
耐震診断結果に基づく公共施設の整備等の進め方について（施設別）

管理棟
地下駐車場

（ﾘﾊｰｻﾙ室・通路含む）

建設年度 S42
    地下駐車場・通路 S41
    リハーサル室     S46

S40 S33（S46増築） S37 S45

建物面積 3,202.80㎡ 2,776.13㎡ 1,255.53㎡ 1,602.92㎡
本館   2,319.5㎡
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 236.2㎡

769.90㎡

構造階数 RC造 4階地下1階
RC造一部鉄骨造

1階地下1階
RC造 4階 RC造 3階 RC造 3階地下1階 RC造 3階

Is値0.3未満であり、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

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。

1次診断の結果、Is値0.58であり、耐
震性に疑問があることが判明

Is値0.3未満であり、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

本館はIs値0.4、ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ棟はIs値
0.37で、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

Is値0.3未満であり、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

約255,000千円

約71,000千円
（地下駐車場耐震補強：44,000千円、リ
ハーサル室解体：15,000千円、渡り廊下

基礎補強：12,000千円）

約15,000千円 約137,000千円 約55,000千円

（約8～9億円） （約4～5億円） （約5～6億円） （約6～7億円） （約9～11億円） （約2～3億円）

（約90,000千円） （約55,000千円） （約30,000千円） （約40,000千円） （約50,000千円） （約40,000千円）

新築する場合の財政負担が多大であ
り、大ﾎｰﾙ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。

・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。

施設の老朽化が著しいことから、他
施設へ移転することで現施設は廃止
する。

新築する場合の財政負担が多大であ
り、他の施設での代替機能確保も難
しいことから、耐震補強し継続使用
する。

新築する場合の財政負担が多大であ
り、他の施設での代替機能確保も難
しいことから、耐震補強し継続使用
する。

本来の目的は達成されており、他施
設に機能を確保することで現施設は
廃止する。

他施設の機能確保・移転場所として
検討し、H24年度内に考え方等を取り
まとめる

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

現施設の移転先についてH24年度内に
考え方等を取りまとめる

他施設の機能確保・移転場所として
検討し、H24年度内に考え方等を取り
まとめる

財政負担の平準化等を考慮し、H24年
度内に実施時期を決定

現施設の機能確保場所についてH24年
度内に考え方等を取りまとめる

・リハーサル室の移転先として検討
・女性センターの機能確保先として
検討

・管理棟へリハーサル室の移転を検
討
・渡り廊下は、詳細な調査の結果、
基礎補強により使用が可能と判断さ
れ、継続使用を検討

・文化センター管理棟や図書館など
への移転を検討していたが、検討の
結果、既存施設では、書架等の荷重
対応、展示スペース確保など課題が
あり、民間からプロヴィデンス活用
の打診があったため、プロヴィデン
スを移転先とした

・文学館の移転先として検討
・複合公共施設に図書館機能を望む
声が多数寄せられており、現施設の
狭隘解消につながることも考えられ
ることから、一部機能の移転を検討

・図書館と共有している暖房等設備
のあり方について検討

・文化センター管理棟に確保する、
必要な機能・スペース等を検討

・文学館の会から要望書を受理 ・小中学校のアンケートや私立幼稚
園PTA連合会要望書で蘭東地区に図書
館機能導入を望む声がある
・複合公共施設に関する意見交換
で、中高生や子育て世代から図書館
機能導入を望む声がある

・指定管理者から要望を受理 ・利用者への説明を実施
・利用者からの意見・要望を受付
・利用者の会から要望書を受理

・耐震補強のほか、リハーサル室の
移転や女性センターの機能確保に必
要な内部改修を実施し、継続して使
用

・地下駐車場は耐震補強し継続して
使用
・リハーサル室は、管理棟に移転
し、現施設は解体
・渡り廊下は、基礎補強し継続して
使用

・プロヴィデンスに移転し、現施設
は解体

・文学館はプロヴィデンスに移転す
ることから、基本的に現施設を耐震
補強し継続して使用
・複合公共施設の検討を進めるなか
で、図書館機能の一部移転について
も検討

・耐震補強し継続して使用
・図書館と共有している暖房等設備
についても、今後も継続して使用

・文化センターに、調理室機能や趣
味・サークル活動など、必要な機能
を確保し、現施設は廃止

・平成25年　耐震設計
・平成26年　耐震補強

・平成25年 耐震設計（地下駐車場）
・平成26年 管理棟の内部改修完了後
にリハーサル室移転
・平成27年 地下駐車場耐震補強
　　　　　 リハーサル室解体
　　　  　 渡り廊下基礎補強

・平成25年 プロヴィデンスの内部改
修後、移転
・平成26年 施設解体

・平成25年 複合公共施設への機能導
入について検討
・平成29年 耐震設計
・平成30年 耐震補強

・平成25年 耐震設計
・平成26年 耐震補強

・平成26年 文化センター管理棟の内
部改修完了後、現施設廃止
・平成27年 施設解体

※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）

※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、変更もあり得る。

※新築・解体費用は、概算額であり、詳細調査により変更があり得る。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（体育館を除く）。解体費用は、別途杭撤去費等が必要。

８．整備スケジュール等

　　（今後の進め方）

６．利用者との意見交換や
要望など

５．平成24年度の検討内容

（新築費用）

４．平成24年第1回定例会
　　（今後の考え方）

市立室蘭図書館
室蘭市青尐年科学館
(ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑを含む)

室蘭市女性センター室蘭市港の文学館

７．今後の進め方

・指定管理者との意見交換を実施
・指定管理者から要望を受理

（解体費用）

１．施設状況

２．診断結果

３．耐震補強等に
　　　　　　要する経費

室蘭市文化センター

平成２５年３月１２日 
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耐震診断結果に基づく公共施設の整備等の進め方について（施設別）

建設年度 S51 S40 S45

建物面積 1,853.96㎡ 1,261.65㎡ 6,287.53㎡

構造階数 RC造 2階 RC造 3階
RC造（競技場

鉄筋ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾗｽ）
2階地下1階

Is値0.46であり、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

1次診断の結果、Is値0.3未満であ
り、耐震性に疑問があることが判明

Is値0.3未満であり、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

約1,374,000千円

（約5～6億円） （約3～4億円） （約30億円）

（約40,000千円） （約30,000千円） （約216,000千円）

大規模な老朽対策が見込まれるほ
か、高齢者の利便性を考慮した「ま
ちなか」への設置や、世代間交流が
図られる施設形態が望まれることか
ら、他施設に機能を確保することで
現施設は廃止する。

地下水への対策や老朽対策が見込ま
れることから、他施設に機能を確保
することで現施設は廃止する。

耐震補強方法の技術的課題、耐震補
強に要する休館期間や代替場所の確
保の問題、補助制度の活用による新
築の検討など、様々な角度から引き
続き検討する必要がある。

現施設の新たな複合施設での機能確
保についてH24年度内に考え方等を取
りまとめる

現施設の新たな複合施設での機能確
保についてH24年度内に考え方等を取
りまとめる

H24年度内に考え方等を取りまとめる

・複合公共施設に確保する必要な機
能、スペース等を検討
・浴室のあり方
・送迎バスのあり方
・陶芸の家のあり方

・複合公共施設に確保する必要な機
能、スペース等を検討
・青尐年の健全育成に資する機能の
検討

・体育館再整備基本構想委託のなか
で、耐震補強の技術的課題、新築の
手法などを検討

・利用者代表委員会への説明会実施
・一般利用者への説明会実施
・利用者に複合公共施設に望む機能
についてアンケートを実施
・東明地区懇談会において、利用者
への説明等の状況や施設機能のあり
方などを説明

・利用者への説明会を実施

・複合公共施設に、講座・サークル
などの活動の場やフリースペースな
どの憩いの場など、必要な機能を確
保し、現施設は廃止
・浴室は廃止
・送迎バスについては引き続きあり
方検討
・陶芸の家は廃止し、陶芸用の部屋
を確保

・複合公共施設に、青尐年団体や生
涯学習団体などの活動の場や軽ス
ポーツの場など、必要な機能を確保
し、現施設は廃止

・耐震改修の場合の工期の想定や代
替施設の確保などの課題があり、財
政負担や広域避難場所としての防災
対策強化等を考慮し、中島公園内に
改築し、現施設は解体し跡地を駐車
場として整備予定

・平成30年 複合公共施設の供用開始
　　　　　 施設解体

・平成30年 複合公共施設の供用開始
　　　　　 施設解体

平成28年 基本設計
平成29年 実施設計
平成30年～建設着手

※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）

※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、変更もあり得る。

※新築・解体費用は、概算額であり、詳細調査により変更があり得る。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（体育館を除く）。解体費用は、別途杭撤去費等が必要。

８．整備スケジュール等

　　（今後の進め方）

５．平成24年度の検討内容

室蘭市
総合福祉センター

（新築費用）

１．施設状況

４．平成24年第1回定例会
　　（今後の考え方）

６．利用者との意見交換や
要望など

７．今後の進め方

３．耐震補強等に
　　　　　　要する経費

（解体費用）

室蘭市
青尐年研修センター

室蘭市体育館

２．診断結果

平成２５年３月１２日 
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