（別表）

（１）建

物

番号

所

在

構

造

種 類 床面積(㎡)

鉄筋コンクリート造陸屋根

1
2
3
4
5
6

浜松市北区都田町字前原８０９１番地８ 石綿セメント板葺２階建

コンクリートブロック造陸屋根
同
上
平家建
浜松市北区根洗町字西６８１番地４
６８２番地１
鉄筋コンクリート造陸屋根
６８２番地２
２階建
コンクリートブロック造
同
上
亜鉛メッキ鋼板葺平家建
浜松市北区根洗町字西６８１番地５
鉄筋コンクリート造陸屋根
３階建
コンクリートブロック造
同
上
亜鉛メッキ鋼板葺平家建

摘

要

家屋番号８０９１番８

養護所

1,542.79 第二静光園
家屋番号８０９１番８

物 置
養護所

物 置
養護所

7.50 附属建物１
2,132.03 家屋番号６８１番４
7.00

第三静光園いこい
家屋番号６８１番４
附属建物１

1,897.64 家屋番号６８１番５
浜松協働学舎根洗寮

家屋番号６８１番５
倉 庫

11.59 附属建物１
家屋番号６７７番

7 浜松市北区根洗町字西６７７番地

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 作業所

317.47

浜松協働学舎根洗寮作業棟

家屋番号７４２番５

8 浜松市北区根洗町字西７４２番地５ 鉄骨造スレート葺平家建
9 浜松市北区根洗町字西７４２番地 ４

作業所

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 作業所

10 浜松市北区根洗町字西７４０番地３ 鉄骨造スレート葺２階建

寄宿舎

162.00 工房めい
166.86
246.24

家屋番号７４２番４
工房めい作業棟
家屋番号７４０番３
ぱれっと

浜松市南区小沢渡町字村北１３０２番地１、

１３００番地１、１３０１番地１、

11 １３０３番地１、１３０４番地１、

鉄筋コンクリート造陸屋根
４階建

家屋番号１３０２番１

養護所

6,862.23 静光園

１３０５番地１、１３０６番地１
家屋番号１１０７番４

12 浜松市北区根洗町字南１１０７番地４ 木造スレート葺２階建

養護所

376.31 こもれびの家
家屋番号１１０７番４の２

重度障害者

13

同

上

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建

14

同

上

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 作業所

生活訓練所

207.36 こもれびの家
家屋番号１１０７番４の２

24.30 附属建物１
家屋番号１１０７番４の２

15

同

上

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 店 舗

33.53 附属建物２
家屋番号６６７番３

16 浜松市北区根洗町字西６６７番地３ 鉄骨造かわらぶき２階建
17

同

上

18 浜松市南区若林町４５番地

養護所

633.98 青葉の家・すてっぷ

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 作業所

家屋番号６６７番３
28.35 附属建物１
家屋番号４５番の1

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 養護所

274.02 なごみの家
家屋番号７４２番６

19 浜松市北区根洗町字西７４２番地 ６ 鉄骨造スレートぶき２階建

養護所

272.97 すてっぷ

20 浜松市北区根洗町字南１１０８番地２ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 養護所

224.78 こもれび

家屋番号１１０８番２
家屋番号１１１７番３

21 浜松市北区根洗町字南１１１７番地３ 木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 養護所

274.57 ラポール根洗
家屋番号１１１７番１

22 浜松市北区根洗町字南１１１７番地１ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 作業所

860.72 根洗作業所

23

584.97

家屋番号５３８８番１
浜松市西区大久保町字大曲５３８８番地１ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 養護所

子ども発達センターたっく

番号

所

在

構

造

種 類 床面積(㎡)

摘

要

家屋番号３４１９番５

24

浜松市西区大人見町字原山３４１９番地５ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 作業所

軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

25

同

上

平家建

696.71 工房ゆう
家屋番号３４１９番５

物 置

2.51 附属建物１
家屋番号３４１９番１

26

浜松市西区大人見町字原山３４１９番地１ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建

養護所

浜松市北区根洗町字西679番地
６７８番地２、６７８番地３
６７８番地４、６７８番地５
老人
27 ６８０番地１、６８１番地１
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 ホーム
６８１番地２、６８１番地４
６８１番地６

314.09 コムニオ湖東

家屋番号６７９番
2,271.49 第三静光園あかり

（２）土
番号

地
所

在

面

積

(㎡)

摘

1

浜松市南区小沢渡町字村北１３００番１

610.26 宅地 静光園敷地

2

浜松市南区小沢渡町字村北１３０１番１

300.93 宅地 静光園敷地

3

浜松市南区小沢渡町字村北１３０２番１

1,056.40 宅地 静光園敷地

4

浜松市南区小沢渡町字村北１３０３番１

1,044.18 宅地 静光園敷地

5

浜松市南区小沢渡町字村北１３０４番１

684.98 宅地 静光園敷地

6

浜松市南区小沢渡町字村北１３０５番１

291.56 宅地 静光園敷地

7

浜松市南区小沢渡町字村北１３０６番１

410.40 宅地 静光園敷地

8

浜松市南区小沢渡町字村北１３０７番１

536.40 宅地 静光園敷地

9

浜松市南区小沢渡町字村北１３０８番１

144.82 宅地 静光園敷地

10

浜松市南区小沢渡町字村北１３０９番１

735.83 宅地 静光園敷地

要

11 浜松市北区都田町字前原８０９１番８

2,562.96 宅地 第二静光園敷地

12 浜松市北区根洗町字西６８１番４

1,838.02 宅地 第三静光園いこい敷地

13 浜松市北区根洗町字西６８２番１

880.00 宅地 第三静光園いこい敷地

14 浜松市北区根洗町字西６８２番２

832.00 宅地 第三静光園いこい敷地

15 浜松市北区根洗町字西６７８番２

315.00 宅地 第三静光園あかり敷地

16 浜松市北区根洗町字西６７８番３

9.84 宅地 第三静光園あかり敷地

17 浜松市北区根洗町字西６７８番６

77.52 宅地 第三静光園あかり敷地

18 浜松市北区根洗町字西６７８番４

10.35

宅地 第三静光園あかり敷地

19 浜松市北区根洗町字西６７８番５

210.24

宅地 第三静光園あかり敷地

20 浜松市北区根洗町字西６７９番

331.90

宅地 第三静光園あかり敷地

21 浜松市北区根洗町字西６８０番１

497.93

宅地 第三静光園あかり敷地

22 浜松市北区根洗町字西６８１番１

189.78

宅地 第三静光園あかり敷地

23 浜松市北区根洗町字西６８１番２

227.27

宅地 第三静光園あかり敷地

24 浜松市北区根洗町字西６８１番６

346.07 宅地 第三静光園あかり敷地

25 浜松市北区根洗町字西６８１番７

25.96 宅地 第三静光園あかり敷地

26 浜松市南区若林町４５番
27

浜松市西区大久保町字大曲５３８８番１

726.00 宅地 なごみの家敷地
1,367.83 宅地 子ども発達センターたっく敷地

28 浜松市北区根洗町字西６７８番１

250.12 宅地 根洗寮敷地

29 浜松市北区根洗町字西６８１番５

2,997.52 宅地 根洗寮敷地

30 浜松市北区根洗町字西６７７番
31 浜松市北区根洗町字西６６７番３

572.65 宅地 根洗寮敷地
1,078.62 宅地 青葉の家・すてっぷ敷地

32 浜松市北区根洗町字南１１０８番２

363.64 宅地 こもれび敷地

33 浜松市北区根洗町字南１１１７番３

481.60 宅地 ラポール根洗敷地

34 浜松市北区根洗町字南１１１７番１

1,971.46 宅地 根洗作業所敷地

35 浜松市西区大人見町字原山３４１９番５

1,441.15 宅地 工房ゆう敷地

36 浜松市西区大人見町字原山３４２０番１

206.90 宅地 工房ゆう敷地

37 浜松市西区大人見町字原山３４１９番１

593.26 宅地 コムニオ湖東敷地

