
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（特定建築物）

室蘭市役所本庁舎 室蘭市女性センター
胆振地方男女平等

参画センター
室蘭市文化センター

管理棟
室蘭市文化センター

大ホール
室蘭市青少年科学館
(ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑを含む)

市立室蘭図書館

建設年度
本館 S27
新館 S37

S45 S55 S42 S38 S37 S33（S46増築）

建物面積 10,164.83㎡ 769.90㎡ 1,008.33㎡ 3,202.80㎡ 3,455.80㎡
本館 2,319.5㎡
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 236.2㎡

1,602.92㎡

構造階数 RC造 4階地下1階 RC造 3階 RC造 2階 RC造 4階地下1階
RC造一部鉄骨造

3階地下1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

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

Is値0.48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

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

Is値0.57であり、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

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

１．施設状況

２．診断結果
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RC造耐震壁の新設や鉄骨ブ
レースによる補強、構造ス
リットの設置が必要。また、
新館の物見塔の撤去が必要

耐震壁を増設するとともに、
柱のRC巻き立てが必要

耐震壁に耐震スリットを入れ
ることが必要

耐震壁の増設や鉄骨ブレース
による補強が必要。

無し RC造耐震壁の新設や鉄骨ブ
レースによる補強が必要

鉄骨ブレースによる補強と高
強度コンクリートブロック耐
震壁のよる補強及び柱への炭
素繊維巻き立て等による補強
が必要

約610,000千円 約32,000千円 約2,000千円 約163,000千円 約45,000千円 約111,000千円

（約24～29億円） （約2～3億円） （約3～4億円） （約8～9億円） （約9～11億円） （約6～7億円）

（約180,000千円） （約40,000千円） （約30,000千円） （約90,000千円） （約50,000千円） （約40,000千円）

・これまで外壁改修等を実施
し老朽化に対応している。
・継続使用にはボイラー設備
等の更新が見込まれる。

・近年改修の実績がないた
め、継続使用には老朽対策が
見込まれる。
・耐震補強工事の際には、隣
接する職員会館のｱｽﾍﾞｽﾄ対策
が必要となる可能性がある。

・建設年度が比較的新しく、
現時点で老朽対策は見込まれ
ない。

・これまで内部・外壁等の改
修や設備更新のほか、市民美
術館開設にあたり地階の改修
を実施し老朽化に対応してい
る。
・継続使用には3階旧教育委

・これまで屋上や外壁の改修
を実施し老朽化に対応してい
る。
・太陽光発電設備の設置を
行っている。
・継続使用には図書館と共同

・近年改修の実績がないた
め、継続使用には雨漏り対策
や科学館と共同のボイラー設
備の更新が見込まれる。

４．耐震補強経費

（解体費用）

３．耐震補強方法

（新築費用）

５．施設の老朽度

が必要となる可能性がある。 ・継続使用には3階旧教育委
員会等のｱｽﾍﾞｽﾄ除去が必要。

・継続使用には図書館と共同
のボイラー設備等の更新等が
見込まれる。

・市民の窓口部門も有してい
るが、主たる用途は職員の執
務室である。

・設置目的は「女性の福祉の
増進と教養の向上」である
が、男女平等参画を推進する
社会情勢から、初期の目的は
達成されたと考える。
・利用状況は生涯学習を目的
とするサークル活動が中心で
ある。

・男女平等参画推進の中核施
設として事業展開や団体利用
があるほか、交通の利便性が
良いことから、生涯学習を目
的とするサークル活動で多く
利用されている。

・展示会や会議・研修での利
用のほか、市民美術館来場者
など、文化施設の拠点とし
て、多くの市民が利用してい
る。

・体験型の施設として科学ク
ラブ講座や実験教室・イベン
トなど参加型の事業展開が好
評で、多くの市民が利用して
いる。
・西いぶり圏域への広域的な
教育推進も進めている。

・教育文化の拠点として、多
彩な行事を行い多くの市民が
利用している。
・蘭東地区に図書館機能を要
望する声がある。

約25,000人 約42,000人 約75,000人（大ﾎｰﾙ除く） 約44,000人 約36,000人 約69,000人

・一般的な事務所用途だが規
模が大きく、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。
・車両センターは、別途車庫
を確保することで対応可能。

・貸館が主であり、他の施設
と機能的に類似する。

・一般的な貸館としては他の
施設と機能的に類似するが、
大ホールと一体的な利用があ
り、他の施設での代替機能確
保が難しい。
・展示室・美術館機能として
も、他の施設での代替機能確
保は難しい。

・西胆振唯一の施設であり、
近隣市等にも類似施設はな
く、代替機能確保は難しい。

・構造上書架の荷重に対応す
る必要があり、一般的な施設
での代替機能確保は難しい。

６．施設利用状況

７．類似・代替機能

（H22延べ利用者数）

保は難しい。

老朽化が進んでおり今後設備
等の更新も見込まれるが、新
築する場合の財政負担が多大
であることから、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。

施設は比較的新しく、男女平
等参画推進の拠点施設として
利用頻度も高く、加えて耐震
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。

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。

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。

他施設の整備終了後に実施 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

H24実施設計、H25改修に向け
準備を進める

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

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

耐震補強し継続して
使用する施設

現施設を廃止し他施設に移転、
または機能を確保する施設

耐震補強し継続して
使用する施設

耐震補強し継続して
使用する施設

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

耐震補強し継続して
使用する施設

（今後の進め方）

※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。

（区分）

８．今後の考え方

※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。

※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）
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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（特定建築物）

室蘭市港の文学館 室蘭市体育館
室蘭市

青少年研修センター
室蘭市

学校給食センター
室蘭市

総合福祉センター
市立室蘭

看護専門学院

建設年度 S40 S45 S40 S49 S51
校舎棟 S43・44
体育館 S55

建物面積 1,255.53㎡ 6,310.31㎡ 1,261.65㎡ 2,081.36㎡ 1,853.96㎡
校舎棟 4,473.53㎡
体育館 1,970.64㎡

構造階数 RC造 4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

RC造 3階
鉄骨造一部RC造
平屋一部3階建

RC造 2階
校舎棟 RC造 5階地下1階
体育館 RC造 3階

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

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

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

校舎棟は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、体育館棟はIs値
0.35であり、大規模地震により
倒壊等の危険性がある施設であ

１．施設状況

２．診断結果
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倒壊等の危険性がある施設であ
ることが判明

（1次診断のため耐震性の有
無の確認のみ）

アリーナ棟については天井梁
（ダイヤモンドトラス）の張
替を行い、管理・武道場棟、
ステージ棟には耐震壁新設等
による補強が必要

（1次診断のため耐震性の有
無の確認のみ）

RC造耐震壁の新設や鉄骨ブ
レースによる補強及び集合煙
突の高さを20ｍから13ｍに切
断して耐震性を向上させるこ
とが必要

耐震壁の増設や鉄骨ブレース
設置による補強が必要。

校舎棟では耐震壁の新設、体
育館棟においては柱のコンク
リート巻きせん断補強及び鉄
骨水平ブレースの交換が必要

約850,000千円 約22,000千円 約62,000千円 約90,000千円

（約5～6億円） （約21～25億円） （約3～4億円） （約16～19億円） （約5～6億円） （約16～19億円）

（約30,000千円） （約130,000千円） （約30,000千円） （約30,000千円） （約40,000千円） （約100,000千円）

・近年改修の実績がないた
め、継続使用には外壁の全面
改修や雨漏り対策など大規模
な老朽対策が見込まれる。

・これまで床や暖房設備の改
修等を実施し老朽化に対応し
ている。

・H18内部や設備改修を実施
し老朽化に対応している。
・地下の水・湿気が原因で床
の腐食が著しく、毎年修繕が
発生しており、継続使用には
根本的な対策が必要

・これまで屋根や暖房施設等
の改修を実施し老朽化に対応
している。
・継続使用には下処理室の改
修等が見込まれる。

・これまでボイラー改修を実
施し老朽化に対応している。
・継続使用には屋上防水や給
排水設備の改修など大規模な
老朽対策が見込まれる。

・学院移転時に校舎棟の一部
改修、その後屋上防水改修等
を実施し老朽化に対応してい
る。
・継続使用には暖房設備の更
新等が見込まれる。

３．耐震補強方法

４．耐震補強経費

（解体費用）

５．施設の老朽度

（新築費用）

根本的な対策が必要 新等が見込まれる。

・本市ゆかり作家の文学資料
を展示している施設である
が、利用者が少ない。

・スポーツの拠点施設として
多くの市民が利用している。
・災害時の避難場所としての
機能を有する大規模な施設で
ある。

・設置目的は「青少年の健全
育成及び青少年団体活動の振
興」であるが、青少年の利用
は4割程度、6割は主に生涯学
習団体の利用である。

・市内の学校に給食を供給す
る施設であり、児童向けの施
設見学会なども行っている。

・設置目的は「老人、心身障
害者、母子家庭の福祉増進」
であるが、現在は主として高
齢者の趣味教養講座やサーク
ル活動の場としての利用が多
い。

・定員拡大により、H24年度
から学生240名体制となる。
・体育館は授業等に支障のな
い範囲で一般開放している。
・体育館棟1階には、室蘭工
業大学ロボットアリーナが入
居し、イベントや研究に使用
されている。

約2,100人 約128,000人 約19,000人 約55,000人 約4,500人（体育館解放）

・構造上書架の荷重に対応す
る必要があり、一般的な施設
での代替機能確保は難しい。

・現施設規模の体育館機能の
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。

用途・設備共に特殊なもので
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。

・看護師養成所として在宅実
習室などの特別教室を設置す
る必要があり、現施設規模の
校舎・体育館機能の確保は難
しい。

（H22延べ利用者数）

６．施設利用状況

７．類似・代替機能

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。

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。

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。

学校関連施設として不可欠な
ものであり、新築する場合の
財政負担が多大であることか
ら、耐震補強し継続使用す
る。

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。

これまでに校舎棟の一部改
修、屋上改修などの老朽対策
を実施しているほか、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。

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

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実施設計、H25改修に向け
準備を進める

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実施設計、H25改修に向け
準備を進める

現施設を廃止し他施設に移転、
または機能を確保する施設

引き続き検討を
要する施設

現施設を廃止し他施設に移転、
または機能を確保する施設

耐震補強し継続して
使用する施設

現施設を廃止し他施設に移転、
または機能を確保する施設

耐震補強し継続して
使用する施設

※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）

８．今後の考え方

（今後の進め方）

（区分）

※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）

※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。

- 2 -


