
耐震診断結果に基づく公共施設の整備等の考え方について（非特定建築物）

室蘭市役所分庁舎
室蘭市文化ｾﾝﾀｰ地下駐車場
（ﾘﾊｰｻﾙ室・通路含む）

室蘭市民俗資料館 中島公園野球場管理棟 室蘭市母恋会館 室蘭市本輪西会館 保健福祉部分庁舎 市立室蘭水族館本館

建設年度 S33
地下駐車場・通路 S41
リハーサル室 S46

S55 S54 S41 S56 S40 S28

建物面積 617.19㎡ 2,776.13㎡ 902.23㎡ 1,241.01㎡ 377.28㎡ 467.77㎡ 905.27㎡ 637.27㎡

構造階数 RC造 2階
RC造一部鉄骨造

1階地下1階
RC造 2階 鉄骨造 平屋 鉄骨造 平屋 RC造 2階 RC造一部鉄骨造 2階 RC造 2階

分庁舎は、建物の偏心により
建物の耐震性を示す指標であ
るIs値が0.45となっており、
大規模地震により倒壊等の危
険性のある施設であることが
判明した。

文化センター地下駐車場は、
建物の耐震性を示す指標であ
るIs値が駐車場部分で0.50で
あるが、一体となっているリ
ハーサル室・通路部分のIs値
が0.3未満となっており、大

民俗資料館は、建物の耐震
性を示す指標であるIs値が
0.58となっており、大規模
地震により倒壊等の危険性
の低い施設であることが判
明した。

中島公園野球場管理棟は、建
物の偏心により建物の耐震性
を示す指標であるIs値が0.42
となっており、大規模地震に
より倒壊等の危険性のある施
設であることが判明した。

母恋会館は、建物の耐震性を
示す指標であるIs値が0.3未
満となっており、大規模地震
により倒壊等の危険性の高い
施設であることが判明した。

本輪西会館は、建物の耐震
性を示す指標であるIs値が
1.05となっており、大規模
地震により倒壊等の危険性
の低い施設であることが判
明した。

保健福祉部分庁舎は、建物の
耐震性を示す指標であるIs値
が0.3未満となっており、大
規模地震により倒壊等の危険
性の高い施設であることが判
明した。

水族館本館は、建物の耐震性
を示す指標であるIs値が0.49
となっており、大規模地震に
より倒壊等の危険性のある施
設であることが判明した。

２．診断結果

１．施設状況
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判明した。 が0.3未満となっており、大
規模地震により倒壊等の危険
性の高い施設であることが判
明した。

明した。 設であることが判明した。 明した。 明した。

RC造の耐震壁の設置が必要 地下駐車場部分は、既存RC梁
の補強が必要。
リハーサル室・通路と一体の
部分は補強不能であり、リ
ハーサル室等は撤去又は地下
駐車場と合わせて建て替えが
必要

無し 鉄骨ブレースによる補強が必
要

屋根ブレース取替、壁ブレー
ス取替、トラス補強により、
骨組を残して建物を一度解体
する必要あり。

無し 1階RC部分の全柱補強、RC造
耐震壁の設置、2階鉄骨部分
壁ブレースによる補強及び屋
根ブレース補強に伴う屋根の
架け替えが必要

RC造耐震壁の設置、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ
ﾛｯｸ壁増設等が必要

約3,000千円 約36,000千円 約14,000千円 約58,000千円 約156,000千円 約12,000千円

（約1.5～2億円） （約4～5億円） （約3～4億円） （約1～1.5億円） （約2～3億円） （約3～4億円）

（約15,000千円） （約55,000千円） （約20,000千円） （約20,000千円） （約18,000千円） （約15,000千円）

・近年改修の実績がないた
め、継続使用には屋上防水等
の老朽対策が見込まれる。

・H14に前庭駐車場改修を実
施している。
・ﾘﾊｰｻﾙ室は、H21に増築を実

・現時点で大規模な老朽対策
は見込まれない。

・近年の改修工事実績はない
ため、継続使用には老朽対策
が見込まれる。

・H14譲渡時の改修工事のほ
か、屋上防水工事を実施し老
朽化に対応している。

・これまで設備改修等を定期
的に実施し老朽化に対応して
いる。

（新築費用）

（解体費用）

３．耐震補強方法

４．耐震補強経費

５．施設の老朽度

の老朽対策が見込まれる。 ・ﾘﾊｰｻﾙ室は、H21に増築を実
施している。

が見込まれる。 朽化に対応している。 いる。
・築年数がかなり経過してお
り、今後も老朽対策が見込ま
れる。

・職員の事務所スペースとし
て総務課統計係が入居してい
る。
・消費者協会、市友会が入居
している。

・文化センターの付帯施設で
あり、多くの市民が利用して
いる。
・以前より駐車場が少ないと
の要望がある。

・野球場との一体利用のほ
か、アーチェリー等の活動に
も利用されており、H24年度
からは多目的室として開放す
る予定である。

・地域コミュニティ施設とし
て、趣味教養サークルなどの
小規模であるが多彩な団体が
使用している。

・一般的な事務所利用として
福祉関係の団体が入居し、福
祉活動拠点として利用されて
いる。
・社会福祉協議会、福祉事業
協会、母子福祉会、南条育英
会が入居している。

・白鳥大橋記念館（道の駅み
たら室蘭）やパークゴルフ場
などの周辺施設とともに、多
くの市民が利用し、過去6年
間連続して10万人以上が訪れ
ている。

約5,200人 約11,000人 約9,000人 約11,000人 約110,000人

・事務所機能が主であり、統
計係については本庁舎などに
移転可能。

・大ホールや管理棟との一体
利用であり、他の施設での代
替機能確保は難しい。
・駐車場不足への要望につい
ては、本庁舎駐車場の利用を

・野球場と一体利用であり、
他の施設での代替機能確保は
難しい。

・貸館が主であり、他の施設
と機能的に類似する。

・事務所機能が主であり、一
般的な施設での代替が可能。

・他の施設での代替機能確保
は難しい。

（H22延べ利用者数）

６．施設利用状況

７．類似・代替機能

ては、本庁舎駐車場の利用を
促す等の対応をしている。

老朽化が進んでおり、庁舎と
しての必要性は低いため、現
施設は廃止する。

・大ホールや管理棟との一体
利用が必要な施設であること
から、耐震補強し継続使用す
る。
・リハーサル室については、
管理棟での機能確保を検討す
る。

スポーツ振興施設として、今
後も継続使用が見込めること
に加え、耐震補強費も比較的
安価であることから、耐震補
強し継続使用する。

地域のコミュニティ施設とし
て、他の会館を含め、引き続
き方向性を検討する。

地域のコミュニティ施設と
して、他の会館を含め、引
き続き方向性を検討する。

施設規模に対し耐震補強費が
多大であり、分庁舎としての
必要性は低いため、現施設は
廃止する。

耐震補強費は比較的安価であ
り、臨海地区の交流拠点機能
や施設ニーズを考慮し、耐震
補強し継続使用する。

入居団体と調整が整い次第廃
止

管理棟と一体で検討し、H24
年度内に考え方等を取りまと
める

H24実施設計、H25改修に向け
準備を進める

H24年度内に市会館の今後の
あり方について考え方を取り
まとめる

H24年度内に市会館の今後の
あり方について考え方を取
りまとめる

入居団体と調整が整い次第廃
止

H24実施設計、H25改修に向け
準備を進める

廃止とする施設 耐震補強し継続して
使用する施設

継続して使用する施設 耐震補強し継続して
使用する施設

引き続き検討を
要する施設

引き続き検討を
要する施設

廃止とする施設 耐震補強し継続して
使用する施設

（今後の進め方）

８．今後の考え方

※補強工法及び経費については、診断業務のなかで提案させた大まかな参考であり、老朽対策等の改修は含まない。実際の耐震補強工事にあたっては、あらためて詳細な実施設計が必要となるので、大幅な変更もあり得る。

※1次診断結果：Is値0.8以上、2次診断結果：Is値0.54以上が補強不要と判定される。（RC造の基準値は0.54以上、鉄骨造の基準値は0.60以上）

（区分）

※1次診断結果：Is値0.8以上、2次診断結果：Is値0.54以上が補強不要と判定される。（RC造の基準値は0.54以上、鉄骨造の基準値は0.60以上）

※新築・解体費用は、概算額であり、詳細調査により大幅な変更があり得る。新築費用は、建物のみであり、調査費・設計費・外構整備費等の他経費は含まない。解体費用は、別途杭撤去費等が必要。
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