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第1章 基本設計方針 
津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 



津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 

１ 基本設計方針 / １-１ はじめに

１-１ はじめに 

１－１ はじめに 

津山文化センターは、跳ね出しの庇を寺院建築の斗 をモチーフとした特徴的な構造体で支えるコンク

リート造による建築物です。建築家 川島甲士氏と構造家 木村俊彦氏、渡辺邦夫氏により設計され、展示

ホールの壁画はグラフィックデザイナー 粟津潔氏による作品として有名です。また、センター内壁面のレ

リーフやモザイクは津山市出身の陶芸家 白石齊氏が制作したものです。昭和 42 年に日本建設業連合会

BCS賞を受賞の他、「日本におけるDOCOMOMO選定建築物」に指定され、近代建築物として高い評価

を得ており、竣工以来５０年経過した今も津山市民にとってシンボル的な公共施設となっています。 

昭和41年1月の開館後、津山文化センターは本市の文化芸術活動の中心施設として市民に利用されて

きました。また、本市は津山国際総合音楽祭が始まったのを契機に、平成4年に（公財）津山文化振興財

団を設立し、文化芸術施策の実施機関として、舞台芸術の企画実施、市民芸術活動の支援や文化芸術の 

人材育成に取り組んできました。現在も津山文化センターを本拠地に、市民の意見を取り入れながら、

音楽、演劇、ミュージカル、歌舞伎、落語、舞踊など数多くの舞台芸術の鑑賞機会や、市民総合音楽祭等に

代表される市民活動発表の場を提供しています。しかしながら、建築してから 50 年が経過したため、施

設は老朽化し、各所において修繕の必要が発生しています。また、ホールに対するニーズの多様化により、

舞台設備更新等の早急な対応が求められています。 

以上の状況をふまえ、「津山文化センター整備方針」に示された本施設の老朽化部分の改修、耐震補強、

バリアフリー化を図り、耐用年数 80 年を目標として基本設計を行い、今後 30 年、引き続き長く愛され

る芸術文化拠点施設をめざします。



１ 基本設計方針 / １-２ 基本設計方針

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 １-２ 基本設計方針 

１－２ 基本設計方針 

 １．意匠を継承し近代建築を後世に残す

 近代建築物として高い評価をもつ津山文化センターの意匠を可能な限り残しつつ、老朽化した 

舞台設備等の機能を改善し、かつ施設内の利便性向上を図ります。 

  施設内外部の既存部分の改修においては、継続して利用される公共施設としての価値を見据え 

ながら、意匠的な価値を保持するよう経年劣化による破損部分等を補修復原します。 

 ２．耐震補強を行い、耐震性を確保する 

時刻歴応答解析により確認した耐震補強要領を参照し、既存構造体の耐震補強を計画します。 

那岐山断層帯などに起因する震度「６強」を想定して、躯体および大ホール天井の耐震性・安全性を 

確保し、日常利用のみならず、城北地区の指定避難所としての安全性向上に努めます。 

 ３．低炭素化に向けた改修 

 建築物の断熱性能の向上と老朽化した建築設備の更新をすることで空調負荷及び光熱費の 

低減を図り、ライフサイクルコストの削減を進めます。 

  ・空調設備の高効率機器の導入 

  ・照明器具のLED化 

  ・舞台照明器具の LED化 

  ・外壁サッシの断熱性能の向上 

 ４．長寿命化と安全性 

老朽化した施設内の内装仕上げや下地、および設備の更新を計画し、前述の構造躯体と併せた 

施設全体の長寿命化を図ります。また、事後保全型から予防保全型の維持管理への移行を視野に 

入れ、保守管理しやすい建材、設備を選定するものとし、可能な限り施設耐用年数を延伸させます。 

５．バリアフリー化と芸術文化拠点施設としての機能向上 

施設各所へのアクセスの利便性向上を図るため、エレーベータの新設、並びに待合スペース及び 

エントランスの増築を計画します。増築部分の形状、大きさ、色彩や質感については、既存建物の 

文化的価値を踏まえ、鶴山公園などからの景観への影響、時代を考慮したあるべき建築物の 

かたちを反映したものとします。 

  また、大ホールについても、老朽化した舞台設備等を改修し、現代の多様化したニーズに対応 

できる必要最低限の水準を求め、音響設備をはじめ吊物機構、舞台照明設備等の機能向上と 

安全性を確保します。 

 ・音響設備のデジタル化 

 ・吊物機構の電動化 

 ・舞台照明設備のLED化 

 ６．芸術活動の活性化とにぎわい創出 

竣工以来、津山市の文化芸術活動の中心的な役割を担ってきた本施設において、市民活動の場 

としての役割を強化することを目指し、市民サロンの拡充とアートギャラリースペース等の新設を 

計画します。  



１ 基本設計方針 / １-３ 事業スケジュール 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 １-３ 事業スケジュール

１－３ 事業スケジュール 

 津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業の事業スケジュールを以下の通りとする。 

    実施設計期間：平成３０年１月  実施設計着手 

           平成３０年１１月 実施設計完了（約１１ヶ月・各申請の完了も含む） 

    建設工事期間：平成３０年１２月 着工 

           平成３１年１２月 中旬完了 （約１２ヶ月） 

    津山文化センター休館期間： 

           平成３0年 4月 1日～平成３２年３月31日 （約 24ヶ月） 

※ 平成30年 3月 31日までを開館期間とする。 

    津山文化振興財団のセンター内事務室利用期間： 

～平成３0年9月 30日まで



１ 基本設計方針 / １-４ イメージパース 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 １-４ 東側外観



１ 基本設計方針 / １-４ イメージパース 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 １-４ 内観（東エントランス） 



１ 基本設計方針 / １-４ イメージパース 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 １-４ 内観（南エントランス） 





第２章 計画概要 
津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 



２ 計画概要 / ２-１ 敷地状況

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ２-１ 敷地状況

２－１ 敷地状況 

（１）敷地概要 

項目 内容 

所在地 岡山県津山市山下６８ 

敷地面積 9014.68㎡ 

用途地域 第一種住居地域 

建蔽率 60％ 

容積率 200％ 

防火指定 なし 

日影規制 制限を受ける建築物：高さ10Ｍ超 

平均地盤面からの高さ：4Ｍ 

日影時間：5時間／3時間 

道路 西側：幅員約8.3～13.6Ｍ 

南側：幅員約5.0～6.3Ｍ 

北側：幅員約8.0Ｍ 

（２）敷地周辺の特徴 

津山市は岡山県北東部に位置し、鳥取県と接し中国

地方最大の盆地である津山盆地とその周辺から成り立

っています。津山盆地は、標高概ね100 200m程

で、四方を中国山地と吉備高原に囲まれ、中央には吉

井川が東西に流れています。現在では、津山盆地を中

心として津山都市圏が形成され、美作地方の中心的存

在となっています。 

 市中心部に位置する鶴山公園は、西日本有数の桜の

名所としても知られており、春にはたくさんの人で賑

わいます。 

（３）対象敷地の特徴 

計画敷地は、鶴山公園の一角に位置し、敷地の東側及び南側は、鶴山公園・城跡、北側及び西

側は市の主要な道路に面しています。 

敷地の東側には中２階レベルの駐車場が配置されており、西側の１階レベルと約２ｍの高低差が

あります。また、敷地北側は搬入口のある地下１階レベルへアプローチするようになっています。 

（４）気象条件 

津山市は、周囲を山で囲まれた内陸性の気候です。年間の平均気温は13℃～14℃、冬は低温になり

雪が降る日もあります。 

出典：津山市 HP 

出典：国土地理院 

計画敷地 鶴山公園

吉井川 

□計画敷地周辺広域図 

出典：気象庁 HP 



２ 計画概要 / ２-２ 建物状況 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社  ２-２ 建物状況

２－２ 建物状況 

 津山文化センターは高度経済成長時代の昭和 41 年 1月に建設、開館してから 50年という長きにわたり、

音楽、演劇、ミュージカル、歌舞伎、落語、舞踊など優れた舞台芸術を上演し、多くの人を魅了しながら、本

市のみならず、県北の文化活動の拠点施設として利用されてきました。 

しかしながら、建築してから 50 年が経過したため、施設は老朽化し、漏水をはじめとして各所において修

繕の必要が発生しています。また、ホールに対するニーズの多様化により、舞台設備の更新等について早急な

対応が求められています。 

以下に建物現況と現状の主な課題を記します。 

津山文化センター 

竣工  ／昭和 40年 12月 25 日 

敷地面積／16396.85 ㎡ 

建築面積／2832.59 ㎡ 

床面積 ／4843.60 ㎡ 

規模  ／地下 1階地上 3階 別棟 1階 

構造  ／鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 

第一種住居地域 建ぺい率 ６０％  容積率 ２００％ 

＜大ホール＞ 

客席／1054 席  

（張出舞台設置時 1002 席、オーケストラピット設置時 972 席）  

舞台／間口=18.1m 高さ=6.1m 奥行=9.0m  

オーケストラピット／45 ㎡ 

舞台機構／吊物、音響反射板 、舞台照明設備、舞台音響設備 

楽屋 3 室 

＜会議室＞ 

大会議室 ／収容=66～80名 178.1 ㎡  

中会議室 ／収容=42 名 92.1 ㎡ 

第 1 会議室／収容=20 名 53.6 ㎡  

第 4 会議室／収容=14～16名 31.1 ㎡  

第 5 会議室／収容=14～16名 31.4 ㎡  

第 6 会議室／収容=20 名 37.7 ㎡  

和室 2 室 ／収容=各 20 名 各 12 畳 

＜展示ホール＞ 

285.9 ㎡ （有効面積： 242 ㎡） 

地下１階平面図 

諸室の主な課題 

・客用トイレの老朽化 

・和便の洋便化が必要 

・搬入口の庇が低く搬入車両と干渉 

・庇が小さいため雨が吹き込む 

・楽屋の老朽化（内装、空調） 

・洗面台がない 

・前迫舞台の電動化が必要 

・ピット内の漏水対策が必要 

・舞台の床、吊物機構の老朽化 

・吊物機構の機能向上、電動化が必要 

・浴室の老朽化 

・空調設備の老朽化 

・省エネ対応が必要 

＜その他＞ 

・搬入口廻りの路面の劣化 

諸室以外の主な課題 

トイレ下部ピット内： 

漏水（水たまり）があり、対策が必要 



２ 計画概要 / ２-２ 建物状況 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社  ２-２ 建物状況

１階平面図 

改修部分 

増築部分 

中２階平面図 

諸室の主な課題 

・ホール内装の老朽化 

・客席椅子の老朽化 

・一部舞台への視認性が悪い 

・客席椅子の音響性能の向上 

・立上がり時の騒音防止 

・耐震補強が必要 

・ホワイエ内装の老朽化 

・床タイルのバリアフリー化 

・内壁タイルの剥落 

・ロッカーの設置が必要 

・開場するまでの待合スペースが必要 

・喫煙室撤去 

・自販機の集約化が必要 

・展示室内装の老朽化 

・市民サロン内装の老朽化 

・耐震補強が必要 

・家族観覧室の新設が必要 

・階段勾配の改良 

・監視カメラが必要 

・エントランスホール内装の老朽化 

・事務室自動ドアの不具合 

・監視カメラが必要 

＜その他＞ 

・駐車場の路面の劣化 

・駐車場からホール入口への内部動線の確保が必要 

・地下 1階楽屋や上階 

諸室へのエレベーター

が必要 

・賑わいスペース 

（カフェ等）が必要 

・防音スタジオが必要 

・ホールから展示室への

内部動線の確保が必要

諸室以外の主な課題 

新たに必要な機能 

・階段蹴上寸法の不一致の解消

・屋外階段の老朽化 

既設外灯撤去 



２ 計画概要 / ２-２ 建物状況 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社  ２-２ 建物状況

2階平面図 3 階平面図 
・耐震補強が必要 

諸室以外の主な課題 

・中会議室内装の老朽化 

・第一会議室内装の老朽化 

・遊休スペースの活用（内装改修） 

・遊休スペースの活用（内装改修） 

・遊休スペースの活用（内装改修） 

・共用部内装の老朽化 

・トイレの老朽化 

・2階客席椅子の老朽化 

・共用部内装の老朽化 

・遊休スペースの活用（内装改修） 

・大会議室内装の老朽化 

・会議室・和室内装の老朽化 
・トイレの老朽化 

・耐震補強が必要 

・3階客席椅子 

の老朽化 

・共用部内装の老朽化 

遊休スペース 

・ホール天井の耐震化が必要 

諸室の主な課題 



津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 

２ 計画概要 / ２-３ 計画概要 

２-３ 計画概要

２－３ 計画概要 

（１）建物概要 

基本計画 既存 

敷地面積 9014.68 ㎡ 16396.85 ㎡ 

建築面積 2926.99 ㎡ 2832.59 ㎡ 

延床面積 4846.02 ㎡ （H.29.6 月時点） 4678.63 ㎡ （竣工時） 

増築部分面積 本事業増築部分（基本設計） 過去の増築部分 

地下１階 150.36 ㎡ 搬入口 

118.88 ㎡ 

１階 194.80 ㎡ 多目的トイレ１ 

4.41 ㎡ 

中２階 187.90 ㎡ 事務室拡張＋多目的トイレ２ 

44.10 ㎡ 

２階 47.39 ㎡ - 

３階 38.88 ㎡    小計 619.33 ㎡ - 

合計 5465.35 ㎡ 4846.02 ㎡ 

建ぺい率 60％ 60％ 

容積率 200％ 200％ 

構造 増築部分：地下 1階地上 3階建て鉄

筋コンクリート造 一部鉄骨造 

鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 

（２）法令についての整理 

表 計画における確認すべき法的条件（既存不適格の継続） 

項 目 法令番号 規 定 対応 

建築等に関する

申請及び確認 

建築基準法 

第 6条、 

同別表第一 

「(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その

他これらに類するもので政令で定めるもの」 

に該当し、特殊建築物となる。 

- 

耐火建築物等と

しなければなら

ない特殊建築物

建築基準法 

第 27 条 当該用途に供する階 当該用途に供する部分の床面積 

3階以上の階に設けるもの 
客席床面積≧200㎡ 
（屋外≧1,000 ㎡） 

- 

用途制限 建築基準法 

第 48 条 

（別表 2） 

第一種住居地域 - 

容積率 建築基準法 

第 52 条 

200％ 法定以下とする。 

建ぺい率 建築基準法 

第 53 条 

60％ 法定以下とする。 

防火・準防火 - - - 

特別用途地区 - - - 

高さ制限 建築基準法 

第 56 条 

道路斜線：勾配 1.25、適用距離 20ｍ  

隣地斜線：立上り 20ｍ＋勾配 1.25 

北側斜線：なし 

法定以下とする。 

項 目 法令番号 規 定 対応 

日影規制 建築基準法 

第 56 条の 2 

第一種住居地域：日影時間 5時間／3時間 

規制対象：高さ 10ｍを超える 

測定面までの高さ：4ｍ 

法定以下とする。 

消防用設備 消防法（１）項

イ 

劇場・映画館・演芸場又は観覧場 遵守する。 

興行場 興行場法 

第 3条 

営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔そ

の他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

２  前項の措置の基準については、都道府県が条例で、こ

れを定める。 

基準に適合させる。

駐車施設の付

置 

駐車施設の付置

に関する条例 

津山市駐車場整備地区に該当しない。 - 

緑化 - - - 

省エネ措置 エネルギー使用

の合理化に関す

る法律 

床面積 2,000 ㎡以上は、「第一種建築物」に該当し、建築物

の新築、増築、大規模な改修を行う場合、届出が必要。 

基準に適合させる 

工事着手の 21 日前

までに届出が必要。

バリアフリー バリアフリー新

法 

第 2条 17 

⑰ 特別特定建築物 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に

必要なものとして政令で定めるものをいう。 

基準に適合させる。

特定都市施設整備の

届出については、工

事着手前の届出・協

議が必要。 

なお、細部に関する

単体規定（廊下、階

段、エレベータ、便

所、敷地内通路、駐

車場等）については、

設計段階以降での検

討となるため、ここ

では割愛する。 

施行令 

第 5条 

法第 2 条第 17 号の政令で定める特定建築物は、次に掲げ

るものとする。 

3  劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

バリアフリー新

法 

第 14 条 

1 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の

建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。

以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該特

別特定建築物（次項において「新築特別特定建築物」とい

う。）を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構

造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建築物移動

等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

施行令 

第 9条 

法第 14 条第 1 項の政令で定める規模は、床面積の合計

2,000 ㎡とする。 

津山市 人にや

さしいまちづく

り条例 

多数の人が利用する建築物(特定都市施設）の新築等をする

場合は、工事着手前の届出・協議が必要。 

対象施設（16）興行施設：用途面積 100㎡以上のもの 

開発行為の許

可 

都市計画法 

第 29 条 

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をし

ようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、県知事の許可を受けなければならない。 

遵守する。 

景観計画 津山市景観計画 景観形成重点地区に該当し、良好な景観を形成するために

必要な基準を満たす必要がある。 

基準に適合させる。

工事着手 30 日前ま

での協議・届出が必

要。 

なお、細部（形態、

色彩、材料等）につ

いては、設計段階以

降での検討となるた

め、ここでは割愛す

る。 
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がけに近接す

る建築物 

岡山県 建築物

等の制限に関す

る条例 

第 3条 

2ｍを超える高さのがけの上、5ｍを超えるがけの下に建築

しようとするとき、当該がけの高さの 2倍以上の水平距離

を保たなければならない。 

遵守する。 

特殊建築物等

の敷地等と道

路との関係 

岡山県 建築物

等の制限に関す

る条例 

第 8条 

特殊建築物で、延べ面積が 500 ㎡を超えるもの又は 1,000

㎡を超える建築物の敷地は、幅員 4ｍ以上の道路に接しな

ければならない。 

２ 前項の建築物の敷地が道路に接する部分の長さは次に

よらなければならない。 

 一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、延べ面積

が 1,000 ㎡を超える集会場は、その敷地境界線の延長の 6

分の 1以上 

３ 特殊建築物には主要出入口を第 1項に規定する道路に

面して設け、かつ、その前面に次に定める奥行きを有する

空地を設けなければならない。 

＜客席の床面積＞    ＜空地の奥行き＞ 

200 ㎡以下        2ｍ以上 

200 ㎡を超え 500㎡以下  3ｍ以上 

500 ㎡を超える      5ｍ以上 

遵守する。 

土木工事等の

ための発掘に

関する届出及

び指示 

文化財保護法 

第 93条 

「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するため、発掘に着手

する 60日前までに文化庁長官に届けなければならない。 

遵守する。 

表 計画における確認すべき法的条件（増築遡及・緩和条項） 

項 目 法 令 法 86 条の 7 第 1項 
該当の 
有無 

構造耐力 20 条  基準時面積の 1/2を超える増築等は遡及。1/2

以下の増築等（既存新耐震基準）、1/20 かつ

50 ㎡以下（既存構造耐力上の危険性が増大し

ない）は不遡及。 

無 

特殊建築物の外壁 24条  ○ 有 

防火壁 26条  137 条の 3 50 ㎡未満の増改築は遡及免除 有 

耐火特殊建築物 27条  137 条の 4 50 ㎡未満の増改築は遡及免除 有 

採光 28条 1項 19 条、20 条 ○ 有 

換気 28条 2項 20 条の 2 ○ 有 

火気使用室 28条 3項 20 条の 3 ○ 有 

石綿使用制限 28条の 2（1号・

2号） 

20 条の 4 増築部分が基準時の 1/2 以下で遡及免除 
無 

シックハウス 28条の 2（3号） 20条の6～20

条の 9 
○ 有 

地下居室 29条 22 条の 2 ○ 有 

長屋・共同住宅の

界壁 

30条 22 条の 3 延べ面積が基準時の 1.5 倍を超えない増築は

遡及免除 
無 

便所・電気設備 31～32 条 32 条 ○ 有 

昇降機 34条 1項  ○ 有 

非常用昇降機 34条 2項 129 条の 2 

129 条の 3 

○（増築部分が高さ 31ｍ以下かつ基準時の

1.5 倍以下で遡及免除） 
無 

廊下・階段出入口 35条 117 条～128

条 
○ 有 

項 目 法 令 法 86 条の 7 第 1項 
該当の 
有無 

排煙設備 35 条 126 条の 2 

126 条の 3 
○ 有 

非常用照明 35 条 126 条の 4 

126 条の 5 
○ 有 

特殊建築物の内装

制限 

35 条の 2 128 条の 3 
○ 有 

無窓居室 35 条の 3 111 条 ○ 有 

補足技術的基準 36 条 19条～129条

の 15 

○（令 25 条 階段手すりと令 107 条カーテンウ

ォール等は 3項により部分適用） 

災害危険区域条件

追加 

39 条 2項  ○ 
有 

条例追加 40 条  ○ 有 

接道条件追加 43 条 2項 144 条の 6 ○ 有 

４ｍ未満接道条件

付加 

43 条の 2  
○ 有 

壁面後退 47 条  ○ 有 

用途地域関係 48条 1項～13項  増築後の延面積が基準時の 1.2 倍以下かつ不適

合用途部分の床面積が基準時の 1.2 倍以下は不

遡及 

無 

用途地域条例制限 49 条～50 条 130 条の 2 ○（令 130 条の 2より適用除外規定有）  

卸売市場等の位置 51 条 130 条の 2 の

2 

☆（令 130条の 2の 2より適用除外規定有） 

容積率 52 条 1項・2項・

7項 

 ☆（令 137 条の 8 駐車場、備蓄倉庫等遡及免除） 

建蔽率  53 条 1項・2項  ☆  

低層外壁後退 54 条 1項  ☆  

低層高さの限度 55 条 1項  ☆  

斜線制限 56 条 1項  ☆  

日影規制 56 条の 2  ☆  

特例容積地区高さ 57 条の 4第 1項  ☆  

高層住居誘導地区 57 条の 5  ☆  

高度地区 58 条  ☆  

高度利用地区 59 条 1項・2項  ☆（令 137 条の 9により増築後の延べ面積及び建

築面積が基準時の 1.5 倍以下かつ増築後におけ

る適合しない部分の建築面積が最低限度の 2/3

以下、容積率が 2/3 以下は不遡及） 

都市再生特別地区 60条の2第1項・

2項 

特定街区 60 条 1項・2項  ☆（令 137 条の 8 駐車場、備蓄倉庫等遡及免

除） 

防火地域 61 条  ☆（令 137 条の 10 50 ㎡以下の増築等遡及免除）  

準防火地域 62 条 1項  ☆（令 137 条の 11 50 ㎡以下の増築等遡及免除）  

特定防災街区整備

地区 

67条の2第1項・

5項～7項 
☆  

景観地区 68 条 1項・2項  ☆  

条例による用途制

限 

68条の2第1項・

5項 
○ 有 

沿道地区計画緩和 68 条の 3第 7項  ○ 有 

条例による集団規

程制限 

68 条の 9第 1項 136 条の 2 の

9 
○（公益建物は適用除外規定）  

○：遡及が適用される 

☆：大規模修繕・大規模模様替時遡及免除 
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（３）整備項目・概要一覧表 

No. 整備・改修項目 概要 

1 耐震補強 
・１～３階の耐震壁補強 

・M2F 北側、東側の耐震スリット設置 

2 屋根改修 ・本館、展示ホールの屋上防水改修 

3 外装改修（足場、塗装、タイル改修等） 

・外壁北面タイル補修 

・外壁クラック部補修 

・その他外壁塗装補修 

4 吊り天井改修 ・大ホール天井の耐震化天井への更新 

5 内装改修 

・大ホール内装、舞台床、ホワイエ内装の全般改修 

・その他共用部（廊下、トイレ、エントランス）の内装全般改修 

・会議室、和室等会議室エリアの内装改修 

6 内部タイル改修 ・ホワイエ内・壁面タイルの改修 

7 空調設備改修 ・館内空調設備：熱源機（重油⇒電気へ）、空調機の全面更新 

8 トイレ改修 ・B1 階トイレ、２，3 階西側トイレの衛生器具および内装改修 

9 エレベーター新設 ・車いす利用者の利便性向上に向けたエレベーターの新設 

10 音響設備改修 ・大ホール音響設備の全面更新 

11 照明設備改修 ・館内各室照明設備の LED化、舞台照明設備の更新 

12 ホール内客席椅子更新 ・大ホール客席の全面更新（1 階・2 階・3 階席） 

13 外構改修 ・北側搬入口車路・斜面部分の路面改修、西側外構舗装改修 

14 搬入口庇改修 
・既存搬入口 RC庇の撤去、新規搬入エリア屋根新設 

（ウィングトラックによる搬入出対応） 

15 レストラン改修 ・2 階旧レストランスペース（厨房スペース含）の有効活用に関わる改修 

16 施設敷地内防犯用監視カメラ設置 ・建物東西各出入口廻り監視用カメラ設置 

17 展示室 改修 
・リハーサル室・小ホールとしての有効活用に向けた改修（防音遮音、内

装改修） 

18 展示室 東庇設置 ・搬出入等利便性向上に向けた庇の新設 

19 ３Ｆ物置改修 ・旧フィルムライブラリー等の遊休スペースの有効活用に関わる改修 

20 ２Ｆ旧結婚式場、新郎新婦控室改修 ・遊休スペースの有効活用に関わる改修 

21 舞台吊物機構改修 

・舞台吊物装置の電動化更新 

・舞台吊物装置制御部品取替 

・ブドウ棚更新（積載荷重および耐震対応） 

22 駐輪場新設 ・建物北側に駐輪場新設 

23 給排水設備改修 ・各楽屋内に洗面台新設、給水管更新、排水管の更新 

24 事務室自動ドア改修 ・事務室の自動ドア修繕 

25 駐車場舗装改修 ・建物東側駐車場の舗装および白線の更新 

26 舞台迫改修工事 ・前舞台の電動昇降装置新設 

27 搬入経路新設（展示室～B１階楽屋間） 
・展示室をリハーサル室利用した際の機材搬出入利便性向上のための

経路整備 

28 待合スペース新設 ・入館前待合スペースの新設 

29 既設サッシ断熱化 ・１～３階既設サッシの断熱化 

30 増築部（展示ホール改修） ・東西連絡ロビー新設、東側にカフェ、エントランス、テラス他 
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津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

３－１ 平面計画  

地下 1階平面図 

（１）改修・増築計画 

以下に改修及び増築後の平面計画図を示す。

諸室の改修 

・客用トイレの内装改修 

・衛生機器の更新 

・和便の洋便化 

・ピット内の防水処理 

諸室以外の改修 

増築部 

・空調機器の更新（省エネ化） 

・自家発電機の移設 

・庇の新設（高天井、拡張） 

・前迫舞台の電動化 

・ピット内の防水処理及び

排水ポンプ設置 ・舞台床の更新 

・吊物機構の更新（機能向上、電動化） 

・楽屋、浴室の 

内装改修 

・倉庫の新設 

・天井内：封じ込め処理済

みアスベスト撤去 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

諸室の改修 

諸室以外の改修 

増築部 

・ホール内装の改修 

・客席椅子の更新（前方中央部は千鳥配置に変更） 

・ホワイエ内装の改修 

・床タイルの更新 

・内壁タイルの補修 

・庇の新設（高天井、拡張） 

１階平面図 
・監視カメラの設置 ・ホール出入口前の 

待合スペースの新設 

・トイレの新設 

 （撤去、拡張） 

・駐車場側からホールへの 

内部動線の新設 

・客席出入口の前室設置 

・階段改修

・バーカウンター設置 

・流し台（給排水設備）設置 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

中２階平面図 

諸室の改修 

諸室以外の改修 

増築部 

・展示室の内装改修 ・家族観覧室の新設 

・賑わいスペース（カフェ）の新設 

・エレベーターの新設 

収納型ステージ新設 

・エントランスホールの内装改修 

・トイレの新設 

・段差解消機の新設（バリアフリー） 

・プラットフォーム新設 
・待合スペース新設 

・リハーサル室―地下 1階連絡階段 

新設 

・控え室への改修 

・庇の新設

・舞台監理室→音響室へ改修 

・プラットフォーム新設 

・ポンプ撤去の上 

 倉庫に改修 

・南側壁面からの 

漏水処理 

・駐車場側からホー

ルへの内部動線

の新設 

・屋外階段改修 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

諸室の改修 

諸室以外の改修 

増築部 

・託児室、和室の新設 ・第一会議室の内装改修 

・中会議室の内装改修 

２階平面図 

・トイレ内装の改修 

・衛生機器の更新 

・2階客席椅子の更新 

・出入口の２重扉化 

・多目的室（レッスン室）、市民サロンへの改修 

・共用部の内装改修 

・共用部の内装改修 ・交流スペース（テラス）の新設 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

3 階平面図 

諸室の改修 

諸室以外の改修 

増築部 

・大会議室の内装改修 

・3階客席椅子の更新 

・出入口の 2重扉化 

・トイレ内装の改修 

・衛生機器の更新 

・共用部の内装改修 ・会議室の改修 

（レイアウト変更、内装改修） 

・アートライブラリーコーナーの新設 

・管理倉庫、清掃員控室の新設 

・共用部の内装改修 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

（２）ゾーニング計画  

地下 1階平面図 

①大ホールエリア 

②舞台管理エリア 

③会議室エリア 

④にぎわいエリア 

⑤展示・リハーサルエリア 

⑥共用エリア 

⑦管理エリア 

＜エリア分け＞ 

以下に改修及び増築後のゾーニング計画図を示す。



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

１階平面図 

①大ホールエリア 

②舞台管理エリア 

③会議室エリア 

④にぎわいエリア 

⑤展示・リハーサルエリア 

⑥共用エリア 

⑦管理エリア 

＜エリア分け＞ 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

中２階平面図 

①大ホールエリア 

②舞台管理エリア 

③会議室エリア 

④にぎわいエリア 

⑤展示・リハーサルエリア 

⑥共用エリア 

⑦管理エリア 

＜エリア分け＞ 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

２階平面図 

①大ホールエリア 

②舞台管理エリア 

③会議室エリア 

④にぎわいエリア 

⑤展示・リハーサルエリア 

⑥共用エリア 

⑦管理エリア 

＜エリア分け＞ 



３ 建築計画 / ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-１ 配置計画/平面計画/増築計画

3 階平面図 

①大ホールエリア 

②舞台管理エリア 

③会議室エリア 

④にぎわいエリア 

⑤展示・リハーサルエリア 

⑥共用エリア 

⑦管理エリア 

＜エリア分け＞ 



３ 建築計画 / ３-２ 断面計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-２ 断面計画 

３－２ 断面計画 

 以下の方針に基づき、断面計画を行った。 

・地下1階～３階までのアクセスのしやすさに配慮し、エレベータを１基新設する。 

・リハーサル室/展示室（展示館）から地下１階楽屋までの動線を計画する。 

・東側駐車場側にまとまった広さのエントランスを増築し、１階大ホールホワイエへのアクセスがしや

すくなるよう、西側のホワイエへの通路（スロープ）を改修、及び、室内化（増築）する。中２階か

ら１階のスロープを津山市「人にやさしいまちづくり条例」およびユニバーサルデザイン計画に基づ

き、安全で利用しやすい計画とする。 

B－C 通り断面図 

増築部 

・エレベーター、賑わいスペース、 

連絡通路等の増築 

・投光室壁の隙間改善 

（投光室内からの音漏れ） 

・屋根防水改修 

・特定天井改修 

・舞台前迫昇降設備設置 

・吊物機構更新／電動化 



３ 建築計画 / ３-２ 断面計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-２ 断面計画 

⑤－⑥通り断面図 

増築部 

・駐車場側からホール入口までの内部動線の新設 

・屋根防水改修 

・特定天井改修 

・屋根防水改修 



３ 建築計画 / ３-３ 外装計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-３ 外装計画

３－３ 外装計画 

以下の方針に基づき、外装計画を行った。 

・外壁面のクラック、浮き及び爆裂等の劣化調査を全面的に調査する。 

・意匠の継承に基づき、既存コンクリート打放し外壁の劣化部分補修の上、打放しの風合いを最大

限に活かした改修を計画する。 

・軒天井部分の劣化を補修および復原する。 

・増築部分の外装については、既存のプレキャストコンクリートによる斗 構造の特徴的なデザイ

ンに対して、ガラスファサードを基本としたシンプルなデザインとすることで、現状のデザイン

を引き立て、新旧のデザインを対比させながら互いに調和が図られるよう計画した。 

・津山文化センターのモダニズム建築としての価値を損なわない増築に努める。 

・増築部の屋根形態が景観形成基準に適合しないため、適用除外となる明確な根拠を示す。 

・現状の南側の景観を確保できるよう増築部の大きさを再検討する。 

・軒裏を朱色に復元する場合、また増築部の屋上仕上げをウッドデッキとする場合は、色彩の景観

形成基準に適合していないため、適用除外となる明確な根拠を示す。 

増築部 

東側立面図 

・既存 RC打放し部分：劣化部分補修の上、RC打放し保護塗装仕上げ 

・増築部分：ガラスカーテンウォール点支持工法 



３ 建築計画 / ３-３ 外装計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-３ 外装計画

南側立面図（その１） 

増築部 

・既存 RC打放し部分：劣化部分補修の上、RC打放し保護塗装仕上げ 

・増築部分：ガラスカーテンウォール点支持工法 



３ 建築計画 / ３-３ 外装計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-３ 外装計画

南側立面図（その２） 

増築部 

・既存 RC打放し部分：劣化部分補修の上、RC打放し保護塗装仕上げ 

・増築部分：ガラスカーテンウォール点支持工法 



３ 建築計画 / ３-３ 外装計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-３ 外装計画

北側立面図 

増築部 

・既存 RC打放し部分：劣化部分補修の上、RC打放し保護塗装仕上げ ・増築部分：ガラスカーテンウォール点支持工法 



３ 建築計画 / ３-４ 内装計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-４ 内装計画

３－４ 内装計画 

（１）基本方針 

 市の文化芸術活動の中心施設として、永く市民に愛されてきた津山文化センターの外観はもとより、

その内部の空間構成や、陶芸家によりデザインされた内壁タイル等、当初のオリジナルのデザインを

できる限り踏襲しながら、機能性、安全性、メンテナンス性に配慮した材料の選定やデザインを行う。 

（２）観客用トイレ改修 

・各仕上げ材はメンテナンス性が高く、清潔感のある材料とする。 

 ・子どもから高齢者、障害者等、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに基づく計画とする。 

 ・和便を洋便に改修する。 

・一部の便房については、ゆったりとしたスペースを確保し、手すりやベビーチェアを設置する等、

高齢者、障害者や子ども連れの利用者に配慮した計画とする。 

 ・洗面台はカウンター式とし、美装性を高める計画とする。 

（３）ホワイエ内壁タイル及び床タイル改修 

・内壁タイルについては、新築時に陶芸家、白石齊氏により製作されたもので、現在は、タイルの

剥落が散見され、剥落事故防止用ネットが設置されている。今回の大規模修繕では「意匠の継承」

方針にもとづき、当初の意匠を継承しながら補修を行う計画とする。 

 ・改修にあたり、壁面タイル（内外部共）は全数打診調査とする。 

 ・床タイルについては、新築時に目地の深い陶板タイルが施工されており、現状として、目地に躓く

危険も懸念されていることから、当初の意匠性に配慮しながら、滑りにくく、フラットな形状のタ

イルにて改修を行う。 

 ・ホワイエ中央部壁面の鉄板製のレリーフも、内壁タイルと同様に、白石齊氏によるもので、改修に

あたり、破損部分を補修の上、全面的に美装を行う計画とする。 

（４）サイン計画 

・館内サイン及び館名サイン計画については、建物の意匠、空間性に対する理解を踏まえた上 

でデザイン性、分かりやすさ、統一性に特に配慮した計画とする。

ホワイエ内壁タイル（現況） ホワイエ床タイル（現況） 

地下１階 観客用トイレ平面図（改修後） 



３ 建築計画 / ３-５ 屋上改修計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ３-５ 屋上改修計画

３－５ 屋上改修計画 

（１）基本方針 

屋上防水については、改修後30年間をメンテナンスフリーとし、かつ、隣接するお城山（鶴

山公園,津山城址）からの景観にも配慮した計画とする。 

（２）改修工法 

上記の基本方針に基づき、ステンレスを防水材として、高い耐久性の確保とメンテナンスフリ

ーを実現し、シンプルな納まりで美装性も高く、隣接するお城山からの景観にも配慮したステン

レスシームレス防水により改修を行う。 

施工にあたっては、既設の防水層の下部にある押さえコンクリートでは、ステンレスシームレ

ス防水の下地の鉄骨材を建物躯体に固定するための埋め込みアンカーの引き抜き強度が確保で

きないため、屋根荷重の軽量化も含めて、既設防水層（FRP 防水）および既設押えコンクリー

ト（約100mm厚）を撤去し、ステンレスシームレス防水を行う。 

また、ステンレス防水面に塗装（グレー）を施し、景観に配慮した色彩計画とする。 

以下に、ステンレスシームレス工法の参考収まり図とイメージ写真を示す。 

ステンレスシームレス防水（参考事例） 



３ 建築計画 / ３-６ ユニバーサルデザイン・バリアフリー計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                             ３-６ ユニバーサルデザイン・バリアフリー計画 

３－６ ユニバーサルデザイン・バリアフリー計画 

     利用者が安全・安心に利用できる施設を目指す 

（１）基本的な考え方 

すべての施設利用者にとって、公平なサービスを等しく享受できるよう、円滑かつ快適に利用できる

ことを目指す。市民アンケートから、トイレ及び階段に関する利便性について多くの回答があることも

踏まえ、津山市「人にやさしいまちづくり条例」、「高齢者、身体障害車等が円滑に利用できる特定建築

物の建築の促進に関する法律」に基づいた計画とするほか、わかりやすく利用できる施設とするため、

ユニバーサルデザインの手法も可能な限り採用する。 

（２）ユニバーサルデザインの７原則 

１．公平性 

 だれでも公平に利用できること 

２．自由度 

 利用する上で自由度が高いこと 

３．簡単・単純さ 

 使い方が簡単で直感的にわかること 

４．分かりやすさ・明確さ 

 必要な情報がすぐに理解できること 

 ５．安全性 

 うっかりミスや危険につながらないデザインであること 

６．持続性・体への負担の少なさ 

 無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に仕様できること 

７．空間性 

 アクセスや利用のしやすい十分な大きさや広さを確保すること 

（３）本施設におけるユニバーサルデザイン・バリアフリー計画 

A) 施設全般 

・明解な空間配置と室名・誘導サイン      ・高齢者や車椅子利用者、子供にも使いやすい寸法 

・適切な休憩スペースの配置          ・多機能WCの分散設置、複数配置 

・自動水栓の採用               ・段差を極力設けない床レベル 

B) 共用空間 

・通路幅寸法の確保              ・引き戸や自動ドアの採用 

・車椅子対応のエレベーターの設置       ・利用者が移動しやすい円滑かつ快適な経路 

・誘導ブロックの適切な設置          ・スロープ前後の寸法の確保 

・緩やかなスロープ勾配・階段寸法 

C) 室内環境 

・シックハウス対策              ・適切な照度、色温度、グレア防止    

・適切な空調計画（気流速度、温度分布）    ・目的に対応した建築音響特性 

・車いす利用者及び介護者に配慮した浴室計画 

D) 安全・防犯 

・ガラス面の衝突防止             ・防滑性の高い床材料(ノンスリップ) 

・床面や段差鼻先等の色彩の対比        ・死角となる場所をつくらない、見通しの確保 

・車椅子や杖先でも問題のないグレーチング   ・誤作動等のおきにくいスイッチ等の位置 

・安全な避難誘導計画             ・死角のない平面計画 

・適切な管理用 ITVの配置 

・警報装置、音声チャイム/ WC内緊急通報ボタンの設置 

E) サイン・案内情報 

・サイン表示の統一とサインの多言語化、明度比の確保 

・視覚/聴覚障害者、高齢者及び外国人にも伝わるデザイン  

・JIS 規格ピクトの採用 

・耐久性、耐候性のある素材、構造 

・エレベーターの音声案内 



３ 建築計画 / ３-７環境配慮計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                      ３-７ 環境配慮計画

３－７ 環境配慮計画 

（１）基本方針 

地球温暖化への対応や、昨今のエネルギー事情等を考慮し、建物及び設備の改修にあたって積

極的に省エネルギー化を検討する。 

具体的には、①一般諸室の LED照明化の検討、②大ホールやホワイエにおける大空間として

の空間特性を踏まえた効率的な空調・照明計画、③外部サッシュの断熱性能の向上、及び④太陽

光パネルによる自然エネルギーの利用等について検討を行う。 

（２）外部サッシュの断熱性向上 

現状、各フロアの外周部はスチールの方立てにスチールサッシュが設置されており、ガラスは

シングルガラスで施工されている。特に、ホールホワイエ部分は、上部が吹き抜けていることも

あり、冬季はコールドドラフト現象により、人が滞在するエリアはかなり冷え込む。 

そのため、スチールサッシュを撤去の上、アルミサッシュ（ガラスはペアガラス）をカバー工

法にて設置することにより、冬季のコールドドラフトを軽減するとともに、各フロアにおける外

周部の断熱性を高め、空調負荷の低減を図る計画とする。 

文化センターのスチール建具、カーテンウォールは外観意匠の特徴的な要素の一つでもあり、

既存意匠の継承を図りながら、断熱性、機能性、経済性を考慮した改修計画を検討する。 

（３）自然エネルギー利用 

地球環境への配慮から、可能な限り自然エネルギーの利用を検討する。 

具体的な自然エネルギー利用の検討にあたっては、イニシャルコスト、ランニングコスト、費 

用対効果をふまえて、総合的な判断により、導入機器の検討と、採用の可否の判断を行うものと

する。 

外周部のスチールサッシュによる開口部（現況） 

太陽光と風力利用による外灯 



３ 建築計画 / ３-８ 外構・駐車場計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                      ３-８ 外構・駐車場計画

３－８ 外構・駐車場計画 

植栽改修

舗装改修

斜路舗装改修

監視カメラ設置

駐車場ライン引き改修

キャノピー新設

監視カメラ設置 車椅子利用者用駐車スペース確保 
駐車場ライン引き改修

（１）駐車場計画 

・建物東側駐車場及び北側駐車場の配置を更新する。 

・増築部東側エントランスにアクセスしやすい位置に車いす利用者用駐車場を計画する。 

（２）舗装計画 

・北側搬入口へアプローチする斜路舗装老朽化により舗装更新とする。 

・西側エントランス廻り及び南エントランス廻りアプローチ舗装を更新する。 

・上記舗装改修により生じる西側、南側植栽等も改修とする。 

（３）外灯計画・監視カメラ計画 

・敷地内駐車場等、利用しやすさに配慮した外灯計画とする。 

・西側外部、東側外部に監視カメラ用ポールを計画する。 

フェンス撤去 

駐輪場整備（舗装及びライン引） 

植栽撤去 

フェンス新設 

外灯更新

外灯更新
外灯新設

外灯新設

外灯新設



第４章 構造計画 
津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 



４ 構造計画 / ４-１ 耐震改修計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                        ４-１ 耐震改修計画 

４－１ 耐震改修計画 

耐震補強概要 

① 大ホール背面壁・中２階部分の耐震壁増設によりせん断破壊柱をなくし、耐力の増強を図る。 

② １，２，３階の平面上同位置壁の増設により耐震壁を増強する。 

③ 上記改善により応答水平変位の並進性（一体化）の向上を図る。 

時刻歴応答解析検討より、Y方向外力時の振動による水平変位差が相当値改善されていることが確認される。 

M2F 

1F 

3F 

2F 

ホール背面

Y方向 

ホール背面

Y 方向 

ホール背面

ホール背面

鋼板柱巻補強 

耐震壁増打ち ｗ180 → ｗ500 

鉄骨ブレース付耐震壁新設 

耐震壁増打ち ｗ150 → ｗ350 

耐震壁増打ち ｗ150 → ｗ250 

耐震スリット 

凡例 

２通りから 2,100mm 東側の耐震壁の補強要領（平面図） 



４ 構造計画 / ４-１ 耐震改修計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                        ４-１ 耐震改修計画 

２通りから 2,100mm 東側の耐震壁の補強要領（軸組図） 

□耐震補強仕様（参考） 

・耐震壁増打 ・鋼板柱巻補強 ・鉄骨ブレース付耐震壁 ・耐震スリット 

既設コンクリート壁に増し打ち壁を打設する 

あと施工アンカー

シャーコネクター 

既存壁目荒らし 

（壁面の 1/3 程度） 

増打壁 

既設壁 

4
0
 

（頂部 200 は無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入とする。） 

シャーコネクター       （ ）は既設壁 120の場合 

 シャーコネクター 定着長さ 

接着系アンカー D13-@500 クロス 110（80） 

金属系アンカー 13φ-＠500 クロス 65 

鋼板(t） 

r は 5t 程度とする 

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 
圧入 

鋼板(t） 

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 
圧入 

コーナーアングル 

帯鋼板(t) 

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 
を充填する 

スリット 

・鋼板厚さ t は図示による。（t≧4.5） 
・鋼板と躯体面との間には 30 以上のク

リアランスを設ける。ただし、補強鋼
板の厚さが 9mm 以上の場合には、既存
躯体の 4 隅角部を 10 程度面取りす
る。 

・無収縮モルタル充填作業及び充填の
確認が行えるよう適当な箇所に圧入
孔、エアー抜き孔を設ける。 

・裏当て金が既存躯体に当たる部分は
既存躯体を少し斫り既存躯体を裏当
て金とのクリアランスを確保する。 

スリット 

既存柱

既存柱

既存柱

空気抜きﾋﾞﾆﾙﾎｰｽ 20φ
型枠

水抜き孔

無収縮モルタル注入口
45φ

E-2,3 型枠

（上部片面は木製型枠等として
モルタルが十分充填されている
ことを確認できるようにする） 

空気抜きビニルホース 20φ

1
0
0
以

上
 

無収縮モルタル注入口

ウレタン系
コーキング
（速乾性）

E-2,3 型枠 



４ 構造計画 / ４-２ 増築部構造計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ４-２ 増築部構造計画

４－２ 増築部構造計画 

（１）構造設計概要 

本建築物における構造計画においては、下記（２）準拠する基準類に示す構造設計技術資料

等を基に、敷地の条件・地域性、建物用途への適応性、施工性及び維持管理の経済性等の設計

条件を考慮し、意匠設計等からの性能要求を満足させ、対象建築物の安全性・耐震性・耐久性・

耐火性及び施工性等の構造性能を確保するものとする。本検討においては各種構造特性を網羅

し、上部構造及び基礎形式を選定し、適切な構造形式を提案するものとする。 

特に多目的ホールとして不特定多数の人が利用する公共性の高い建物であるため、自然外力

（地震、台風、積雪）に対して十分な安全性を確保する。ホール天井の補強においては下記（２）

に示す設計指針により十分な安全性を確保する。 

（２）準拠する基準類 

本建築物は以下に示す基準類により設計を行う。 

・建築基準法・同施行令・告示等（※平成27年度4月改正予定内容に対応する） 

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

（平成25年3月改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

・建築構造設計基準（2013年5月改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） 

平成25年度版 

・2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（平成19年8月） 

・鋼構造設計規準（日本建築学会）（平成17年9月） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（平成22年版 日本建築学会） 

・建築基礎構造設計指針・同解説（平成13年 日本建築学会） 

・建築物荷重指針・同解説（日本建築学会）（平成16年版） 

・天井等の非構造材の落下に対する安全対策指針・同解説（日本建築学会 2015） 

（３）構造概要 （増築部分） 

・構造種別     鉄骨造 

・骨組形式     Ｘ方向 純ラーメン 

            Ｙ方向 純ラーメン 

・基礎形式     先端羽根付き鋼管杭 

・柱脚形式     露出型柱脚 

・設計ルート    ルート1-2（X・Y方向とも） 

・標準せん断力係数 一次C0＝0.30 二次C0＝1.0 

・重要度係数    Ｉ＝1.1（Ⅱ類） 

    ・増築部分は本体既設建物と縁を切りエクスパンションジョイントを設け、応力伝達を避け 

ることとする。 

■鉄骨造建築物構造計算フロー 

構造適合性判定の対象建築物となる。 



４ 構造計画 / ４-２ 増築部構造計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ４-２ 増築部構造計画

（４）使用材料 

 使用材料 材料種別 備考 

コンクリート 

普通ポルトランド・セメント 

■設計基準強度 

構造体：FC24 

その他：FC21以上 

構造体コンクリートの水セメント

比は55％以下とする 

鉄 筋 
SD295A 

SD345 

D10～16（床スラブ・壁等） 

D19～29（柱・梁主筋） 

鉄 骨 

柱 ：BCR235 

大梁：SN400B,SS490B 

小梁：SS400 

その他必要に応じ：SN490C

他 

高力ボルト F10T・S10T 鉄骨継手・接合部 

（５）荷重及び外力 

１）固定荷重 

 実況に応じて算出するものとする。 

２）積載荷重  ：下表による。 

諸室名 床用 小梁用 
架構用 

（柱・梁・基礎） 
地震用 

屋根 1000 1000 600 400 

ルーフデッキ 2900 2900 2400 2300 

３）積雪荷重  ：積雪量＝44㎝（岡山県津山市）  

単位重量＝20N/㎝  

合計＝880N/㎡ 

４）風荷重 ：速度圧 q＝0.6EVo2N㎡ 岡山県津山市） 

地表面粗度区分＝Ⅲ  

V0＝30m/sec 

５）地震力   ：地域係数     ｚ＝0.9（岡山県津山市）  

           地盤種別     2 種 

           標準せん断力係数 C0＝0.20 

           重要度係数    Ｉ＝1.1 

（６）基礎概要 

基礎形式の選定及び設計にあたっては、現時点では現地地質調査の結果に基づき設計を行う。 



４ 構造計画 / ４-２ 増築部構造計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ４-２ 増築部構造計画

１） 柱状図   

・No. D ・No. F 

２） 基礎形式の決定 

 前項より基礎形式の検討を行う。 

    本建物の概算軸力は以下となる 

     中柱：1200ｋN ／ 側柱：850ｋN 

・GL6.00ｍ程度においてN値50以上の固結粘土層が存在する。 

・増築部分の床付けレベルにおいては支持地盤とはならず、GL-6.0m の固結粘土層を支持

地盤と考える。 

・この場合杭の実長さは3.0ｍ程度となるため支持地盤に合わせ長さ等を切断し適切な長さ

を確保でき、また鉄骨造であるため軽量であることから先端羽根付き鋼管杭を採用する。

ラップルコンクリート基礎と比べ掘削量もなく型枠等の工程もない鋼管杭が最も適して

いる。 

    杭仕様：先端羽根付き鋼管杭（267.4Φ STK490 L=3.0m）１本打ち、２本打ち 



４ 構造計画 / ４-２ 増築部構造計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ４-２ 増築部構造計画

（７）計算機出力によるモデル図および仮定断面 

 １）エントランスカフェ増築部分 

基礎大梁 600×200 

柱  Ｃ1 □-300×300×19    

大梁 H-244×175×7×11 

H-294×200×8×12 

H-340×250×9+×14 

地上階伏図（仮定断面） 



４ 構造計画 / ４-２ 増築部構造計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ４-２ 増築部構造計画

２）スロープ部分 

柱   Ｃ1 □-250×250×13 

大梁  Ｇ1 Ｈ-400×200×8×13

地上階伏図（仮定断面） 



第５章 大ホール・舞台計画 
津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-１ 大ホール天井改修計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                   ５-１ 大ホール天井改修計画 

５－１ 大ホール天井改修計画

・大ホールの天井は建築基準法上の「特定天井」（天井高さ 6ｍ以上、天井面積 200 ㎡以上）に該当し、

規定の耐震基準を確保した天井下地および天井の改修を行う。  

   天井意匠は断面形状も含め、既設天井意匠に基づいて計画する。 

  ・既設天井吊材、天井材を撤去の上、鉄骨材によるブドウ棚を新設する。 

  ・既存躯体の一部である鉄骨トラス材の補強を行う。

・既設シャンデリアは撤去とし、新設天井面にダウンライト照明を計画する。 

  ・天井内舞台照明（シーリングライト）の操作が行いやすいよう、キャットウォークを整備する。 

天井下地伏図（改修後）S=1/300 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-１ 大ホール天井改修計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                   ５-１ 大ホール天井改修計画 

天井下地断面図（改修後） S=1/100 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-２ 客席改修計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ５-２ 客席改修計画 

５－２ 客席改修計画

（１）大ホール客席 

客席改修計画概要 

・大ホール客席を全面更新する。 

 ・家族席を新設する（中 2階音響室） 

 ・1 階中央ブロックを千鳥配置とする。 

 ・前迫舞台上の客席を移動客席とし、前迫舞台使用時は収納可能な計画とする。 

 ・1 階客席エリアの利用しやすく回覧しやすい位置に車椅子利用者席（2席分）を計画する。 

・客席の布地を、桜や石垣など津山らしさの感じられるカラーや模様デザインとする。

・２階・３階客席の制振 

２階及び３階客席は片持ち梁による支持された構造のため、音楽のコンサート時など観客の動作による

振動が発生することも考慮し、補強を計画する。 

車椅子利用者席（2席） 

可動席（118 席） 

大ホール 
１階客席 
（839 席） 

舞 台 

□仕様 □席数リスト 

改修前 改修後 

１階 838 席 
837 席 

（車椅子用 2席利用

時：835 席） 

２階 150 席 120 席 

３階 66 席 44 席 

家族室 
（中２階） 

0 席 8 席 

合計 1054 席 1009 席 

※前迫設置時 

 １階客席：748 席（合計 920 席） 

大

可動席４席：車椅子用客席利用時は収納する。 

可動席（4席） 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-２ 客席改修計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ５-２ 客席改修計画 

（２）家族室 

□仕様 

□津山らしさをイメージした布地のデザイン例 

鶴山公園の桜 津山城の石垣鶴山公園の桜 2 

家族席（8席） 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-３ 舞台照明設備 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ５-３ 舞台照明設備

５－３ 舞台照明設備 

（１）基本方針 

開館以来、様々な演目に対応する多目的ホールとして、運営されてきたが、 

舞台照明設備としては、近年、電源コンセントの規格変更、制御信号のデジタル化、一部の照明器

具の LED 化が進んでいるため、様々な電源の機器による舞台演出に対応できる電源構成を検討し

ます。調光器の切替電源回路により、将来電源変更に対する更新時の負荷低減を行う。 

システム構成では、平成2年の大規模改修後全体的な経年劣化が進み、一部のシステムの更新を

対応済みであるが、本改修事業にて照明操作卓及び３階設置のセンターピンスポットライト 

（平成２７年更新）を除く未改修部分の機器を更新する。 

ホール演出の変化により、現在、様々な角度から照明演出が行われるようになっている。建築的

に対応可能な部分においては、部屋構成、バトン、機構設備の検討を行い、適正化を図る。 

（２）整備概要 

１）負荷設備  

・舞台照明用コンセントについてはC型コンセント回路に改修する。 

・客席サスペンションライトを計画する。回路は直電源と移動型調光ユニットで 

     負荷配線の負担がなく、LED対応が可能な機能とする。 

・天井反射板のライトを埋め込み型として LED化とする。 

・ボーダーライトの機器を LED機器とする。 

・センターピンスポットライト設置場所の遮音性向上を図り、間仕切り等の設置を計画する。 

・負荷回路は調光回路の一部に直電源切替回路を設け、LED照明器具対応可能とする。 

２）調光装置 

・津山文化センターでの様々な公演照明業務の実績を基本とし、最新のデジタルネットワー

ク制御機能にも対応するものとして計画する。 

・コンパクトで漏電検地機能を有した固定調光方式と移動型により構成する。 

・固定調光回路の一部は切替機能より将来のLEDに対応する。 

・調光制御のDMX信号を各所に配置し、持ち込み機材、LEDに対応可能な計画とする。 

・既存のデジタルコントロール機器は再利用としコストダウンを図る。 

・吊り込み器具の落下防止及び高所作業への安全対策を計画する。 

・投光室と舞台との位置関係を調査し、投光量不足のない設備を計画する。 

・舞台前迫設置時にも当該箇所の照明効果にも十分対応できる設備を計画する。 

・演出効果を妨げない範囲で、LED等の省電力機器を導入し環境問題に配慮する。 

・ファン騒音が少ない投光器具類を採用する。 

３）ピンスポットライトエリアの遮音措置 

  ３階客席に設置するピンスポットライトエリアにおけるライトのファン音及びオペレーター

の声を可能な限り遮音し、観覧者の快適性向上を図る。 

  ・前面は、無色透明の強化ガラスを採用すること。 

   （網入りガラス等では、ライトの熱により割れる恐れがある） 

  ・ガラスの外側の清掃が容易になるよう、サッシを内開きまたは回転式とするのが望ましい 

  ・サッシの割付は、１５００mm以上となるよう計画する。 

  ・舞台と前面ガラスとの角度が９０°とならないよう計画する。 

   （舞台演者に影響する反射光及び音の跳ね返りの防止） 

  ・ピンスポットライトエリア内の照明は客席内照明とは別系統とし、調光可能な照明計画が 

望ましい。 

    ・フォロースポットは、プロセニアムアーチから中通路まで、また中通路の上手から下手まで 

の範囲を照射できるよう計画する。 

    ・フォロースポットと整流器との設置位置の離隔距離は、２０ｍ以内とする。 

    ・フォロースポットライトの転倒防止策として天井面よりフック等を設け脱着式のフック付き 

ワイヤーを整備する。 

    ・長時間の利用に配慮し、専用の空調機の設置を検討する。 

間仕切り設置位置 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-４ 舞台音響設備 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ５-４ 舞台音響設備

５－４ 舞台音響設備 

舞台音響・運営系カメラ設備概要 

・音楽、演劇、ミュージカル、舞踊など数多くの舞台芸術や市民音楽祭、また講演会等の音響業

務の実績を考慮し、多様化する様々なニーズに対応できる最新の音響設備を計画する。 

・機材持込公演、コンサートにも対応するよう接続・設置環境の改善を行う。 

・効率的な運営を行なうため、インカム設備、運営系カメラ設備を計画する。 

・デジタル化、ネットワーク化を行ない、音質、操作性及び信頼性の向上を図る。 

・デジタルとアナログのそれぞれの良さを活用して自然な音を基本とするシステムを計画する。 

・世界基準に準拠したシステムを計画する。 

・省エネ対策を鑑み、電源容量及び発熱量を考慮し機器選定を計画する。 

・客席上部に設置するスピーカー等（プロセニアムスピーカ等）については落下防止対策を計画

する。 

・移動スピーカー等固定されていない重量物については転倒防止対策を計画する。 

・静寂な劇場空間を基本とし、本設備のノイズに留まらず電気・機械設備ノイズを極小になるよ

うに計画する。 

（１）スピーカーシステム 

・メインスピーカーとしてプロセニアムスピーカーと舞台上にステージスピーカー(下手・上手)

を、舞台上出演者へのモニター用スピーカーとしてはね返りスピーカーを、また補助スピーカ

ーとして移動式スピーカーの設置を計画する。 

・運営系及びモニタースピーカーとして、調整室、舞台袖、ホワイエ、楽屋にスピーカーを計画

する。 

（２）操作機器 

・音声調整卓は調整室、舞台袖にそれぞれ設置し,デジタル化、ネットワーク化により操作性の向

上を図る。 

・アンプ架及びワイヤレス受信機等は調整室に設置する。 

・録音再生機器(CD、メモリーレコーダー等)は舞台袖に設置する。 

・持込用機材に対応するため、舞台袖及び客席後部に電源、音響接続回線の設置を行う。 

（３）マイクロホン 

・ワイヤレスマイクはB帯で８チャンネルを揃える。 

・有線マイクロホン、スタンド及びケーブルを必要数準備する。 

（４）インカム設備 

・スタッフ連絡用としてインカム設備のコンセントを調整室、舞台袖、持込用対応として客席後部に設

置し効率的な運営が行えるよう計画する。 

（５）運営系カメラ設備 

・運営系カメラを２台(１階客席後部、客席前部)に設置し、舞台及び客席の状況確認が出来るように計

画する。 

・ホール映像は館内共聴を利用し、ホワイエ及び楽屋等にて視聴出来るよう計画する。 

（６）その他 

・舞台音響設備の動作性能目標 

舞台音響設備の機器性能は、平成２９年３月実施の下記音響測定項目での向上を図る。 

１）周波数特性測定結果      8ｄB～１８ｄB 

一般的な評価として偏差10ｄＢ以内が望ましいとされているが、4ｋＨｚ近辺のレベル低下により、

大きな偏差がある結果となった。 

２）最大再生音圧レベル測定結果   ９４ｄB 

音響調整卓から定格出力した場合の音圧を測定。通常 80ｄＢから 85ｄＢまでの通常運用の音圧レ

ベルに対して＋10ｄＢの最大再生能力を持つ必要があり、95ｄＢ以上出力してもパワーアンプがピー

クとならないシステム構築が必要。 

３）客席内音圧分布偏差測定結果   偏差７ｄB 

ホールでは偏差6ｄＢ以内を理想値とする。現在のスピーカー配置の場合、客席前列は直接音が少な

く、前列の音圧レベルを上げることが求められるため、サイドスピーカーの固定化が必要と考えられる。 

また3階席については、プロセニアムスピーカーからの音圧レベル不足が発生しており、3階席用の

シーリングスピーカーの新設の検討も必要と考えられる。 

４）安全拡声利得測定結果  －６～－１０ 

今回の測定結果は正常（一般的なホールの値）だが、ハウリングを起こしやすい環境の手前となって

おり、マイクの更新及びスピーカーシステムの再構築が必要と考えられる。 

５）残留雑音レベル測定結果   NC-25 

ＮＣ-25 は、多目的ホールレベルの結果であるが、全体的に高音域がやや上がっている。これは機

器の劣化によるマシンノイズを拾い、スピーカーから出力されているものと考えられる。 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-５ 舞台吊物設備 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ５-５ 舞台吊物設備

５－５ 舞台吊物設備 

舞台吊物機構整備概要 

・緞帳、照明バトン及び装具道具バトン等の吊物機構は既設の配置を基本とし、作業性や安全性を考

慮して電動化にて計画する。 

・プロセニアム部分及び前迫り拡張部分への演出照明に対応するよう、プロセニアムライト、客席バ

トンを新規に計画する。 

・緞帳及び大黒幕については、高度な演出に対応できるよう、可変速対応の昇降設備として計画する。 

・駆動方式は天井部巻取り方式とし、エンコーダー及びインバーター回路による高さ設定やスムーズ

で動作音の少ない吊物機構を計画する。 

プロセニアムバトン新設 

客席バトン新設 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-６ 舞台前迫設備 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                        ５-６ 舞台前迫設備 

５－６ 舞台前迫設備 

舞台機構設備整備概要 

・前迫舞台の床機構は、既設オーケストラピット部への配置とする。 

・前迫舞台を左右２系統に分割した昇降装置とし、多彩な舞台演出に対応した計画とする。 

・前迫舞台の昇降ストロークは客席レベル～舞台レベルとし、任意のレベルに静止・固定できる機

構とする。 

・駆動方式はメモリー設定機能を高め、エンコーダー及びインバーター回路による高さ設定やスム

ーズで動作音の少ない床機構を計画する。 

・迫り機構に関連する落下防止装置は、安全性を最優先し計画する。 

前迫舞台平面図 

前迫舞台正面図 

床納まり詳細図 

前迫舞台断面図 



５ 大ホール・舞台計画 / ５-７ ホール空調計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社                                       ５-７ ホール空調計画 

５－７ ホール空調計画 

（１） 空調許容騒音値の設定 

大ホールの現況において、空調騒音測定（１階～３階客席９箇所。空調時）を実施し、

NC-30～４０ 

という特性結果となった。 

多目的ホールに推奨される空調許容騒音値は公共ホールにおいて、ＮＣ15 25 内に

設定されている。津山文化センターは講演、演劇利用の割合が多いが、３年ごとに開催

される津山国際総合音楽祭の会場としての利用に配慮し、NC20程度を空調許容騒音値

として設定し、空調機器およびダクト計画を行う。 

NC値 録音・収録対応の基準 

NC-10 高音質の生音の収録 

NC-15 無観客状態での生音の収録 

NC-20 観客を収容した状態での生音の収録 

NC-25 生音の収録にはやや難あり。講演会等の収録は可能 

（２） 空調機・ダクト計画 

１） 客席において、観客は長時間静止状態をたもつため、吹出温度差を抑制しながら 

送風量を多くとり、吹出空気によるドラフト感が最小になる計画を行う。また、

中間期に人体発熱を外気で処理できるよう必要な外気量を確保する。 

２） ダクト内の渦流音を抑えるために機械内、DS内、天井内、末端ダクトとそれぞ

れのダクト内風速を室内許容騒音値ごとに設定する。 

   機械室 ダクトスペース 末端ダクト 

NC-20 7m/s 5m/s 3m/s 

NC-25 8m/s 6m/s 3m/s 

NC-30 10m/s 8m/s 4m/s 

３） ダクト内のクロストークを防止する遮音対策を計画する。 

また、ダクト系統の消音エルボやサイレンサーは消音計算の上決定する。 

（３） 熱源機器計画 

１） 熱源機は電力負荷の平準化及び受変電設備の容量抑制に配慮した計画とする。 

２） 熱源システムは本施設の負荷特性、地域特性および経済性を考慮の上で、維持管

理が容易な計画とする。 

（４）制御計画 

１） ホール内外気はCO2濃度による外気導入制御を行う。 

２） 外気冷房が有効かどうか判断できる機能を設置する。 

3） 速やかに所定の空調条件に到達ができるようウォーミングアップ制御 

を備えた計画とする。 

（５）その他 

１） 遮音区画を貫通するダクト、配管は防振・防音処理を行う。

２） 回転機器（冷凍機、ポンプ空調機等）類は防振装置による支持を計画する。 

３） 大ホールの空調ダクトおよび配管は、防振支持とする。 

４） 舞台エリアの空調を計画する。 



津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ５-８ ホール音響計画 

５ 大ホール・舞台計画 / ５-８ ホール音響計画 

５－８ ホール音響計画 

建築音響計画の基本方針 

大ホールの室内音響特性（残響音、エコー、音圧レベル、明瞭度、騒音、遮音）を計

画するにあたり、津山文化センターは過去に音楽、演劇、歌舞伎、落語、舞踊、講演な

ど、様々な舞台芸術に使われてきた経緯から、改修後も引き続き多用途のホールとして

利用できるよう配慮しつつ、現況の音響特性の問題点を改善することを目標とする。 

・特定天井の改修 

特定天井の耐震化に伴い、現況壁 天井間の隙間による反射性能低下を改善する。 

・音響反射板の整備 

現況反射板（天井および側面）の形状は隙間が多く音の逃げ場となり、ホール内の音

の響きに影響している。改修では、反射板の形状をプロセニアムの固定壁と連続する面

を形成できるよう計画し、適正な音の拡散性を確保したデザインとする。 

・残響音の長さ確保 

津山文化センターの現残響時間は舞台反射板設置時・空席時において１．３６秒とな

っており、音楽のコンサートを考慮した場合、若干短めと判断される。演劇などでは歯

切れのよい明瞭な響きの範囲であるが、吹奏楽の演奏の場合を考慮し、平均吸音率の検

討とあわせて反射板設置時の残響時間について、現況よりも響きのある性能を確保する。 

大ホールの改修前音響特性測定結果（平成２９年３月測定） 

１） 残響音：        1.36 秒 （音響反射板使用時・空席時） 

２） エコーパターン特性：  エコー障害なし 

３） 音圧レベル：      偏差最大 7.2dB 

４） 明瞭度：        1 階客席後方付近(P19)以外は明瞭度５０％以上あり 

５） 室内騒音：       NC３０～NC４０ 

６） 遮音特性：       D15～D20 



津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ５-８ ホール音響計画 

５ 大ホール・舞台計画 / ５-８ ホール音響計画 

（１） 残響音 

コンサートなどの適度な残響が望ましい場合には舞台反射板（天井・正面・側面）を設置

し、演劇や講演などやや短めの残響音で明瞭な響きを必要とする場合には幕類を設置し、多

目的な利用に対応できる機能をもつホールを計画する。 

       残響時間の目標値 

 反射板使用時 反射板収納時 

大ホール 1.9～1.6 秒程度 1.4～1.1 秒程度 

響きの長さを示す残響時間とあわせて、実際に人が感じる「残響感」の違いを考慮した計画

の重要性も高いため、内装の吸音の程度を示す「平均吸音率」についても検討し、残響計画

を行う。 

（２） エコーパターン 

ロングパスエコーやフラッターエコーなど、音響上の障害となる現象は大ホールの現況に

ては測定されていない。天井の曲面形状、傾斜した側壁、凹凸のある仕上げ面とすることで

対向平面が生じないデザインとなっておりエコー障害対策は講じられているが、本改修事業

において特定天井改修、客席改修及び吊物機構反射板の更新が影響し、空間全体の音響性能

が変化することが予想されるため、改修部位の仕上げの選定に際してはエコー障害に対する

考慮が必要となる。 

（３） 音圧レベル 

多くの公共ホールにおいて室内音圧分布が 6 10dB 以内に抑えることが客席内で受け

る音量のばらつきの目安とされている。初期反射音の分布と音の到達方向を考慮の上、本事

業において改修計画する天井、反射板、客席の形状と素材を検討し、舞台からの発生音が客

席全体にむらなく広がるよう音圧レベルの偏差を抑えるよう計画する。 

（４） 明瞭度の確保 

大ホールの改修前明瞭度測定において、P１９地点以外は明瞭度５０％確保されている。 

明瞭度は反射板等による初期反射音の向上によっても数値改善が可能であり、すべての客

席で明瞭で聞き取りやすい音が受け取れるよう配慮した内装仕上げや下地材の計画を行う。 

（５） 室内騒音の低減 

大ホールにおいて行われる舞台、コンサート等を観劇/鑑賞する際、大ホールの外からの

騒音（交通騒音、設備類の運転音、隣接する部屋からの物音）は最小限とする必要がある。 

また、室内騒音を無音感まで確保することは通常の状態とはかけ離れ、かえって人間にと

って不快な環境となることもあり、静けさの指標としてよく用いられるＮＣ値を参考に、大

ホールの室内騒音の低減目標を ＮＣ ２０程度とする。 
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５ 大ホール・舞台計画 / ５-８ ホール音響計画 

NC値 室内の状態 施設例 

NC-15以下 最も静かで、小さな声でも会話ができる 
レコーディングスタジオ、 

コンサートホール 

NC-20～30 
非常に静かで会話に支障なし 

大会議可能 

多目的ホール、劇場、オペラハウス、教会、礼拝堂 

重役室、大会議室、テレビスタジオ 

NC-30～35 静かで、4～5mのテーブルで会議ができる 和室、応接室、小会議室 

NC-35～40 2～2.5mのテーブルで会議ができる 中会議室、工事事務所、多目的イベントスペース 

NC-40～50 1.5mのテーブルで会議ができる 大きな機械室、製図室 

     NC値の目安 

（６） 遮音性能 

大ホールへの音漏れ防止は隣接する室からの遮音が前提であるが、最も注視すべき箇所は

各階客席の出入口扉廻りの遮音性能である。改修前の各扉地点で測定したところ、D-15～

２０とホールの建具の遮音性能としては低い結果となった。出入口扉は観客の使用のしやす

さも踏まえると完全に気密性を追求することは難しく、隙間のゴムパッキンや戸当りによる

改善は図れるが、その他、現状の客席出入口に前室を付加（二重扉化）することで遮音性能

は大幅に改善すると見込まれる。二重扉化により演奏・公演時の途中入場の際の明かり漏れ

についても改善されることもあり、基本設計においては客席出入口に前室を設ける計画とす

る。建具の遮音性能は、下記の表に示す基準値を目標とする。 

      建具の遮音性能基準値 

基準値１  

等級 

基準値２  

音圧レベル差 

対象扉 

T-3 ３５ｄB以上 舞台廻りの鋼製建具 

T-2 ３０ｄB以上 客席扉 １～３階客席 

※基準値１：音響透過損失による遮音等級（JIS-A4702:2000） 

※基準値２：500Hz における音圧レベル差（ｄB）（JIS-A1419-1:2000） 

（７） 音響測定 

以上の大ホール音響性能基準を満たすことを計画する際、下記のホールに影響を及ぼす内

装や部位についての遮音・吸音・騒音性能を測定の上、音響設計に反映させるものとする。 

１）防音建具の遮音性能 

大ホール客席の出入口建具 

２）客席椅子の吸音力 

１～３階客席に設置する客席椅子 

３）客席内空調設備運転音・吹き出し口騒音 

すべての工事が終了後、改修前測定と同要領の建築音響測定試験を行い、設計基準値を満

たしているかの確認作業を行う。改修前音響測定要領は本事業要求水準書【資料 １「現況

音響測量結果」】を参照すること。 
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６ 電気設備計画 / ６-１ 電気設備計画 

６-１ 電気設備計画

６－１ 電気設備計画 

（１）基本方針 

１）安全性 

  ・設備機器の配置において、安全性に配慮した配置計画とする。 

  ・施設利用者及び管理者が平常時、災害時においても安全性及び信頼性の高い設備を確保

する。特に感電防止、落下防止に配慮した計画とする。 

  ・非常用発電設備を整備し、災害時における災害活動が可能となるよう、停電時の施設機

能が確保できる計画とする。 

  ・過電流及び地絡保護装置を設け、保護協調を図る計画とする。 

・重要負荷の電源回路には避雷対策を計画する。 

２）機能性・利便性 

  ・各室の利用形態や作業環境に適応した照度設定と照明計画とする。 

  ・各室の環境に適応した照明器具の選定と配置計画を行う。 

  ・高齢者や障がい者等にも配慮した、利用しやすい設備を計画する。 

３）経済性 

  ・機器類は高効率の機器、LED照明を採用し、エネルギー消費の低減を図る。 

  ・長寿命照明器具管球を採用し、ランニングコストの削減を図る。 

  ・照明制御ゾーニングを行い、合理的かつ効率的な照明点滅回路の計画を行う。 

  ・省エネルギー法基準値（CEC/L: 1.0 未満）を満たす計画とする。 

  ・人感センサーや昼光センサーを積極的に採用した照明制御により消費電力の削減を図る。 

４）維持管理のしやすさ 

  ・機器類の選定及び配置は、電気設備における運転、管理、修理、廃棄に至る総合的な 

管理のしやすさに配慮した計画とする。 

  ・設備機器の配置計画においては、改修時の搬入動線も考慮した計画とする。 

  ・主要機器の長寿命化に配慮する他、長期にわたり容易に入手できる機器を選定する。 

  ・中２階事務室における保安、防災システムの一元管理計画とする。 

  ・屋外に設置する機器の防錆対策を計画する。 

  ・高所に設置する設備機器・器具については保守・交換等が行いやすい計画とする。 

５）環境への配慮  

  ・機械騒音及び震動については、十分な防振対策を施し、施設運用や周辺環境に配慮した 

   計画とする。 

  ・設備機器類の材料においては、環境汚染に影響しないエコマテリアルを採用するととも 

に、長寿命化と省資源化を目指した地球環境に配慮した計画とする。 

６）将来対応性 

・最新機器への更新時の電源増設に対応するよう、変圧器容量及び電気室予備スペースを確

保する計画とする。 

・重要度、用途、配置及び将来の負荷変更を十分考慮した負荷のグループ分けを計画する。 

・将来改修における柔軟に対応できる計画として、可能な限りケーブルラック配線方式を採

用する。 

（２）受変電設備 

   受変電容量については、改修前同様、電力会社からの三相三線 6600V(６０Hz)の供給電

力を地下１階電気室既設の受変電設備（キュービクル）にて建物内各機器に対応した相、電圧

に変換し分配する。また、電気室においては、室温・湿度の管理を適正に行い、機器の安全性

を保つと共に、機器の長寿命化を図る計画とする。 

（３）非常用発電設備 

災害時や計画停電時などのバックアップ電源として本館地下１階電気室の低圧配電盤への

電源供給を確保する。中２階の発電機室内・発電機は地下１階の機械室内への移設とする。 

    増築部も含めて、設備負荷の検討を行い、発電能力が不足する場合は、発電機の更新を行う。 

対象負荷については、関係法規を満たすとともに、保安動力（重要室の換気・空調、給排水

ポンプ）、保安照明（重要室の照明、避難経路）及び通信情報機器等を含むこと。 

非常用発電設備等の回路に接続する負荷は、「建築設備設計基準」（国土交通大臣官房官庁 

営繕部設備・環境課監修）最新版の第二編第10章表2-1を基本とする。 

（４）幹線設備 

1）幹線 

・既設幹線は老朽化により更新とする。 

・配線仕様は、特殊機器用を除き、フロンガス発生のないエコマテリアルケーブルを採用す

る。 

・新設する空調機、エレベータ、各種舞台設備、等の三相電力機器への電力供給のため、館

内各所の動力制御盤及びそれ以降の配線を敷設する。 

・各施設、管理諸室、機械室等の系統別に幹線系統を明確化し、維持管理を容易に行えるよ

うにする。 

2）分電盤 

・各分電盤の主開閉器はELR(漏電警報)付とし、事務室内新設警報盤に出力する。 

・予備回路は実装回路数の20%程度として将来負荷に対応する。 
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６-１ 電気設備計画

（５）電灯コンセント設備 

1）照明設備 

・建築意匠と調和のとれた空間の演出、省エネ、及び適正照度の確保を図り照明設備の 

更新を行う。 

・省エネ、省メンテナンスに優れた LED照明とし、室用途を考慮した器具選定を行う。 

・衛生面に配慮しつつ、可能な限り自然採光を積極的に取り入れる等、照明負荷の低減に 

ついて十分配慮した計画とする。 

・照明器具は、湿気が発生する場所では、安全で耐久性のあるものとすること。 

2）照明制御 

・点滅区分の見直しをし、合理的かつ機能的な照明点滅計画とする。又、トイレ内は人感 

センサーを利用した点滅方式を計画する。 

3）照度基準 

・照度、グレア設定についてはJIS 基準に準拠し、用途と適性を考慮した計画とする。 

・ユニバーサルデザインの考え方に基づき、高齢者や障がい者に対して配慮した照明 

計画とすること。 

4）非常用照明・誘導灯設備 

・建築基準法に基づいた非常用照明器具及び消防法に基づいた誘導灯設備の更新を行う。 

   ・非常用照明及び誘導灯設備は、予備電源内蔵型とする。 

   ・大ホール内誘導灯は、舞台演出等への影響を考慮し、公演時に消灯できる装置とする。 

 ５）コンセント設備 

・水を扱う諸室に設置するコンセント設備は、漏電対策に十分留意すること。 

・コンセントは用途に適した形式・容量を確保し、備品の配置を踏まえ、適切な位置に配

置すること。 

・非常用発電設備等の回路のコンセント設備を事務室、会議室に配置し、明確に表示する

こと。 

（６）構内交換用設備 

   本大規模改修において各階室の新設およびレイアウト変更に伴い必要箇所に電話接続口 

を計画する。 

（７）構内情報網設備 

 館内の必要箇所にLAN配線取り出し口を計画する。 

 無線 LAN 設備をホワイエ、増築部エントランス（東エントランス、南エントランス）、リ

ハーサル室、会議室等に計画する。また、大ホール内は無線LAN遮断とすること。 

（８）テレビ共聴設備 

本大規模改修において各階室の新設およびレイアウト変更に伴い、必要箇所にテレビアウト 

レットを計画する。 

（９）誘導支援設備 

１）トイレ呼出設備 

・多目的トイレに呼出し設備を設置し、親機を事務所内に設置する計画とする。 

    ２）エレベータインターホン 

     ・新設エレベータインターホンからの呼び出し及び表示に応対する表示機及び親機を 

事務室内に設置する計画とする。 

（１０）ITV 設備 

1階外部建物南西側（屋外階段付近）及び中２階外部建物北東側（事務室付近）監視カメラ 

を設置し、中２階事務室に録画機能付の ITV設備及び監視用モニタを計画する。また、監視 

カメラの映像は録画できるシステムとする。 

（１１）防災設備 

消防法、建築基準法に準拠し設置を行う。 

１）自動火災報知設備 

  ・各階室の新設およびレイアウト変更に伴い、各法令に遵守した計画を行う。 

  ・主装置は既存どおり中２階事務室内設置とする。 

２）非常放送設備 

  ・各階室の新設およびレイアウト変更に伴い各法令に遵守した計画を行う。 

  ・主装置は既存どおり中２階事務室内設置とする。 

（１２）会議室内映像・音響用配管敷設 

大会議室、中会議室、リハーサル室／展示室、市民サロン、アートライブラリーにおい

て使用するプロジェクターやマイク／スピーカー設備に対応した配管及び配線を計画する。 

主装置は移動型ワゴンを想定し、未使用時には倉庫等への収納する計画とする。 

（１３）防犯設備用配管敷設 

館内各所に設置検討する防犯用設備（防犯センサー等）のための配管を計画する。 

防犯設備の主装置は中２階事務室内に設けるものとし、防犯センサー等の設置箇所は実施

設計にて検討する。 
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６-１ 電気設備計画

（１４）自然エネルギー利用 

  環境配慮計画に基づき太陽光および風力等の自然エネルギーを活用した外灯を駐車場内 

に計画する。 

（１５）その他 

1）屋外配管機器 

・屋外の配管 機器は、耐食性に配慮し、ステンレス製または溶融亜鉛めっき製を使用

する。 

・建物周囲に既存建物、増築建物及び景観と調和した屋外照明設備を計画する。 

２）通信線路 

・電話会社回線、インターネット回線は既設とし、本大規模改修において引込み経路等

の改修が必要となる場合は、実施設計にて検討し、引込み経路等を計画する。 

３）テレビ電波障害防除設備 

・本施設の建設及び改修に伴い、近隣に電波障害が発生した場合は、テレビ電波障害防

除施設を設置すること。 

・設計時に事前調査、完成後に事後調査を実施し、受信レベル・受像画質等の報告書を

作成し提出すること。 



６ 電気設備計画 / ６-２ 電気設備緒元表 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事案 / パシフィックコンサルタンツ株式会社 ６-２ 電気設備緒元表 



６ 電気設備計画 / ６-２ 電気設備緒元表 
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７ 機械設備 / ７-１ 機械設備計画 

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業 / パシフィックコンサルタンツ株式 ７-１ 機械設備計画

７－１ 機械設備計画 

（１） 基本方針 

    １）安全性 

・ すべての施設利用者、子どもから高齢者まで拾い年齢層に対して安全な設備を計画する。 

・ 耐震強度の確保と既存部分・増築部分間のエキスパンションジョイント部において追従性

のある計画とする。 

・ 関係法令を遵守した設備計画とする。 

・ 災害時の避難場所として、建物機能が一定期間維持できる計画とする。 

    ２）機能性・利便性・快適性 

・ 大ホール、会議室、にぎわいエリアなど、利用形態及び利用時間の異なるエリアごとに運

転、管理が容易なシステムを計画する。 

・ 施設運転の利便性と効率化に配慮したシステムとする。 

・ 建築物衛生法の空気質基準の則り年間を通じて快適な室内温湿度を確保できる計画とす

る。 

    ３）維持管理のしやすさ 

・ 定期点検、保全および改修のしやすさに配慮した計画とする。 

    ４）経済性 

・ イニシャルコスト及びランニングコストの削減を図り、ライフサイクルコストに配慮した

計画とする。 

・ 運転効率、省エネルギー性能、節水性能が高い機器を採用する。 

    ５）その他 

・設計及び工事基準他 

        国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」 

        国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準図（機械設備工事編）」 

        官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版） 

        建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター） 

        国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準」 

（２）空調設備計画 

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準」に準じて計画する。 

1）設計用屋内条件 

一般居室における空調機器選定等のための設計条件値を下表に示す。 

項目 乾球温度 相対湿度 

    冷房 26℃ 50％ 

暖房 22℃ 40％ 

※相対湿度は設計条件 

2）設計用屋外条件 

    設備設計計画基準 （岡山） 

項目 乾球温度 相対湿度 

夏期 32.9℃ 62.5％ 

冬期 2.1℃ 56.5％ 

3）人体負荷条件 

室名 顕熱 潜熱 LH 

事務室 69 w/人 53w/h 

会議室 67 w/人 49w/h 

・基本設計における空調設備計画は、各室の利用人数や使用時間による内部負荷形態の違い、方位配置

による外部負荷の違い、空調グレードの違いを考慮し、各室の空調システムの選定を行う。 

・空調配管は２管式（冷暖房切替）とする。 

・冷媒は、オゾン層破壊係数及び地球温暖化係数の少ないものを採用する。 

・建物内部、外部ともに機器運転騒音に配慮した計画とする。 

  ４）大ホール 

大空間に対する空調に対応するため、中央熱源方式のエアハンドリングユニットによる単一ダクト方

式とする。大ホール空調計画にて設定した騒音基準を目標とし、必要に応じてダクト吹き出し口部分等

に消音装置を採用する。中２階の家族席室、映写室等諸室の空調は大ホール空調と同一の熱源とし、既

存のダクトルートを利用した単一ダクト方式とする。 
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   ５）ホワイエ 

 電気式空冷ヒートポンプマルチパッケージ型床置ダクトタイプを採用し、シーズンごとの 

冷房 暖房の切替えを行う。 

   ６）会議室、レッスン室、防音スタジオ、楽屋等 

・電気式空冷ヒートポンプパッケージを採用し、シーズンごとの冷房・暖房の切替えを行う。 

・屋内機は天井カセット型4方向吹き出し型または壁掛型を基本とする。 

７）事務室、共用部他 

・電気式空冷ヒートポンプパッケージを採用し、シーズンごとの冷房・暖房の切替えを行う。 

・室内機は天井埋込型,及び天井カセット型4方向吹き出しを基本とする。 

（３）熱源設備計画 

・空調用熱源は、環境配慮、イニシャルコスト、安全性、建物に要求される品質、ライフ 

サイクルコスト及び更新性等を考慮し、電気をエネルギーとした熱源とする。 

・既存の熱源機、冷温水発生器、付帯設備および冷温水配管は、全て撤去する計画とする。 

（４）換気設備計画 

   ・大ホールの換気は空調機にて行う計画とし、興行場法の基準に準拠した換気風量とする。 

・会議室、レッスン室、事務室等の諸室の換気は天井カセット型及び天井埋め込み型のダクト 

接続方式の全熱交換器の採用を基本とし、個別換気が可能な計画とする。 

・居室以外の換気は、熱や臭気、湿気などの排出と適切な換気回数による第三種換気を行う。 

換気量は30m3/ h・人を確保する計画とする。 

   ・地下１階空調機械室・消火ポンプ室の湿気対策を計画する。 

・外気取入れには高性能フィルターを設置する計画とする。 

・快適な室内環境確保やシックハウス対策のために必要な換気量を確保するとともに、空気洗

浄度を満たす換気量を確保する。 

  主要室の換気方式 

対象室 換気方式 
換気回数 

回／h 
換気の主目的 

事務室、会議室 第１種 人員による シックハウス対策、必要酸素量の確保 

トイレ 第３種 15 臭気、水蒸気の除去 

湯沸室 第３種 5 水蒸気 臭気の除去 

倉庫 第３種 5 湿気 熱などの除去 

（５）排煙設備計画 

・排煙設備は、建築基準法、消防法等の関係法規に基づき、原則として自然排煙方式とし、省コスト化と

する。 

・大ホール及び舞台部分については、建築基準法に準拠した排煙設備とする。 

（６）自動制御設備計画・中央監視装置 

・大ホール空調における設備システムの運転管理の省力化、省エネ化を図るため自動制御設備を導入する。 

・大ホール空調とホワイエ空調は、事務室に設置した集中リモコンにより遠隔操作、状態表示を行い、省

力化と省エネ化を図る計画とする。 

（７）給排水衛生設備計画 

・本基本設計においては、衛生的で必要な機能を兼ね備え、衛生管理がしやすくかつ建築との調和がとれ

た給排水衛生設備計画及び器具選定とする。 

１）衛生器具 

・使用用途や建築意匠に適合した器具を採用する。 

・器具は水資源の有効利用を図るため小便器洗浄方式や手洗器用水栓を感知式とし、水栓は自動水栓

とする節水型器具とする。 

・多目的トイレの器具（紙巻器、緊急用押しボタンなど）の配置は高齢者・障害者配慮設計指針   

（JIS S 0026）に準拠した計画とする。 

洋風大便器 ： 節水式、暖房洗浄便座、擬音装置(女子トイレのみ) 

小便器   ： 低リップ型、個別感知式洗浄 

手洗器   ： 自動水栓 

   ２）給水設備 

・給水方式は B1 階～M2 階までを直結給水方式とし、２階～３階を受水槽及び加圧給水ポンプユニ

ット方式とし、既存の高架水槽を廃止し受水槽の更新を計画する。 

・加圧給水ポンプユニットの能力は、本計画建物の必要能カを含めたポンプとして更新する計画とす

る。 

・受水槽には非常用の止水栓及び緊急遮断弁を設置する。 

・給水管は基本的に全て更新を行うものとする。 

 ３）給湯設備 

   各階の湯沸室の給茶用及び流し用として各湯沸室に貯湯式電気湯沸器を設置する。 

   設置する電気湯沸器は、ボイリング機能、ウィークリータイマー機能付とする。 

方式 機器 給湯箇所 

局所式 貯湯式電気湯沸器 湯沸室の流し洗浄用 

湯沸室の給茶用 
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   ４）排水設備 

    ・建物内は汚水、雑排水の分流式とし、敷地外にある公共下水道本管へ接続、放流する。 

    ・トイレ改修に伴い適宜排水管の盛替えを計画する他、本館西側2階及び3階男女トイレの既設 

     排水管（鉄管）は塩ビ製配管による更新を計画する。 

   ５）消火設備 

    ・本施設は、消防法上防火対象物の区分として(1)項ロの公会堂に該当し、消防法及び所轄消防署の 

  指導に基づき必要な消火設備を設置する。 

    ・既存屋内消火栓及び屋内消火栓ポンプは、原則更新とし、仕様については本計画建物の必要能力 

を精査の上決定する。 

     防火対象物 1項ロ 

     消火設備 ①スプリンクラー設備 舞台上部 

          ②消火器、屋内消火栓 既存部分及び増築部分各所 


