熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

1 益城町文化会館

回答

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

第1次

16日の本震以降、停電及び断水が続いたが、22日に電機は復旧。
水道は復旧の目処が立たず。
また、応急危険度判定結果は赤『危険』との判定を受ける。
建物内…事務所の一部（後付）が傾き、隙間が発生。
ロビーホワイエの吊り天井及び壁面の一部が崩落。
また、ガラスが2枚破砕。
雨天時には雨漏りを数か所確認。
ホール内の吊物や天井・壁等には目立った被害はないが、
袖付近の照明機材や音響機材、道具類が散乱。
天井裏の排気ダクトの一部が外れているのを確認。
建物外…ホールエントランスの一部陥没。駐車場の街灯が一部倒壊。
また、地面に大規模な亀裂が発生。会館裏の傾斜部分に
大規模な亀裂及び滑落あり。

地震発生以降、閉館中
再開の予定なし
申請者へ閉館の旨を連絡

見通し立たず

第2次

16日の本震以降、停電及び断水が続いたが、22日に電気は復旧。水道は
1ヶ月経過後に敷地入口まで復旧したものの、敷地内地中配管に漏れがある
ため、現在も復旧の目処が立たず。
また、応急危険度判定結果は赤『危険』との判定を受ける。
建物内…事務所の一部（後付）が傾き、隙間が発生。ロビーホワイエの吊り
天井及び壁面の一部が崩落。また、ホワイエのテラスに面する全面ガラス張り
（H2900mm×W22200mm）のガラスが2枚破砕。２Fバルコニー席への
階段のガラス製手すり破損。雨天時にはクラックからの雨漏りを数カ所確認。 地震発生以降、閉館中
ホール内の吊物や天井・壁等には目立った被害はないが、袖付近の照明機 再開時期未定。
材や音響機材、道具類が散乱。天井裏の排気ダクトの一部が外れているの 申請者へ閉館の旨を連絡
を確認。ダクトブラケット数カ所脱落。
建物外…ホールエントランスが全体的に5㎝～50㎝程度陥没。駐車場の街
灯及びフェンスがが一部倒壊。また、地面に大規模な亀裂や陥没が発生。会
館裏の傾斜部擁壁が全面にわたり損壊し、一部倒壊。
備品…ベーゼンドルファー290は天板が外れキズ・凹み多数。スタインウェイD274は天板の丁番に歪。天板と胴体にキズ。音響卓1台落下により使用不
能。練習室設置のアップライトピアノ2台転倒による破損あり。

見通し立たず

経過

2 熊本産業展示場

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

第1次

コンクリート壁面からの雨漏りによりロビー天井板が水分を吸収し一部落下。

【開館】
4/15～7/31（108日間）休
館
ホールは更に1ヶ月休館し9/1よ
り一般貸出し再開

・天井、水銀灯等の落下（多数）
・ガラスの破損、落下（多数）
・建物のヒビ など かなりの損害
細かい部分は県（営繕課・ブランド推進課）が調査中

現在閉館中（とりあえず9月ま
で）それ以降の会館未定

ホワイエ天井、ガラ
ス、事務所前駐車
場、上水道、下水道
すべて応急修理のみ

1/10

2016.10.4時点

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

建築、吊り物、音響、照明、空調、消防設備等の各関
連業者へ臨時点検を依頼し、日程を調整中。
避難指定場所ではないため避難者なし

建築、吊り物、音響、照明、空調、消防設備等の各関
連業者へ臨時点検はほぼ終了し現時点では問題なし。
＊避難指定場所ではないため、避難者はおりません。

会館裏擁壁、ホワイエ天
井、ガラス、バルコニー席への
階段手摺、上下水道、エン
トランス、緞帳蓋、排気ダク
ト、事務所沈下傾きなど多
数。

被害状況の把握、報告。復旧見積り依頼。使用不可 ①防災体制の見直し。利用料金収入減による運営の見直し。
利用者への連絡、振替。
演奏慰問など炊出し災害ボランティア以外のボランティア ②早急な施設復旧復興計画の作成。被災休館による利用料金
町内受付窓口。
還付に対する補填。

未定

・避難場所とはなっていないが駐車場を開放（2200台
分）
・県、町の本部
・物資の集積など

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

3 熊本県立劇場

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

回答

第1次

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

・外壁全面でPC板にズレが発生し破片が剥落（このため建物内・周辺を立
入禁止とした）
・館内至る箇所で天井や壁の一部剥離や亀裂、照明器具の破損
・正面玄関外のプロムナード庇の柱に亀裂
・エントランス(正面玄関側共用部分)及びホワイエ天井の照明器具のグロー
ブが傾斜し落下の恐れ
・モール（中央通路）の照明器具が断線して点灯しない
・高架水槽(トイレ、冷温水発生器用)のパネル及び配管が破損し、トイレが
使用不可
現在、6/20まで臨時休館
・敷地南側のブロック塀の一部が落下し、数メートルにわたり倒壊の恐れ
・正面ロータリー出口レーンの車道が陥没
【コンサートホール】
・天井スピーカー付近の天井の一部が剥落
・落下物により調光卓損傷
【演劇ホール】
・コンクリート片、石膏ボードの一部等の落下
・フライギャラリーのネットフェンス破損
・舞台吊物ガイドレールの損傷
・3サスのウェイトはずれ

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

県と協議中

2016.10.4時点

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

・避難場所には指定されていないが、4/16から有料駐
車場を避難者へ開放。
・4/27まで大阪ガス復旧支援隊作業車(約100台)の
駐車場所として駐車場を提供。

●外壁
・前震、本震、余震でズレが生じたPC板を調査のため一部撤去中、落下の
恐れがあるものは撤去する予定。

第2次

4 熊本市民会館

第1次

経過

5

熊本市男女共同参画センター
「はあもにい」

第1次

●第1次調査後に発見された被害内容
【コンサートホール】
・緞帳隔壁にクラック
【演劇ホール】
・ホリゾントボードの損傷
・舞台空調ダクト吊りボルトの破断
・舞台キャットウォーク金網の破損
【正面玄関】
風除室ルーバー天井の損傷
【その他】
・第1練習室天井内給水管の漏水
・空調ダクト防音カバーの破損(地下2階空調機械室及びコンサートホール
3F)

県にて予算措置を講じた箇
県営繕課にて被害状況、施工方法等を調査中
所を順次手配中

8/24まで臨時休館(8/25再開予
定)

・地震による前庭不面（亀裂及び隆起） ・施設内壁の亀裂 ・天井の剥
休館
落（大ホール） ・展示ロビーの床面の隆起陥没 ・扉などの開閉の不具合

特になし

【開館】
4/15～6/30（77日間）休館
7/1から中小会議室再開、９/1 なし
から大会議室再開、大ホールは
現在も休館中

平成29年4月～同年12月
復旧工事予定（建築、電 館内一部で災害物資を保管
気設備、空調設備、給排 地震被害家屋調査の事務所として活用
水設備、外構）

4月21日に熊本市営繕課、施設課による検査が行われ、館内の立ち入りは
OK。
敷地内駐車場の地面に隆起があり立ち入り禁止区域あり。
室内外のタイルが一部崩落／物品が落下によって破損／窓・ドアの開閉に不
具合／壁・天井などに複数の亀裂／水管の水漏れ／敷地内の地面の隆起
／メインホールの吊り物装置のガイドレール・ガイドシューの曲がり、変形、脱落

4/27までの閉館。28日以降は
開館し、ホール以外の貸室業務
を再開する予定。ホール利用の
再開は未定。

未定

2/10

職員、業者以外の館内立ち入り禁止

①長期にわたる工事計画となり、休館期間が長くなること
②補助金や補助内容の拡充など被害に対しての確実な対応

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

5

熊本市男女共同参画センター
「はあもにい」

6 熊本市国際交流会館

回答

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

第2次

4月21日に熊本市営繕課、施設課による検査が行われ、館内の立ち入りは
許可済。
両ホールへの立ち入りは禁止。
室内外のタイルが一部崩落／物品が落下によって破損／窓・ドアの開閉に不
具合／壁・天井などに複数の亀裂／水管の水漏れ／敷地内の地面の隆起
／メインホールの吊り物装置のガイドレール・ガイドシューの曲がり、変形、脱落
／多目的ホールの客席をロック・ロック解除するためのワイヤーの損傷

開館はしており情報資料室など
館内の一部は利用可。貸室・両
ホールの貸し出は行っていませ
ん。

水管の水漏れなどは修繕
済。メインホールは6月中に、 5月8日より2階の学習室と3～4階の貸室で避難者の
多目的ホールは5月中に修 受け入れを行っています。
繕予定で現在調整中。

第1次

4/20時点でわかっていること（余震のため調査、片付けが困難）
・ホール客席故障（可動できない）
・搬入用エレベーター
・その他、備品関係（照明機材などが棚から崩落したままになっている）
建物の破損状況未調査

臨時休館・ホール（5月いっぱ
い）・ホール以外（5月5日ま
で）
4月14日開設、受入れ数 現
在11名（日本4名、外国人7
名）

未定

市民や外国人向けの避難所（4/24まで）＊4/20時
点

第2次

・ホールロールバックチェア（移動席客席）故障
・ホールシャンデリア破損（大きな余震で再び落下の恐れ）
・ホール舞台吊物リミッター故障
・エレベーター（搬入用）カウンターウェイトの故障
・大広間仕切りパーティションレールの歪み
・公開空地の敷石破損、亀裂など
建物の破損状況不明（概ね見た目では問題はないようだが）

・ホールは閉鎖中（７月いっぱい
までの予定）
・会議室（ホール以外）は5月
6日より通常再開

未定（エレベーターなど一
部、修繕済み）

避難所機能は解除されている
5月中にホールの主な設備の点検を行う

【開館】
4/16～5/5（20日間）休館
但し、ホールは7/7まで閉鎖。
7/8以降は、一部条件付きで再
開（条件とは、移動式客席は
地震で被災したが、未修繕のた
め、移動式客席を収納して客席
をフラットの状態でパイプ椅子を
代わりに並べた状態での貸出）

経過

7 熊本市健軍文化ホール

8 熊本市子ども文化会館

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

2016.10.4時点

第1次

・建物周りの地盤沈下
・ホール客室天井および照明器具等の脱落
・舞台吊物設備破損
・舞台音響設備破損（音響卓・スピーカー等）
・舞台照明設備破損
・受水槽傾き及び給水配管破損

4月16日開設、受入者数 4月
16日11名、4月17日5名

第1次

多目的ホール（4階）の天井及び梁（5階）損傷
5階操作室天井石膏ボード落下ほか
4階客席照明ほか落下、転倒
建物外壁タイル剥離、ひび割れ
建物内部壁ひび割れ、タイル剥離、ひび割れ、蛍光灯落下ほか
建物外周地盤沈下

4/22現在臨時休館

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

搬入用エレベーター
（5月上旬）
ホールシャンデリア撤
去（7月中旬）
ホール移動式客席
ホール舞台吊物リミッ
公開空地の敷石破損、切
ター故障（5月中
れる
旬）
大広間仕切りパー
ティションレール歪み
（7月中旬）

未定
ホールの復旧には1年程度
かかる見込み（市営繕課
談）

3/10

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

市民や在熊外国人のための避難所運営（4/16～
5/2）
避難所に避難している外国人支援
会議室貸出再開（5/6～）
ホール条件付きの貸出再開（7/8～）

臨時休館対応
近隣避難所に子どもたちの心のケア支援として職員派遣
中

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

①ホール移動式客席の今後の運用（大地震で再度故障する可
能性が高いため、補強するか、その他の方法を模索するかなど）
②避難所運営期間中に発生した人件費の補てん。また当館は利
用料金制度が導入されているが、閉鎖期間中に発生した利用料
金（還付も含む）の補てん

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

8 熊本市子ども文化会館

回答

経過

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

2、3階空調ドレン管（天井裏）破損
空調冷温水発生機故障
雨水管、汚水管の破損

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

2016.10.4時点

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

①地震直後の臨時休館の時、熊本市の指定避難所ではないが近
隣住民の求めに応じ施設1階部分を避難所として開放した。また、
4/15～4/27 臨時休館（4/16～4/20まで1階に自 施設での活動が停止していた臨時休館中（4/15～4/27）に近
主避難者受け入れ）
隣避難所の子どもや高齢者に対し、絵本の読み聞かせや手あそび
期間中職員を近隣避難所に派遣し、絵本の読み聞 など実施し、人材の活用を図った。
かせや手あそびなど実施
各種事業に関しては、事業計画を確実に履行するために、可能
2、3階空調ドレン管
4/28～5/23 一部一般供用再開（4階多目的ホー なものはホールから会議室に場所を変更したり、日程を変更して実
【開館】
…7/29
ル、うさぎ広場を除く）
施したが、一部中止したものもある。
4/15～7/29（75日間）休館 空調冷温水発生機 未定 ※熊本市の方針によ
5/25～ 避難所開設のため再度臨時休館（2、3階
避難所運営をしつつ一部開放した7/30以降は、閉鎖している
上記期間中休館日（6日）は …8/5
る
避難所・1、2階閉鎖）
コーナーの機能を会議室などに移しご利用いただくなど工夫した。
除く
雨水管、汚水管…
7/30 一部一般供用再開（1、2階のみ。避難所は3 利用料金制度のため、多目的ホール、会議室が利用できないと
8/8
階に集約）
収入の見込みは計画を下回る。利用再開となった会議室だけでは
8/14 避難所閉鎖
ホール分を含む閉鎖期間の回収は見込めないことに加え各種自主
8/20～ 一部一般供用再開（1、2、3階のみ）
事業の中止による収益減の一方、避難所対応（24時間体制の
9/5～ 4階うさぎ広場再開
運営）の人件費、施設のランニングコストなど経費は増加しており、
今後仮に管理料の減額を提示された場合、閉鎖期間が長期化す
ればするほど団体の運営は厳しくなることが想定される。

②改修計画については熊本市の方針を待つしかないが、熊本市内
や熊本市近郊のホールのある文化施設が数多く被害を受けており、
多くの方が日頃の活動や発表のための代替施設の確保に奔走され
ている。出来る限り速やかに改修して一日も早く利用機会を提供で
きるようにしてほしい。また、国などが補助なしでは再建の見通しもた
たないため一考してほしい。
指定管理者であるため職員の雇用問題など不安な面も多く、今
後の事業計画や貸館対応の見通しが立てられるよう情報共有を密
にしてほしい。

熊本市植木文化センター
9
熊本市植木文化ホール

10 火の君文化センター

第2次

第1次

第2次

ホールの利用については点検も
実施済で問題無いが、現在のと
ころ文化センター全体を避難所と
緞帳が上がらなくなっていた（現在、修復済）
して開設しているため、５月末ま
楽屋の廊下への入口ドアが歪みにより開閉できなくなっていた（現在、応急的
での利用を止めている。ホール及
に修復済）
び楽屋は６月から利用可。リ
ロビーなどの床に数箇所ひび割れあり。
ハーサル室は避難所となるため、
６月以降も当面の間は利用不
可
ホールの天井・設備等の被害が大きく、また、空調設備・上下水道の破損が
ある
ホール（天井、舞台、装置、照明）・空調設備・上下水道管破損

閉館

ホール：客席天井落下、壁破損、エアコンダクト落下、照明器具破損、舞台
装置故障、音響設備故障
館全体： 外壁等ひび割れ、沈下による破損、駐車場等破損 、上下水道
閉館中
漏水、自動ドア故障、エアコン配管故障
外壁などひび割れ

4/10

未定

現在、避難所となっており、５月８日からは拠点避難所
として拡大する予定。
６月から文化ホールは開館予定であるが、避難所の拡
大規模や、今後の地震の状況によっては閉館の可能性
がある。

未定

避難場所となっている
入口段差等あり

自動ドア、漏水修理完了
他は未定

拠点避難所になっている

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

11 くまもと森都心プラザ

回答

第1次

第2次

12

菊池市市民会館
（文化会館）

菊池市市民会館
（泗水ホール）

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

地震により建物全体・各備品にダメージ
・全館（２～６階）、空調設備・スプリンクラーからの漏水。雨漏り状態。
図書館備品にダメージ大。
各PC・サーバールーム浸水、予約システムがダウン。
・５階ホール、移動観覧席フレームに歪み、収納不可。一部使用不可。
・ 〃 、天井反射板（自動変角式）の関節が破損。
・ 〃 、フルコンピアノ折損 （脚が折れた）。
・ 〃 、大臣柱内のフロントスピーカー、固定器具が外れ落下。
・ 〃 、ほぼ全ての備品が転倒。一部破損。
全館、壁・床にクラック。照明器具、エアダクトなどの破損。一部落下の恐れ有
り。開閉不可の扉有。EV、エスカレーター破損、動作不可
地震により建物全体・各備品にダメージ
・エスカレーター、エレベーターに異常、一部使用不可。
・ホール・図書館用空調設備の冷却水パイプ等破断（建物全体）。修理の
見通し立たず。
・５階ホール、移動観覧席の内部骨組みが基礎から引き千切れる等ダメージ
大、使用不可。
・ 〃 、天井反射板（自動変角式）を吊るワイヤーの滑車が破損。
・ 〃 、側反（観音扉式）が激しく揺られ歪み、開閉不可。
・ 〃 、ホリゾント幕に破れ。
・ 〃 、客席吊天井を固定するボルトが多数破断。天井板落下の可能性
有。
・ 〃 、客席床表面が浸水により変形。
躯体には問題なし。全館、壁・床にクラック。照明器具、エアダクトなどの破
損。
開閉不可の扉有。 EV一部動作不可。

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

4/24まで休館（2階市民サービ
スコーナーは平日のみ臨時営
業）。
25日より一部のみ再開で開館
予定（2階観光郷土・情報セン
ター、わくわくカフェ・特産品、4階
ビジネス支援センターは通常通り
予定）。
その他は未定。

ホールは平成２８年７月３１
日まで休止決定（伸びる可能
性有）。
多目的室は６・７月のみ貸出を
再開。
【通常営業】２階市民サービス
コーナー、４階ビジネス支援セン
ター・託児室、６階会議室
【一部のみ営業】２階観光郷
土・情報センターは場所を移動し
て営業、図書館は３階一部の
みの営業
【休業中】わくわくカフェ・特産品
市場

第1次

大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ
建物本体は異常なし

5月末まで閉館（以降未定）

第2次

大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れにより使用不可（要補修）
玄関出入口ドア枠・ホワイエ上非常口ドア枠及び小ホール出入口ドア枠変形
により
ドアが開かない（要補修）
シャンデリア固定ねじ緩む（落下する危険）
受水槽漏れ及び冷却塔ダクト破損（要補修）
大ホール客席壁レンガ浮き（落下する危険有）
建物本体は異常なし

大ホールは６月末まで閉館（以
降未定）
小ホール・練習室は状況次第で
再開するかもしれません
（早目の補修が出来れば）

第1次

大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ
建物本体は異常なし

5月末まで閉館（以降未定）

第2次

大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ（修理予定）
消防用非常用発電機損傷（修理予定）
建物本体は異常なし

６月末まで閉館（以降未定）
修理済めば再開予定。

5/10

2016.10.4時点

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

調査中

復旧に向けて清掃、修理中
被害状況により、熊本市の避難場所指定から除外され
た

各業者による調査中。
８月１日からの再開を目指
すが、
恐らく今年中の再開は難し
いと思われる。

ホール休止中
漏水が収まったことから、２階の観光・郷土情報センター
が
再び避難場所として指定された。現在約４０名が避難
中。

被害状況を把握し、すみや
かに修理予定（見積依頼
中）
大ホール綱元のレール・ウエ
イトの変形及び捻れ（修理
予定）
玄関出入口ドア枠・ホワイエ
上非常口ドア枠及び小ホー
ル出入口ドア枠変形（修
理予定）
シャンデリア固定ねじ緩む
（撤去予定）
受水槽漏れ及び冷却塔ダク
ト破損（修理予定）
大ホール客席壁レンガ浮き
（修理予定）
＊補修については市に依頼
しているので再開までに要す
る期間は今のところ未定で
す。
被害状況を把握し、すみや
かに修理予定（見積依頼
中）
＊補修については市に依頼
しているので再開までに要す
る期間は今のところ未定で
す。

閉館しているが、給水所として8時から20時まで
吊り天井及び大ホール客席のタイル点検とシャンデリアの
点検（場合によっては補修）

今のところ大ホールについては6月末までの閉館が決まっ
ているが7月以降未定。小ホール及び練習室については
修理が済めば6月から再開できるかもしれません。

閉館している
今のところ6月末までの閉館は決まっているがそれ以降は
未定。
（修理でき次第再開の予定）

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

12 菊池市市民会館

13 宇土市民会館

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

以前報告した箇所を随時補修しています。

【開館】
菊池市文化会館大ホールは閉
鎖中、小ホールと練習室は６月
１日より再開。
菊池市泗水ホールは７月２１
日より再開。

菊池市文化会館大
ホールの吊物補修、
客席の壁補修、泗
水ホールの吊物補修
及び消防設備破損
修理。（修理済）

大ホール棟 ホール天井部設置のスピーカー回りが落下・損傷。
ホール天井の周囲の一部落下（４か所程度）。
ホールピンスポット２台落下・破損，ガラス落下。
照明器具等転倒。
蛍光灯数本割れ，落下。
ホール棟数か所のガラスがひび割れ。
壁面ひび割れ数か所あり。
舞台上にコンクリート塊・ボルト・鉄棒等落下あり。
会議室棟
会議室数か所ガラスひび割れ。
壁面ひび割れ数か所あり。
大ホール天井一部落下・ガラスひび割れ数か所

4月16日14:00～4月18日閉
館
4月19日休館日
4月20日～30日17:30まで開
館（17:30～22:00閉館）

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

回答

経過

第1次

2016.10.4時点

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

菊池市文化会館大ホール
の照明、文化会館正面玄
関扉、小ホール入口扉、ホ 現在は、文化会館大ホールを除き通常営業中。
ワイエ非常口扉、ロビー及び
ホワイエのシャンデリア補修。

現在未定

通常どおり業務

大ホール棟

14 大津町文化ホール

第2次

ホール客席プロセミアムスピーカー周りの天井材が落下。
舞台網元ガイドシューの金具変形。
舞台すのこ部固定用ボルトの破損（9か所）
耐震補強用吊りボルトの変形（47か所）
照明器具等転倒。
ホールピンスポット２台落下・破損，ガラス落下。
三点吊りマイク・エレベーターマイク壊れ。
ホール棟数か所のガラスがひび割れ。
壁面ひび割れ数か所あり。
ギャラリー
壁面ヒビ、タイル落下、照明器はずれ、湯呑み破損
会議室
棟
会議室数か所ガラスひび割れ。サッシ鍵部分の破損
壁面ひび割れ数か所あり。パソコン倒れ、内部破損。
トイレタンク蓋割れ
ボイラー室
壁面(防火壁）倒壊
大ホール天井 一部落下・ガラスひび割れ数か所
・ボイラ―室防火壁倒壊・ギャラリー内壁亀裂・破損

4月16日14:00～4月18日閉
館
4月19日休館日
4月20日～30日17:30まで開
館（17:30～22:00閉館）

現在未定

通常どおり業務（大ホールは使用許可待ち状態・会議
棟は通常どおり）但し宇土市議会事務局がギャラリーに
移動・6月議会も宇土市民会館にて開会される。
「宇土市が確認後に貸館を行う」となったため、市の確認
が取れない間にキャンセル多数あり。4月後半～5月前
半は利用が殆どなかった。

第1次

これから修理を含め細部の点検が必要である。
壁、床のクラーク（少々）、吊もの点検（５月上旬）、エレベーター故障
（停止）、配管の点検（４月末）

4月、5月（6月以降は未）

5月以降

避難所となっている
避難所4月、5月中（予定）

ロビー排煙ガラスひび割れ

・エレベーター
・舞台内点検済
【開館】
（吊物、照明、音
4/16～6/30（76日間）休館
響）
・ロビー排煙ガラス

経過

6/10

7月1日以降通常通り開館

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

①施設の老朽化による改修計画。
②予算を付けて欲しい。

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

15 嘉島町民会館

回答

第1次

・上水道引込管の断裂による漏水
・トレーニングルームの空調機パイプ断裂による漏水
・建物全周囲の地盤沈下による破損全域
・文化ホール及びメインアリーナ、コミュニティアリーナの吊天井からのねじ類や部
品等および照明器具の破損、落下の恐れ
・ホール舞台吊天井下げ横断ポールの作動不良
・スタンウェイピアノの外部擦り傷
・２階ホワイエと町民ロビー間の間仕切り大ガラスのひび

休館
4月15日開設、受入者数
1093名（最大時）ホール・ホ
ワイエ・通路・視聴覚室・リハーサ
ル室のみ使用

特になし

【開館】
4/15～8/12（120日間）休
館
7/12より一部再開

第1次

客席吊り天井裏ボルト、クリップ等の脱落、損傷等
空調故障
綱元内鎮枠損傷
その他点検中
建物の破損状況確認中

修繕完了まで閉館

第2次

客席吊り天井裏ボルト、クリップ等の脱落、損傷等
空調故障
綱元内鎮枠損傷
給水設備破損
その他、点検中
休館中（再開予定日未定）
６つの施設の複合施設（合志市総合センターヴィーブル）であるため、全館
の改修が必要
建物の破損状況確認中

第1次

18 御代志市民センター 講堂

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

15日の地震よりも17日未明に発生した地震により弱った部分に更なるダメー
ジを受け、
建物内・外問わず損傷したため、全体的に補修が必要な状況となっている。
特に外構、トイレ用排水管へのダメージは深刻であり、根本的な工事が必要
と考えている。
また、上記に加えて舞台装置及びホール内にも損傷が及んでいるため、
貸館業務自体が不能に陥っていることから、当面は閉館とし、補修工事を
閉館
行っていくこととなる。
・地面沈降 ・舞台音響板脱落時、舞台床に固定金具が突き刺さり床面損
傷
・舞台装置及び舞台の破損 ・建物内部のガラス破損 ・トイレ排水管故障
により一部使用不能状態 ・建物内部床隆起により化粧材の変形 ・外構タ
イル・アスファルトに段差発生による亀裂・破断

【閉館】

経過

17 合志市文化会館

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

会館入口のエントランス吹抜け天井が、余震により徐々にたわみが生じてい
る。
（吊り天井による吊りボルトの破損）

経過

宇城市松橋総合体育
16
文化センター

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

【休館中】
4/15～休館

経過

2次調査回答以降、被害状況の目立った変化はなし

経過

【休館中】
6/9現在の被害状況：天井ルーバーの落下。天井ルーバーの落下の危険が
4/15～10/19（188日間）
あるため、移動式の椅子を引き出して点検を行うことができていない状態。
休館

なし

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

2016.10.4時点

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

未定

・14日発生の地震発生時には避難所として使用してい
たが、16日未明の地震により当会の危険性が出てきた
ため、避難所を閉鎖。以後支援物資の備蓄及び配給
を行う施設として利用

下水管工事、天井の緊急
措置（防護ネット）を年
内、本復旧工事は２９年
度に着工予定。

貸館事業においては、現在使用していない。

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

①町内に唯一の文化会館が被災したため、早く復旧したいが、設
計・施行に時間を要するため、なかなか進んでいない。

玄関アプローチ(簡易
補修)
文化ホール閉鎖中、コミュニティーアリーナ利用形態を限 ①避難所利用料支払の有無。
上水道漏水(4月19 コミュニティーアリーナ可動席
定し貸出中。
日工事終了)
文化ホール天井補修
メインアリーナ通常通り貸出中。
②施設復旧の目途。
舞台吊物レール(終
了)

未着手。修繕時期
調整中。

未定

ホワイエ、トイレを避難場所として開放
合志市総合センターヴィーブル内、他施設も被害あり。
被害内容確認中

未定

避難所設置なし
総合センターヴィーブル内、他施設も被害あり（内容確
認中）全館の改修が必要

調査中。

8月 天井部及び移
市民センター内の講堂以外の施設については、7月12
外壁クラック等軽微な修繕。
動式椅子 修繕済。
日より利用再開。

7/10

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

19 八代市鏡文化センター

回答

第1次

経過
20 八代市千丁文化センター

第1次

経過
21 八代市厚生会館

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

第1次

経過

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

2016.10.4時点

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

平成28年4月14日地震により、反響板のボルト等脱落 ・平成28年4月
16日地震により、視聴覚室の煙感知器脱落
なし

【開館】
4/15～5/31（47日間）休館 なし

なし

なし

【開館】
4/15～5/31（47日間）休館 なし

なし

なし

なし

①ホール吊天井の改修
②ホール吊天井改修に対する補助率の嵩上げ

平成28年4月14日地震により、吊物の部品等脱落及び楽屋壁にクラック発
生
なし

①ホール吊天井の改修
②ホール吊天井改修に対する補助率の嵩上げ

平成28年4月16日地震により、直径数cmのコンクリート片が舞台上に数個
落下
①ホール吊天井の改修、外壁タイルの改修

なし

【開館】
なし
4/15～6/13（59日間）休館

なし

4/16,17は当社で管理する市民会館会議等、青少年
ホーム、駐車場、野外トイレが避難所となる。
４/18からは駐車場、野外トイレのみ夜間も開放し、車
の避難対応をしている。
4/16,17は当社で管理する市民会館会議等、青少年
ホーム、駐車場、野外トイレが避難所となる。
４/18からは駐車場、野外トイレのみ夜間も開放し、車
の避難対応をしている。

22 玉名市民会館

第1次

4/14，16の地震により、客席に落下物あり、舞台上にも壁材の落下、その
他多数破損あり
客席に落下物あり、舞台上にも壁材の落下、その他多数破損あり

4/16～閉館。再開未定
※ホームページで開閉館情報紹
介

5月から修繕予定

23 玉名勤労者体育センター

第1次

4/14，16の地震により、外壁（軒天材）の落下、内壁の破損、水銀灯の 4/16～閉館。再開未定
落下（3灯）
※ホームページで開閉館情報紹
外壁（軒天材）の落下、内壁の破損、水銀灯の落下（3灯）
介

5月から修繕予定

24 菊陽町図書館ホール

第1次

・ホール天井亀裂及び舞台吊物基礎土台部分の損傷
・電動式可動椅子の損傷
・ホール外壁損傷
・ホールホワイエテレビモニターの破損等

ホールは、当分の間休館

調査中

救援物資一時保管場所

第1次

平成28年4月14日 各廊下及び壁等からコンクリート片（粉塵）が落ち
る。照明も少し下がりながら落ち込む。吹き抜け天井からコンクリート片が落ち
る。ホールの照明複数落ち込み、つり天井が下がって穴が開き、コンクリート片
やボルトが落ちる。また埋め込み式のスピーカーの周りの壁にヒビが入る。ステー
ジ上のワイヤーが外れる。内外壁にクラック
平成28年4月16日 ２回目の強い地震により、停電。吹き抜け天井の一部
の落下の恐れあり。壁の一部が落下。各部屋のエアコンの一部落下の恐れが
あり、コンクリート片落ちる。各部屋の天井一部が落下。照明も多数落ち込
む。ホール埋め込みスピーカー周りの壁が落下。
内外壁にクラックあり
壁の一部が落下
ホール内壁の落下

再開の目処が立つまで閉館
現在予約が入っている施設につ
いては全てキャンセル手続きを行
い、利用料については返金対応
する旨利用者へ連絡中

未定

避難所となっており、１１０名が避難中（４月２１日
現在）

第2次

平成28年4月14日 各廊下及び壁等からコンクリート片（粉塵）が落ち
る。照明も少し下がりながら落ち込む。吹き抜け天井からコンクリート片が落ち
る。ホールの照明複数落ち込み、つり天井が下がって穴が開き、コンクリート片
やボルトが落ちる。また埋め込み式のスピーカーの周りの壁にヒビが入る。ステー
ジ上のワイヤーが外れる。内外壁にクラック
平成28年4月16日 ２回目の強い地震により、停電。吹き抜け天井の一部
の落下の恐れあり。壁の一部が落下。各部屋のエアコンの一部落下の恐れが
あり、コンクリート片落ちる。各部屋の天井一部が落下。照明も多数落ち込
む。ホール埋め込みスピーカー周りの壁が落下。
内外壁にクラックあり
壁の一部が落下
ホール内壁の落下

再開の目処が立つまで閉館
予約が入っている施設については
全てキャンセルを行い、現在利用
料の返金手続き中

未定

館内の各部屋が避難所となっており、１１０名が避難
中（５月１８日現在）
１階ロビーにて物資の配給実施（５月１３日で終
了）
１階ロビーが罹災証明書発行場所に決定（５月２３
日から発行開始）

25 御船町カルチャーセンター

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

8/10

②ホール吊天井改修及び外壁タイル改修に対する補助率の嵩上
げ

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

25 御船町カルチャーセンター

26 美里町文化交流センター

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

回答

第1次

・文化ホール及びホワイエの空調設備の破損
・ホワイエ空調設備破損による床表面に被害あり
・舞台音響反射板固定器具等の破損
出入口地面の沈下

ホール・舞台は使用中止、その
他、施設については通常どおり

現在調査中、5月中に修繕 避難場所にはなっておらず、ホール・舞台以外は通常と
を行う予定
おり開館している

第2次

・文化ホール及びホワイエの空調設備の破損
・ホワイエ空調設備破損による床表面に被害あり
・舞台音響反射板固定器具等の破損
出入口地面の沈下

ホール・舞台は使用中止、その
他、施設については通常どおり

現在修繕中、6月4日完了 避難場所にはなっておらず、ホール・舞台以外は通常と
予定
おり開館している

第1次

【開館】
休館期間なし

4月14日の地震により、ホール客席照明カバー1個落下。
※復旧済み、被害額なし。落下防止措置済み。
4月16日の地震は被害なし。

平常開館

平常通り開館しているが、余震の影響もあり、ホール催し
をはじめ相当数キャンセルになっている。

被害なし

【開館】
休館期間なし

市役所本館の耐震不足による市役所機能分散のた
め、市役所2課が天草市民センターに入っている。（市
役所新庁舎ができるまで、第2会議室・武道館会議
室）
調査及び修繕未定

避難所開設4/14夜～4/21朝まで
（避難者延べ人数 750名）
予定利用施設の中止や延期が数件あった

第2次

特になし

通常どおり開館

特になし

通常どおり開館

なし

【開館】
休館期間なし

第1次

第1次
経過

なし

特になし

１次の被害状況調査にお
いての回答分は、今後拡大 実践を想定した地震・防火訓練費用の助成金交付・
の兆候があれば直ちに補修 指導
工事を行う

開館

なし
特になし

なし

【開館】
休館期間なし
4月21日 吊物メーカー点検済

災害時の避難場所になっている。
なし

4/16，17のみ休館
【開館】
4/16～17（2日間）休館

特になし

9/10

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

②施設及び施設の再建に係る財政面での支援

6月5日より、通常通り開館

第1次

経過
30 ながす未来館

修繕済みの箇所：
文化ホール及びホワ
イエの空調設備、ホ
ワイエ空調設備破損
（水漏れ）による床
表面、 舞台音響反
射板固定器具、出
入口地面の沈下
修繕時期：6月4日
までに完了

施設予約キャンセル分の返金手続き
避難所、物資配給所、罹災発行所としての施設利用
の調整、運営
災害対応作業会場としての施設提供、調整
被災地支援コンサート、イベント等の対応

大ホール吊天井と両横壁との隙間を埋めている目地材（１～２㎝の三角モ
閉館などの措置はしていないが、
ルタル片）が
ホールのみ使用を見合わせてい
２～３箇所客席床に落下していた。
る。
（横揺れにより、吊天井と壁がこすれ合い、剥がれ落ちたものと思われる。）

経過

29 天草市牛深総合センター

①館内照明器具の
落ち込み修繕（4
月）
ホール天井・壁
②駐車場段差部分 館内タイル壁
の塗装（5月）
自動ドア
③吹き抜け天井の
修繕（7月）

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

正面玄関自動ドアが建物の歪みにより自動での開閉不可

経過

経過

28 荒尾総合文化センター

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

【休館中】
4/15から休館し、9/6現在も休
館中。開館日未定。
※複合施設の図書館は7/15か
ら通常どおり開館

経過

27 天草市民センター

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

2016.10.4時点

なし

平常通り

なし

通常通り（月曜は休館（公共機関の催しについては開
館検討します）

特になし

通常通り

①大・小ホール吊天井の安全確認・改修の必要性の確認
②大規模吊天井等改修費用・各種耐震改築に対する助成金の
交付

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

会員施設名

31 人吉市カルチャーパレス

回答

［1次・2次調査］
被害・建物の破損状況
［経過調査］
被害状況

【開館】
休館期間なし

第1次

［1次・2次調査］
報告時の活動状況・その他
［経過調査］
地震後の活動状況・その他

［経過調査］
①直面している課題
②国・自治体に求めたいこと

人吉市役所本庁舎が倒壊の危険性があり、カルチャー
パレスに移転することになった関係で、音楽室会議室等
の貸出ができなくなった。ホール棟だけの使用となる
市役所本庁舎が倒壊の危険性があり、カルチャーパレス
に移転することになった関係で、音楽室会議室等の貸出
ができなくなり、ホール棟のみ利用可能

開館

経過

通常開館（避難所対象なし）
職員出勤態勢も通常どおり
ホール及びホワイエの吊り天井改修工事のため、平成２
８年６～１２月の長期閉館を予定し、工事期間中の
全館貸出を中止していた。
今後の地震発生による天井破損を危惧し、新規予約
の受付及び５月分までのホール使用予約分（２件）
のキャンセルを決定。
工事による全館閉館までは、耐震保証のある当館リハー
サル室のみ、使用を許可。※予約分のみ

通常開館

大道具搬入口から舞台袖、ピアノ庫にかけて、数cmの多数の床ヒビ

【休館中】
当館は平成27年度から吊り天
井改修工事を計画。地震発生
なし
後に、今後の余震等による天井
落下を危惧し、着工までの間
ホールの使用をキャンセルした。

なし

①避難マニュアルの見直し・作成
ホール及びホワイエの吊り天井改修工事のため、6月から
（今年度「支援員派遣」事業で、ホールの危機管理等について助
休館中（年内休館予定）。
言をいただきます。11月を予定）

第1次

別館外壁のしっくいにひび割れ発生。営業活動に支障なし。
内外ともに損傷なし

16日のみ余震を警戒して休館。
その他は通常営業。

別館のひび割れは5月中に
復旧予定。

震災関連の活動はなし。通常営業中。

第2次

本館に被害はありません。
地震直後から通常営業継続しております。
別館は補修工事を実施中ですが、通常営業継続です。

別館のひび割れは６月中
旬に補修完了予定です。

震災関連の活動はなし。通常営業中です。

なし

通常営業

経過

33 八千代座

［1次・2次調査］
破損箇所の修繕予定
［経過調査］
今後の修繕予定・
修繕未定の箇所

［経過調査］
修繕済みの箇所、
修繕時期

第1次

第2次

32 水俣市文化会館

［1次・2次調査］
開館・閉館等の措置状況
［経過調査］
【開館状況】
地震により休館した期間

2016.10.4時点

経過

地震時も含め、その後発生した被害はありません。

【開館】
4/17（1日間）休館

なし

10/10

①緊急時の連絡、避難、消火活動への近隣住民、消防団の方々
の対応方法を作成し、協力をお願いしました。

