
資料 1-7　計画上位置づけている施設の建築年度一覧

地上 地下

1 第一小学校 元横山町2-14-3 鉄筋 4 昭和41.3 平成12・13 平成10

3 第三小学校 寺町29-15 鉄筋 5 平成22.8 改築

鉄筋 3 昭和44.1 平成22・23 平成19

鉄筋 2 昭和58.3

5 第五小学校 千人町3-7-7 鉄筋 3 昭和40.3 平成22 平成20

6 第七小学校 台町4-2-1 鉄筋 4 平成17.2 改築

7 第八小学校 石川町2065 鉄筋 3 昭和41.3 平成23 平成21

8 第九小学校 中野上町2-14-1 鉄筋 3 昭和41.3 平成24 平成21

9 第十小学校 大和田町7-5-1 鉄筋 3 昭和45.3 平成23 平成20

10 中野北小学校 中野山王3-1-1 鉄筋 3 昭和42.8 平成24 平成19

11 清水小学校 中野山王3-25-1 鉄筋 4 昭和50.3 平成10 平成9

12 大和田小学校 大和田町4-19-1 鉄筋 4 昭和47.3 平成9・10 平成8

13 小宮小学校 小宮町1128-3 鉄筋 4 昭和50.3 平成11・12 平成9

14 高倉小学校 高倉町67-2 鉄筋 4 昭和57.3

15 宇津木台小学校 久保山町2-18 鉄筋 3 昭和57.3

16 横山第一小学校 館町74 鉄筋 3 昭和45.3 平成23 平成19

17 横山第二小学校 並木町26-1 鉄筋 4 昭和43.3 平成12・13 平成10

18 散田小学校 散田町5-23-1 鉄筋 3 昭和39.3 平成21 平成19

19 長房小学校 長房町340-4 鉄筋 4 昭和44.9 平成23 平成21

20 船田小学校 長房町1041-2 鉄筋 4 昭和49.3 平成15 平成11

21 館小中学校　本校舎 館町1097-15 鉄筋 4 昭和50.3 平成14 平成12

22 山田小学校 山田町1553 鉄筋 4 昭和51.5 平成11 平成9

23 椚田小学校 椚田町571-2 鉄筋 4 昭和53.3 平成14・15 平成10

24 緑が丘小学校 寺田町405-5 鉄筋 4 昭和55.11 平成16 平成11

25 元八王子小学校 弐分方町761 鉄筋 3 昭和42.3 平成12・13 平成10

26 元八王子東小学校 叶谷町1521 鉄筋 4 昭和46.3 平成23 平成19

27 上壱分方小学校 上壱分方町799-2 鉄筋 4 昭和49.8 平成15 平成11

28 城山小学校 元八王子町2-1767 鉄筋 3 昭和51.5 平成14 平成12

29 弐分方小学校 弐分方町520-1 鉄筋 3 昭和54.3 平成16 平成14

横川町305 鉄筋 4 昭和55.3 平成10 平成9

横川町305 鉄筋 4 昭和58.3

31 恩方第一小学校 下恩方町1369 鉄筋 4 昭和49.3 平成15 平成12

32 恩方第二小学校 上恩方町2193 鉄筋 4 昭和51.8 平成17 平成15

33 元木小学校 下恩方町515-1 鉄筋 4 昭和53.3 平成11 平成9

34 川口小学校 川口町3675 鉄筋 3 昭和46.3 平成14・15 平成10

35 陶鎔小学校 犬目町56 鉄筋 3 昭和43.3 平成24 平成21

36 上川口小学校 上川町1099 鉄筋 4 昭和51.3 平成17 平成15

37 美山小学校 美山町1892 鉄筋 3 昭和46.3 平成16 平成12

38 楢原小学校 楢原町1287-2 鉄筋 4 昭和51.8 平成13・14 平成10

39 松枝小学校 楢原町601-13 鉄筋 3 昭和55.5 平成11 平成9

40 加住小中学校　本校舎 加住町1-191 鉄筋 3 昭和46.12 平成10 平成9

41 由井第一小学校 打越町348-1 鉄筋 3 昭和41.3 平成23 平成20

42 由井第二小学校 片倉町2180 鉄筋 3 昭和43.3 平成23 平成20

43 由井第三小学校 小比企町1201 鉄筋 3 昭和44.9 平成14 平成10

44 長沼小学校 長沼町707-3 鉄筋 4 昭和48.3 平成8・9 平成7

45 片倉台小学校 片倉町1318 鉄筋 4 昭和51.3 平成11 平成9

46 高嶺小学校 北野台4-21-1 鉄筋 4 昭和53.3 平成17 平成11

47
みなみ野小学校
（みなみ野小中学校）

みなみ野6-14-1 鉄筋 3 平成9.3

30 横川小学校

注）竣工年月欄は現在の耐震基準と異なる年代を色分けしている（    昭和46年以前、   昭和47～56年）※竣工年月は最も古い建物を、階層は最高階を表している

備考
耐震診断
実施年度

名　　　称 所　在　地

第二小学校 平成23 平成18

構造
階層

竣工年月
耐震改修

年月

2 鉄筋 3 昭和34.3

4 第四小学校 明神町2-15-1

八木町7-1



資料 1-7　計画上位置づけている施設の建築年度一覧

地上 地下

48 みなみ野君田小学校 みなみ野4-3-1 鉄筋 3 平成19.3

49 七国小学校 七国5-27-1 鉄筋 3 平成15.3

50 浅川小学校 初沢町1335 鉄筋 3 昭和47.3 平成13 平成10

51 東浅川小学校 東浅川町550-22 鉄筋 4 昭和52.3 平成10 平成9

52 由木中央小 下柚木25 鉄筋 4 昭和49.8 平成10 平成9

由木東小学校 鉄筋 3 昭和47.3 平成16 平成11

由木東小学校増築 鉄筋 2 平成19.2

54 由木西小学校 上柚木538-1 鉄筋 4 昭和51.3 平成18 平成16

鉄筋 3 昭和51.3 平成18 平成16

鉄筋 3 昭和57.3

56 松が谷小学校 松が谷12 鉄筋 4 昭和51.3 平成17 平成12

57 中山小学校 中山1155 鉄筋 3 昭和55.3 平成17 平成14

58 柏木小学校 南大沢3-3 鉄筋 4 昭和58.3

59 南大沢小学校 南大沢4-18 鉄筋 4 昭和60.3

60 宮上小学校 南大沢5-10 鉄筋 4 平成元.3

61 秋葉台小学校 別所2-5 鉄筋 4 平成2.3

62 別所小学校 別所2-44 鉄筋 4 平成4.3

63 愛宕小学校 上柚木3-20 鉄筋 4 平成6.3

64 松木小学校 松木57-3 鉄筋 3 平成6.3

65 下柚木小学校 下柚木3-9 鉄筋 4 平成7.3

66 上柚木小学校 上柚木3-15 鉄筋 4 平成7.3

67 長池小学校 別所1-55 鉄筋 3 平成9.3

68 鑓水小学校 鑓水2-74 鉄筋 3 平成10.3

鉄筋 4 昭和42.3 平成22 平成19

鉄筋 3 昭和57.3

70 第二中学校 中野上町4-28-1 鉄筋 4 昭和42.7 平成22 平成20

71 第四中学校 元本郷町2-21-1 鉄筋 4 昭和38.3 平成23・24 平成19

72 第五中学校 明神町4-19-1 鉄筋 4 平成23.3 改築

鉄筋 3 昭和48.3 平成18・19 平成16

鉄筋 3 平成19.12

74 第七中学校 散田町2-2-1 鉄筋 4 昭和40.3 平成18 平成16

75 ひよどり山中学校 暁町3-1-1 鉄筋 4 昭和53.3 平成20 平成18

鉄筋 3 昭和56.2 平成23 平成18

鉄筋 3 昭和58.3

77 石川中学校 久保山町2-55 鉄筋 3 昭和58.3

78 横山中学校 散田町5-22-36 鉄筋 4 平成21.8 改築

79 長房中学校 長房町1041-1 鉄筋 4 昭和49.3 平成19 平成17

鉄筋 4 昭和50.3 平成19 平成17

鉄筋 4 昭和59.3

鉄筋 4 昭和53.3 平成21 平成18

鉄筋 3 昭和61.8

鉄筋 4 昭和44.3 平成18 平成16

鉄筋 3 昭和59.12

83 四谷中学校 四谷町555 鉄筋 4 昭和50.8 平成19 平成17

84 横川中学校 横川町364 鉄筋 4 昭和55.3 平成23 平成18

85 城山中学校 川町792-2 鉄筋 3 昭和58.3

鉄筋 4 昭和48.11 平成24 平成17

鉄筋 4 昭和58.3

87 川口中学校 川口町2555 鉄筋 3 昭和42.3 平成24 平成19

88 楢原中学校 楢原町1235 鉄筋 4 昭和51.8 平成20 平成18

鉄筋 3 昭和48.2 平成18 平成15

鉄筋 3 昭和57.2

鉄筋 3 昭和41.3 平成23 平成19

鉄筋 3 昭和61.3

鉄筋 4 昭和49.3 平成20 平成17

鉄筋 2 昭和61.3

92
みなみ野中学校
（みなみ野小中学校）

みなみ野6-14-2 鉄筋 3 平成9.3

93 七国中学校 七国6-41-1 鉄筋 3 平成15.2

89 加住小中学校　分校舎 宮下町108-7

90 由井中学校 片倉町553

91 打越中学校 打越町349-1

館町2786

82 元八王子中学校 大楽寺町415

86 恩方中学校 上恩方町11

53 東中野1347

55 鹿島小学校 鹿島13

73 第六中学校 上野町97 部分改築

名　　　称 所　在　地 構造
階層

竣工年月 備考
耐震改修

年月
耐震診断
実施年度

81

69 第一中学校 石川町2957-1

80

注）竣工年月欄は現在の耐震基準と異なる年代を色分けしている（    昭和46年以前、   昭和47～56年）※竣工年月は最も古い建物を、階層は最高階を表している

76 甲ﾉ原中学校 中野町2639-2

館小中学校　分校舎

椚田中学校 椚田町172
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地上 地下

94 浅川中学校 初沢町1370 鉄筋 4 昭和45.3 平成18 平成16

95 陵南中学校 東浅川町553-9 鉄筋 4 昭和60.3

鉄筋 4 昭和51.2 平成19 平成17

鉄筋 4 昭和58.1

鉄筋 4 昭和51.3 平成19 平成17

鉄筋 4 昭和60.3

鉄筋 3 昭和55.3 平成23 平成18

鉄筋 3 昭和58.6

99 南大沢中学校 南大沢3-7 鉄筋 4 昭和58.2

100 宮上中学校 南大沢5-5 鉄筋 4 平成1.3

101 別所中学校 別所2-28 鉄筋 4 平成2.3

102 上柚木中学校 上柚木3-17 鉄筋 4 平成6.3

103 松木中学校 別所1-34-1 鉄筋 3 平成6.3

104 鑓水中学校 鑓水2-67 鉄筋 3 平成10.3

105 高尾山学園小学部･中学部 館町1097-30 鉄筋 4 昭和50.3 平成15 平成10

106 いずみの森義務教育学校 子安町二丁目18番1号 鉄筋 4 令和2.7

107 大和田市民ｾﾝﾀｰ 大和田町5-9-1 鉄筋 3 昭和58.3

108 長房市民ｾﾝﾀｰ 長房町506-2 鉄筋 2 昭和59.3

109 浅川市民ｾﾝﾀｰ 高尾町1652-1 鉄筋 2 昭和60.11

110 子安市民ｾﾝﾀｰ 子安町2-6-1 鉄筋 3 昭和62.11

111 由木中央市民ｾﾝﾀｰ 下柚木2-10-6 鉄筋 2 昭和63.3

112 由井市民ｾﾝﾀｰ 片倉町702-1 鉄筋 2 昭和63.5

113 元八王子市民ｾﾝﾀｰ 上壱分方町747-1 鉄筋 2 昭和63.11

114 由木東市民ｾﾝﾀｰ 鹿島111-1 鉄筋 2 平成2.3

115 中野市民ｾﾝﾀｰ 中野町2726-7 鉄筋 2 平成2.3

116 石川市民ｾﾝﾀｰ 石川町438 鉄筋 2 平成5.7

117 恩方市民ｾﾝﾀｰ 西寺方町260-4 鉄筋 2 平成7.9

118 台町市民ｾﾝﾀｰ 台町3-20-1 鉄筋 2 平成8.2

119 南大沢市民ｾﾝﾀｰ
南大沢2-27
南大沢総合ｾﾝﾀｰ 3F

鉄筋 4 2 平成8.3

120 川口市民ｾﾝﾀｰ
川口町3838
川口やまゆり館内

鉄筋 2 平成8.7

121 加住市民ｾﾝﾀｰ 加住町1-338 鉄筋 2 平成14.5

122 横山南市民ｾﾝﾀｰ 椚田町137-3 鉄筋 2 平成15.5

123
稲荷山行政資料保管等施設
（旧稲荷山小学校）

寺田町1455-3 鉄筋 4 昭和57.2

124 デジタルハリウッド大学 松が谷1 鉄筋 4 昭和58.5

125 夕やけ小やけふれあいの里 上恩方町2030 鉄筋 3 平成7.11

98 中山中学校 中山1158-1

96 由木中学校 下柚木2-34-2

名　　　称 所　在　地 構造
階層

97 松が谷中学校

竣工年月
耐震改修

年月
耐震診断
実施年度

備考

注）竣工年月欄は現在の耐震基準と異なる年代を色分けしている（    昭和46年以前、   昭和47～56年）※竣工年月は最も古い建物を、階層は最高階を表している

松が谷23
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地上 地下

126 八王子市役所 元本郷町3-24-1 鉄骨鉄筋 9 1 昭和58.9 建築基準法上は10階建て

127 職員会館 元本郷町3-24-1 鉄筋 2 1 昭和58.9

128 八王子市斎場 山田町1681-2 鉄筋 2 平成2.2

129 横山事務所 並木町15-15 鉄筋 2 昭和49.10 平成19.2 平成16

130 恩方事務所 下恩方町3395 鉄筋 2 昭和49.10 改修不要 平成16

131 北野事務所 北野町549-5 鉄筋 2 昭和50.3 改修不要 平成16

132 石川事務所 石川町481 鉄筋 2 昭和50.3 平成18.11 平成17

133 元八王子事務所 大楽寺町419-1 鉄筋 2 昭和51.8 改修不要 平成16

134 館事務所 館町156 鉄筋 2 昭和53.3 平成22.9 平成17

135 川口事務所 川口町908-1 鉄筋 2 昭和56.9 平成20.3 平成17

136 由井事務所 片倉町119-4 鉄筋 2 昭和58.10

137 加住事務所 加住町1-170-2 鉄筋 2 昭和58.3

138 浅川事務所 高尾町1652-1 鉄筋 2 昭和60.11

139 由木事務所 下柚木2-10-6 鉄筋 2 昭和63.1

140 由木東事務所 鹿島111-1 鉄筋 2 平成2.1

141 南大沢事務所
南大沢2-27
ﾌﾚｽｺ南大沢 1F

鉄筋 14 2 平成8.3

142 八王子駅南口総合事務所
子安町4-7-1
ｻｻﾞﾝｽｶｲﾀﾜｰ八王子　4F

鉄筋一部鉄骨、鉄骨鉄筋 41 2 平成22.11

143 東浅川保健福祉ｾﾝﾀｰ 東浅川町551-1 鉄骨鉄筋一部鉄骨 4 1 平成3.3 一部5階建

144 大横保健福祉ｾﾝﾀｰ 大横町11-35 鉄筋 4 1 平成27.2

145 道の駅八王子滝山 滝山町1-592-2 鉄筋 2 平成19.3

146 あったかホール 北野町596-3 鉄骨鉄筋 5 平成9.7

147 芸術文化会館｢いちょうﾎｰﾙ｣ 本町24-1 鉄筋一部鉄骨 4 1 平成6.3

148 南大沢文化会館
南大沢2-27
南大沢総合ｾﾝﾀｰ内

鉄筋一部鉄骨 14 2 平成8.3

149 学園都市ｾﾝﾀｰ
旭町9-1
八王子ｽｸｴｱﾋﾞﾙ 11～13F

鉄骨鉄筋 14 3 平成9.2

150 ｸﾘｴｲﾄﾎｰﾙ 東町5-6 鉄骨鉄筋 11 2 平成11.3

151 八王子市民会館
子安町4-7-1
ｻｻﾞﾝｽｶｲﾀﾜｰ八王子　4F

鉄筋一部鉄骨、鉄骨鉄筋 41 2 平成22.9

152 富士森体育館 台町2-3-7 鉄筋 1 2 昭和49.10 平成28.2 平成17

153 甲の原体育館 中野町2726-8 鉄筋 2 平成5.3

154 八王子城跡ガイダンス施設 元八王子町3-2664-2 鉄筋 1 平成24.2

155 コニカミノルタ　サイエンスドーム 大横町9-13 鉄筋 2 1 昭和63.9

156 高尾599ミュージアム 高尾町2435－3 鉄筋 2 平成27.2

157
総合体育館
（エスフォルタアリーナ八王子）

狭間町1453-1 鉄筋一部鉄骨 4 平成26.12

注）竣工年月欄は現在の耐震基準と異なる年代を色分けしている（    昭和46年以前、   昭和47～56年）※竣工年月は最も古い建物を、階層は最高階を表している

耐震改修
年月

耐震診断
実施年度

備考竣工年月名　　　称 所　在　地 構造
階層


