
回答数：33施設　（内 被害「有」13施設、「無」20施設）

＜各施設からの情報＞

設置者 施設名

被害状況 反響板のリミッター破損（１箇所）

運　営
９月６日（木）は、停電のため臨時休館

９月７日（金）から通常開館

修　繕 ９月７日（金）保守業者により修理済

その他 交通機関麻痺等による利用キャンセルがあった。

被害状況

停電等による施設の閉館およびそれに伴う貸室利用・講座受講料

金の返金

ホール内における天井からの小片落下

施設設備(陶芸用電気窯)の部品落下による破損

建　物
ホール天井からの壁紙等の小片が落下した(開館に影響はない範

囲)

運　営 9/6(木)～9/8(土)において閉館

修　繕 9/12(水)に施設設備(陶芸用電気窯)部品修繕実施

活動状況

地域避難場所に指定されているが、公共交通機関が復旧せず、多

くの職員が出勤できない状況であったため、9/6、7は閉館し、

9/8に職員による館内点検等を実施した上で9/9より開館した。

被害状況

9/6・7日は閉館とした、大ホール興行が9/6・7・10・11・12・

13・14が中止、また貸し会議室もキャンセルが相次ぐ。地震によ

る破損は反響版が一時使用できなくなる。また、舞台上部の金物

が一部落下した。

建　物 反響版の部品が破損、舞台上部の配管金具が落下。

運　営 9/6・7の両日は閉館、8日からは通常営業。

修　繕
反響版の部品交換は9/21で完了、舞台上部配管金具は運営上支障

がないため10月の完了予定。

活動状況
9/6札幌市からの要請で一時避難所として開放した。7日は朝9時

に通電となり点検作業と避難民の対応に従事した。

　去る９月６日未明に発生した最大震度７を記録した北海道胆振東部地震の緊急被害調査を行いましたところ、３３施設か

ら回答がありました。今回の地震では、建物や設備への甚大な被害の報告はございませんでしたが、何らかの被害があった

ところが１３施設ございました。今回の地震では、震災直後から北海道全域で発生した停電に伴う、公演や施設利用の中止

などの深刻な影響が見受けられます。

　私（松本）も、ちょうどあるシンポジウムに参加するため９月５日夜に札幌に入り、未明に震災に遭遇し、電源が失われ

ることによって都市機能のみならず私たちの生活全般がマヒしてしまうことの恐怖を身をもって体験いたしました。

　電源が失われた時の対応についても備えをしておくことが重要ですので、各施設におかれましても、停電時の対応をしっ

かりご検討いただきたいと存じます。

  当調査が皆様の今後の取組の参考となれば幸いです。

被害状況等

札幌市教育委員会 札幌市生涯学習センター

北海道
北海道立道民活動センター

（かでる２・７）

平成30年　北海道胆振東部地震 公立文化施設被害状況 調査結果

札幌市
わくわくホリデーホール

札幌市民ホール

1



設置者 施設名 被害状況等

被害状況 扉の開閉不具合等、壁入隅の隙間、壁クラック

建　物
扉の開閉不具合等（５箇所）、壁入隅の隙間（多数）、壁クラッ

ク（約130箇所）

運　営

9/6～9/8まで避難所として使用（開業前のため公演等に影響な

し）

扉の開閉不具合等（５箇所）は修繕済み、壁クラックは一部修正

済み、その他箇所は、札幌市で対応時期を検討中

活動状況 通常どおり

被害状況 停電による休館

運　営 停電により、9月6・7日の2日間を休館

釧路市 釧路市生涯学習センター 被害状況

9月6日（木）地震発生直後より停電。

利用者へのサービス提供、安全確保が困難と判断し、電気復旧ま

での閉館を決定。

6日（木）20時頃に電気復旧。

7日（金）より通常開館。

被害状況
地震による直接被害はなかったが、6日朝から停電、地下貯水槽

からのポンプアップも停止したため断水状態。7日朝には復電し

運　営 6日、7日の2日間臨時休館

活動状況 照明の節電を促しつつ通常営業

その他
節電対応や自粛などで今月開催予定の講演会・演奏会など3件の

ホール利用中止があった。

被害状況

【舞台】内壁の一部が崩落、吊り物ワイヤー不具合、非常灯不動

【施設】ボイラー設備不動(耐震装置)、電気錠不動、エレベー

ター不動(耐震装置)

建　物 前述の通り、ホール内壁の一部が崩落

運　営
2日間臨時休館。9/8(土)・9/9(日)の利用者へ連絡。利用キャンセ

ルは特例で全額還付

修　繕 いずれも復旧済み

活動状況

岩見沢市の避難所に設定されているが、今回の地震では指定され

なかった。

9/8(土)より通常営業し、携帯・スマホ等の市民向け充電サービス

を提供

被害状況
建物自体の損傷は見受けられず、外周のポプラの倒木等があっ

た。

修　繕 教育委員会に報告の上、倒木撤去依頼済み

被害状況

全道的な停電による施設の休館

停電が復旧したのが７日 ２０：４５分頃だったため、６日と７日

の２日間を休館とした。

運　営 停電の間を閉館とした。

活動状況 通常どおり開館している。

岩見沢市 いわみざわ公園野外音楽堂

根室市 根室市総合文化会館

岩見沢市 岩見沢市民会館・文化センター

　北見市教育委員会 北見芸術文化ホール

帯広市 帯広市民文化ホール

札幌市 札幌市民交流プラザ

2



設置者 施設名 被害状況等

被害状況

９月６・７日と停電。７日２２時過ぎに復旧。

大ホールの７日・９日の公演は主催者より延期の申し出あり。

会議室貸館も主催者より中止の申し出あり。

建　物

大きな被害はなし。

舞台の反響板を降ろしたところ、ワイヤーの金具がずれて金属の

摩擦音が出た。

運　営 ６日　午後のみ休館

修　繕
９日～１１日　照明・吊物の業者に簡易点検してもらい、反響板

のずれ等直してもらう。

活動状況 通常開館している。

被害状況

地震発生直後、館内巡回及び設備点検をしましたが、震災による

異常は見受けられませんでした。

施設は9/6　12：50に停電が復旧。

運　営

9/6AM4：00～避難所開設。避難者0、市内避難所が集約された

ため12:00に避難所解除となった。9/6～9/9までの貸館利用者16

件中14件がキャンセルとなった。また9/8実施の主催事業は延期

とした。

活動状況 9/7より通常運営

被害状況 ホール内の側壁反響板(吊物）の若干のずれが生じた。

建　物 ホール内の側壁反響板(吊物）の若干のずれが生じた.

運　営
停電及び館内点検のため、臨時休館を行った。

9月6日～9日まで臨時休館、10日は休館日

修　繕 9月9日、専門業者による調整にて修復完了

活動状況 9月11日より、通常どおり開館

北海道教育委員会 北海道立釧路芸術館 運　営

電力は９月６日夜に復旧した。また、停電による展示作業遅延の

ため、展覧会初日の予定であった７日は臨時休館とした。

８日から開館している。

函館市
函館市芸術ホール

［ハーモニー五稜郭］
運　営

停電に伴い休館対応（９月６日～７日）

駐車場の無料開放（９月６日）

旭川市 旭川市大雪クリスタルホール 運　営
建物の破損や館内での負傷者等は発生しなかったが，停電の影響

により9月6日及び7日は終日臨時休館とした。

運　営

（９／６、７）停電のため休館

（９／８）利用団体等全部キャンセル、夜間閉館

（９／９～）通常運営（夜間利用終了後、直ちに閉館とする。）

その他 節電のため、自動扉の制限、照明灯の間引き等を実施中

運　営

H30.9.6　AM3:08　全館停電

H30.9.6　AM9：00 開館PM5：30 停電のため臨時閉館

※条例上の開館時間はAM9：00～PM10:00

H30.9.7 AM0：05　全館電気復旧

H30.9.7 AM9：00～通常とおり

活動状況 当センターは、地震の影響による避難所指定はなし。

伊達市 だて歴史の杜カルチャーセンター

士別市民文化センター

砂川市 砂川市地域交流センターゆう

北広島市 北広島市芸術文化ホール

滝川市 滝川市文化センター

士別市
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設置者 施設名 被害状況等

建　物 正面玄関前歩道が数センチ沈下

運　営
９月６日～９日　まで停電及び安全点検のため臨時休館

（大・中ホールは１３日迄使用停止）

修　繕 ９月２０～２２日に沈下部分を千歳市が補修

活動状況 ９月６日１６：００から７日１６：００まで避難所に指定

稚内市 稚内総合文化センター 運　営

９月６日（木）停電による臨時閉館

９月７日（金）通常開館。ロビーにて携帯電話充電コーナーの設

置

活動状況
管理棟３階の受水槽配管が破損。３階から１階まで漏水し、断水

となった。

運　営 発生日　９月６日(木)のみ休館

修　繕 当日中に修理完了し断水復旧

紋別市 紋別市民会館 運　営

9/6未明より停電が発生していたため、一部を除き、9/6～9/10ま

での貸館利用を中止とした。なお、9/11より通常どおり貸館利用

を再開とした。

名寄市 名寄市民文化センター 運　営

通常開館（9/6地震直後から11：30頃まで停電。施設利用予約

無。）

市災害対策本部により一時避難場所に指定（水・お湯提供、携帯

電話充電、宿泊）

一時避難場所開設期間　9/6(木) 17:00～9/8(土) 08：00、以降通

常開館

運　営 6日～7日臨時閉館

活動状況
避難場所となっている事から職員は通常勤務

役場と連携しながら随時情報交換

音更町 音更町文化センター 運　営 停電から2日間を臨時閉館とし、施設の点検を実施した。

被害状況 停電による使用制限

運　営 9時から17時までの開館、以降閉館（9月6日および7日）

中川郡池田町 池田町田園ホール 運　営

９月６日（木）は大規模停電の影響により臨時休館

９月７日（金）午前0時過ぎに通電確認。館の安全を確認後、通

常開館

江差町 江差町文化会館

苫小牧市 苫小牧市民会館

幕別町 幕別町百年記念ホール

千歳市
北ガス文化ホール

（千歳市民文化センター）
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