
【現行計画（天井等落下防止対策工事）】
○工事完了５２校（体育館３４校・武道場等１８校） ○今後実施予定校３６校[Ａ]

平成２６年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

高等学校 高等学校 高等学校 高等学校

番号 学校名 施設名 番号 学校名 施設名 番号 学校名 施設名 番号 学校名 施設名

1 竹早高等学校 体育館 1 新宿山吹高等学校 体育館 1 駒場高等学校 武道場 1 八潮高等学校 武道場

2 世田谷泉高等学校 体育館 2 多摩科学技術高等学校 体育館 2 第一商業高等学校 武道場 2 蒲田高等学校 武道場

3 目黒高等学校 体育館 3 大崎高等学校 武道場 3 杉並高等学校 武道場 3 美原高等学校 武道場

4 新宿高等学校 体育館 4 つばさ総合高等学校 武道場 4 北豊島工業高等学校 武道場 4 目黒高等学校 武道場

5 赤羽商業高等学校 体育館 5 大田桜台高等学校 武道場 5 白鴎高等学校 武道場 5 国際高等学校 武道場

6 北豊島工業高等学校 体育館 6 総合工科高等学校 武道場 6 上野高等学校 武道場 6 石神井高等学校 武道場

7 駒場高等学校 体育館 7 杉並工業高等学校 武道場 7 農産高等学校 武道場 7 杉並総合高等学校 武道場

8 東大和高等学校 体育館 8 文京高等学校 武道場 8 八丈高等学校 武道場 8 大山高等学校 武道場

特別支援学校
9 北園高等学校 武道場 9 練馬高等学校 武道場 9 荒川工業高等学校 武道場

番号 学校名 施設名 10 赤羽商業高等学校 武道場 10 板橋有徳高等学校 武道場 10 足立工業高等学校 武道場

1 墨東特別支援学校 体育館 11 小石川中等教育学校 武道場 11 千早高等学校 武道場 11 深川高等学校 武道場

2 港特別支援学校 体育館 12 淵江高等学校 武道場 12 葛飾野高等学校 武道場 12 江戸川高等学校 武道場

3 石神井特別支援学校 体育館 13 葛西工業高等学校 武道場 13 蔵前工業高等学校 武道場 13 紅葉川高等学校 武道場

14 科学技術高等学校 武道場 14 大森高等学校 武道場 14 富士森高等学校 武道場

平成２７年度
15 町田工業高等学校 武道場 15 浅草高等学校 武道場 15 福生高等学校 武道場

高等学校 16 立川高等学校 武道場 16 戸山高等学校 武道場 16 多摩工業高等学校 武道場

番号 学校名 施設名 17 五日市高等学校 武道場 17 新宿高等学校 武道場 17 小平高等学校 武道場

1 白鷗高等学校 体育館 18 田無高等学校 武道場 18 東大和南高等学校 武道場

2 工芸高等学校 体育館
特別支援学校

19 武蔵野北高等学校 武道場

3 小松川高等学校 武道場 番号 学校名 施設名

4 江東商業高等学校
武道場
他

1 文京盲学校 体育館

特別支援学校
2 葛飾盲学校 体育館

番号 学校名 施設名 3 久我山青光学園 体育館

1 立川ろう学校
大体育
館

4 中央ろう学校 体育館

2 大泉特別支援学校 体育館 5 立川ろう学校
小体育

館

3 八王子特別支援学校 体育館 6 葛飾ろう学校 体育館

4 永福学園 体育館 7 北特別支援学校 体育館

5 品川特別支援学校 体育館 8 羽村特別支援学校 体育館

6 志村学園
第二体
育館

9 中野特別支援学校 体育館

10 板橋特別支援学校 体育館

11 田無特別支援学校 体育館

12 青峰学園 体育館

13 志村学園
第一体
育館
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