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各棟の状況各棟の状況各棟の状況各棟の状況

S00709

S00710

S00711

S00712

S00713
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S00717

S00718

S00719

S00720

S00721

S00722

S00723

S00724 久保中学校 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 43.40㎡ 平成 8年 7月 1日 1,236,000円 不要 不要

鉄骨（３ｍｍ以下）・

久保中学校 校舎 校舎
鉄筋コンクリート・
地上4階・地下0階 1,702.99㎡ 平成 2年 3月20日 213,882,000円 不要 不要

久保中学校 柔剣道場 武道館
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 350.40㎡ 平成 3年 3月20日 54,827,000円 不要 不要

久保中学校 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 36.20㎡ 昭和58年 1月 1日 不明 不要 不要

久保中学校 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 66.12㎡ 昭和58年 1月 1日 不明 不要 不要

久保中学校 灯油庫 油庫
コンクリート・ブロッ
ク造・地上1階・地
下0階

1.95㎡ 昭和61年10月 8日 260,000円 不要 不要

久保中学校 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 110.25㎡ 昭和49年 2月 1日 不明 不要 不要

久保中学校 渡り廊下 廊下
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 10.00㎡ 昭和61年 2月28日 100,000円 不要 不要

久保中学校 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 40.00㎡ 昭和61年 2月28日 500,000円 不要 不要

久保中学校 体育庫 体育器具庫
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 52.00㎡ 昭和55年 3月 1日 不明 不要 不要

久保中学校 校舎 校舎
鉄筋コンクリート・
地上3階・地下0階 863.22㎡ 昭和61年 2月28日 147,034,000円 不要 不要

久保中学校 体育館 体育館
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上2階・地下0階 1,670.48㎡ 昭和55年 3月 1日 不明 実施済 改修済

久保中学校 クラブ庫 クラブハウス
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 53.00㎡ 昭和54年 3月 1日 不明 不要 不要

久保中学校 校舎 校舎
鉄筋コンクリート・
地上3階・地下0階 1,104.45㎡ 昭和49年 2月12日 61,300,000円 実施済 改修済

久保中学校 渡り廊下 廊下
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 87.60㎡ 昭和55年 3月 1日 不明 不要 不要

施施施施
設設設設

番番番番
号号号号

施施施施
設設設設

区区区区
分分分分

建物名称建物名称建物名称建物名称 用途用途用途用途 構造構造構造構造 床面積床面積床面積床面積 建築年月日建築年月日建築年月日建築年月日 取得費取得費取得費取得費
（単位・円）（単位・円）（単位・円）（単位・円）

耐震耐震耐震耐震

診断診断診断診断 補強補強補強補強

久保中学校 機械室 機械室
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 146.00㎡ 昭和43年 8月 1日 不明 不要 不要

S00725

S00726

S02153

S02154

S02155

S02156

S02157

・地上階・地下階

・地上階・地下階
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・地上階・地下階

・地上階・地下階

久保中学校 自転車置場Ｄ（対面） 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 60.48㎡ 平成21年 4月 1日 2,000,000円 不要 不要

久保中学校 自転車置場Ｅ（片側） 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 30.24㎡ 平成21年 4月 1日 1,000,000円 不要 不要

久保中学校 昇降機棟（新館） 校舎
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上3階・地下0階 36.87㎡ 平成21年 9月 1日 18,200,000円 不要 不要

久保中学校 配膳室棟 校舎
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 55.32㎡ 平成21年 9月 1日 15,500,000円 不要 不要

久保中学校 自転車置場Ｃ 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 15.12㎡ 平成15年 7月 1日 740,250円 不要 不要

久保中学校 昇降機棟（本館） 校舎
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上3階・地下0階 98.07㎡ 平成21年 9月 1日 26,500,000円 不要 不要

久保中学校 自転車置場Ｂ 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 15.12㎡ 平成15年 7月 1日 740,250円 不要 不要


