
建物番号 調査日 時刻 応急危険度判定 建築年 建物用途 構造種別 建物階数 主被害階 構造的な被害内容 屋根形式 屋根被害 基礎形式 基礎被害 地盤変状 破壊パターン 外壁種類 破損状況・備考欄 写真

1 07.7.19 6:11 西本町3丁目 かしわざき荘 築30～10年 共同住宅 RC 2 1 陸屋根 判定不能 布基礎 無被害 建物周辺地盤に隆起が見られる Nd0 モルタル仕上げ モルタル仕上げにひび割れ
000 001
002

2 07.7.19 6:17 西本町3丁目 築30～10年 店舗 S造 2 2 陸屋根 判定不能 布基礎 部分的 建物周辺地盤に隆起が見られる Md1 ALC 開口部下にひび割れ 003 004

3 07.7.19 6:26 西本町3丁目 築10年以下 戸建専用住宅 木造(在来) 2 基礎 ひび割れ 金属 判定不能 布基礎 部分的 ー Md1 窯業系サイディング
はめ殺し窓のシール外れ。

窯業系サイディング
005 006

4 07.7.19 6:48 西本町3丁目 築30～10年 倉庫 S造 2 2 ブロック帳壁の倒れ 金属 判定不能 周辺地盤の沈下 Md1 窯業系サイディング 窯業系サイディングの面外変形

6 07.7.19 7:12 西本町3丁目 築30～10年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 － 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Md1 スレート
スレート系サイディング(よろい貼り)

パネル上部へ釘がきちんと打ち込まれていないとこ
ろが脱落(重ね幅不足)

023 024

8 07.7.19 7:42 西本町3丁目 築30～10年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 外壁の脱落 和瓦 無被害 布基礎 部分的 ー Md1 石膏ラスボードの上に漆喰塗り 石膏ラスボードの落下 029

10 07.7.19 7:57 西本町3丁目 赤 築30～10年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 － 被害は見られない 和瓦 破損 布基礎 不明 擁壁下の建物が擁壁に移動した Ud5+ 窯業系サイディング 土壁の上に窯業系サイディング 034 035

12 07.7.19 9:02 西本町3丁目 築30～10年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 2 屋根及び基礎の破壊 和瓦 一部脱落 大谷石 部分的 ー Md2 窯業系サイディング 基礎のずれ 043 

13 07.7.19 9:36 西本町3丁目 赤 築30～10年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 1階部分倒壊 和瓦 無被害 不明 不明 ー Gd4 窯業系サイディング
2階部分角部の柱が通し柱でない

2階部分が乗っているだけ
044 051
 052

14 07.7.19 9:47 西本町3丁目 築30～10年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 2階部分と平屋のはなれ 和瓦_金属 無被害 布基礎 部分的 周辺地面に亀裂 Md1 窯業系サイディング 窯業系サイディング開口下部の割れ 058

15 07.7.19 10:08 西本町3丁目 築30～10年 長屋住宅 木造(在来) 2 1 外壁開口部の割れ 和瓦 無被害 布基礎 部分的 ー Md1 窯業系サイディング サイディング厚さ16mm 061

17 07.7.19 10:24 西本町3丁目 築30年以上 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 残留変形大 和瓦 無被害 布基礎 不明 ー Gd4 土壁に下見板張り 1階部分の層間変形 064 066

18 07.7.19 10:35 西本町3丁目 築30年以上 戸建専用住宅 木造(準伝統) 2 １・２ 全壊 和瓦 無被害 布基礎 不明 ー Cd6- 土壁の上に波板(中波トタン) 073

19 07.7.19 10:45 西本町3丁目 正法寺 築30年以上 戸建専用住宅 木造(在来) 2 １・２ 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Md1 ラスモルタル 1部水平ひび割れ有 078

20 07.7.19 10:58 西本町3丁目 香積寺 明治44年～ 寺 木造(伝統) 平屋 1 梁・仕口部抜け 和瓦 全面的にずれ 大谷石 部分的 ー Md1 ラスカット下地モルタル塗り

RC造参門は無被害
開口部周りにひび割れ
小舞は竹で組んでいる
土壁の部屋内側剥落

貫の折れ

082 084
085 086
087 089

21 07.7.19 11:22 西本町2丁目 築30～10年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Md1 ラスモルタル真壁工法 開口部横2箇所に縦ひび割れ 097

22 07.7.19 11:28 コーポ明海 築30～10年 マンション S造 3(ピロティ有) １・２ 被害は見られない 陸屋根 判定不能 不明 無被害 周辺地面に亀裂 Md1 タイル
タイル貼り水切り部分一部脱落

下地の腐食
100 101

23_A 07.7.19 12:55 栄町5 柏崎工業高校 築30～10年 学校 RC造 3・4 － 被害は見られない 陸屋根 判定不能 不明 無被害 ー Md1
エキスパンションジョイント金物の壊れ(校舎間)

コンクリート製屋根瓦の駐輪場が全壊
102 105
106

23_B 07.7.20 13:26 栄町 柏崎高校 築30～10年 学校 RC造 3・4 － 被害は見られない 陸屋根 判定不能 不明 無被害 ー Md1 エキスパンションジョイント金物の壊れ(校舎間) 111

24 07.7.19 13:55 東本町1丁目 築10年以下 併用住宅 木造(在来) 2 － 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Nd0 板張り 被害無し

25 07.7.19 13:59 東本町1丁目 築30年以上 戸建専用住宅 木造(在来) 3 １・２ 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Ed3 土壁の上に波板
貫などの外側に土と藁で240mm、その外側に波板

が剥落
柱の外側に小舞取り付け

112 113

26 07.7.19 14:58 東本町1丁目 築30～10年 店舗 木造(在来) 2 1 被害は見られない 金属 無被害 布基礎 無被害 ー Md1 ラスモルタルにタイル貼り 開口部周りにひび割れ有 115 116

27 07.7.19 14:59 東本町1丁目 築30～10年 店舗 木造(在来) 2 1 層間変形 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Gd4 窯業系サイディング
窯業系サイディング

1階部分が変形し、電柱にもたれかかっている。
118

28 07.7.19 15:17 東本町1丁目 スーパーの駐車場 築30～10年 駐車場 S造 3 ー 被害は見られない 陸屋根 判定不能 不明 無被害 ー Md1 平ラス
平ラス45mm(4層)

鉄骨の耐火被服として平ラスを巻いただけ
平ラスの下地鉄筋無し

119 120
121 122
123

29 07.7.19 15:33 東本町1丁目 市営モーリエ駐車場 築30～10年 駐車場 １F_RC造　2・3・4_S造 5 － 被害は見られない 陸屋根 判定不能 不明 無被害 建物周辺地盤に隆起が見られる Md1 RC アルカリ骨材反応有 125

住所



建物番号 調査日 時刻 応急危険度判定 建築年 建物用途 構造種別 建物階数 主被害階 構造的な被害内容 屋根形式 屋根被害 基礎形式 基礎被害 地盤変状 破壊パターン 外壁種類 破損状況・備考欄 写真

30 07.7.20 8:56 駅前1丁目 築10～30年 店舗 木造(在来) 2 1 被害は見られない 陸屋根 判定不能 不明 不明 ー Md1 モルタル
木下地

木毛セメント板モルタル塗り石貼り腰壁脱落
131

31 07.7.20 8:59 駅前1丁目 築10～30年 店舗 木造(在来) 2 1 被害は見られない 陸屋根 判定不能 不明 不明 ー Md1 タイル
木毛セメント版の上にタイル圧着

外壁の脱落
132

32 07.7.20 9:17 駅前2丁目 築10～30年 店舗 S造 3 1 被害は見られない 金属 無被害 布基礎 無被害 ー Md1 ラスモルタル ラスモルタル一部ひび割れ　(ひび割れ幅1.2mm) 133

33 07.7.20 9:29 東本町1丁目 福厳院 明治33年～ 寺 木造(在来) 2 － 奥側(南側)に傾斜 和瓦 全面的にずれ 布基礎 無被害 ー Ed4 窯業系サイディング 胴縁の上に防水層　窯業系サイディング 137

34 07.7.20 9:35 東本町1丁目 かのう書店裏 築70年くらい 蔵 木造(在来) 2 1 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Md1 ラスモルタル塗り
築10～30年ひび割れはあるが、地震によるひび割

れは見られない
142

35 07.7.20 9:41 東本町1丁目 朝比奈畳店 築10～30年 併用住宅 木造(在来) 2 1 残留変形有 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Md2 窯業系サイディング 窯業系サイディングの一部脱落 143 147

36 07.7.20 9:46 西本町1丁目3-27 築10～30年 戸建専用住宅 木造(在来) 平屋 1
シロアリによる柱の腐朽
地震による構造的被害は見られない

和瓦 無被害 布基礎 部分的 ー Md1 ラスモルタル ワイヤーラスの上にモルタル 149 150

37 07.7.20 9:53 東本町セブンイレブン北側 築10～30年 店舗 S造 3 1 はね出し部の沈下 陸屋根 判定不能 布基礎 無被害 ー Md2 ラスシートモルタル
ラスシートモルタルせり出し部の外壁脱落

内部結露による接合部の腐食
153 156

38 07.7.20 10:16 東本町1丁目3 築30年以上 戸建専用住宅 木造(在来) 2 － 全壊 和瓦 破損 布基礎 不明 ー Cd6- ラスモルタル 基礎部分の擁壁が落ちている

39 07.7.20 10:24 東本町1丁目 専福寺 築30年以上 寺 木造(伝統) 平屋 － 入り口部分の柱ずれ、梁の抜け 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Md2 漆喰 角部の欠け 167

40 07.7.20 10:49 西本町1丁目 コーセー化粧品　東京屋 築10～30年 店舗 木造(在来) 2 1 1階部分の残留変形 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Gd4 波板(金属) 土壁の上に波板(金属板) 171

41 07.7.20 11:04 西本町1丁目 一夢庵 築30年以上 店舗 木造(在来) 平屋 － 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー 被害無し 木片セメント板
木毛セメント板(910mm厚さ12mm)

釘留め(150mmピッチ)
172

42 07.7.20 11:28 西本町1丁目11-32 赤 築10～30年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 被害は見られない 和瓦 無被害 布基礎 部分的 ー 基礎被害
窯業系サイディング
金属サイディング

庇モルタル垂れ下がり
窯業系サイディング一部外れ

173

43 07.7.20 11:32 西本町1丁目 聞光寺 赤 築30年以上 寺 木造(伝統) 平屋 1
増築部(RC)の倒壊により屋根部分脱落
柱は垂直に立っている

和瓦 無被害 独立基礎 不明 ー Sd5 ラスモルタル
増築部にRC造で施工
外壁はラスモルタル

181 188

44 07.7.20 11:51 西本町2丁目１ 築10～30年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 － 残留変形有 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Md2 窯業系サイディング 窯業系サイディングの落下 190

45 07.7.20 11:56 西本町2丁目１5-37 築10～30年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 －
1階部分の残留変形
隣の家がぶつかり変形

和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Gd4
窯業系サイディング

ラスモルタル
玄関部分に窯業系サイディング
その他の部分はラスモルタル

197

46 07.7.20 11:59 西本町2丁目 赤 築10年以下 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 1階部分の残留変形 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Gd4 窯業系サイディング 199

47 07.7.20 12:41 幸町1-28 築10～30年 店舗 S造 2 1 被害は見られない 陸屋根 不明 不明 不明 ー 被害無し パチンコ玉の保管容器が倒れ天井・壁を破壊 202

49 07.7.20 13:20 小倉町 築10～30年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 1階部分の残留変形 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Gd4 窯業系サイディング
土壁の上にサイディング

サイディングの下に筋交い無し
206 215

50 07.7.20 13:38 新花町 赤 築10～30年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1 全壊 和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Gd6- 窯業系サイディング 土壁の上に金属サイディング 216 217

51 07.7.20 13:42 新花町2丁目 築10～30年 店舗 S造 4 1･2 外壁の割れ 陸屋根 不明 布基礎 無被害 ー Md2 ラスシートモルタル ラスシートモルタル(LS1)の割れ 220 221

52 07.7.20 13:44 新花町2丁目 華街BLDG 築10～30年 店舗 S造 5 2 被害は見られない 陸屋根 不明 布基礎 無被害 ー Md2 タイル
ECP版→セメントモルタル→タイル

建物角部の外壁が10mm開いている
224 226

53 07.7.20 13:54 新花町2丁目 赤 築10～30年 店舗 S造 3 － 被害は見られない 陸屋根 不明 布基礎 無被害 ー Md1 窯業系サイディング 1階部分のパネルの割れ
227 228
229

54 07.7.20 13:57 新花町2丁目 赤 築10～30年 戸建専用住宅 木造(在来) 2 1
土台腐食
残留変形有

和瓦 無被害 布基礎 無被害 ー Ed4
板張り

波板(金属)
土壁内の貫が抜けている 233 234

55 07.7.20 14:10 栄町3丁目 築32年 併用住宅 S造 2 1･2 被害は見られない 陸屋根 不明 不明 無被害 ー Md2 ラスシートモルタル
ラスシート(LS1)モルタル厚25mm 釘留め

内部結露による下地およびラスシートの腐食
235 236
237 238

56 07.7.20 14:40 中央町5丁目50 市役所ホール 築10～30年 ホール RC造 3 1･2 舞台側外壁にせん断ひび割れ 陸屋根 不明 不明 無被害 ー Md1 RC
基礎部分にせん断ひび割れ幅15mm

エントランス部分渡り廊下亀裂
240 241
242 243

57 07.7.20 14:46 諏訪町１１ 築10～30年 マンション S造 4 － 被害は見られない 陸屋根 不明 布基礎 無被害 ー Md2 波形ラス
内部結露による下地鉄骨の腐食・破断による脱落

波形ラスの落下
248 249
250

住所




















