
※ ブロック造　高さ2.2m超・控え壁間隔3.4m超等
レンガ造等　高さ1.2m超・控え壁間隔4.0m超等

H30.10.15
公表済

うち高さ

1 空知総合振興局札幌建設管理部 札幌市 ○

2 知事公館構内庭園公衆トイレ（目隠壁） 札幌市 ○

3 精神保健福祉センター 札幌市 ○

4 旧衛生学院 札幌市 ○

5 旧西１８丁目別館 札幌市 ○

6 札幌高等技術専門学院 札幌市 ○

7 後志総合振興局小樽建設管理部 小樽市 ○ ○

8 苫小牧高等技術専門学院 苫小牧市 ○

9 渡島総合振興局函館建設管理部事業課 函館市 ○

10 函館建設管理部五稜郭倉庫 函館市 ○

11
渡島総合振興局保健環境部
八雲地域保健室（八雲保健所）

八雲町 ○

12
檜山振興局保健環境部
保健行政室（江差保健所）

江差町 ○ ○

13
渡島総合振興局保健環境部
今金地域保健支所（八雲保健所今金支所）

今金町 ○

14
上川総合振興局保健環境部
富良野地域保健室（富良野保健所）

富良野市 ○

15
釧路総合振興局保健環境部
保健行政室（旧釧路保健所）

釧路市 ○

16 計量検定所釧路支所 釧路市 ○

17
根室振興局保健環境部
保健行政室（根室保健所）

根室市 ○

18
後志総合振興局保健環境部
岩内地域保健室（岩内保健所）

岩内町 ○

19 函館高等技術専門学院 函館市 ○

20 栄町団地 札幌市 ○

21 苗穂グリーン団地 札幌市 ○

22 東町第5AP、東町第6AP、東町公宅1-2号 岩見沢市 ○

23 61共101-304号公宅 小樽市 ○

24 室蘭第7職員AP 室蘭市 ○

25 松陰H3公宅2号 函館市 ○

26 57地共、61地共 函館市 ○

27 61公共第1号、61公共第2号 留萌市 ○

＜点検結果＞

H30.7.9 撤去

H30.9.4 撤去

H30.9.25 撤去

H30.8.21 撤去

H30.8.8 撤去

H30.9.12 撤去

H30.8.31 撤去

H30.8.28 撤去

H30.7.13
公表済

H30.10.5 改修

R1.9.20 改修

H30.9.3 撤去

H30.12.25 撤去
適法部分は残置

H30.9.18 撤去
適法部分は残置

H30.12.21 改修
適法部分は残置

H30.12.10
詳細点検の結果、

安全性を確認

H30.12.26 改修
適法部分は残置

H30.12.17 改修
適法部分は残置

H30.9.10 撤去

H30.12.7 撤去

R1.6.25 改修

H30.12.3 改修

R3.9.8現在

安全性に問題がある（建築基準法の基準不適合等）ブロック塀等を有する施設

道　有　施　設

施設名
所在

市町村

高さ・控え壁等 ※
劣化

損傷等

施設区分 番号 改修・撤去状況

H30.10.29 改修

H30.7.14 撤去

H30.11.20 改修

点検結果
安全性に問題のある

（建築基準法の基準不適合等）
内容

内部
調査等

道営住宅

H30.10.23 改修

H31.3.14 改修
適法部分は残置

知事部局

職員住宅

H30.11.22 撤去

庁舎等
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H30.10.15
公表済

うち高さ

28 札幌北高等学校 札幌市 ○

29 札幌丘珠高等学校 札幌市 ○

30 小樽桜陽高等学校 小樽市 ○

31 函館商業高等学校 函館市 ○ ○

32 檜山北高等学校 せたな町 ○

33 美瑛高等学校 美瑛町 ○

34 美深高等学校 美深町 ○ ○

35 幕別高等学校 幕別町 ○

36 白糠高等学校 白糠町 ○

37 上磯高等学校 北斗市 ○

38 平取養護学校 平取町 ○ ○

39 東川養護学校 東川町 ○

40 高等聾学校 小樽市 ○

美術館・
図書館等

41 北海道立図書館前庭公衆トイレ（目隠壁） 江別市 ○

42 小樽潮陵高校東公宅 小樽市 ○

43 小樽水産高校東公宅 小樽市 ○

44 栗沢駐在所 岩見沢市 ○

45 夕張警察庁舎 夕張市 ○

46 厚別中央４－２公宅 札幌市 ○

47 幸町公宅 三笠市 ○

48 西１北３公宅 美唄市 ○

49 東町５丁目公宅 室蘭市 ○

50 青柳町４丁目公宅 新ひだか町 ○

51 大黒４丁目公宅 稚内市 ○

52 花園町公宅 留萌市 ○

53 山手裏通１０公宅 天塩町 ○

54 浦見２公宅 釧路市 ○

55 千歳町１０公宅 釧路市 ○

56 富士見１公宅 釧路市 ○

57 弟子屈３５９公宅 弟子屈町 ○

58 有磯町公宅 根室市 ○

59 西３条６公宅 池田町 ○

H30.7.27 詳細点
検により問題なし

H30.7.26 詳細点
検により問題なし

H30.8.16 詳細点
検により問題なし

H30.7.26 詳細点
検により問題なし

H30.7.24 詳細点
検により問題なし

H30.7.24 詳細点
検により問題なし

H30.11.15 改修

H30.10.31 改修

H30.8.20 詳細点
検により問題なし

H30.8.30 詳細点
検により問題なし

H30.8.27 詳細点
検により問題なし

H30.12.17 撤去

H30.8.17 詳細点
検により問題なし

H30.8.17 詳細点
検により問題なし

道警

職員住宅

教育庁

職員住宅

庁舎等

道立学校
（特別支援学校）

道立学校
（高等学校）

H30.12.7 改修

H30.8.13 撤去

H30.10.16 改修

H30.9.25 改修

H30.10.12 撤去

R2.9.23 改修

H30.7.31 撤去

H30.10.11 改修

H30.7.27
建築基準法上の
壁に相当し、安全
性を確認済

H30.8.8 撤去

H30.7.25 撤去

H30.9.7 改修

H30.7.27
建築基準法上の
壁に相当し、安全
性を確認済

H30.9.25 撤去

H30.9.25 撤去

H30.9.27 撤去

H30.8.27 改修

改修・撤去状況

H30.12.26 改修

高さ・控え壁等 ※
劣化

損傷等
内部

調査等

点検結果
安全性に問題のある

（建築基準法の基準不適合等）
内容

H30.7.13
公表済

施設区分 番号 施設名
所在

市町村
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