.34

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.10
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.31
に定める「第2次診断法」

普通教室棟（1）(B棟）

43

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.64
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.37
に定める「第3次診断法」

中学部・管理棟

埼玉県立東松山
37
特別支援学校

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

管理棟（27）
鴻巣市立
鴻巣中学校

鴻巣市東２－４－６２

中学校

特別教室棟（29）

管理特別教室棟

47

鴻巣市立
田間宮小学校

鴻巣市立
松原小学校

普通教室棟（9）

鴻巣市糠田２９８５

小学校

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.31
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.31

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.35
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.03
CTU・SD値＝0.37

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
梁間方向は第3次
診断法

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

特別・普通教室棟（17）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.49

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

普通教室棟（1）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.44

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.30

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝0.79

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.17
CT・SD値＝0.41

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU・SD値＝0.41

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

特別教室棟（5）

鴻巣市原馬室２４２５

小学校

管理・特別教室棟（8）

普通教室棟（2）
鴻巣市立
鴻巣南小学校

鴻巣市本町８－７－２３
特別教室棟（10）

普通教室棟（17）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.31

管理・特別・普通教室棟（1）

48

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
(改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
Ｉｓ/Iso値＝1.33
に定める「第2次診断法」および「第3次診
CTU・SD値＝0.43
断法」

渡り廊下

46

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.37

普通教室棟4階校舎（24）

45

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.18
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.43
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

管理・特別・普通教室棟（2）
鴻巣市立
鴻巣北小学校

鴻巣市神明３－１８－１０

小学校

普通教室棟（5）

普通・特別教室棟（東校舎）
深谷市東方町３－２５－１

小学校

管理・教室棟（本校舎）

51 深谷市立上柴西小学校 本校舎棟

深谷市上柴西５－１１－１

小学校

普通教室棟北校舎
52

深谷市立
深谷中学校

深谷市大字田谷４５番地２

中学校

管理・特別教室棟本校舎

53 深谷市立藤沢中学校 管理・普通教室棟

深谷市人見１９７３

中学校

北校舎棟
深谷市立
54
川本中学校

深谷市田中５３０

中学校

南校舎棟

管理教室棟

55

深谷市立
花園中学校

特別棟（西）

特別棟（東）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

深谷市小前田１９８０

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.31
CT・SD値＝0.38

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT・SD値＝0.31

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT・SD値＝0.31
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝0.83

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.51
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT・SD値＝0.31
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT・SD値＝0.30

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.00
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT・SD値＝0.37
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

備考

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.18
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.48

渡り廊下棟

深谷市立
50
幡羅小学校

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.34

特別・普通教室棟（1）

49

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.14
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.41

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.06
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.38
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT・SD値＝0.43

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.57
CT・SD値＝0.33

－

－

Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.61
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT・SD値＝0.33
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

南校舎Ｂ棟
深谷市立
常盤小学校

南校舎Ｃ棟

深谷市常盤町５８－２

小学校

北校舎Ｂ棟

校舎西棟
深谷市立
岡部小学校

深谷市普済寺１３０５

小学校

校舎東棟

本校舎（教室棟）
58

深谷市立
花園小学校

深谷市小前田１４６３－１

小学校

本校舎（特別管理教室棟）

南校舎
59

60

深谷市立
岡部中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU・SD値＝0.85
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝1.05

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.29
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT・SD値＝0.47
に定める「第3次診断法」

北校舎Ａ棟

57

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.37

南校舎Ａ棟

56

耐震診断の方法の名称

深谷市山河１２１４番地

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.22
CT・SD値＝0.45
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.78
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.38

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CT・SD値＝0.42
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT・SD値＝0.45
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT・SD値＝0.68

耐震改修等の予定
内容
実施時期
－

－

備考
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

北校舎

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.39

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

1期・2期・3期校舎

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.49

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

蕨市立
西小学校

蕨市錦町５－１１－３０

小学校

4期校舎

校舎24棟
蕨市立
61
中央小学校

蕨市中央６－８－２５
校舎25棟

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.16
CTU・SD値＝0.38
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.12
CTU・SD値＝0.39

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.42
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

教室棟（1）
蕨市立
中央東小学校

蕨市中央７－１８－７

小学校

教室棟（2）東側廊下棟

蕨市塚越５－７－２０

小学校

B棟（1）

64

蕨市立
第一中学校

B棟（2）

蕨市南町３－１－２９

中学校

教室棟25

教室棟26
蕨市立
第二中学校

蕨市錦町３－９－３８

中学校

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.81
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.37
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU・SD値＝0.41

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU・SD値＝0.80
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU・SD値＝0.81

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.79

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

特別教室棟19

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.78

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

戸田市新曽南２丁目１３番８号

小学校

管理教室棟（A）
戸田市立
戸田東小学校

戸田市下戸田１丁目３番３号

小学校

管理教室棟（B）

管理教室棟（A）
68

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

備考

教室棟27

66 戸田市立新曽小学校 管理教室棟

67

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.31
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.13
CTU・SD値＝0.30

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.38

A棟

65

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.13
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.30

教室棟（3）西側廊下棟

63 蕨市立塚越小学校 校舎

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.42

管理棟

62

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

戸田市立
戸田南小学校

戸田市本町４丁目８番２号
管理教室棟（B）

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.42
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT・SD値＝0.34

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.41
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
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(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT・SD値＝0.33
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.18
CT・SD値＝0.33

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

69 戸田市立喜沢小学校 管理教室棟

建築物の位置

戸田市喜沢１丁目４８番６号

建築物の主たる用途

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.38

70 戸田市立笹目東小学校 管理教室棟

戸田市笹目３丁目１７番１２号

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.37

71 戸田市立美女木小学校 教室棟

戸田市美女木２丁目３３番１号

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.14
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.38

72 戸田市立喜沢中学校 教室棟

戸田市喜沢南１丁目６番２９号

中学校

教室棟（A）
73

74

戸田市立
笹目中学校

戸田市笹目４丁目３８番１号

中学校

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

教室棟（北校舎）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.31

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

戸田市喜沢南２丁目２番３７号

小学校

家庭科室棟

戸田市笹目６丁目９番１号

小学校

教室棟

教室棟
戸田市立
76
新曽北小学校

戸田市立
戸田中学校

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
桁行方向は第3次
診断法

－

－

管理教室棟

77

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
連層壁は第3次診
断法

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.45

戸田市立
戸田第二小学校

戸田市立
笹目小学校

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝0.39
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝0.45

備考

教室棟（B）

特別教室棟

75

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

耐震改修等の予定
内容
実施時期

戸田市新曽１３６７番地

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.24
CT・SD値＝0.36
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CTU・SD値＝0.49

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.78
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.38
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.47

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

管理教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.42

－

－

改修工事済
Iso=0.80として診断
U=1.33として診断

特別教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.42

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

教室棟

管理教室棟

戸田市本町５丁目８番４６号

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.13
CTU・SD値＝0.41
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.38

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

教室棟（西校舎）
78

戸田市立
戸田東中学校

戸田市下戸田１丁目１１番１５号

中学校

教室棟（東校舎）

教室棟
79

戸田市立
美笹中学校

戸田市美女木５丁目１２番６号

中学校

管理教室棟

教室棟（西校舎）

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CT・SD値＝0.34
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.38

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.39
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.43
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.12
CTU・SD値＝0.39
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.31

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CTU･SD値＝0.53

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.25
CTU･SD値＝0.55

－

－

Iso=0.70として診断

A棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.74

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

B棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.73

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.14
CTU･SD値＝0.81

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.30
CTU･SD値＝0.45

－

－

Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU･SD値＝0.30

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

中学校

B棟
入間市立
黒須小学校

入間市春日町二丁目５６７－１他

小学校

C棟

Ｄ棟

C棟

入間市久保稲荷４丁目１１９５－２他

小学校

昇降口棟

渡り廊下棟

①-1、2、3棟
83

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

－

－

戸田市新曽１４４８番地

A棟

入間市立
扇小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.40
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.30

備考

－

特別教室棟

82

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

－

戸田市立
80
新曽中学校

81

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

入間市立
宮寺小学校

入間市宮寺字小ヶ谷後６０１－１他
⑪-1、3棟

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.33
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」及び「第3次診断
法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.45
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.31

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

B棟
入間市立
東金子小学校

C棟

入間市大字小谷田字金子坂１５２４－１他

小学校

渡り廊下棟（1）

渡り廊下棟（2）

A棟

85

入間市立
藤沢小学校

B棟

入間市大字上藤沢字立出野３８４－３他

小学校

86 入間市立藤沢南小学校 普通・特別教室棟

入間市大字上藤沢字前原５２他

小学校

87 入間市立狭山小学校 A棟

入間市大字二本木字下狭山６５－１他

小学校

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.20
CTU･SD値＝0.31
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CTU･SD値＝0.31

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

（改修後）
Ｉｓ値＝0.71
q値＝1.38

－

－

改修工事済

Ｉｓ/Iso値＝1.41
CTU･SD値＝0.43

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU･SD値＝0.80
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CTU･SD値＝0.76

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.21
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

Ｄ棟

入間市立
88
西武小学校

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.79

A棟

84

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.31
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.33

B棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第3次診断法」
CTU･SD値＝0.30

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

C棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.32

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.27
に定める「第2次診断法」及び「第3次診断 CTU･SD値＝0.51
法」

－

－

Iso=0.70として診断

渡り廊下棟

入間市大字野田字丸山５１２他

小学校
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

B棟
入間市立
藤沢東小学校

C棟

入間市東藤沢７丁目３００他

小学校

昇降口棟

渡り廊下棟

90

入間市立藤沢北小学校
管理・普通・特別教室棟

入間市東町七丁目１２５１－１他

小学校

Ａ棟
91

入間市立
仏子小学校

入間市大字仏子字岩花４３３－１他

小学校

B棟

Ａ棟

92

93

入間市立
新久小学校

入間市立
東町小学校

B棟

入間市大字新久字霞川４９９他

小学校

－

－

Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.44

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.52
CTU･SD値＝0.68

－

－

Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.28
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.42
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

Ｉｓ/Iso値＝5.00
CTU･SD値＝1.15
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.46
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.37

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.45
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.57
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.50

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.14
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.36

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ａ棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.36

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝2.08
CTU･SD値＝0.46

－

－

Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.39

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.12
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.82

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.38

－

－

Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.76

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

B棟

入間市向陽台二丁目１００９－３

小学校

Ａ棟
入間市立
藤沢中学校

備考

C棟

特別教室棟

94

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.08
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.37
に定める「第2次診断法」

A棟

89

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

B棟

C棟

入間市大字下藤沢字高見ヶ原１２６３－１他

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

北校舎棟
95

入間市立
西武中学校

入間市大字仏子字上野原９６０－１他

中学校

西校舎棟

管理・普通教室棟
96

入間市立
向原中学校

入間市久保稲荷三丁目３４－１他

中学校

特別教室棟
入間市立黒須中学校
97
管理・普通・特別教室棟

入間市鍵山三丁目９２１－４

中学校

3棟
98

朝霞市立
朝霞第一小学校

朝霞市膝折町４丁目１１番７号

小学校

20-1棟

99 朝霞市立朝霞第八小学校 1棟

朝霞市栄町５丁目１番４１号

朝霞市立
朝霞第三中学校

朝霞市大字溝沼１０４３番地の１

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.78
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

(改修前)
Ｉｓ/Iso値＝0.29
CT・SD値＝0.25

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.40
CTU・SD値＝0.66

－

－

Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.73
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.46

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.36
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

Ｉｓ/Iso値＝1.14
CTU･SD値＝0.82
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT・SD値＝0.39
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.60

小学校

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

6棟、7棟

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CTU・SD値＝0.55
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU・SD値＝0.56

101 朝霞市立朝霞第四中学校 1棟、2棟

朝霞市栄町５丁目１番６０号

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.42

102 朝霞市立朝霞第五中学校 1-1、1-2棟

朝霞市大字宮戸字五反田１５８０番地

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.46

1-1棟

1-2棟
朝霞市立
103
朝霞第二小学校

朝霞市岡３丁目１６番１３号

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

備考

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修前)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝0.75
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.30

1棟
100

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

2、7-2棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.40

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

3、7-1棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

朝霞市立
朝霞第三小学校

1-3棟

朝霞市浜崎２３０番地

小学校

15棟

朝霞市立
朝霞第六小学校

7棟

朝霞市本町1丁目25番地1号

小学校

8棟

1棟
106

朝霞市立
朝霞第七小学校

朝霞市北原２丁目６番１号

小学校

7棟

1-3棟

107

朝霞市立
朝霞第二中学校

2棟

朝霞市岡１９９番地

中学校

10棟

11棟

108 志木市立志木小学校 南校舎

志木市本町１丁目２５１８－１

小学校

志木市立
宗岡小学校

給食棟

西校舎

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.51
CTU・SD値＝0.45

－

－

Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.20
CTU・SD値＝0.32

－

－

Iso=0.70として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修前)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝0.52
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.39

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.09
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.59

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

Iso=0.75として診断

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修前)
Ｉｓ/Iso値＝0.28
CT・SD値＝0.17
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU・SD値＝0.39

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.41

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

(改修前)
Ｉｓ/Iso値＝0.32
CT・SD値＝0.25
(改修前)
Ｉｓ/Iso値＝0.50
CT・SD値＝0.21

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.82
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT・SD値＝0.33

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.38

東校舎

109

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

1-1、1-2棟

志木市中宗岡３丁目３５３１－１他

小学校

備考

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.38

1、6棟

105

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修前)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝0.48
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.30

1-1、1-2棟

104

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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Ｉｓ/Iso値＝2.06
CT・SD値＝0.85
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.48

－

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

志木市立
志木第二小学校

北校舎

志木市館１丁目５８０他

小学校

渡り廊下給食棟

志木市立
宗岡第二小学校

北校舎

志木市上宗岡３丁目７４－１他

小学校

渡り廊下棟

北校舎A棟

北校舎B棟
志木市立
112
志木第三小学校

志木市柏町３丁目２６２２他

小学校

西校舎

南校舎

1棟

113

志木市立
志木第四小学校

2・8棟

志木市館１丁目５００－１

小学校

9棟

114 志木市立宗岡第四小学校

上宗岡１丁目７１２１－６他

小学校

普通教室棟
115

志木市立
志木中学校

志木市柏町３丁目２６０８－１

中学校

特別教室棟

Ａ棟
志木市立
116
志木第二中学校

志木市館１丁目５５０他
Ｂ棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.28
CT・SD値＝0.47
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CT・SD値＝0.79

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.78

南校舎

111

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.09
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.45

南校舎

110

耐震診断の方法の名称

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU・SD値＝0.80

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.21
CTU・SD値＝0.69

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT・SD値＝0.37

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.37
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

耐震改修等の予定
内容
実施時期

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU・SD値＝0.79
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝0.61

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.32
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.45

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.44

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CTU・SD値＝0.43
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.38

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.39
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU・SD値＝0.38
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.76

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.76
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改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

志木市立
宗岡中学校

志木市上宗岡１丁目１４２６－２６他

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.32

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝2.84
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.77
に定める「第3次診断法」

－

－

1階部分
Iso=0.70として診断

－

－

2階部分
改修工事済

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝0.73

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.48

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済

中学校

和光市立
白子小学校

管理普通教室棟
②-1、②-2
和光市白子三丁目７３５、７３４－３他

小学校

普通教室棟①

119

和光市立
新倉小学校

管理棟④-1、屋内運動場
④-2
和光市新倉二丁目３５８１、３５９４－２他

小学校

管理教室棟①
和光市立第五小学校
120
管理特別教室棟①-1、①-3

121

和光市立
広沢小学校

和光市南一丁目２４１４、２４２２－１他

普通教室棟①-1、①-2、
①-5
和光市広沢２６６０－３
管理普通教室棟⑨-1

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.37
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU・SD値＝0.41
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.45

（改修前）
Ｉｓ＝0.24

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.38
CTU･SD値＝0.68
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.36

和光市立北原小学校
122
管理普通教室棟①-1、①-2

和光市新倉一丁目４２９２－１、
４２８５－１他

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.40

123 和光市立大和中学校 管理普通教室棟⑲

和光市丸山台二丁目８－１１

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝0.72

管理特別教室棟⑪

屋内運動場⑤
和光市立
124
第二中学校

和光市広沢４９５９－２、４８４７－３、
２６６０－２他

備考
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

特別教室棟

118

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

－

普通教室棟
117

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.10
に定める「第3次診断法」
CTU･SD値＝0.39
（改修後）
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」
Ｉｓ値＝0.75
q値＝1.36

－

教室棟①-1、①-2

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CTU･SD値＝0.77

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

管理特別教室棟⑥

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第3次診断法」
CTU･SD値＝0.74

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

和光市南二丁目１５３５－１２

中学校

管理特別教室棟①

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.20
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.83

教室棟②-1

小学部棟

渡廊下・下足室棟
埼玉県立和光南
特別支援学校

埼玉県立和光
特別支援学校

（改修後）
Ｉｓ値＝0.88
q値＝1.61
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.57
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

和光市立
125
第三中学校

127

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.38
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝2.20

屋内運動場⑦

126

耐震診断の方法の名称

和光市広沢４－５

特別支援学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT･SD値＝0.67
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.14
CT･SD値＝0.66

耐震改修等の予定
内容
実施時期

備考

－

－

1階部分
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

2階部分
改修工事済

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

給食機械棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.90
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝1.47
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

管理特別教室・
普通教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.54

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

体育館

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝3.57
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝3.10
に定める「第2次診断法」
（改修後）
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」
Ｉｓ値＝0.85
q値＝1.55

1階部分
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

2階部分
改修工事済

渡り廊下棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.21
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.96
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

中学部棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.20
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.58
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

小学部低学年棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.32
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.99
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

小学部高学年棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.03
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.69
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

給食棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.58
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.82
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

和光市広沢４番３号

特別支援学校
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

129

130

131

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｂ棟（西棟）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.32

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

北棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

南棟3期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.24
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.43

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ａ棟（南校舎）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｂ棟（北校舎）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.08
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.44
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ａ棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.44

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｂ棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.12
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.42

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.26
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｄ棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｅ棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

北棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

132

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.22
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.65

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

桶川市大字坂田字護摩堂８８３－１他１４筆

南棟1-2期

桶川市立
日出谷小学校

桶川市立
桶川東小学校

桶川市立
桶川西中学校

備考

－

桶川市立
加納小学校

桶川市立
桶川西小学校

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.33

Ａ棟（東棟）
128

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

桶川市大字下日出谷字高井８３６－１、
８４１

桶川市大字上日出谷字殿山８８５－１
他１６筆

Ｃ棟

ピロティ棟

南棟

桶川市大字坂田字南８７－９他５２筆

桶川市大字川田谷字宮越３６８０－１他４筆

小学校

小学校

小学校

小学校

中学校
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

134

桶川市立
東中学校

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.44

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ⅲ棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

東棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.43

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.31

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

－

－

除却

平成32年

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済

Ⅱ棟

桶川市立
加納中学校

桶川市大字末広三丁目１９４２－２他３３筆

桶川市大字坂田字向１１２９－１他２筆

135 北本市立北小学校 校舎Ａ棟

中学校

中学校

北本市深井４丁目４５番地

小学校

校舎Ａ棟（南棟）
北本市立
西小学校

校舎Ａ棟（北棟）

北本市本町７丁目３番地

小学校

137 北本市立東小学校 校舎Ａ棟

北本市中丸６丁目６５番地

小学校

校舎A棟（西棟）
北本市立
北本中学校

校舎A棟（東棟）

北本市本町１丁目１番地

中学校

校舎B棟

校舎A棟

139

北本市立
東中学校

校舎B棟

渡り廊下

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.72
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.41

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.48

校舎Ｂ棟

138

備考

－

西棟

136

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.39

Ⅰ棟

133

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

北本市山中２丁目１２８番地

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.37
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.37
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.39
Ｉｓ/Iso値＝0.41
CTU･SD値＝0.32
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.03
CT･SD値＝0.32
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.39
（改修後）
Ｉｓ値＝0.85
q値＝1.36

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

校舎A棟（南棟）
140

北本市立
宮内中学校

北本市宮内４丁目３２２番地

中学校

校舎A棟（北棟）

141 北本市立西中学校 校舎A棟

北本市石戸９丁目２１０番地

中学校

校舎棟
142

八潮市立
松之木小学校

八潮市緑町三丁目９番地１

小学校

管理特別教室棟

教室棟

143

144

八潮市立
八條北小学校

渡り廊下棟

八潮市大字八條１１５０番地

小学校

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.42
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.81

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」及び「第3次診断
法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

耐震改修等の予定
内容
実施時期
－

－

備考
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.13
CTU･SD値＝0.37

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CTU･SD値＝0.40
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CTU･SD値＝0.46

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

管理特別教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.19
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.39

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.41

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

八潮市立
大瀬小学校

八潮市大瀬三丁目９番地１

小学校

管理教室棟

145 八潮市立大原小学校 管理教室棟

八潮市八潮七丁目４２番地１

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

146 八潮市立柳之宮小学校 教室棟

八潮市大字柳之宮１４０番地

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.16
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.12
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.17
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.37

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.42

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

管理特別教室棟

147

八潮市立
大原中学校

教室棟(西)

八潮市八潮五丁目９番地１

中学校

教室棟(東)

148 八潮市立八條中学校 管理教室棟

八潮市大字八條５５５番地

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.10
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

149 八潮市立八幡中学校 管理教室棟

八潮市緑町四丁目１９番地１

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.39

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

150 八潮市立潮止中学校 教室棟

八潮市大字古新田５３０番地

建築物の主たる用途
中学校

校舎教室棟(東)

校舎教室棟(西)
八潮市立
151
大曽根小学校

八潮市大字垳５２７番他

小学校

校舎管理教室棟(東)

校舎管理教室棟(西)

東側教室棟
八潮市立
152
八條小学校

八潮市大字鶴ケ曽根字上根通１番他

小学校

西側教室棟

八潮市立
潮止小学校

校舎教室棟(西)

八潮市大字南川崎字八反野８２２番他

小学校

校舎管理棟

東管理・特別教室棟
八潮市立
154
八幡小学校

八潮市中央四丁目２１番１６

小学校

西管理・特別教室棟

A・C棟

155

富士見市立
鶴瀬小学校

B棟

体育館

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.43
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.52
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU･SD値＝0.48

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.21
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.46
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.61
CTU･SD値＝0.61
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.41
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.39

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.50

校舎教室棟(東)

153

耐震診断の方法の名称

富士見市羽沢２丁目５６７外

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.77
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.47

耐震改修等の予定
内容
実施時期
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

備考
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.79

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.79

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU･SD値＝0.63
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.32

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝2.06
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.54
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

B棟
富士見市立
関沢小学校

C棟

富士見市関沢３丁目４４８５外

小学校

D棟

体育館

富士見市立
水谷小学校

C棟

富士見市水谷１丁目２５０７外

小学校

A棟
富士見市立
本郷中学校

B棟

富士見市大字水子字本郷橋５３９

中学校

B棟
富士見市大字勝瀬字谷田６７４－１外
C棟

体育館

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.97
CTU･SD値＝0.55

－

－

Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.04
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.50
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

壁部分
改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

屋根部分
改修工事済

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.33

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.36

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済

（改修後）
Ｉｓ値＝0.81
q値＝2.48
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.51
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.14
CTU･SD値＝0.36

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.33

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

A棟

富士見市立
勝瀬小学校

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU･SD値＝0.65

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ値＝0.87
q値＝1.58
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.47

体育館

159

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝2.46
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.71
（改修後）
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」
Ｉｓ値＝0.75
q値＝1.50

体育館

158

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

B棟

小学校

備考

－

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

A棟

157

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.55

A棟

156

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.40
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.22
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.36
（改修後）
(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ値＝0.78
骨造建築物の耐震診断指針」
q値＝2.15
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

B棟
富士見市立
水谷東小学校

富士見市大字水子字前沼３６１４外

小学校

C棟

A棟
富士見市立
諏訪小学校

B棟

富士見市大字鶴馬字畑下１９３２－１外

小学校

体育館

富士見市立
東中学校

管理棟

富士見市大字上南畑字前田９８０

中学校

体育館

163

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT･SD値＝0.38
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.03
CT･SD値＝0.36
Ｉｓ/Iso値＝2.11
CTU･SD値＝0.52

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.97
（改修後）
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」
Ｉｓ値＝0.75
q値＝2.32

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済

東棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.43

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

西棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.30

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

壁部分
Iso=0.70として診断

－

－

屋根部分
改修工事済

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

富士見市立
みずほ台小学校

富士見市東みずほ台３－２１外

小学校

体育館

B棟
富士見市立
西中学校

富士見市西みずほ台３－１４－６外

体育館

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.39
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.44
に定める「第2次診断法」
（改修後）
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」
Ｉｓ値＝0.76
q値＝1.47
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.32

A棟

164

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.39
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.31

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.30

教室棟

162

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.52

体育館

161

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.31

A棟

160

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.11
CTU･SD値＝0.33
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CTU･SD値＝0.57

－

－

壁部分
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ値＝1.41
q値＝1.77

－

－

屋根部分
改修工事済

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

B棟
富士見市立
勝瀬中学校

富士見市大字勝瀬字柳合４００－１外

中学校

体育館

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

校舎

166

富士見市立
南畑小学校

富士見市大字上南畑字曽根１２８０外

小学校

体育館

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

167 三郷市立早稲田小学校 校舎

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.35

A棟

165

耐震診断の方法の名称

三郷市三郷三丁目２番地１

小学校

三郷市鷹野一丁目３５番地１

小学校

第一校舎 A棟
169

三郷市立
戸ヶ崎小学校

三郷市戸ヶ崎三丁目７６番地１

小学校

第二校舎 B棟

170 三郷市立彦成小学校 校舎

三郷市彦倉一丁目１３３番地

小学校

管理・普通教室棟
171

三郷市立
高州小学校

三郷市高州二丁目２７５番地

小学校

特別・普通教室棟

三郷市立
172 吹上小学校
北校舎

A棟
三郷市寄巻９２１－１
B棟

小学校

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.33

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.96
CTU･SD値＝0.67

－

－

壁部分
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ値＝1.22
q値＝1.61

－

－

屋根部分
改修工事済

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.76

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.82
CTU･SD値＝1.31

－

－

壁部分
Iso=0.70として診断

Ｉｓ値＝1.34
q値＝2.28

－

－

屋根部分

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

PH階以外
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.47
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.49

168 三郷市立八木郷小学校 校舎Ａ棟

耐震改修等の予定
内容
実施時期

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
（改修後）
に定める「第1次診断法」により想定する地
Ｉｓ/Iso値＝1.38
震動に対して所要の耐震性を確保してい
ることを確認する方法

－

－

PH階
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.30

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CT･SD値＝0.30
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT･SD値＝0.38

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.33
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.36
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT･SD値＝0.32

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.30
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

173 三郷市立桜小学校 校舎

三郷市彦成四丁目５－１６

建築物の主たる用途
小学校

174 三郷市立鷹野小学校 校舎

三郷市鷹野三丁目２１１

小学校

175 三郷市立幸房小学校 校舎

三郷市茂田井８８

小学校

三郷市立
176 立花小学校
校舎

A棟
三郷市彦成四丁目３－１８

小学校

B1棟

177 三郷市立彦糸小学校 校舎

三郷市彦成三丁目１０－２３

小学校

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.35
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.04
CT･SD値＝0.32

－

－

Iso=0.75として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.32

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CT･SD値＝0.30
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CT･SD値＝0.40

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.40
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

備考

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.40

－

－

PH階以外
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第1次診断法」により想定する地 Ｉｓ/Iso値＝1.27
震動に対して所要の耐震性を確保してい
ることを確認する方法

－

－

PH階
Iso=1.00として診断

A2棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.43

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

B棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.42

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.15
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.55

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.17
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.50

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

A1棟
三郷市立
178 前谷小学校
校舎

三郷市戸ヶ崎二丁目６００番地

小学校

179 三郷市立高州東小学校 校舎

三郷市高州二丁目４０９番地

小学校

180 三郷市立彦郷小学校 校舎

三郷市彦成三丁目８－２９

小学校

181 三郷市立丹後小学校 校舎

三郷市早稲田五丁目３番地

小学校

三郷市立
182 南中学校
北校舎

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

A棟
三郷市鷹野三丁目３５６番地
B棟

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.38
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.40

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.87
CT･SD値＝0.46

－

－

Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.15
CT･SD値＝0.36

－

－

Iso=0.75として診断

給食・機械棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝2.11
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.91
に定める「第3次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断

普通教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.33

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

B棟

三郷市泉二丁目１３－１

中学校

C棟
三郷市立
184 栄中学校
校舎

A棟

三郷市栄四丁目３２５番地

中学校

A棟

三郷市立
185 彦成中学校
校舎

三郷市彦成四丁目１－１９

中学校

B棟

186 三郷市立彦糸中学校 校舎

三郷市立彦成三丁目１４－４

187 三郷市立前川中学校 校舎

三郷市栄五丁目１４１番地

中学校

中学校

普通・特別教室棟

189

普通・管理特別教室棟

蓮田市立
蓮田南中学校

三郷市駒形５６

蓮田市大字蓮田１５１９番地

特別支援学校

中学校

特別教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.31
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CT･SD値＝0.36

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.30
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.30
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.27
CT･SD値＝0.35
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.38

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.45
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.03
CT･SD値＝0.38

190 蓮田市立蓮田中央小学校 第一校舎

蓮田市関山３－６－１

小学校

191 蓮田市立黒浜南小学校 校舎棟

蓮田市大字黒浜７２２番地

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.30
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.33
に定める「第2次診断法」

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

普通教室棟
192

備考

－

三郷市立
183 北中学校
北校舎

埼玉県立
三郷特別支援学校

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.31

A棟

188

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

蓮田市立
黒浜西小学校

蓮田市西新宿３－８４
管理棟
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.30
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CTU･SD値＝0.31

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

埼玉県立
蓮田特別支援学校

管理特別教室棟

蓮田市大字黒浜４０８８番地４

特別支援学校

高等部棟

管理・特別教室棟
194

坂戸市立
南小学校

坂戸市千代田四丁目８番１号

小学校

普通教室棟・給食棟

管理・一般教室棟（A棟）
坂戸市立
195
坂戸中学校

坂戸市千代田一丁目３番１号

中学校

特別教室棟（B棟）

196 坂戸市立坂戸小学校 北校舎-2

坂戸市薬師町１６５０番地

小学校

197 坂戸市立住吉中学校 普通教室・特別教室棟 坂戸市大字塚越１１４番地の１

中学校

198 坂戸市立三芳野小学校 校舎

小学校

199 坂戸市立城山中学校 校舎棟

坂戸市大字横沼２１３番地の２

坂戸市大字多和目７８８番地

中学校

北校舎西棟
200

坂戸市立
勝呂小学校

坂戸市大字１８００番地

小学校

北校舎東棟

管理・特別棟

渡り廊下棟
201

坂戸市立
浅羽野小学校

坂戸市大字浅羽８１０番地
南校舎・普通教室棟

北校舎・普通教室棟

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.49

普通教室棟

193

耐震診断の方法の名称

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

－

改修工事済
Iso=0.80として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.18
CT･SD値＝0.95

－

－

Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.24
CT･SD値＝0.72

－

－

Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.47
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.76
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.76

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝0.77
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

備考

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.34
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.41
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.39
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.14
CTU･SD値＝0.61

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.82

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.29
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝0.45

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.30
CT･SD値＝0.45
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU･SD値＝0.37

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
（改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」及び「第3次診断
CTU･SD値＝0.51
法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.12
CTU･SD値＝0.47
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.39

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

特別・普通教室棟
202

坂戸市立
千代田小学校

坂戸市千代田二丁目１７番５号

小学校

管理・普通教室棟
一般教室棟西棟・給食棟・
機械棟
203

坂戸市立
泉小学校

一般教室棟東棟・機械棟 坂戸市泉町三丁目２８番地７

小学校

特別・管理棟

坂戸市立
204
片柳小学校

管理棟、特別教室棟
(東棟)
坂戸市大字片柳５０１番地

小学校

普通教室棟（西棟）

坂戸市立
205
上谷小学校

普通教室・管理・
特別教室棟 A棟
坂戸市東坂戸一丁目１番

小学校

普通教室・管理・
特別教室棟 B棟
南側管理・特別教室棟

206

坂戸市立
若宮中学校

北側普通教室棟

坂戸市大字成願寺３２７番地の２

中学校

昇降口・渡廊下棟

普通教室棟
207

坂戸市立
千代田中学校

坂戸市千代田四丁目３番１号

中学校

管理・特別教室棟

埼玉県立
坂戸ろう学園

中高等部棟

管理特別教室棟

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝0.69
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT･SD値＝0.59
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.78

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.81
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.12
CTU･SD値＝0.85
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.77
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT･SD値＝0.81

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.80
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.13
CTU･SD値＝0.86
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.79

坂戸市鎌倉町１４－１

特別支援学校

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

備考
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.48

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.79

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.79
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.30
CTU･SD値＝0.99

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.59

幼・小学部棟

208

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT･SD値＝0.75
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT･SD値＝0.43

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

管理・特別教室棟
209

幸手市立
上高野小学校

幸手市大字上高野１００９番地

小学校

普通教室棟

普通教室棟（A棟）

210

幸手市立
長倉小学校

普通教室棟（B棟）

幸手市大字下川﨑２４２番地

小学校

普通教室棟（C棟）

教室棟（A・B棟）

211

幸手市立
さかえ小学校

教室棟（C棟）

幸手市栄５３３６

小学校

教室棟（D棟）

212 幸手市立幸手中学校 管理教室棟

幸手市北１丁目１４７８

中学校

普通教室棟

213

幸手市立
西中学校

特別教室棟

幸手市大字下川﨑字谷中３９０－１

中学校

渡り廊下棟

校舎A棟
幸手市立
214
東中学校

幸手市大字平須賀字外郷内前
２９１２－１

中学校

校舎B棟

南校舎
215

鶴ヶ島市立
鶴ヶ島第一小学校

鶴ヶ島市大字脚折１８５５番地
北校舎

小学校

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝0.85

耐震改修等の予定
内容
実施時期

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.04
CT･SD値＝0.54

－

－

Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.19
CT･SD値＝0.34

－

－

Iso=0.75
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT･SD値＝0.30

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.24
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.31

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.31

－

－

1～4階部
改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝2.48
CT･SD値＝1.00

－

－

ペントハウス部

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CT･SD値＝0.86
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU･SD値＝0.39

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.62
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.09
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.41

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.29
CTU･SD値＝0.39
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.20
CTU･SD値＝0.41

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.42
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.32
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CT･SD値＝0.32

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

北校舎棟①
216

鶴ヶ島市立
鶴ヶ島第二小学校

鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘３５８番地１

小学校

北校舎棟②

南棟
鶴ヶ島市立
217
新町小学校

鶴ヶ島市新町四丁目２５番地１

小学校

北棟

南校舎
鶴ヶ島市立
218
杉下小学校

鶴ヶ島市大字五味ケ谷２５１番地

小学校

北校舎

南校舎
219

鶴ヶ島市立
長久保小学校

鶴ヶ島市脚折町四丁目１２番１号

小学校

北校舎

東校舎
鶴ヶ島市立
220
栄小学校

鶴ヶ島市富士見四丁目２６番１号

小学校

西校舎

東校舎
221

鶴ヶ島市立
鶴ヶ島中学校

鶴ヶ島市大字脚折１８６８番地の５

中学校

西校舎

東校舎
222

鶴ヶ島市立
藤中学校

鶴ヶ島市大字藤金２７２番地１

中学校

西校舎

東校舎
223

鶴ヶ島市立
富士見中学校

鶴ヶ島市富士見二丁目３６番１号

中学校

西校舎

中央棟
224

日高市立
高麗小学校

日高市大字梅原５番地１
東棟

小学校

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.51

耐震改修等の予定
内容
実施時期

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CT･SD値＝0.53

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.37
CTU･SD値＝0.42

－

－

Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.22
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.32
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.14
CT･SD値＝0.89

－

－

Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT･SD値＝0.32

－

－

Iso=0.75として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.12
CTU･SD値＝0.37

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.37
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.52
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.45
CTU･SD値＝0.31

－

－

Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.11
CTU･SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.07
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.43

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.11
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.55

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.11
CTU･SD値＝0.38
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.36

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.36
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.71
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT･SD値＝0.30

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.30
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改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断
改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

中央棟
日高市大字南平沢３３５番地

小学校

東棟

北棟

南棟

227

日高市立
高萩小学校

西棟

日高市大字高萩８００番地

小学校

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.28
CTU･SD値＝0.42
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.16
CTU･SD値＝0.41
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.26
CTU･SD値＝0.44

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

東棟

－

－

北棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.77

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

東棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.25
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.94

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

東棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.42

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

日高市大字中鹿山５２３番地３

日高市大字旭ヶ丘８００番地

小学校

小学校

西棟

北棟

230

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
梁間方向は第3次
診断法

日高市立
高根小学校

日高市立
武蔵台小学校

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU･SD値＝0.40
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU･SD値＝0.51

－

備考

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
（改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」及び「第3次診断
CTU･SD値＝0.44
法」

日高市立
228
高萩北小学校

229

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.32
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.39

東北棟

226

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.09
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.55

西棟

日高市立
225
高麗川小学校

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.41
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.40

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.77

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

南棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.18
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.51

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

南棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.17
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.41

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

中央棟

日高市立
高麗中学校

日高市武蔵台５丁目１番１号

日高市大字梅原３５０番地
北棟

小学校

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.12
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.37
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－

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

北棟
231

日高市立
高麗川中学校

日高市大字原宿４９番地

中学校

南棟

南棟

232

日高市立
高萩中学校

中央棟

日高市大字高萩７９２番地１

中学校

北棟

A棟
233

吉川市立
栄小学校

吉川市大字吉川６１５－１

小学校

B棟

234 吉川市立中央中学校

吉川市大字吉川２３４－１

中学校

235 ふじみ野市立上野台小学校

ふじみ野市福岡一丁目２番１号

小学校

236 ふじみ野市立西小学校

ふじみ野市西二丁目１０番２５号

小学校

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.43
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.49

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.40
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.55
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT･SD値＝0.34
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.33
CT･SD値＝0.33

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.37
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.03
CT･SD値＝0.32
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.10
CTU･SD値＝0.47

237 ふじみ野市立西原小学校

ふじみ野市大井武蔵野１３２２－４

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.15
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.31

238 ふじみ野市立さぎの森小学校

ふじみ野市駒林２８

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.35

239 ふじみ野市立花の木中学校

ふじみ野市中福岡２１３－１

中学校

西校舎

240

白岡市立
菁莪中学校

東校舎

白岡市下野田９２７番地

中学校

渡り廊下

241 白岡市立西小学校 本校舎

白岡市西６丁目３番１

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.36
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CT･SD値＝0.33

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.68
（改修後）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ値＝1.40
骨造建築物の耐震診断指針」
q値＝2.22
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.40
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耐震改修等の予定
内容
実施時期
－

－

備考
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

南校舎(東）
白岡市立
南小学校

白岡市小久喜５２４番地１

小学校

北校舎

東棟
伊奈町立
伊奈中学校

西棟

北足立郡伊奈町小室５１６６番地

中学校

管理棟

244 伊奈町立小室小学校

北足立郡伊奈町小室７９８１番地

小学校

245 伊奈町立小針小学校

北足立郡伊奈町寿２丁目８０番地１

小学校

A棟
246

伊奈町立
南小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT･SD値＝0.31
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CT･SD値＝0.41

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.25
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.63

渡り廊下棟

243

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.09
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.40

南校舎（西）

242

耐震診断の方法の名称

北足立郡伊奈町栄４丁目１番地

小学校

B棟

247 三芳町立三芳中学校

入間郡三芳町大字北永井３５０番地

中学校

248 三芳町立三芳小学校

入間郡三芳町大字北永井３４３番地

小学校

249 三芳町立唐沢小学校

入間郡三芳町大字藤久保４１０番地２

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.40
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.39
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.12
CTU･SD値＝0.43

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.34
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT･SD値＝0.32
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.55

耐震改修等の予定
内容
実施時期

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断
改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断
改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.37

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第3次診断法」
CTU･SD値＝0.33

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.17
CTU･SD値＝0.41
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.31

【学校】
平成29年 3月27日
No.

250

建築物の名称

三芳町立
藤久保小学校

建築物の位置

建築物の主たる用途

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

２号館

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.38

渡り廊下

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第3次診断法」
CTU･SD値＝0.37
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.42
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.41

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
長辺方向は第2次
診断法

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.13
CTU･SD値＝0.38

－

－

Iso=0.75として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.39

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.43

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.36
CTU･SD値＝0.45

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.83

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.78

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.80
CTU･SD値＝0.68

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

北東棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.25
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.43
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

南校舎

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.13
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.87
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.44

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU･SD値＝0.83

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

入間郡三芳町大字藤久保２２４番地２

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

南校舎

北校舎

入間郡毛呂山町岩井西４丁目２番地１

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

渡り廊下

南棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第1次診断法」により想定する地 Ｉｓ/Iso値＝1.60
震動に対して所要の耐震性を確保してい
ることを確認する方法

東側・特別教室棟

252

毛呂山町立
光山小学校

入間郡毛呂山町大字市場４７５番

小学校

北棟

南東棟

253

毛呂山町立
泉野小学校

備考

－

３号館東

毛呂山町立
毛呂山小学校

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

1号館

３号館西

251

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

南東校舎

北校舎

入間郡毛呂山町大字岩井３５３番

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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－

－

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

254 毛呂山町立毛呂山中学校

入間郡毛呂山町岩井西４丁目１２番地１

建築物の主たる用途
中学校

北校舎

255

毛呂山町立
川角中学校

南校舎

入間郡毛呂山町大字川角２６７番地

中学校

東棟
越生町立
越生小学校

西棟

入間郡越生町大字黒岩２５１番地

小学校

屋内運動場

A棟
257

滑川町立
宮前小学校

比企郡滑川町大字羽尾４８５７－１

小学校

B棟

258 小川町立八和田小学校 校舎棟

259

小川町立
小川小学校

比企郡小川町大字上横田５２７番地

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済

－

－

改修工事済
Iso=0.77として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.58

－

－

改修工事済
Iso=0.77として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.34
CT･SD値＝0.34

－

－

Iso=0.70として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.04
CTU･SD値＝0.34
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.29
CTU･SD値＝0.44

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.11
CT･SD値＝0.78
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CT･SD値＝0.35
（改修後）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ値＝0.71
骨造建築物の耐震診断指針」
q値＝1.29
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.78
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.35

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

普通教室棟②

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.75

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
(2階のみIso=0.75）

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
(2階のみIso=0.75）

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済

管理棟

比企郡小川町大字小川３７７番地

小学校

普通教室棟

管理棟

渡り廊下

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.78
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.24
CTU･SD値＝0.47

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.06
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.52

渡り廊下B

小川町立
東中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.37

備考

普通教室棟①

渡り廊下A

260

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.47

昇降口棟

256

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

比企郡小川町大字小川１７６７番地１

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.05
CTU･SD値＝0.37
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.61

（改修後）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ値＝0.86
骨造建築物の耐震診断指針」
q値＝1.92
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

普通教室棟
261

川島町立
中山小学校

比企郡川島町大字中山１３３３番地

小学校

特別教室・体育館棟

262 吉見町立東第一小学校

比企郡吉見町東野５丁目２０－１

小学校

263 吉見町立南小学校

比企郡吉見町大字久保田９４２－２

小学校

264 吉見町立西小学校

比企郡吉見町大字和名５０

小学校

13棟
265

鳩山町立
鳩山中学校

比企郡鳩山町大字熊井２０２４－１

中学校

17棟

A棟
266

鳩山町立
鳩山小学校

比企郡鳩山町鳩ヶ丘一丁目１６番１号

小学校

B棟

校舎西棟

校舎東棟
長瀞町立
267
長瀞第一小学校

秩父郡長瀞町大字本野上６００－１

小学校

屋内運動場

校舎
長瀞町立
268
長瀞中学校

秩父郡長瀞町大字本野上１０３５－１

中学校

屋内運動場

管理棟
269

小鹿野町立
小鹿野中学校

秩父郡小鹿野町小鹿野１４６
校舎棟

中学校

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.08
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.36

耐震改修等の予定
内容
実施時期

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.77として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.10
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.78
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.19
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.37
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
屋根部分

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.61
CTU･SD値＝0.43

－

－

Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.18
CTU･SD値＝0.35

－

－

Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CT･SD値＝0.42
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CT･SD値＝0.30

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.39
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CT･SD値＝0.31
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.12
CTU･SD値＝0.43
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.09
CTU･SD値＝0.42

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.74
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.48
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.08
CTU･SD値＝0.76

（改修後）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ値＝0.89
骨造建築物の耐震診断指針」
q値＝1.34
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.11
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.36
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.25
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.90
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
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【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

管理棟
270

Iso=0.70として診断

(改修済）
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CTU･SD値＝0.59

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.30
CT･SD値＝0.45

－

－

Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修前）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝0.86
に定める「第2次診断法」
CT･SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.25
CT･SD値＝0.31

－

－

Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.43

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.86

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.26
CTU･SD値＝0.95

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU･SD値＝0.77

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

西校舎

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.02
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.78
に定める「第2次診断法」

－

－

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

南校舎棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.66

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.50として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

小鹿野町立
小鹿野小学校

秩父郡小鹿野町小鹿野２６７８

美里町立
271
東児玉小学校

小学校

児玉郡美里町大字阿那志３３番地

小学校

教室棟

272 神川町立丹荘小学校 校舎

児玉郡神川町大字関口１１０番地

小学校

273 上里町立賀美小学校

児玉郡上里町大字金久保８６２

小学校

274 上里町立長幡小学校 管理・教室棟

児玉郡上里町大字藤木戸１４５

小学校

校舎棟A棟
上里町立
275
七本木小学校

児玉郡上里町大字七本木４５５

小学校

校舎棟B棟

東校舎
上里町立
上里東小学校

上里町立
神保原小学校

児玉郡上里町大字七本木１５７３

中校舎棟

児玉郡上里町大字神保原町８１４

小学校

小学校

北校舎棟

管理普通特別教室棟1
278

寄居町立
寄居小学校

大里郡寄居町大字寄居２０６

小学校

管理普通特別教室棟2

11棟
279

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.68
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝1.19
に定める「第2次診断法」

備考

－

管理教室棟

277

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

－

教室棟

276

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

宮代町立
須賀中学校

南埼玉郡宮代町須賀１４２６番地１
19棟

中学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.00
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.76
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.06
CTU･SD値＝0.63
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.77

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.66
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.68
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.07
CT･SD値＝0.34

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.35
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改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.50として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.50として診断

【学校】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

2棟
280

宮代町立
百間小学校

南埼玉郡宮代町西原２６１番地

小学校

10棟

281 杉戸町立杉戸小学校 教室棟

北葛飾郡杉戸町内田２－９－２８

小学校

282 杉戸町立杉戸第三小学校 管理教室棟

北葛飾郡杉戸町大字堤根２７７７

小学校

283 杉戸町立杉戸中学校 管理教室棟

北葛飾郡杉戸町内田１－５－３５

中学校

A棟

284

松伏町立
松伏小学校

B棟

北葛飾郡松伏町ゆめみ野東一丁目１番２

小学校

北葛飾郡松伏町大字大川戸築回３８５４番

小学校

普通教室A棟
286

287

松伏町立
松伏第二小学校

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.36
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.25
CT･SD値＝0.35
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.56

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.38
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU･SD値＝0.38
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.13
CTU･SD値＝0.42
（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.16
CTU･SD値＝0.48

北葛飾郡松伏町田中一丁目４番地６

小学校

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT･SD値＝0.43

－

－

Iso=0.72として診断

Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU･SD値＝0.72

－

－

Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.37

特別教室棟

285 松伏町立金杉小学校校舎

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

特別教室C棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.04
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.45

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断
U=1.16として診断

教室棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.21
に定める「第3次診断法」
CT･SD値＝0.46

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

松伏町立
松伏中学校

北葛飾郡松伏町大字大川戸１１３６番
特別教室棟

中学校
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【体育館】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

Ａ棟
1

羽生市体育館

羽生市東９丁目１番地１

体育館

Ｂ棟

アリーナ棟
2

鴻巣市総合体育館

鴻巣市鴻巣８６４番地１

体育館

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.50
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CTU・SD値＝0.48
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.21
CTU・SD値＝0.75

耐震改修等の予定
内容
実施時期
－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

－

管理棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.17
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.34

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

G棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.33

－

－

改修工事済
Iso=0.70として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.05
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.42
C棟
3

戸田市
スポーツセンター

戸田市新曽１２８６番地

体育館

Ａ棟（アリーナ部分）

5

入間市市民体育館

志木市民体育館

Ａ棟（管理等部分）

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
(改修後)
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断
Ｉｓ/Iso値＝1.00
基準」に定める「第3次診断法」（鉄骨が充
CT・SD値＝0.51
腹材の場合）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝3.11
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT・SD値＝0.71
に定める「第3次診断法」
（改修後）
「屋内運動場等の耐震性能診断基準」
Ｉｓ値＝0.75
q値＝1.48

P棟

4

備考

「屋内運動場等の耐震性能診断基準」

入間市豊岡四丁目２番１号

体育館

鉄筋コンクリート造
部分
改修工事済
Iso=0.70として診断

－

－

－

－

鉄筋コンクリート
造部分
Iso=0.70として診断

－

－

鉄骨造部分
改修工事済

耐震改修工事

平成29年9月着工
平成30年6月完了

鉄骨鉄筋コンク
リート造部分
改修工事済
Iso=0.70として診断

Ｉｓ値＝0.25
q値＝0.65

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.68
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.50
に定める「第2次診断法」

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

B棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.81
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.72
に定める「第2次診断法」

市民体育館

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝0.56
基準」に定める「第3次診断法」（鉄骨が非 CT･SD値＝0.14
充腹材の場合）

未定

未定

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝0.25
基準」に定める「第3次診断法」（鉄骨が非 CT･SD値＝0.16
充腹材の場合）

未定

未定

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.36
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT･SD値＝0.27
に定める「第3次診断法」

未定

未定

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

勤労者体育センター

人工地盤

志木市館２丁目３８８番地１

体育館
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【病院、診療所】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

本館
1

蕨市立病院

蕨市北町二丁目３６８９番地

病院

サービス棟

2

明海大学坂戸キャンパス附属病院棟

坂戸市けやき台１０３９番地３、
９９２番地５

病院

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.25
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT・SD値＝0.24
に定める「第3次診断法」

未定

未定

Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.36
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CT・SD値＝0.28
に定める「第3次診断法」

未定

未定

Iso=0.75として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝0.36
に定める「第2次診断法」及び「第3次診断 CTU・SD値＝0.22
法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝0.45
基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次 CTU・SD値＝0.18
診断法」（鉄骨が充腹材の場合）

地下部分
未定

未定
1階～搭屋部分

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.20
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.74
に定める「第2次診断法」

3

埼玉医科大学病院 本館

入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

病院

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝1.00
基準」に定める「第2次診断法」（鉄骨が充 CTU・SD値＝0.31
腹材の場合）

地下部分

耐震改修工事

平成29年8月着工
平成29年12月完了

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝0.63
基準」に定める「第2次診断法」（鉄骨が非 CTU・SD値＝0.31
充腹材の場合）
4

埼玉医科大学病院 第二ビル

入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

病院

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.03
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.64
に定める「第2次診断法」

6

埼玉医科大学病院 西館

入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

埼玉医科大学病院 南館

入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

病院

病院

中央病棟
7

埼玉医科大学病院
第一ビル

入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

病院

増築棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝1.15
基準」に定める「第2次診断法」（鉄骨が充 CTU・SD値＝0.71
腹材の場合）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.35
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断
CTU・SD値＝0.35
基準」に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.68
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.44
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.43
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.28
に定める「第2次診断法」

8

丸木記念福祉メディカルセンター

入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

病院

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝0.70
基準」に定める「第2次診断法」（鉄骨が充 CTU・SD値＝0.20
腹材の場合）

9

小川赤十字病院 本館

比企郡小川町大字小川１５２５番地

病院

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.61
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.37
に定める「第2次診断法」
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1～9階部分

10階～搭屋部分

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.00
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.49
に定める「第2次診断法」
5

備考

地下1階～搭屋部
分
－

－
地下2階部分

－

－

除却

平成31年3月着工
平成31年12月完了

耐震改修工事

平成29年7月着工
平成29年9月完了

未定

未定

【集会場、公会堂】
平成29年 3月27日
No.
1

2

3

建築物の名称
本庄市民文化会館

深谷市民文化会館
深谷コミュニティセ
ンター・保健セン
ター

建築物の位置
本庄市北堀字薬師堂１４２２－３外

建築物の主たる用途
集会場

市民文化会館
深谷市本住町１７－１

集会場、公民館

コミュニティセンター・
保健センター

蕨市民会館・中央公民館

蕨市中央４－４３３２

集会場

耐震診断の方法の名称

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.01
に定める「第3次診断法」
CT・SD値＝0.76

蕨市北町コミュニティセンター

蕨市北町一丁目３２８１－２

公民館

5

戸田市文化会館

戸田市上戸田四丁目８番１号

集会場、公会堂

6

入間市市民会館

入間市豊岡三丁目１０番１０号

集会場、公会堂

7

朝霞市市民会館（会議棟、ホール棟）

朝霞市本町１丁目１１５７－１

集会場、公会堂

8

坂戸市文化会館

坂戸市元町１７番１

公会堂

備考

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT・SD値＝0.77

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝0.80
CTU・SD値＝0.76

耐震改修工事

平成29年度着工

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.56
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.42
に定める「第2次診断法」

耐震改修工事

平成29年7月着工
平成29年度末完了

附属用途：公民館
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」
4

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

耐震改修等の予定
内容
実施時期

鉄骨造部分
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

改修工事中
耐震改修工事

平成29年6月完了

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.14
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.87

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.32
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.12
に定める「第2次診断法」

未定

未定

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝0.33
CTU・SD値＝0.33

耐震改修工事

平成29年7月着工
平成29年度末完了

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.00
CT･SD値＝0.47

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 改修工事中
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
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鉄筋コンクリート造
部分
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置
店舗

1

本庄バナーズビル

本庄市本庄二丁目２８７５－１
車路（スロープ）

2

丸広百貨店 東松山店

東松山市材木町４１０７－８ 他８筆

建築物の主たる用途

耐震診断の方法の名称

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
その他の物品販売 に定める「第2次診断法」
店舗
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
百貨店
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

耐震改修等の予定
内容
実施時期

Ｉｓ/Iso値＝0.71
CTU・SD値＝0.45

未定

未定

Ｉｓ/Iso値＝0.83
CTU・SD値＝0.47

未定

未定

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.66
（改修後）
Ｉｓ値＝0.68
q値＝2.73

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.59
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.28
に定める「第2次診断法」

3

蕨埼栄第一ビル

蕨市塚越１丁目２－１、－８

4

永芳ビル

戸田市下戸田１丁目１８番地４ 外４筆

5

源ビル

朝霞市本町１丁目１２番１０号

6

NSプラザ和光ビル

和光市本町４１７５番１、３、４

店舗
7

イオン北本店

北本市中央４丁目６３番地１他２筆
車路（スロープ）

8

ワオシティ三郷

三郷市三郷１－３－１ 他１７筆

9

蓮田ショッピングセンター

蓮田市東５丁目３８８５－７

10 坂戸ビル

坂戸市薬師町２８番地１号他７筆

店舗棟

11 ダイエー・三芳店

車路棟

階段棟

入間郡三芳町大字藤久保字俣埜３０５－１

その他の物品販売
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
店舗
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝0.73
基準」に定める「第2次診断法」（鉄骨が充 CTU・SD値＝0.45
腹材の場合）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
その他の物品販売
Ｉｓ/Iso値＝0.73
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
店舗
CTU・SD値＝0.46
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
その他の物品販売
Ｉｓ/Iso値＝0.45
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
店舗
CTU・SD値＝0.27
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
その他の物品販売
Ｉｓ/Iso値＝1.01
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
店舗
CTU・SD値＝0.63
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.90
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.56
その他の物品販売 に定める「第2次診断法」
店舗
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝4.10
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝2.54
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
その他の物品販売
Ｉｓ/Iso値＝0.85
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
店舗
CTU・SD値＝0.52
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
その他の物品販売
Ｉｓ/Iso値＝1.05
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
店舗
CTU・SD値＝0.36
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
その他の物品販売
Ｉｓ/Iso値＝0.75
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
店舗
CTU・SD値＝0.47
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.45
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.30
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
その他の物品販売
Ｉｓ/Iso値＝4.21
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
店舗
CTU・SD値＝0.85
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.15
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.07
に定める「第2次診断法」
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備考

改修工事済

地下、搭屋部分
設計完了後
工事着手予定
耐震改修設計

平成29年5月完了

未定

未定

未定

未定

－

－

未定

未定

－

－

除却

平成32年着手

－

－

未定

未定

建て替え工事

平成29年10月着工
平成31年3月完了

1～5階部分
設計完了後
工事着手予定

【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

12 太平ショッピングモール

建築物の位置
北葛飾郡杉戸町杉戸２丁目９－２０

建築物の主たる用途

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
その他の物品販売
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
店舗
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.63
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耐震改修等の予定
内容
実施時期
－

－

備考
改修工事済

【幼稚園、保育所】
平成29年 3月27日
No.
1

建築物の名称
若葉台幼稚園

建築物の位置
鶴ヶ島市富士見二丁目９番地

建築物の主たる用途
幼稚園

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝1.04
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU・SD値＝0.65
に定める「第2次診断法」
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耐震改修等の予定
内容
実施時期
－

－

備考

【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

1

行田市庁舎

2

飯能市本庁舎

飯能市大字双柳１番地の１

庁舎

3

東松山市役所 市庁舎

東松山市松葉町１－１－５８

庁舎

4

羽生市役所 市庁舎

羽生市東６丁目１５番地

庁舎

5

鴻巣市本庁舎

行田市本丸２番５号

鴻巣市中央１－１

庁舎

庁舎

本庁舎

6

深谷市役所

北別館（事務所棟）

深谷市仲町１１－１

庁舎

北別館（車庫棟）

7

8

戸田市庁舎

戸田市上戸田１－１８－１

入間市役所本庁舎 Ａ・Ｂ棟

入間市豊岡一丁目１６番１号

朝霞市庁舎

朝霞市本町１丁目１８９０－１、１９０７－１２

議会棟

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.79
(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CTU・SD値＝0.78

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第3次診断法」
CTU・SD値＝0.40

庁舎

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

－

－

－

－

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(改修後)
Ｉｓ/Iso値＝1.01
CTU・SD値＝0.56

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断

Ｉｓ/Iso値＝0.28
CTU・SD値＝0.21

建て替え工事

平成30年度着工
平成32年度完了

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」

Ｉｓ値＝0.12
q値＝0.33

除却

本庁舎建て替え完了後

(一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」

Ｉｓ値＝0.08
q値＝0.21

除却

本庁舎建て替え完了後

－

－

未定

未定

耐震改修工事

平成27年11月着工
平成29年9月完了

庁舎

庁舎

－

備考

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 Ｉｓ/Iso値＝0.33
基準」に定める「第2次診断法」（鉄骨が充 CTU・SD値＝0.22
腹材の場合）

庁舎棟
志木市中宗岡一丁目７３４０番地１

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 (改修後)
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.02
に定める「第2次診断法」
CTU・SD値＝0.48

庁舎

議会棟

10 志木市役所

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

建築物の構造耐力上主要な部分が昭和
56年6月1日以降におけるある時点の建築
基準法（昭和25年法律第201号）並びにこ
（改修後）
れに基づく命令及び条例の規定（構造耐
確認できる
力に係る部分（構造計算にあっては、地震
に係る部分に限る。）に限る。）に適合する
ものであることを確認する方法

事務棟
9

耐震診断の方法の名称

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 改修工事中
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断
基準」に定める「第3次診断法」（鉄骨が非
充腹材の場合）
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第3次診断法」
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改修工事済

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

改修工事中
3～5階部分
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝0.21
CT･SD値＝0.18
Ｉｓ/Iso値＝0.29
CT･SD値＝0.19
Ｉｓ/Iso値＝0.16
CT･SD値＝0.09

建て替え工事

平成31年度着工
平成34年度完了

1・2階部分
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

建築物の主たる用途

庁舎棟
11 八潮市役所本庁舎

八潮市中央一丁目２番地１

庁舎

議会棟

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.45
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.41
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
に定める「第2次診断法」

耐震改修等の予定
内容
実施時期

備考

未定

未定

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

Ｉｓ/Iso値＝0.29
CTU･SD値＝0.19

未定

未定

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

（改修後）
Ｉｓ/Iso値＝1.02
CT･SD値＝0.54

－

－

改修工事済
Iso=0.90として診断
U=1.50として診断

12 坂戸市役所庁舎

坂戸市千代田一丁目３５－２

庁舎

13 ふじみ野市役所本庁舎

ふじみ野市福岡一丁目１５００番５７他

庁舎

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 （改修後）
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 Ｉｓ/Iso値＝1.03
に定める「第2次診断法」
CTU･SD値＝0.56

－

－

改修工事済
Iso=0.75として診断
U=1.25として診断

14 伊奈町役場北庁舎

北足立郡伊奈町大字小室字新田
９４９３番地

庁舎

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
Ｉｓ/Iso値＝0.53
筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
CTU･SD値＝0.30
に定める「第2次診断法」

未定

未定

Iso=0.75として診断
U=1.25として診断
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【危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物】
平成29年 3月27日
No.

建築物の名称

建築物の位置

1

日本精工株式会社埼玉工場 M1 棟

羽生市大沼１丁目１

2

日本精工株式会社埼玉工場 M2 棟

羽生市大沼１丁目１

既存棟
3

ロックペイント株式
会社 東京工場

八潮市大字新町２８番地
増築棟

建築物の主たる用途
危険物の貯蔵場又
は処理場の用途に
供する建築物
危険物の貯蔵場又
は処理場の用途に
供する建築物

耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の地震
に対する安全性の評価の結果

耐震改修等の予定
内容
実施時期

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄 Ｉｓ値＝0.26
骨造建築物の耐震診断指針」
q値＝1.05

耐震改修工事

平成29年10月着工
平成31年3月完了

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
改修工事中
骨造建築物の耐震診断指針」

耐震改修工事

平成31年3月完了

Ｉｓ値＝0.08
q値＝0.34

耐震改修工事

平成32年4月着工
平成35年12月完了

Ｉｓ値＝0.63
q値＝2.12

－

－

（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
危険物の貯蔵場又 骨造建築物の耐震診断指針」
は処理場の用途に
供する建築物
（一財）日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」
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備考

