
資料 15 

春日井市立小中学校の施設の状況 
平成20年５月１日現在（単位：㎡） 

 

※１ 【 】内は、①建設年度（Ｓは昭和、Ｈは平成）、②構造規模（ＲＣ造は鉄筋コンクリート造、Ｓ造は鉄骨造、１Ｆは平屋建、３Ｆは３階建） 

※２ 屋体は、屋内体育館 

※３ ゴシック体は、新耐震（改正された建築基準法の規定に基づき昭和56年６月１日以降に着工された建築物） 

※４    （下線）は耐震補強済み 

 

〔小学校〕 

地区名 

（中学校区） 
学校名 

校 舎 等 

保有面積 
校舎等建設年度・構造規模 

屋  体 

保有面積 

屋体建設年度 

・ 構造規模 

西部地区 

（西部中） 

春日井小学校 5,582㎡ 南館【S37,RC造3F】、北館中【S42,RC造3F】、北館東【S47,RC造3F】、

西館【H11,RC造4F】 

732㎡ 【S48,S造1F】 

 牛山小学校 4,757㎡ 北館【S40,RC造3F】、南館【S48,RC造3F】 711㎡ 【S50,RC造1F】 

 松山小学校 5,248㎡ 本館【S52,RC造4F】、北館【H15,RC造4F】 712㎡ 【S54,S造1F】 

（知多中） 山王小学校 4,080㎡ 北館【S44,RC造3F】、南館【S45,RC造3F】 711㎡ 【S50,S造1F】 

 味美小学校 6,060㎡ 本館【S34,RC造3F】、北館【S44,RC造3F】、南館【S49,RC造3F】 800㎡ 【S46,RC造1F】 

（味美中） 白山小学校 5,952㎡ 南館西【S41,RC造3F】、北館【S45,RC造3F】、南館東【S48,RC造3F】、

東館【S50,RC造3F】 

711㎡ 【S49,S造1F】 

中部地区 勝川小学校 6,137㎡ 北館東【S40,RC造3F】、南館【S41,RC造3F】、北館西【S50,RC造3F】 800㎡ 【S43,RC造1F】 

（中部中） 小野小学校 4,905㎡ 南館【S40,RC造3F】、北館【S43,RC造3F】 711㎡ 【S49,S造1F】 

 上条小学校 4,884㎡ 北館【S53,RC造4F】、南館【S53,RC造4F】 712㎡ 【S55,S造1F】 

（鷹来中） 鷹来小学校 3,632㎡ 本館【S44,RC造3F】 800㎡ 【S45,RC造1F】 

 大手小学校 4,748㎡ 北館【S50,RC造4F】、南館東【S51,RC造4F】、南館西【S56,RC造4F】 712㎡ 【S53,S造1F】 

 西山小学校 3,609㎡ 本館【S47,RC造4F】 711㎡ 【S52,S造1F】 

（柏原中） 鳥居松小学校 5,318㎡ 南館中館【S42,RC造3F】、北館【S46,RC造4F】 761㎡ 【S47,S造1F】 

 柏原小学校 5,912㎡ 北館【S48,RC造4F】、南館【S48,RC造4F】 711㎡ 【S52,S造1F】 

 丸田小学校 6,511㎡ 本館【H13,RC造4F】 1,069㎡ 【H13,S造1F】 

東部地区 

（松原中） 

松原小学校 5,849㎡ 北館【S45,RC造3F】、南館西【S48,RC造3F】、南館東【S50,RC造3F】、

本館【S50,RC造3F】 

711㎡ 【S51,S造1F】 

 東野小学校 5,370㎡ 中館【S53,RC造4F】、北館【S53,RC造4F】、南館【S53,RC造4F】 712㎡ 【S55,S造1F】 

（東部中） 篠木小学校 7,400㎡ 北館【S49,RC造4F】、南館西【S51,RC造4F】、南館東【S51,RC造4F】 797㎡ 【S44,RC造1F】 

 八幡小学校 3,976㎡ 南館【S45,RC造4F】、北館【S50,RC造3F】 732㎡ 【S48,S造1F】 

 篠原小学校 3,636㎡ 本館【S56,RC造4F】 792㎡ 【S56,S造1F】 

（南城中） 神領小学校 5,087㎡ 東館南中【S43,RC造3F】、東館北【S43,RC造3F】、西館４【S47,RC

造3F】、西館３・５・１【S48,RC造3F】、西館２【S51,RC造3F】 

711㎡ 【S50,S造1F】 

 北城小学校 3,900㎡ 本館【S54,RC造4F】 712㎡ 【S56,S造1F】 

 出川小学校 6,587㎡ 本館【H17,RC造4F】 1,289㎡ 【H18,S造1F】 

高坂地区 坂下小学校 5,099㎡ 北館【S41,RC造3F】、南館【S47,RC造4F】 757㎡ 【S48,S造1F】 

（坂下中） 西尾小学校 2,219㎡ 北館西【S44,RC造3F】、北館東【S58,RC造3F】、南館【H11,RC造1F】 711㎡ 【S52,S造1F】 

 神屋小学校 4,291㎡ 北館【S53,RC造4F】、南館【S53,RC造4F】 712㎡ 【S55,S造1F】 

（高蔵寺中） 高座小学校 4,502㎡ 北館【S51,RC造4F】、南館【S52,RC造4F】、南館西【S57,RC造4F】 731㎡ 【S47,S造1F】 

 不二小学校 5,163㎡ 西館【S46,RC造3F】、東館【H02,RC造4F】 711㎡ 【S49,S造1F】 

ﾆｭｰﾀｳﾝ地区 藤山台小学校 2,890㎡ 西館【S42,RC造2F】、本館【S44,RC造1F】、北館【S44,RC造1F】 601㎡ 【S48,S造1F】 

（藤山台中） 藤山台東小学校 3,722㎡ 本館西【S45,RC造3F】、本館東【S48,RC造3F】 619㎡ 【S49,S造1F】 

 西藤山台小学校 3,829㎡ 本館【S47,RC造2F】、西館【S57,RC造3F】 712㎡ 【S52,S造1F】 

（高森台中） 高森台小学校 4,663㎡ 北館【S47,RC造4F】、南館【S48,RC造4F】 711㎡ 【S51,S造1F】 

 中央台小学校 4,168㎡ 北館【S50,RC造4F】、南館【S53,RC造4F】 712㎡ 【S53,S造1F】 

 東高森台小学校 4,699㎡ 本館【S54,RC造4F】、南館【S57,RC造4F】 712㎡ 【S56,S造1F】 

（石尾台中） 玉川小学校 3,216㎡ 本館【S53,RC造4F】、東館【H15,RC造4F】 712㎡ 【S54,S造1F】 

 石尾台小学校 5,423㎡ 北館【S54,RC造4F】、南館【S54,RC造4F】 712㎡ 【S56,S造1F】 

 押沢台小学校 3,836㎡ 本館【S57,RC造4F】 792㎡ 【S58,S造1F】 

（岩成台中） 岩成台小学校 4,250㎡ 南館【S46,RC造2F】、東館【S46,RC造4F】、北館【S49,RC造4F】 601㎡ 【S50,S造1F】 

 岩成台西小学校 5,057㎡ 南館【S51,RC造4F】、北館【S55,RC造4F】 712㎡ 【S54,S造1F】 

 



〔中学校〕 

地区名 学校名 
校 舎 等 

保有面積 
校舎等建設年度・構造規模 

屋  体 

保有面積 

屋体建設年度 

・ 構造規模 

西部地区 西部中学校 6,800㎡ 北館【S35,RC造3F】、本館【S39,RC造3F】、南館【S58,RC造3F】、

武道場【H01,S造1F】

1,052㎡ 【S46,RC造1F】 

 知多中学校 6,847㎡ 北館【S46,RC造4F】、南館東【S46,RC造3F】、南館西【S49,RC造3F】 1,001㎡ 【H03,RC造3F】 

 味美中学校 4,654㎡ 本館西【S55,RC造4F】、本館東【S55,RC造4F】、武道場【H02,S造 996㎡ 【S56,RC造1F】 

中部地区 中部中学校 8,428㎡ 北館【S36,RC造3F】、南館【S47,RC造3F】、西館【S56,RC造4F】、

武道場【S62,S造1F】 

1,088㎡ 【S48,RC造1F】 

 鷹来中学校 6,035㎡ 南館【S49,RC造4F】、本館【S50,RC造4F】、北館東【S50,RC造4F】、

北館西【S59,RC造4F】、武道場【H02,S造1F】 

994㎡ 【S51,RC造1F】 

 柏原中学校 5,853㎡ 本館西【S53,RC造4F】、本館東【S53,RC造4F】、南館【S58,RC造3F】、

武道場【S63,S造1F】 

996㎡ 【S54,RC造1F】 

東部地区 東部中学校 7,111㎡ ３号館【S35,RC造3F】、４号館【S45,RC造3F】、２号館【S46,RC造

3F】、１号館【S52 RC造3F】、武道場【S62,S造1F】

1,010㎡ 【S50,RC造1F】 

 松原中学校 6,719㎡ 本館南【S50,RC造3F】、中館東【S50,RC造4F】、南館【S50,RC造4F】、

本館北【S52,RC造3F】、中館西【S52,RC造4F】、北館【S56,RC造4F】、

武道場【S63,S造1F】 

994㎡ 【S51,RC造1F】 

 南城中学校 5,246㎡ 本館【S57,RC造4F】、武道場【H03,S造1F】 996㎡ 【S58,RC造1F】 

高坂地区 坂下中学校 5,379㎡ 本館【S52,RC造4F】、西館【S57,RC造4F】、武道場【S62,S造1F】、

プール付属棟【H06,RC造1F】 

994㎡ 【S53,RC造1F】 

 高蔵寺中学校 6,703㎡ 南館東【S51,RC造3F】、南館西【S51,RC造3F】、武道場【H01,S造

1F】、北館【H07,RC造4F】、プール付属棟【H08,RC造1F】 

996㎡ 【S53,RC造1F】 

ﾆｭｰﾀｳﾝ地区 藤山台中学校 5,027㎡ 北館中【S44,RC造2F】、南館【S45,RC造3F】、北館西【S47,RC造4F】、

北館東【S49,RC造2F】、武道場【S63,S造1F】 

864㎡ 【S46,RC造1F】 

 高森台中学校 5,767㎡ 本館【S52,RC造4F】、北館【S55,RC造1F】、武道場【H01,S造1F】 996㎡ 【S53,RC造1F】 

 石尾台中学校 5,131㎡ 本館【S58,RC造4F】、武道場【H03,S造1F】 996㎡ 【S58,RC造1F】 

 岩成台中学校 4,966㎡ 北館【S59,RC造4F】、本館【S59,RC造4F】、武道場【H02,S造1F】 996㎡ 【S59,RC造1F】 

 


