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 １ 平成 27年度末の耐震化の取組状況について 

都は、平成 20年 3月に東京都が所有する防災上重要な公共建築物について、耐震

化率 100％を目標とする整備プログラムを策定し、平成 27年度末を目途に事業を進

めてきました。その結果、平成 27年度末の耐震化率は 99.4％※1となりました。 

 

※1 「東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震性に係るリスト」（平成 28年 7月）を参照 

 

 

 ２ 耐震化が完了した建築物 

平成 27年度に耐震化が完了した建築物は 47棟となっており、表１のとおりです。 

 

 

 ３ 耐震化が未完了の建築物 

平成 27 年度末に耐震化が未完了の建築物は 29 棟となっており、表２のとおりで

す。 

耐震化が未完了の建築物については、今後も適切に進行管理を行い、事業を着実

に進めていきます。あわせて、耐震化の進捗状況について、公表していきます。 
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表 1 平成 27年度に耐震化※2が完了した建築物 47棟 

局名 施設名 棟数（１棟は記載省略） 局名 施設名 棟数（１棟は記載省略）

総務局 職員青山住宅 港南庁舎

墨田都税事務所 柴崎浄水所

中央都税事務所 青柳住宅 3

府中療育センター 富坂警察署　後楽寮

東村山老人ホーム 2 代々木警察署別館

心身障害者福祉センター 碑文谷警察署　富士見寮

精神保健福祉センター 巣鴨寮

府中療育センター 向島警察署　向島寮

健康安全研究センター多摩支所 四谷警察署庁舎

旧理容学校 中野警察署庁舎

多摩立川保健所 志村警察署　志誠寮

産業労働局 産業労働局神田庁舎 沼袋寮

横網町公園 2 練馬住宅 4

恩賜上野動物園 3 芝消防署・芝単身待機宿舎

井の頭自然文化園 2 武蔵野消防署吉祥寺出張所

多摩動物公園 3 調布消防署国領出張所

日比谷公園 小平消防署長指定待機宿舎

東村山消防署若葉単身待機宿舎

水道局

東京消防庁

主税局

建設局

福祉保健局
警視庁

 

 
※2 耐震補強や建替え等（用途廃止を含む） 
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局名 施設名 棟名 対応方針
平成28年度末
の状況（予定）

耐震化
完了見込 現在※3及び今後の取り組みについて

総務局 小笠原支庁清瀬職員公舎（３号棟） 移転建替 用途廃止 H28
　現地作業者の確保、調達資材確定等、具体的方法を検討中。
　平成29年3月に退去完了予定。

清瀬喜望園 共用棟

　　　〃 居室棟Ａ

　　　〃 居室棟Ｂ

大田通勤寮・大田福祉工場宿舎 用途廃止 設計中 H29 　現在移転先施設設計中。移転先施設の建設をもって用途廃止予定。

石神井学園 児童棟（北棟）

　　　〃 児童棟（中棟）

　　　〃 児童棟（南棟） 現地建替 建替完了 H28 　現在工事中。

病院経営本部 駒込病院 駒込女子寮 用途廃止 入居者移転中 H30 　借上げに方針決定。平成28年度から順次借上げ、移転完了後、用途廃止。

築地市場 青果部別館事務所

　　　〃 青果部第３卸売業者売場(第２別館)

　　　〃 水産物部第２本館（第２卸売場）

　　　〃 水産物部新館卸売業者売場

　　　〃 水産物部仲卸業者売場（旧店舗）

交通局 小滝橋自動車営業所　杉並支所 旧杉並第一寮 移転建替 用途廃止 H28 　現在工事施工中。移転完了後、用途廃止。

１０号地内貿1号上屋

１０号地内貿３号上屋

金町浄水場 第五配水ポンプ所 移転建替 工事中(移転先) H30 　現在新ポンプ所築造工事中。

南野給水所 ポンプ室 移転建替 工事中(移転先) H29 　平成28年10月工事契約予定。

深大寺浄水所 上屋 移転建替 用途廃止 H28 　現在既存施設撤去工事中。

上連雀浄水所 事務所 耐震補強 耐震補強完了 H28 　平成28年6月工事契約予定。

下水道局 流域下水道本部庁舎 移転建替 設計中 H32 　移転建替予定。平成32年度工事完了予定。

麻布警察署庁舎（含む新若葉寮） 本館 移転建替 工事中(移転先) H30 　現在基礎工事中。平成30年11月完成予定。

志村警察署庁舎 移転建替 設計中 H32 　現在建替工事設計中。平成29年8月工事着工予定。

丸の内警察署 現地建替 設計中 H29 　現在建替工事設計中。平成29年3月仮設庁舎完成。

八王子警察署庁舎 移転建替 工事中(移転先) H29 　現在躯体工事中。

第三方面交通機動隊本隊 現地建替 建替完了 H28 　現在基礎工事中。

代々木警察署　靖心寮 移転建替 用途廃止 H28 　仮移転完了。現在建物解体準備中。

五日市警察署　佳月寮 現地建替 建替完了 H28 　現在躯体工事中。

福祉保健局

用途廃止 用途廃止 H28 　平成27年12月仮設施設着工。仮設施設の建設をもって用途廃止予定。

現地建替 設計終了 H29 　設計終了。南棟機能移転後、平成28年7月工事契約予定。

H28 　現在仕上工事中。豊洲市場の開場日が平成28年11月に決定。

港湾局 現地建替 建替完了 H28 　現在躯体工事中。

水道局

警視庁

中央卸売市場 移転建替 用途廃止

表２ 平成 27年度に耐震化が未完了の建築物 29棟 

 

※3 平成 27年度末時点 
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 ４ 問い合わせ先 

 施設を所管する各局の問い合わせ窓口は、次の表のとおりです。 

各局問い合わせ窓口 

局  名 部 署 名 連 絡 先 

総務局 総務部企画計理課用度担当 03-5388-2316 

財務局 建築保全部技術管理課建築技術担当 03-5388-2811 

主税局 総務部経理課施設担当 03-5388-2943 

福祉保健局 総務部契約管財課財産管理担当 03-5320-4187 

病院経営本部 経営企画部総務課施設計画担当 03-5320-5829 

産業労働局 総務部総務課施設担当 03-5320-4633 

中央卸売市場 事業部施設課保全担当 03-5320-5775 

建設局 総務部用度課財産管理担当 03-5320-5244 

港湾局 港湾整備部技術管理課建築指導担当 03-5320-5616 

交通局 建設工務部建築課計画調整担当 03-5320-6153 

水道局 総務部施設計画課施設計画担当 03-5320-6343 

下水道局 施設管理部施設保全課調整担当 03-5320-6631 

警視庁 総務部施設課計画係 03-3581-4321 

東京消防庁 総務部施設課計画係 03-3212-2111 

 


