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１.調査目的 

平成２６年２月１５日に発生した市民総合体育館メインアリーナ屋根全面崩落事故

に伴う、建物（事務所棟・エントランスホール）の安全性の検証、安全性が確保され

た場合の事務所棟の暫定再開に向けた問題点の把握と対策の検討等を行うことを目的

とする。 

 

２.建物概要 

・名    称    富士見市立市民総合体育館 

・所 在 地    富士見市大字鶴馬１８８７番地の１ 

・工 事 期 間  起工：昭和６３年１２月２３日（竣工：平成２年６月） 

・開館年月 日  平成２年１０月１０日（１９９０年・経年２４年） 

・敷 地 面 積  １０，４８３．４０ｍ2 

・建 物 構 造  鉄筋コンクリート造３階建 

・建 築 面 積  ５，３９２．０９ｍ2 

・延 床 面 積   ８，７６５．３４ｍ2 

・配 置 図 

   

 【参考】 

  

 事務所棟 
メインアリーナ棟 

メインアリーナ エントランスホール 

延
床
面
積 

１階 １，８８９.０８ｍ2 ２，８８８.２３ｍ2 ４５０.１０ｍ2 

２階 １，８７０.４５ｍ2 ５９３.２３ｍ2 ４０.５６ｍ2 

３階 ８４８.０１ｍ2 １８５.６８ｍ2 ― ｍ2 

合計 ４，６０７.５４ｍ2 ３，６６７.１４ｍ2 ４９０.６６ｍ2 
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・大規模改修履歴 

  ①第１回大規模改修工事（平成１６年１月） 

  1) 屋上関係 

   ・メインアリーナ上部屋根塗装改修 

   ・事務所棟上部屋根防水改修 

   ・エントランスホール上部屋根防水改修 

   ・光庭上部屋根塗装改修 

  2) 外壁関係（メインアリーナ棟・事務所棟・エントランスホール） 

   ・既存タイル部…浮き部タイル貼替 

   ・既存吹付け部…全面複層塗材吹付け 

   ・サッシ廻り部…全面コーキング打替 

  3) EXP.J部防水対策 

  ②第２回大規模改修工事（平成２３年３月） 

  1) 屋上関係 

   ・メインアリーナ上部屋根防水改修 

   ・光庭上部屋根防水改修 

  2) 外壁関係 

   ・クラック補修（メインアリーナ棟のみ） 

   ・サッシ廻りコーキング改修（劣化箇所のみ） 

（メインアリーナ棟・事務所棟・エントランスホール） 

  3) 漏水対策（メインアリーナ、弓道場、小会議室、ロビー、柔道場等） 
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３.調査内容 

 

①事務所棟 

  1） 建物全体の安全性の確認 

   ・メインアリーナ屋根全面崩落事故による建物（EXP.J 部分を含む。）の影響度調査

と劣化度調査を実施する。 

   ・コンクリートコア（サンプル数：各階３本の計９本）を採取し、コンクリート強

度と中性化の進行状態を確認する。 

  2） 構造計算の確認 

   ・建設時の構造計算書（確認受理したもの）の記述内容、計算手法、構造図との照

合等を行い、構造計算の妥当性を確認する。 

   ・屋根部材が許容応力を超えるときの許容積雪量を算定する。 

  3） 事務所棟の暫定再開に向けた検討 

    事務所棟の安全性が確保された場合において、暫定再開が可能か否かを確認する

ため、法的適合性の確認、使用に当たっての安全計画案の策定等を行う。 

 ②エントランスホール 

  1） 建物全体の安全性の確認 

    メインアリーナ屋根全面崩落事故による建物（EXP.J 部分を含む。）の影響度調査

と劣化度調査を実施する。 

  2) 構造計算の確認（鉄骨屋根等） 

    建設時の構造計算書（確認受理したもの）の記述内容、計算手法、構造図との照

合等を行い、構造計算の妥当性を確認する。 

  3) 構造耐力の確認（鉄骨屋根） 

   ・長期荷重時及び短期荷重時（積雪時、鉛直地震時）の屋根構成部材の許容応力を

検証し、構造耐力を確認する。 

   ・屋根部材が許容応力を超えるときの許容積雪量を算定する。 

  4） エントランスホール上部鉄骨屋根の安全性の確認 

    エントランスホール上部の鉄骨屋根の取付部分（サンプル数：６箇所※内、１箇

所は光庭庇）において、設計図書との照合、施工方法の妥当性等を確認する。 
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４.調査報告 

 ①事務所棟 

 

  1） 建物全体の安全性の確認 

  1)-1 外部劣化調査結果 

    ・外壁については、せん断や曲げによるクラックの発生と爆裂によるタイルやモ

ルタルの剥離を確認することができなかった。ただし、モルタル仕上げ等のク

ラックや表面部分のへアラインクラックを多数確認することができ、その中に

は、巾０．１５～０．２㎜のクラックもあったので、今後、精密調査を行い、

改修時期の検討等を行う必要がある。 

・屋根については、ほぼ劣化は見られないが、今後、外壁改修に合わせて精密調

査を行い、改修時期の検討を行うべきである。 

  1)-2 内部劣化調査結果 

    ・天井面に漏水跡を多数確認することができた。屋根及び庇からの漏水と考える

こともできるが、設備配管からの漏水や結露と考えられる場所もある。 

また、メインアリーナ屋根全面崩壊に伴い、EXP.J 破損部からの雨水侵入によ

り天井仕上げ材が剥落している箇所がある。天井更新時に精密調査を行い、修

繕を行う必要がある。（※EXP.J破損部以外の漏水は現在止まっている。） 

・内壁の一部にクラックを確認することができたが、漏水を伴う構造クラックで

はなく、乾燥収縮によりモルタル仕上げにクラックが入ったものと考える。 

・開口部の一部にガラス破損を確認することができたので、修繕が必要である。 
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  1)-3 EXP.J 調査結果 

    ・屋根については、EXP.J 部分の金物が、メインアリーナ屋根全面崩壊に伴い、

屋根と同時に落下し、欠損した状態となっているが、構造体のクリアランスは

健全な状態である。 

・壁については、EXP.J 部分の金物について損傷や変形は見られず、構造体のク

リアランスも設計時の寸法とおりの納まりになっており、屋根落下の影響によ

る躯体の損傷も確認することができないため、全体としては健全な状態である。 

・建物の傾きについては、階高１６．１ｍに対し、１～２㎝の傾きとなっている

が、施工誤差の範囲内と考える。 

  1)-4 床レベル調査結果 

     Ｘ方向の相対変形角の最大値は２階５－６間の１/４０９、Ｙ方向は２階１０通

りＦ－Ｇ間の１/２７２である。 

床のひび割れ等も確認できないため、仕上げの違い、施工誤差の許容範囲内と

考える。 
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1)-5 資料 

1.外観調査 

外観写真（東面） 

 

外壁仕上げ 

・吹付タイル 

・ＡＰ塗 

・タイル貼り 

  

総括 

・小規模なクラックは発生しているが、

せん断や曲げによる特徴はない。タイ

ルの剥離は見られないが、浮き等の詳

細調査は必要と考える。 

外観写真（南面） 

 

外壁仕上げ 

・吹付タイル 

・ＡＰ塗 

・タイル貼り 

総括 

・小規模なクラックが多く発生してい

るが、せん断や曲げによる特徴はな

い。タイルの剥離は見られないが、

浮き等の詳細調査は必要と考える。 

外観写真（西面） 

 

外壁仕上げ 

・吹付タイル（中空セメント板下地） 

・タイル貼り 

・コンクリート打ち放し 

  

総括 

・小規模なクラックは発生しているが、

せん断や曲げによる特徴はない。タイ

ルの剥離は見られないが、浮き等の詳

細調査は必要と考える。 
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外観写真（北面） 

 

外壁仕上げ 

・吹付タイル（中空セメント板下地） 

・タイル貼り 

・ＡＰ塗 

総括 

・小規模なクラックは発生しているが、

せん断や曲げによる特徴はない。タイ

ルの剥離は見られないが、浮き等の詳

細調査は必要と考える。 

外観写真（中庭面） 

 

外壁仕上げ 

・タイル貼り 

 

総括 

・小規模なクラックは発生しているが、

せん断や曲げによる特徴はない。タイ

ルの剥離は見られないが、浮き等の詳

細調査は必要と考える。 

外観写真（屋根面） 

 

屋根仕上げ 

・既存コンクリート押さえ、アスファ

ルト防水の上、改修シート防水 

 

総括 

・概ね良好である。 
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2.内部劣化調査 

    １階平面図 

      

写真-1 

 

１階エントランスホール接続部 

・上部屋根より漏水跡が見られる。 

写真-2 

 

１階アリーナ全室（1）入口 

・屋根崩落時に EXP.J が破損した影響

による漏水。 

・仮設間仕切りによる使用区分の制限

を行っている。 
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写真-3 

 

１階Ｆ階段入口 

・屋根崩落時に EXP.J が破損した影響

による漏水。 

写真-4 

 

１階男子更衣室入口 

・屋根からの漏水と考えにくい場所よ

り漏水跡がある。設備配管からの漏

水又は、結露の影響と考えられる。

漏電の可能性がある。 

写真-5 

 

１階柔道場、剣道場前室 

・屋根からの漏水と考えにくい場所よ

り漏水跡がある。設備配管からの漏

水又は、結露の影響と考えられる。

漏電の可能性がある。 
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写真-6 

 

１階ラウンジ 

・上部屋根より漏水跡が見られる。 

 

写真-7 

 

１階談話コーナー 

・出入口部分のガラス破損（崩落事故 

後）。 

写真-8 

 

１階男子便所 

・窓ガラス破損（崩落事故後）。 
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    ２階平面図 

      

写真-9 

 

２階Ｃ階段 

・屋根からの漏水と考えにくい場

所より漏水跡がある。設備配管

からの漏水又は、結露の影響と

考えられる。漏電の可能性があ

る。 

 

写真-10 

 

２階男子更衣室 

・上部屋根より漏水跡が見られる。 
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写真-11 

 

２階女子更衣室 

・上部屋根より漏水跡が見られる。 

 

 

写真-12 

 

２階廊下 

・屋根崩落時に EXP.J が破損した

影響による漏水。 

写真-13 

 

２階アスレッチクジム 

・屋根からの漏水と考えられるが、

設備配管からの漏水又は、結露

の影響とも考えられる。漏電の

可能性がある。 
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写真-14 

 

２階Ｄ階段 

・内壁面にクラックが確認できる。

漏水は見られない。外壁面のクラ

ックは見られないため、モルタル

仕上げの乾燥収縮と考えられる。 

写真-15 

 

２階ラウンジ 

・ガラス破損がある。 

  

 

 

 

 

余 白 
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    ３階平面図 

        

写真-16 

 

３階廊下 

・屋根面からの漏水と考えられる。 

 

写真-17 

 

３階会議室 

・屋根崩落時に EXP.J が破損した

影響による漏水。現在、養生に

より漏水は確認されていない。 
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3.EXP.J 劣化調査 

事務所棟－メインアリーナ棟 

 

１階Ｇ・１１～１２通り風除室（2） 

 外壁 EXP.J 

 変形等は確認されない。 

 （クリアランスは屋根参照） 

 

事務所棟－メインアリーナ棟 

 

Ｒ階Ｇ・１１通り屋根 

 屋根 EXP.J 

 クリアランス６５（設計 50） 

 

事務所棟－メインアリーナ棟 

 

１階Ｅ～Ｆ・９～１０通り壁 

 内壁 EXP.J 

 クリアランス６５（設計 50） 
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事務所棟－エントランスホール 

 

３階Ｄ・６～7通り天井裏 

 内壁－屋根鉄骨クリアランス 

事務所棟－エントランスホール 

 

３階Ｄ・５通り天井裏 

 内壁－カーテンウォール受鉄骨 

  

 

 

 

 

余 白 

 

 

 

 



- 17 - 

 

4.建物傾斜の確認 

南面（Ａ・２通り） 

 

・上部測定面：アキ２０㎜ 

 下部測定面：アキ３０㎜ 

※上部 10㎜外側に傾斜している。 

 階高１６．１ｍに対して 1㎝の傾 

き。施工誤差の範囲と考える。 

南面（Ａ・１２通り） 

 

・上部測定面：アキ７０㎜ 

 下部測定面：アキ５０㎜ 

※上部２０㎜内側に傾斜している。 

 階高１６．１ｍに対して 2㎝の傾 

き。施工誤差の範囲と考える。 

 

中庭面（Ｄ～Ｅ・７通り北側） 

 

・上部測定面：アキ７０㎜ 

 下部測定面：アキ５５㎜ 

※上部１５㎜内側に傾斜している。 

 階高１６．１ｍに対して 1.5㎝の 

傾き。施工誤差の範囲と考える。
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中庭面（Ｆ・９～10通り西側） 

 

・上部測定面：アキ７２㎜ 

 下部測定面：アキ８５㎜ 

※上部１３㎜外側に傾斜している。 

 階高１６．１ｍに対して 1.3㎝の傾

き。施工誤差の範囲と考える。 

 

  

 

 

 

 

余 白 

 

  

 

 

 

 

余 白 
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5.床レベル測定結果 

   １階床レベル測定 
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   ２階床レベル測定 
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   ３階床レベル測定 
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  1)-6 コンクリート圧縮強度の確認 

  ア 調査内容 

・試験機関：公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 

・調 査 日：平成２６年７月８日 

・コンクリート種類：普通コンクリート 

・コンクリート設計基準強度：２１０ｋｇｆ/ cm2（20.6Ｎ/ mm2） 

・コア直径：１０㎝ 

・コア数量  ９本 

  イ 試験方法 

   ・JIS A 1107「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法」（2012） 

   ・JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」（2006） 

  ウ 試験結果 

注）『Xn-平均、(Xn-平均)2』はコンクリート強度の標準偏差を求めるための数値 
 
 

   【結果】 

標準偏差を考慮したコンクリート強度は、各階にて本建物の設計基準強度 20.6Ｎ/ 

mm2を上回る結果となっており、健全な状態であることを確認した。 

 

  

供試体記号 採取階 補正圧縮強度 合計 平均値 Xｎ-平均 (Xｎ-平均)2 

1-1 

1階 

31.0 

88.6 29.5 

1.5 2.3 

1-2 28.7 -0.8 0.6 

1-3 28.9 -0.6 0.4 

標準偏差  1.3 

補正圧縮強度  28.9 

2-1 

2階 

34.8 

86.2 28.7 

6.1 37.2 

2-2 29.4 0.7 0.5 

2-3 22.0 -6.7 44.9 

標準偏差  6.4 

補正圧縮強度  25.5 

3-1 

3階 

31.0 

84.1 28.0 

3.0 9.0 

3-2 27.6 -0.4 0.2 

3-3 25.5 -2.5 6.3 

標準偏差  2.8 

補正圧縮強度  26.6 
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  1)-7 コンクリート中性化の確認 

  ア 調査内容 

・試験機関：公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 

・調 査 日：平成２６年７月８日 

・コンクリート種類：普通コンクリート 

・一般的な中性化基準式（浜田式）による中性化深さ：１８㎜ 

       Ｘ＝√(ｔ/7.2)＝1.8㎝→１８㎜ 

          Ｘ：中性化深さ 

          ｔ：経年（２４年） 

・コア直径：１０㎝ 

・コア数量  ９本 

  イ 試験方法 

    JIS A 1152「コンクリートの中性化深さの測定方法」（2011） 

  ウ 試験結果 

供試体記号 

中性化深さ（㎜） 中性化深さ（㎜） 

筒元 筒先 

平均 最大 平均 最大 

1-1 30.4 35.5 － － 

1-2 4.0 6.0 － － 

1-3 27.1 29.5 － － 

2-1 22.2 24.5 － － 

2-2 2.1 4.0 － － 

2-3 8.6 14.0 － － 

3-1 25.5 27.5 20.7 23.5 

3-2 5.3 9.5 29.5 32.5 

3-3 2.0 3.5 － － 

     

合計 177.4 

平均 16.1 

 

   【結果】 

    一般的な経年による中性化を上回る値が一部示されているが、平均値では一般的

な経年による中性化を下回っていることから、中性化深さは構造部材（柱・梁）

の主筋位置まで進行していないと判断することができるので、コンクリートは耐

久性の異常が見られず、健全な状態であることを確認した。 
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2）構造計算の確認 

  2)-1 構造設計概要書 

     設計方針、計算仮定、剛性の評価方法、応力解析方法、部材の設計方針、保有

水平耐力に係る基本方針等の記述内容は、妥当である。 

  2)-2 一般事項 

     建物概要、設計方針、使用材料、設計ルートに関する記述内容は、妥当である。 

  2)-3 仮定荷重 

     固定荷重、積載荷重、床荷重、設備荷重、部材自重に係るいずれの数値も妥当

である。 

  2)-4 床板・小梁の設計 

     一部、床板の計算において検討と構造図との相違があるが、特段の問題はない。 

     小梁の計算において構造計算書と構造図との相違があるが、特段の問題はない。 

  2)-5 基礎の設計 

     杭工法、杭種、杭径、杭耐力、支持層、基礎フーチングに係る構造図との整合

性、計算方法ともに妥当である。 

  2)-6 断面算定（電算） 

     一部、部材登録、部材配置において、構造図より小さい断面で入力されている

箇所があるが、当時の計算方法としては妥当である。 

  2)-7 電算入力 

    ・基本事項、使用材料、荷重等いずれの数値も妥当である。 

    ・一部、部材登録、部材配置において、構造図より小さい断面で入力されている

箇所があるが、当時の計算方法としては妥当である。 

    ・特殊荷重の登録、配置（フレーム外外壁の配置を含む。）は、妥当である。 

    ・応力解析、剛性計算条件は、当時の計算方法としては妥当である。 

    ・断面算定条件は、妥当である。 

    ・保有水平耐力の計算条件は、妥当である。 

  2)-8 計算書における建物重量の妥当性 

     計算書の妥当性を検証する材料とするため、各階の単位重量（床面積当たりの

重量）を算定する。（※架構外の床は１／２として検証） 

【各階構造床面積】 

3階構造床面積 A(3F)=83.72x18-30.86x15+8x19+(3.6x19+29.33+8x2.1+2x12)/2 

=1,265ｍ2 

2階構造床面積 A(2F)=54.86x18+8x19+6.86x13+(1.5x5.36+1.5x6+3.6x19+29.33 

+16x2.1)/2=1,303ｍ2 

1階構造床面積 A(1F)=81.72x18+14.86x19+(6.34+2.5x13+2.5x9.5+3.6x19+29.33 

+16x2.1+2x4)/2=1,854ｍ2 
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【各階地震力算定用重量（構造計算書より）】 

3階地震力算定用重量 W(3F)=1,554 t 

2階地震力算定用重量 W(2F)=2,225 t 

1階地震力算定用重量 W(1F)=3,106 t 

【各階単位重量】 

3階単位重量 W/A=1,554/1,265=1.23 t/ｍ2 

2階単位重量 W/A=2,225/1,303=1.71 t/ｍ2 

1階単位重量 W/A=3,106/1,854=1.68 t/ｍ2 

一般的な鉄筋コンクリートの単位重量は１．２～１．４t/ｍ2であるので、３階は

標準的な単位重量である。また、１・２階は標準より重くなっているが、これは

構造計算上の安全側の判断として実施したと考えることが適当であるため、建物

の重量評価は妥当である。 

 

   【結果】 

構造計算はすべて妥当な内容と計算になっていることを確認した。 

 

 

 

【参考】 

許容積雪量の算定 

参考として、屋根部材が許容応力を超えるときの許容積雪量を算定する。 

※許容積雪量は、計算書による各部材（大梁、小梁、床版）の長期応力と短期許容応

力の比により算定し、各部材における最も応力の低い部分の値（最小値）を許容積

雪量として採用する。 

ア 大梁により決定する許容積雪量 

計算書より、梁中央部 Mas(短期許容応力)/ ML（長期応力）の最小値は、RG9A と

なっている。 

屋根の長期応力時の床荷重は、略算的に R 階節点重量の合計を床面積で除した値

を採用する。 

長期応力時床荷重 W=1,705 t/1,265m2=1.35 t/m2 ＝ 1,350 kg/m2 

ML=19.1 t・m  

Mas=34.4 t・m 

Mas/ML=34.4/19.1=1.80 

許容応力時荷重 Wa=1,350*1.80=2,430 kg 

許容応力時積雪荷重 Was=2,430-1,350=1,080 kg 

許容応力時積雪量 ts=1,080/60*30=540 cm 

  



- 26 - 

 

イ 小梁により決定する許容積雪量 

計算書より、梁中央部 Mas(短期許容応力)/ ML（長期応力）の最小値は、B30とな

っている。 

長期応力時床荷重 W=730 kg/m2 

ML=17.4 t・m 

小梁自重による長期応力 ML’=3.4-0.35*2.3=2.6 t・m 

Mas=at*ft*j=4*3.87*3.5*(65-7)*0.875/100=27.5 t・m 

(Mas-ML’)/ML=(27.5-2.6)/17.4=1.43 

許容応力時荷重 Wa=730*1.43=1,044 kg 

許容応力時積雪荷重 Was=1,044-730=314 kg 

許容応力時積雪量 ts=314/60*30=157 cm 

ウ 床版により決定する許容積雪量 

計算書より、梁端部 Mas(短期許容応力)/ ML（長期応力）の最小値は、S1 となっ

ている。 

長期応力時床荷重 W=730 kg/m2 

ML=0.72 t・m  

Mas=at*ft*j=(1,000/150)*0.71*3.0*(14-4)*0.875/100=1.24 t・m 

Mas/ML=1.24/0.72=1.72 

許容応力時荷重 Wa=730*1.72=1,256 kg 

許容応力時積雪荷重 Was=1,256-730=526 kg 

許容応力時積雪量 ts=526/60*30=263 cm 

 

   【結果】 

屋根部材の許容応力より求められる許容積雪量は、次のとおり積雪量 157cm で小

梁が許容応力（限界積雪荷重）に達することとなる。 

部材 許容積雪量 

大梁 540 cm 

小梁 157 cm 

床版 263 cm 
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 3）事務所棟の暫定再開に向けた検討 

3)-1 法令確認 

ア 建築基準法（川越建築安全センター） 

    ・平成２年の建築確認済書に適合した利用であれば、法令上、提出しなければな

らない許可申請等もないので、利用は可能である。 

・既存建物は事務所棟となっているが、用途を事務所とすると排煙設備は適合し

ない建物となる。体育館の用途を変更しないことから、排煙基準については体

育館用途とみなし、現状のままとする。 

・用途変更、増改築による床面積の増大によるものがあれば、申請が必要である。 

   イ 消防法（入間東部地区消防組合） 

    ・使用する部分の消防設備設置基準で対応すること。 

    ・建物使用部分の消防計画書を消防署に提出すること。 

     ※誘導灯を増設する必要があるため、他の消防設備の機能確認等を含め、設計

を行い、現行法規に適合させるための改修工事が必要である。 

   ウ ハートビル新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律） 

    ・利用円滑化経路（スロープ、点字ブロック配置、案内版設置等）の設置及び設

置努力基準の整備に向けた検討が必要である。（今後の改修方針に合わせて整備

計画を立てる） 

3)-2 使用区画・出入口案内図（案） 

     １階平面図    
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     ２階平面図    

 

     ３階平面図     
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 ②エントランスホール     

 
 1）建物全体の安全性の確認 

1)-1 外部劣化調査結果 

    ・外壁については、押し出し成型セメント板の上にタイル貼りである。メインア

リーナ屋根全面崩落による影響は見られない。目立つクラックは確認すること

ができないが、タイル仕上げの浮き等の精密調査は、今後実施すべきと考える。 

    ・屋根については、ほぼ劣化は見られないが、外壁改修に合わせて精密調査を行 

い、改修時期の検討を行うべきである。 

    ・中庭サッシ下端部分のタイル仕上げに破損を確認することができたので、修繕

が必要である。 

    ・開口部の一部にガラス破損を確認することができたので、修繕が必要である。 

  1)-2 内部劣化調査結果 

    ・天井面に漏水跡を多数確認することができた。メインアリーナ屋根全面崩壊に

伴い、EXP.j 破損部からの雨水侵入により、天井仕上げ材が剥落している箇所が

ある。天井更新時に精密調査を行い、修繕を行う必要がある。 

また、ホール天井は耐震天井となっていない（壁とのクリアランスがとれてい 

ないため、天井材と壁とのクリアランスが必要と考える）。 

なお、下がり天井下地補強材の破断を１ヵ所確認することができた。 

  1)-3 EXP.J 調査結果 

・屋根については、EXP.J部分の金物が、メインアリーナ屋根全面崩壊に伴い、 

 屋根と同時に落下し、欠落した状態となっているが、構造体のクリアランスは 

健全な状態である。 

・壁については、EXP.J部分の金物について損傷や変形は見られず、構造体のク 

 リアランスも設計時の寸法とおりの納まりになっており、屋根落下の影響によ 

る躯体の損傷も確認することができないため、全体としては健全な状態である。 
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1)-4 資料 

1.外観調査 

外観写真（西面） 

 

外壁仕上げ 

・タイル貼り（押し出し成型セメント

板下地） 

・カーテンウォール 

 

総括 

・タイルの剥離は見られないが、浮き

等の詳細調査は必要と考える。 

外観写真（中庭面） 

 

外壁仕上げ 

・タイル貼り（押し出し成型セメント

板下地） 

・カーテンウォール 

 

総括 

・タイルの剥離は見られないが、浮き

等の詳細調査は必要と考える。一部

サッシ下にタイル剥離が確認でき

る。 

外観写真（屋根面） 

 

屋根仕上げ 

・屋根ＡＬＣの上、シート防水 

 

総括 

・概ね良好である。 

 

 

 

 

事務所棟 

エントランスホール 
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外観写真（中庭面） 

 

外部仕上げ 

・中庭 

  タイル剥離発生 

 

外観写真（西面） 

 

外壁サッシ 

・５通りカーテンウォール 

  ガラス破損 

 

 

  

 

 

 

 

余 白 
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2.内部劣化調査 

写真-1 

 

１階エントランスホール 

・上部屋根より漏水跡が見られる。 

写真-2 

 

１階エントランスホール 

 Ｇ・６～８通り間 

・屋根崩落時に EXP.J が破損した影 

響による漏水。 

写真-3 

 

１階エントランスホール 

 Ｇ・５通り 

・屋根崩落時に EXP.J が破損した影 

響による漏水。 
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写真-4 

 

          

エントランスホール小屋裏 

・天井下地補強部材の破断 

 

 

 

写真-5 

  

エントランスホール小屋裏 

・壁とのクリアランスがない。 

（耐震天井とはなっていない） 

写真-6 

  

エントランスホール小屋裏 

６通り外壁下地 

・壁鉄骨下地の損傷は見られない。 
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写真-7 

 

事務所棟側 

２階ブリッジ 

・鉄骨端部はコンクリートが打設

されており確認できない。鉄骨

メンバー及び寸法は原設計とお

り。特に損傷は見られない。 

 

写真-8 

 

メインアリーナ側 

２階ブリッジ 

・鉄骨端部はコンクリートが打設

されており確認できない。鉄骨

メンバー及び寸法は原設計とお

り。特に損傷は見られない。 

 

  

 

 

 

 

余 白 
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3.EXP.J 劣化調査 

エントランスホール－メインアリーナ棟 

 

１階Ｆ～Ｇ・５通り壁 

 外壁 EXP.J 

 クリアランス５０（設計 50） 

 

エントランスホール－事務所棟 

 

３階Ｄ・６～7通り天井裏 

 内壁－屋根鉄骨クリアランス 

 クリアランス５０（設計 50） 

エントランスホール－事務所棟 

 

３階Ｄ・５通り天井裏 

 内壁－カーテンウォール受鉄骨 

 クリアランス５０（設計 50） 
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エントランスホール－メインアリーナ棟 

 

３階Ｇ・7～８通り天井裏 

 内壁－屋根鉄骨クリアランス 

 セメント板による軒樋が設置され

ており、屋根鉄骨とのクリアランス

は５００㎜ある。 

 

エントランスホール－メインアリーナ棟 

 

Ｒ階Ｇ・１１通り屋根 

 屋根 EXP.J 

 クリアランス６０（設計 50） 

 

  

 

 

 

 

余 白 

 

 



- 37 - 

 

 2）構造計算の確認（鉄骨部材） 

2)-1 エントランス屋根、エントランス部外壁 

     断面計算に使用されている荷重は妥当である。 

一部、構造計算書と構造図との相違があるが、特段の問題はない。 

  2)-2 光庭側壁、ブリッジ 

     断面計算に使用されている荷重は妥当である。 

構造計算書と構造図との整合性、計算内容ともに妥当である。 

  2)-3 弓道場屋根、トップライト屋根 

     断面計算に使用されている荷重は妥当である。 

構造計算書と構造図との整合性、計算内容ともに妥当である。 

  2)-4 光庭鉄骨階段 

     断面計算に使用されている荷重は妥当である。 

一部、構造計算書と構造図との相違があるが、特段の問題はない。 

  2)-5 高架水槽ルーバー 

     断面計算に使用されている荷重は妥当である。 

構造計算書と構造図との整合性、計算内容ともに妥当である。 
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 3）構造耐力の確認（鉄骨屋根） 

  3)-1 検証方針 

    ・エントランスホールの鉄骨屋根トラスは、事務所棟とメインアリーナ棟に接続

された平面トラス梁であり、６・７通りの部材断面が同断面であることから、

代表フレームとして負担面積の大きい６通りに対して検証を行う。 

    ・検証は、長期荷重時及び短期荷重時（積雪時、鉛直地震時）のトラス構成部材

の許容応力に対する検討とする。 

 

  3)-2 配置図 

      

 

  3)-3 検証フレーム 
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3)-4 トラス梁モデル 

     ※支承部Ｄ通り側はピン支点、支承部Ｇ通り側はローラー支点である。 

     ※端部支承部分は、BH材下ハンチ部にウェブプレート９mm、フランジプレート

１６mm が配置されているので、剛体として算定する。 

 

   ア 断面寸法性能 

    ・上弦材、下弦材：CT-300x200x11x17 

              A=67.21 cm2  Ix=5,810 cm4  ix=9.30 cm 

              w=52.8 kg/m   Iy=1,140 cm4  iy=4.12 cm 

    ・束材     ：2L-65x65x6 

              A=15.054 cm2  Ix=58.8 cm4   ix=1.98 cm 

              w=11.82 kg/m Iy=135.7 cm4   iy=3.00 cm 

    ・斜材     ：L-65x65x6 

              A=7.527 cm2   Ix=29.4 cm4   ix=1.98 cm 

              w=5.91 kg/m  Iy=29.4 cm4   iy=1.27 cm 

 

    ・支承部 BH 材  ：BH-500x200x10x16 

              A=110.8 cm2  Ix=46,037 cm4  ix=20.38 cm 

              w=87.0 kg/m  Iy=2,137 cm4   iy=4.392 cm 

    ・PL-16     ：PL-16x200 

              A=32.0 cm2   Ix=6.827 cm4  ix=0.462 cm 

              w=25.1 kg/m  Iy=1,067 cm4   iy=5.774 cm 

※A:断面積、w:単位重量、I:断面二次モーメント、i:断面二次半径 
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3)-5 荷重 

     トラス梁への初期荷重（等分布）として、現状の長期荷重及び積雪荷重を採用

し、各部材の初期応力と部材の許容応力との比較により、部材許容応力時の荷

重を算定する。※屋根非歩行のため、積載荷重は考慮しない。 

   ア 長期荷重 

    ・屋根荷重 

     シート防水       5㎏/ｍ2 

     ALC板（厚 100）     65㎏/ｍ2 

          FGボード      15㎏/ｍ2 

     キャットウォーク      5㎏/ｍ2   

w1=   90㎏/ｍ2 

    ・小梁及びブレース鉄骨荷重 

     SB 2：65.4kg/m * 8.0m =    523㎏   

     SB 4：49.4kg/m * 31.0m =  1,531㎏ 

     SB 6：55.8kg/m * 24.0m =  1,339㎏ 

     SB10：16.9kg/m * 68.8m =  1,163㎏ 

     Ⅴ ：6.85kg/m * 114m =   781㎏     

      5,337㎏ 

w2= 5,337kg*α/(6.25m*19.0m)=      50㎏/ｍ2 

          ※α：ボルト、プレート考慮＝1.1 

          ※算定上、安全側の数値とするため、端数切上げ 

    ・トラス荷重 

     弦材：52.8kg/m * 14.1m*2=   1,489㎏ 

     束材：11.82kg/m * 1.5m*11=     195㎏ 

     斜材：5.9kg/m * 1.92m*12=    136㎏ 

     BH材：87.0kg/m * 2.45m*2=    426㎏ 

     PL-16：25.1kg/m * 3.5m*2=    176㎏ 

     PL-9：70.7kg/㎡*1.0m*1.7m/2*2=  120㎏     

      2,542㎏ 

w3= 2,542kg*α/(6.25m*19.0m)=      25㎏/ｍ2 

          ※α：ボルト、プレート考慮＝1.1 

          ※算定上、安全側の数値とするため、端数切上げ 

 

    ・長期荷重 

       wL= w1+w2+w3= 165 ㎏/ｍ2 

w1= 165㎏/㎡*6.25m= 1.03 tf/m 
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   イ 積雪荷重 

     垂直積雪量     30㎝ 

     積雪単位重量    2㎏/㎡*㎝ 

     積雪荷重      wS= 30cm*2kg/㎡*cm= 60㎏/ｍ2 

w2= 60㎏/㎡*6.25m= 0.38 tf/m 

   ウ 鉛直地震荷重 

     鉛直地震度     k= 1.0 

     鉛直地震荷重    wE= wL*k= 165㎏/ｍ2 

w3= 165㎏/㎡*6.25m= 1.03 tf/m 

   （参考）屋根崩落時積雪荷重（※市民総合体育館屋根崩落事故調査報告書より引用） 

     屋根崩落時積雪荷重 wSS= 100㎏/ｍ2 

w3= 100㎏/㎡*6.25m= 0.63 tf/m 

 

3)-6 電算解析結果（図） 

 

 

（架構図） 

 

 

 

 

（長期荷重時軸力図） 

 

 

 

 

（積雪荷重時軸力図） 

 

 

 

 

（鉛直地震荷重時軸力図） 

 

 

 

 

（参考：屋根崩落時積雪荷重時軸力図） 
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  3)-7 各部材の許容応力の検定 

   ア 上弦材 

     上弦材は、圧縮力による応力が加わるので、幅厚比を考慮した許容応力を算定

する。 

    ・有効断面積 

     フランジ：b/t= 100/17=5.88  <  24/√2.4=15.5 

        脚：b/t= 300/11=27.3  >  24/√2.4=15.5 

     上記より、全断面積より脚部の規定値を超える部分を控除して有効断面積を算

定する。 

     控除面積：(300-24x11/√2.4)x11/100= 14.25cm2 

     有効断面積 A'= 67.21-14.25= 52.96cm2 

    ・面内方向座屈長さ  Lx= 1.166 m 

          細長比  λx= Lx/ix= 1.166x100/9.3= 13 

        限界細長比  Λ= 120 

             λ≦Λ  λ/Λ＝ 13/120= 0.108 

      圧縮許容応力度  fc= (1-0.4(λ/Λ)2)/(3/2+2/3x(λ/Λ)2)F 

        （長期）    = (1-0.4x0.1082)/(3/2+2/3x0.1082)x2.4 

                = 1.58 tf/cm2 

    ・面外方向座屈長さ  Lx= 1.166 m 

          細長比  λy= Ly/iy= 1.166x100/4.12= 28 

        限界細長比  Λ= 120 

             λ≦Λ  λ/Λ= 28/120= 0.233 

      圧縮許容応力度  fc= (1-0.4(λ/Λ)2)/(3/2+2/3x(λ/Λ)2)F 

        （長期）    = (1-0.4x0.2332)/(3/2+2/3x0.2332)x2.4 

                = 1.53 tf/cm2 

     上記より、面外方向の圧縮許容応力度が採用となる。 

    ・長期圧縮許容応力 

     NaL= fcxA'= 1.53x52.96= 81.0 tf 

     NLmax= 34.6 tf 

判定：NaL > NLmax  OK 

    ・短期圧縮許容応力 

     Nas= fcxA'x1.5= 1.53x52.96x1.5= 121.5 tf 

     (ｱ) 積雪荷重時 

       Nsmax= 34.6+12.8= 47.4 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (ｲ) 鉛直地震荷重時 

       Nsmax= 34.6+34.6= 69.2 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (参考)屋根崩落積雪荷重時 

       Nsmax= 34.6+21.2= 55.8 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK   
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   イ 下弦材 

     下弦材は、引張力による応力が加わるので、引張許容応力による算定とする。 

    ・引張許容応力度（長期） 

     ft= 1.6 tf/cm2 

    ・長期圧縮許容応力 

     NaL= fcxA'= 1.6x67.21= 107.5 tf 

     NLmax= 34.1 tf 

     判定：NaL > NLmax  OK 

    ・短期圧縮許容応力 

     Nas= fcxA'x1.5= 1.6x67.21x1.5= 161.3 tf 

     (ｱ) 積雪荷重時 

       Nsmax= 34.1+12.6= 46.7 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (ｲ) 鉛直地震荷重時 

       Nsmax= 34.1+34.1= 68.2 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (参考)屋根崩落積雪荷重時 

       Nsmax= 34.1+20.8= 54.9 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

   ウ 束材 

     束材は、圧縮力による応力が加わるので、幅厚比を考慮した許容応力を算定す

る。 

    ・有効断面積 

     プレート：b/t= 65/6=10.8  <  24/√2.4=15.5 

     A'= A= 15.054 cm2 

    ・全断面座屈長さ  Lx= 1.343 m 

         細長比  λ= L/ix= 1.343x100/1.98= 68 

       限界細長比  Λ= 120 

            λ≦Λ  λ/Λ= 68/120= 0.567 

     圧縮許容応力度  fc= (1-0.4(λ/Λ)2)/(3/2+2/3x(λ/Λ)2)F 

       （長期）    = (1-0.4x0.5672)/(3/2+2/3x0.5672)x2.4 

               = 1.22 tf/cm2 

    ・長期圧縮許容応力 

     NaL= fcxA'= 1.22x15.054= 18.4 tf 

     NLmax= 12.3 tf 

判定：NaL > NLmax  OK 
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・短期圧縮許容応力 

     Nas= fcxA'x1.5= 1.22x15.054x1.5= 27.5 tf 

     (ｱ) 積雪荷重時 

       Nsmax= 12.3+4.5= 16.8 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (ｲ) 鉛直地震荷重時 

       Nsmax= 12.3+12.3= 24.6 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (参考)屋根崩落積雪荷重時 

       Nsmax= 12.3+7.5= 19.8 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

   エ 斜材 

     斜材は、引張力による応力が加わるので、引張許容応力による算定とする。 

    ・引張許容応力度（長期） 

     ft= 1.6 tf/cm2 

    ・長期圧縮許容応力 

     NaL= fcxA'= 1.6x7.527= 12.0 tf 

     NLmax= 8.8 tf 

     判定：NaL > NLmax  OK 

    ・短期圧縮許容応力 

     Nas= fcxA'x1.5= 1.6x7.527x1.5= 18.1 tf 

     (ｱ) 積雪荷重時 

       Nsmax= 8.8+3.2= 12.0 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (ｲ) 鉛直地震荷重時 

       Nsmax= 8.8+8.8= 17.6 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

     (参考)屋根崩落積雪荷重時 

       Nsmax= 8.8+5.4= 14.2 tf 

       判定：Nas > Nsmax  OK 

 

 

  【結果】 

    屋根の鉄骨トラス部材の許容応力は、次の表のとおり建築基準法で定める数値を

上回っており、構造耐力上問題がないことを確認した。 

 

 

 



- 45 - 

 

部材 
長期荷重時 

短期荷重時 

積雪荷重時 
鉛直地震

荷重時 

屋根崩落 

積雪荷重時 許容応力 

応力 許容応力 応力 

応力 

応力 

上弦材 34.6 81.0 47.4 69.2 55.8 121.5 

下弦材 34.1 107.5 46.7 68.2 54.9 161.3 

束 材 12.3 18.4 16.8 24.6 19.8 27.5 

斜 材 8.8 12.0 12.0 17.6 14.2 18.1 

 

 

 

【参考】 

許容積雪量の算定 

参考として、屋根の鉄骨トラス部材が許容応力を超えるときの許容積雪量を算定する。 

※許容積雪量は、計算書による各部材（上弦材・下弦材・束材・斜材）の長期応力と

短期許容応力の比により算定し、各部材における最も応力の低い部分の値（最小値）

を許容積雪量として採用する。 

ア 上弦材により決定する許容積雪量 

    長期応力  NL= 34.6 tf 

短期許容応力  Nas= 121.5 tf 

Nas/NL= 3.51 

許容応力時荷重  Wa= 165*3.51= 579 kg 

許容応力時積雪荷重 Was= 579-165= 414 kg 

許容応力時積雪量 ts= 414/60*30= 207 cm 

  イ 下弦材により決定する許容積雪量 

長期応力  NL= 34.1 tf 

短期許容応力  Nas= 161.3 tf 

Nas/NL= 4.73 

許容応力時荷重  Wa= 165*4.73= 780 kg 

許容応力時積雪荷重 Was= 780-165= 615 kg 

許容応力時積雪量 ts= 615/60*30= 308 cm 

ウ 束材により決定する許容積雪量 

長期応力  NL= 12.3 tf 

短期許容応力  Nas= 27.5 tf 

Nas/NL= 2.24 

許容応力時荷重  Wa= 165*2.24= 370 kg 

許容応力時積雪荷重 Was= 370-165= 205 kg 

許容応力時積雪量 ts= 205/60*30= 103 cm 
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エ 斜材により決定する許容積雪量 

長期応力  NL= 8.8 tf 

短期許容応力  Nas= 18.1 tf 

Nas/NL= 2.06 

許容応力時荷重  Wa= 165*2.06= 340 kg 

許容応力時積雪荷重 Was= 340-165= 175 kg 

許容応力時積雪量 ts= 175/60*30= 87 cm 

 

   【結果】 

屋根の鉄骨トラス部材の許容応力より求められる許容積雪量は、次のとおり積雪

量 87cmで斜材が許容応力（限界積雪荷重）に達することとなる。 

部材 許容積雪量 

上弦材 207 cm 

下弦材 308 ㎝ 

束 材 103 cm 

斜 材 87 cm 

 

 

 

  



- 47 - 

 

  4）エントランスホール上部鉄骨屋根の安全性の確認 
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   【結果】 

    ・梁受け部分の無収縮モルタルに一部破損している箇所が見つかったが、屋根構

成部材の変形及び破損している箇所はなく、屋根崩落事故による影響は特に見

受けられなかった。また、取付方法についても特段の問題点が見つからなかっ

たため、エントランスホール上部の鉄骨屋根は安全性があると言える。 

・屋根鉄骨部材受け部分の無収縮モルタルの破損が多く見受けられるため、今後、

補修を行う必要がある。また、屋根水平ブレースに溶接継ぎ手があるため、取り

替えが望ましい。 

    

 

５.総括 

  ・建物全体の安全性（事務所棟・エントランスホール） 

   ⇒十分な強度がある。 

   ⇒メインアリーナ屋根全面崩落事故による建物の影響はない。 

   ※経年劣化による漏水、タイル及びモルタルの剥落の可能性があるため、今後、修

繕計画を立て改修を行う必要がある。 

  ・事務所棟の暫定再開 

   ⇒誘導灯の更新及び消防設備の作動確認を行い、所管消防署の同意を得れば、暫定

再開が可能である。 

   ※エントランスホールについても、安全性はあるが、メインアリーナ棟に含まれる

構造のため、使用しない。 

 

【参考】 

 事務所棟 
メインアリーナ棟 

メインアリーナ エントランスホール 

屋根面積 1,870㎡ 2,475㎡ 490㎡ 

主たる屋根構造 鉄筋コンクリート造 鉄 骨 造 

許容積雪量 157㎝ 39㎝（※） 87㎝ 

※市民総合体育館屋根崩落事故調査報告書に基づき算出 

 


