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  平成27年３月19日 

◎明神委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。     （13時30分開会）

御報告いたします。中内委員から、所用のため少しおくれる旨の連絡があっております。 

本日の委員会は、県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不適合について、執行

部の報告を求めるものであります。 

お諮りします。日程につきましては、お手元にお配りしてある日程案によりたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 御異議なしと認めます。 

それでは、日程に従い執行部の報告を受けることにします。 

最初に総務部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は課長に対する質疑と

あわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

◎小谷総務部長 県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不適合について、17日開

催の総務委員会において御報告をさせていただいたところですが、同日、県に対し東洋ゴ

ム工業株式会社から謝罪と経緯の報告等がありました。また、報告の後に、東洋ゴム工業

から免震材料の性能についての偽装されていないデータの提供がありましたことから、取

り急ぎ、県庁本庁舎の安全性の簡易な分析を行い、その結果は、直ちに危険がある状態で

はないとのことでしたので、その旨、同日夜に記者発表させていただいたところです。 

本日は、17日の東洋ゴム工業からの報告内容や、17日の総務委員会での総務委員会から

東洋ゴム工業に伝えるようにとの御指摘のあった事項についての対応状況、それから、東

洋ゴム工業から提供されたデータ、またこのデータに基づく本庁舎の安全性についての簡

易な分析の結果等につきまして、技術的なことが中心となりますので、土木部建築課のほ

うから報告をさせていただきたいと存じます。 

◎明神委員長 続いて、建築課の説明を求めます。 

◎田中建築課長 県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不適合について、御報告

させていただきます。 

１ページの報告事項の概要をごらんください。まず、１東洋ゴム工業株式会社からの免

震材料の大臣認定不適合に関する説明です。３月13日に国土交通省から今回の問題が発表

されて以来、東洋ゴム工業に事情説明を求めてきたもので、３月17日10時から県庁本庁舎

３階会議室で説明を受けました。出席者は、東洋ゴム工業から岡﨑執行役員、村瀬技術本

部長の２名が、施行者として、清水建設３名、大旺新洋２名、晃立２名。県側からは土木

部長、両副部長ほか９名が参加しました。大臣認定の不適合品を使用している県有施設

は、県庁本庁舎、安芸総合庁舎、高知東警察署、新南国警察署の４棟です。これらは、い

ずれも災害時に重要な機能を果たす施設であり、耐震安全性を確保することはもちろん、
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災害時にも使用し続けることが求められております。説明会におきましては、まず東洋ゴ

ム工業から県民、県その他関係者へのおわびがあり、その際に、きょう提出しております

資料１、説明後に資料３の提出がありました。 

これは説明会の場ではありませんが、本県の対象建築物の性質と全国で一番の該当件数

からいって、本県への説明が一番ではなかったことは大変残念であるという思いから、本

県への事業説明が３月17日になったことについて、その理由をただしましたところ、今回

の対象建築物が、愛媛県内で２棟、高知県内で９棟あり、大阪から移動時間も含めると、

初日は半日しか時間がなかったため、愛媛県の２棟を半日で訪問し、その後高知県までの

移動時間をとり、高知で宿泊した後に、高知県内を回るようにした、ということをお聞き

しました。それでは、具体的な内容について説明いたします。 

まず、不適合の内容についてですが、二つあります。一つ目は、認定基準から外れてい

る製品のデータを修正して出荷したことで、二つ目は、不正なデータを申告して、大臣認

定を受けていたことです。 

資料の７ページをごらんください。一番上の表、大臣認定の性能評価基準に適合しない

製品の出荷先です。これは、出荷の際に、大臣認定の条件である性能評価基準項目のうち

の製造ばらつきの基準値（許容差）と記載されておりますが、これが基準を外れていたも

のを出荷してしまったというものです。ここに、該当の五つの認定番号が記載されていま

す。 

続いて、二つ目の表をごらんください。技術的根拠のない申請により取得した認定で

す。大臣認定を取得する際に、不正なデータを申告して大臣認定を受けていたものです。

東洋ゴム工業は、この２点について国土交通省に報告し、二つ目の表に記載しております

三つの認定番号の免震装置の大臣認定の取り消し処分を受けております。 

不適合判明の経過について、下の表をごらんください。平成26年２月に子会社である東

洋ゴム化工品株式会社において、担当者の変更をきっかけとして大臣認定基準に適合しな

い疑いが認識されました。その際は担当者レベルの疑念であり、不正があったとの認識は

この時点ではなかった、との説明がありました。その後、５月ないし６月ごろに、やはり

おかしいということになり、部署・会社としての調査に入っております。 

その後、平成27年２月９日に大臣認定不適合の疑いの可能性が高いとして、国土交通省

に報告しており、平成27年３月13日に国土交通省に認定の取り下げを申請し、同日、認定

が取り消されました。 

続きまして、同じく資料２の９ページです。上の右側の写真が実大製品試験機で、この

ような試験機を使用して試験を行うわけですが、免震建築物に設置する免震装置に必要な

周期での、実大実験が不可能であるため、小さいモデルで二つの試験を行い、その特性変

化を定量化して補正係数を決定します。その後、実大モデルで短期中期での試験を行い、
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その結果に先ほど得られた補正係数を乗じることによって、必要な周期での数値を算出し

ます。この補正係数を担当者が恣意的に用いて計算していたものです。 

１ページの報告事項の概要にお戻りください。２の（３）今後の対応の①安全性の確認

です。東洋ゴム工業が設計事務所、建設会社の協力を得て正しい補正係数を用いて算出し

た計算値をもとに構造計算を行い、安全性の確認を行うとともに所有者への説明を行う、

との説明がありました。 

次に、②構造計算後の対応です。構造計算によって安全性が確保されていることが確認

された場合は、個別に指定性能評価機関の評定を受け、大臣認定の再申請、取得を行い、

構造計算によって安全性が確保できないことが確認された場合は、施主、設計事務所、建

設会社と相談しながら、東洋ゴム工業が全力を挙げて対応し、その際には、免震ゴムの交

換を含めた対応を考えている、との説明がありました。 

続きまして、２ページの３質疑の概要をごらんください。まず、データの信頼性につい

てです。今回の問題は、免震装置の性能試験のデータに不正があったことから、今後は正

しいデータに基づく構造計算により安全性の確認を行うことが必要不可欠になります。こ

のことについて、東洋ゴム工業は、残っている試験機固有のデータは改ざんすることは難

しく、正しいものであると認識している、との説明がありました。 

次に、安全性の確認については、現在、当該製品を設置した対象建築物において、この

製品が大臣認定の評価基準に適合していなかったことに起因して建築物の損害、事故が生

じたという事実は発生していないこと、また、当該製品を設置している建築物のうち、東

日本大震災時に震度６強から６弱の地域でありました宮城県仙台市宮城野区、青葉区に建

設されていた３棟については、震災後に現地調査を実施した管理会社等から構造体に損傷

が生じなかったとの報告を受けており、国土交通省にも確認をいただいている、との説明

がありました。 

（３）の免震装置の交換については、取り消し前の当初の大臣認定を受けた製品の性能

と同等な製品を開発して製作する予定ですが、現在は存在していないため、現時点では直

ちに免震装置の交換をすることはできないこと。また、他社の製品では、免震装置下の基

礎や上部構造と固定するボルトの間隔や免震ゴムそのもののサイズが異なるため、他社製

品と交換することが困難である、との説明がありました。 

次に、他の型番号（シリーズ）の安全性については、社内で同じ工場でつくっている該

当製品以外の型番号については、引き続き調査を継続しており、調査するデータ数が多い

ことやデータ分析には高い専門性が必要となること、それから、今まで調査したものでは

問題のあるものは見つかっていないこと、調査完了にはまだまだ時間がかかること、等の

説明がありました。 

次に、公表までに１年経過していることについては、１年前は、担当者レベルの疑念で
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あったため、不正があったとの認識がなく、なぜこのような結果になるのか、調査をだん

だんと進めるうちに、これは何かおかしいと疑念が深まり、その担当者が部署に報告した

のが、その年の５月ないし６月であったこと。それから、その担当部署で詳細な調査を開

始したが、データ数が多い上に専門性が高く、技術的に難しいことから、報告するまでに

はそれから１年近くがたってしまったとの説明がありました。 

続きまして、４県有施設の現状についてです。説明会後に正しい補正係数に基づく東洋

ゴム工業からのデータの提供があり、13ページ以降に添付していますので、ごらんくださ

い。13ページ、14ページが県庁本庁舎で、県庁本庁舎を例に、この内容について御説明い

たします。まず、14ページをお開きください。表の最上段に品番、製造番号、その右に免

震装置の特性である等価剛性、これはゴムのかたさと考えてください。それから、等価粘

性減衰定数、これはゴムの粘り強さと考えてください。それぞれの欄があります。等価剛

性と等価粘性減衰定数には、それぞれ設計時に要求した値である設計値、正しい補正係数

を用いて計算した検査結果が設計値に対して、どれだけずれているかをあらわす対設計値

の欄が設けられております。 

13ページにお戻りください。この表は、この14ページのデータのうち、対設計値をグラ

フ上にプロットしたものです。グラフは横軸が等価剛性を、縦軸が等価粘性減衰定数をあ

らわしています。クラブ中央に赤い点線と青い点線が描かれております。これが、大臣認

定で求める性能評価基準項目の一つである、製造ばらつきの基準値（許容値）の範囲を示

しています。グラフの赤い四角の点は一つ一つの免震装置の値を示しており、これらの赤

い点は、本来すべてが赤い点線の中にいなければなりませんが、県庁本庁舎72基の免震装

置のうち10基が中に、残りの62基は赤い点線の外にいます。また、免震装置72基の平均値

は、本来であれば青い点線の中にいなければなりませんが、これも外になっております。

この右下の青い点が平均値です。 

資料18ページをごらんください。今回提出されたデータを用いて、本庁舎について耐震

化工事の設計者のアドバイスを受けながら、簡易な分析を行ったものです。上のグラフは

先ほど御説明いたしましたものに、わかりやすく注釈をつけております。ここでは、東洋

ゴム工業から提供されたデータで使用されている等価剛性と等価粘性減衰定数を、構造計

算書で使用されている等価水平剛性と等価減衰定数という言葉に直して使用しております

が、内容は同じものとお考えください。 

下の表をごらんください。ゴムを使用した免震装置は、等価水平剛性及び等価減衰定数

それぞれに製造ばらつき、経年変化、温度変化の３つの品質がばらつく要素を含んでおり

ます。免震建築物の設計時には、これらの要素の合計を設計条件として、構造計算を実施

します。左側の表の37.0％とマイナス10％は、その数字です。右側の簡易分析結果をごら

んください。等価水平剛性、等価減衰定数の欄には、それぞれ先ほどの資料３の14ページ
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の平均値である、等価水平剛性20.2％、等価減衰定数マイナス20％が記載されておりま

す。そして、二段目の経年変化は０％としています。合計を見ますと、結果的には、当初

設計時と簡易分析結果は、ほぼ同じ数値となっております。当初設計時には、製品のばら

つきや経年による性能変化及び温度による性能変化、それぞれ合計で37％とマイナス10％

を見込んでおり、簡易分析では製造ばらつきが20.2％に増加したものの、経年による性能

変化を考慮しないとすれば、その合計は37.2％、マイナス13％となり当初設計時の数値と

比べて大きな差は認められません。そのため、設計時の想定とほぼ同等の範囲内であると

考えられ、直ちに危険がある状態ではないと推測されます。耐用年数60年の免震ゴムの劣

化に対する余裕を既に使い切ってしまっている状態と言えます。 

今回の簡易な分析は、あくまで現状を早急に把握するために行ったもので、耐震安全性

を正確に把握するためには構造計算を行う必要がありますので、東洋ゴム工業から提出を

受けたデータを設計者、施行者に渡して構造計算を行っております。いつまでに構造計算

の結果が出るかについては、確約はいただいておりませんけれども、できるだけ速やかに

結果を出していただくよう要請をしております。その他の３施設につきましても、東洋ゴ

ム工業から提出されたデータを設計者、施行者に渡して簡易な分析を進めるとともに、あ

わせて構造計算を実施しています。ただし、今回の問題では、構造設計事務所によっては

業務が集中している傾向もあり、いつ結果が出るかについて確約いただいているものはあ

りません。できるだけ速やかに結果が出せるよう要請しております。 

２ページの報告事項の概要にお戻りください。最後に、５今後の対応について御説明い

たします。先般の総務委員会で御指摘をいただいておりますとおり、やはりデータの信頼

性というものが最も重要であるという考えのもと、東洋ゴム工業に対して、提供されたデ

ータの信頼性について確認を求めています。 

また、委員会から御指摘をいただいておりますが、昨日、東洋ゴム工業の社長から全面

取りかえを行うという報道がありましたので、これについて現在、東洋ゴム工業に確認中

です。いずれにいたしましても、県有施設として、本県の求めている所要の性能を満たす

ための適切な対応を、東洋ゴム工業に求めていきます。 

民間建築物については、東洋ゴム工業から設計者に依頼し、今月中に構造計算を実施す

る予定であると聞いており、高知市と連携し、東洋ゴム工業に誠実な対応を求めます。県

といたしましても、できるだけ早く県民が安心できるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

以上で報告を終わります。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 最後のほうで言われた点で、ちょっと気にかかったんですが、報道で

は、きのう社長が「不良品は１年以内を目標に原則全て交換する。」と、やりとりの中で
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述べたというのが報道されてましたが、その確認はまだとれないんでしょうか。 

◎田中建築課長 現在、３月17日に高知へ説明に来た執行役員の方と連絡をとりましたと

ころ、実は、その社長のおっしゃっていることを把握していなかったという事実がありま

す。そのため、本社のほうに早急に問い合わせていただきたいと要請しましたが、まだ本

社とも連絡がとれない、という連絡がきております。まだ、組織として統一感のとれた対

応ができていないような感じもしますので、なお確認が必要と思っております。 

◎坂本（茂）委員 さっき説明があった中では、取りかえるにしても他社製品ではだめだ

し、その取りかえられる製品は、現時点で持ち合わせてないと。取りかえられるようにし

ていく時期についても、現時点で不明ということなんですが、一方で、社長は１年以内と

かいう言い方もしていると。そこら辺、もし、取りかえるとした場合、もう少し詳しいや

りとりはなかったんでしょうか。 

◎田中建築課長 質疑の中では、ここに記載しておりますように、東洋ゴム工業が自社製

品としてすぐに交換できるようなストックがないという説明がありました。他社製品の仕

様につきましても、若干、寸法的に違っている場合がほとんどですので、そのまま設置す

ることはできないという説明がありました。そういうこともあろうかと感じました。 

◎塚地委員 先ほど２ページの安全性についての確認のところで、データ分析には高い専

門性が必要であって、東洋ゴム工業でやるのが難しいということをおっしゃったんです

か。 

◎田中建築課長 試験をして性能を計算で求めるということに、非常に高度な専門性があ

るということで、データもかなり多いようです。そのために、自社が製造して出荷したも

のをすべてチェックするのに、物すごく時間がかかっていると伺いました。今回、ここに

は記載しておりませんが、期間についてどうかという質問もしました。その際には、１年

とは言わないけれども、数カ月はかかるであろうという説明を受けました。 

◎塚地委員 本来、責任を持って製品を出荷するところが持っている研究機関として、当

然持ち合わせているべき機能で、とりわけ耐震性という重要な命を預かる部分のもので、

会社がそういう専門性について、みずから自信を持って言うことができない。期間がかか

るということはあるかもしれませんが、期間がかかるだけでなくて、高い専門性というの

は、その会社が持っていて当たり前の機能じゃないですか。通常、そう思いますが。 

◎田中建築課長 当然だと思います。自分のところがつくった品物のデータをチェックす

るのにそんなに時間がかかるのかな、という疑問は個人的には持っておりますが、そうい

う説明がありました。そのために、今回疑惑といいますか、不正があった型番以外のもの

のチェックを、今やっているようです。 

◎塚地委員 個人的な疑念とおっしゃいましが、そこの高い専門性を持ち合わせていない

ところと、これからどんな対応していくのかというのがですね。先ほど社長の言ってるこ
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とと、担当の執行役員が言っていることが一致していないような矛盾も出てきているの

で、組織的に動いているのか、というような疑念も残ると。本当に持つべき専門性も持ち

合わせていない東洋ゴム工業には、やはり総体として対応することが必要で、そこを曖昧

にしたような対応では、土木部のほうも、これから先に県民の皆さんに責任を持って説明

できないんじゃないかと思うんですが、そこはどんなふうに捉えていますか。 

◎田中建築課長 現在、問い合わせ等で電話もつながりにくいような状況になっており、

社内も混乱しているということも伺っておりますので、まだ今の時点で、そういう対応に

なってしまっているのかな、という気もします。我々も非常に困るところでありますが、

そういう状態が落ちつけば、一定の対応はいただけると思っております。 

◎塚地委員 当面安全かどうかを確認をするときに、結局、東洋ゴム工業のデータが基本

になってますよね。改ざんするのが難しいと言っているデータをもとに対応されたわけな

んですが、そこまで来るとね、そこを信頼しなさいっていうのが、県民はどこまで信じて

いいのか、そのデータが本当に信頼できるものなのかという、大もとのところがゆらぐこ

とになろうと思うんですけど。今回、当面安全ですと土木部がおっしゃった責任について

は、どうお考えですか。 

◎田中建築課長 説明会の席で、データの信頼性については当然質問もさせていただきま

したし、一番気になるところでもあります。ただ、現時点では、手元にある資料はこれだ

けしかありません。説明を受けた中で、試験機のデータはなかなか改ざんするのは難しい

ということも受けておりますので、信頼性にいまだ若干の疑問はあるものの、現時点では

それに一定の信頼を置くしかないのではないかと思っております。ただ、継続して資料、

証明を求めるということは伝えておりますし、一定の対応はいただけると思っておりま

す。 

◎坂本（茂）委員 この間もこの委員会で、池脇委員も随分強調されたのは、確かに安全

性の確保・確認をするという検証作業は一方で必要ですが、それは、不良品であった以

上、まずは取りかえるということが前提じゃないのかということですよね。例えば今、ど

れだけの時間がかかるかわからない安全性の確認作業をしながら、それで出た答えによっ

ては、例えば取りかえなくてもいいとか、そういう前提に立つのか。その検証作業はする

けれども、やっぱり基本は全部取りかえるという姿勢に立つのか、そこはどうなんです

か。県として。 

◎田中建築課長 この問題を受けて、県の４施設、非常に重要な施設でありますので、当

然、本来求めなければならない性能を回復していただくということが一番重要だと思いま

す。その方法につきまして、取りかえるということがありましたけれども、それも先ほど

御説明いたしましたように、まだ、本当にそれができるのかどうか確認できておりません

ので、現時点では、できるかどうかの確認を早くすることが重要じゃないかと思います。 
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◎坂本（茂）委員 それは、技術的にできるかどうかという意味ですか。結局、時間的に

多少かかったとしても取りかえるということ自体はできるということであれば、やっぱり

取りかえるということが前提になってくるんではないかと思うんです。今の課長のお話

は、そう受けとめていいんですか。 

◎田中建築課長 はい、技術的に可能であれば当然そのほうがよいかと思います。ただ

し、先ほど言いましたように、それが可能かどうかの確証がまだ得られませんので、現段

階でどうするという形では、ちょっとお答え申し上げられないところです。 

◎坂本（茂）委員 それと、直ちに危険ではないという第一報を聞いたときに、やっぱり

３.11の後の、直ちに影響はないという言葉を思い出してしまったんです。例えば、県庁

内で今仕事されている方の中にも、「もし今地震が起きたら私たちどうなるんだろう。」

という声はあるんです。それは、まだ簡易結果さえ出ていない警察にしても、あるいは安

芸総合庁舎にしても同様だと思うんです。 

取りかえるまでの間、そこをどうやってきちんと払拭するかというのは考えられてます

か。 

◎田中建築課長 まず、現在構造計算を実施しており、当初、県が求めておりました性能

とどの程度違っているのかという結果が出ると思います。その時点で、方針を決めていく

ということになろうかと思います。 

◎土森委員 だんだん意見として出てますが、報道の第一報は、直ちに危険がある状態で

はないということでしたね。ある程度は安心をすると思いますが、現実の問題として、こ

の東洋ゴム工業は大変なことをやった、内部でああいう隠蔽があったと。ですから、そこ

が不安なんですよね。そこで、危険がある状態ではないと推測をした簡易分析というの

は、どんな分析をして、こういうことが言えたんでしょうか。 

◎田中建築課長 説明資料の18ページをごらんください。非常にわかりにくい部分です。

細かい数値を言っても余り意味がないかと思いますので、簡単に御説明させていただきま

すと、やはり、当初設計のときには、一定の品物、製品のばらつき等がありますので、余

裕を見込みます。余裕を最大限見込む中に、今回、幾つかある中で、ばらつきとか経年変

化とか温度変化とかというのがあるわけですが、その余裕分で何とか救われているという

のが、一番簡単な言い方かと思います。 

ただし、これは経年変化で一定品物が悪くなるという余裕がない場合ということになり

ますので、今後年数がたてば、余裕そのものはもうほぼない状態で、危ない側に移ってい

くということですので、できるだけ早い対応が必要だと思います。 

◎土森委員 今一番大事なことは、県民が不安に思っているということです。それをどう

払拭していくか、これは会社の信頼ということになってくると思いますが、今回、説明を

受けた段階では、東洋ゴム工業を信頼せよといっても難しい状態であると思います。課長
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に説明していただいた分析結果を、県民にいちいち知らせるのは大変ですよ。また、言っ

てもわからない。我々も聞いていてもわからない。そういう状態ですので、できるだけ早

く構造計算をしていただいて、それを提出していただくと。そのことによって、どう信頼

回復をしていくのか、それと今坂本委員が言われたように、建物の中で働いている人たち

が安心して仕事ができるものにしてもらわないと。これをそのまま言うわけにはいけない

と思いますので、早く、もう少し強く。相当言ったと思いますけど、部長の顔もテレビで

見たらひきつったような顔をしておりまして、これは相当厳しいことを言っていると感じ

ました。とにかく厳しく対応していただきますように、県民を代表して言っておきたいと

思います。 

◎浜田委員 県の簡易的な分析によって、経年劣化が進むまでにはしばらくの時間猶予が

あるだろうから、今の時点は大丈夫と、その点では安心をしました。 

ただ一つ、この東洋ゴム工業の最高責任者の社長の「１年以内には交換をしていく。」

との、言葉の裏は取れてるんですか。 

◎田中建築課長 私どものほうにはそういう連絡は全くありません。あくまでもマスコミ

の報道によって知ったということです。先ほど御説明いたしましたように、執行役員の方

も御存じなかったということのようです。 

◎浜田委員 こんな大きな問題になって、社長も思わず言ってしまったかもしれません

が、最高責任者である社長がそこまで言うというのは、やっぱり経年劣化が進む中、会社

が責任を持って全力を上げて交換の方向へいってくれると思いますので、もう一度確認を

とって報告をいただきたい。執行役員の方とそごがあってるみたいなことも言ってました

が、その社長はどんな知見に基づいて言ったのか、そこの裏をとって、また報告をお願い

します。 

◎池脇委員 建物の受け渡しの場合、「ここは大丈夫ですよ。」とか、いろいろな説明を

きちんと受けてからもらいますよね。今回、県庁の免震の部分は建てかえたわけじゃなく

て、免震の部分だけの工事をしたわけですよ。だから、これを一つの製品とした場合、こ

の免震で大丈夫ということで、当然、簡易の数値の調査ぐらいすぐできるわけですから、

受け渡しのときにはこういう数値の安全基準等についての説明はなかったんですか。ま

た、県としては求めなかったんですか。 

◎田中建築課長 免震装置の納入時には、免震装置個々の性能を記載した成績証明書を添

付していただいております。それに加えて、この製品はいわゆる国土交通省の大臣認定の

製品ですので、その二つを考えて検収を行っております。 

◎池脇委員 そうであっても、受け取るときには非常に大事なことですよ。やっぱり、簡

易の調査ぐらいはして確認をするということは大事ではなかったかなと思います。という

のは、先ほどの御説明で、個々の許容範囲と平均値の許容範囲があるじゃないですか。で
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すから、適合性の製品であれば、その平均値もこの青い中にね、おさまると。個々の平均

値はこの青いのを中心にばらつきがあるということですよね。建築課だったら、まずは想

定をしますよね。適合が保障されているから、安心して受け取ったということですか。 

◎小谷総務部長 納入の時には、個々の免震装置の性能検査成績書というものがついてお

りまして、全部定められた基準の中でしかばらつきがないというものをリストとしていた

だいてます。ただ、これが偽装であったということになります。我々には、実際にその性

能をチェックする技術はありません。それを担保するのは、大臣認定の仕組みであり、そ

の大臣認定を受けているものは使われており、しかもその性能も合格してますよ、という

のをいただいていたので、納入の段階でそれを見抜くというのは、技術的にも不可能であ

りました。今回、成績書等が偽装であったり、そもそも大臣認定を違うデータで取ってい

たとか、こんなことがあるとはよもや思ってもいなかったということです。これを全部疑

ってかかって、実際に納入してもらうときにチェックするということは実質上不可能であ

った、と考えております。 

◎池脇委員 この資料４ですが、今の状況を簡易に調査したデータというお話でしたが、

これは東洋ゴム工業がやったんですか。 

◎田中建築課長 この表にプロットしてあるデータは、東洋ゴム工業が説明会に来られた

ときに、提供を受けたものをもとにつくりました。これが、いわゆる現在の県庁本庁舎に

設置されている免震装置の本当の性能のデータです。 

◎池脇委員 ということは、受け渡しのときに出したデータと今回ここに出してきたデー

タは違うわけですよね。今後、大丈夫ですよと言われる場合、こちら側のデータの精査は

どういう対応を取りますか。 

◎小谷総務部長 総務委員会でも御指摘いただいておりました、会社が持ってきたデータ

が本当に正しいかどうかというのは、きっちりとチェックする必要があるのは、そのとお

りでありまして、説明会のときにも、そのようなことは申しております。それで、東洋ゴ

ム工業は、「実際に試験したときのデータそのものは残っている。後の補正係数でちょっ

と偽装をしておる。」ということで、「元のデータとしてはきっちり残っており、それは

ちょっと細工はできない。そのまま残ってる、正しい数字が残ってるだろう。」という説

明がありましたが、その信憑性についてどのように証明するのかについては、東洋ゴム工

業に資料の提供等をお願いしております。 

また、国交省のほうにおいて、実際に偽装があった明石工場のほうに立入検査等もして

おり、そのあとの担当者のコメントとして、途中段階で偽装したことが確認できた、とい

うマスコミ報道もありました。その偽装がわかったという事は、その前のこともわかった

のかもしれませんので、国交省とも、また連絡をとって、このデータの信憑性等について

は引き続き、東洋ゴム工業に確認を求めていきたいと思っております。 
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◎池脇委員 これは免震装置の中にあるゴムですよね。素人考えでも、ゴムの精度そのも

のをつくるのに、これを一から新たにつくりかえないと、今あるものに何かを継ぎ足すと

かで機能を高めるということは、あり得ないんじゃないかと思いますが、そういう認識で

いいですか。 

◎田中建築課長 将来のことを考えたときに、現在設置されている、ゴムや免震装置全体

の性能を高めることは、なかなか難しいと思います。それではどうするのかといえば、普

通考えられるのは、免震装置そのものの個々の性能が落ちているわけですので、それを補

うものを別に追加するということは考えられるかなと思います。 

◎池脇委員 資料４にある許容範囲外に出ているものを許容範囲内に持ってこなくちゃい

けないですよね。そうしないと、本来の機能が担保されるということにはならないわけで

すよね。ですから、これから安全性の確保のために、東洋ゴム工業からは、ここの許容範

囲内にそれぞれの免震の箇所が中に入ってきているデータを出してもらわないと、安全性

が確保されたという認識ができないですね。その作業をするのに、どういう方法が考えら

れるんですか。 

◎小谷総務部長 大臣認定の性能をちゃんと維持するためには、ばらつきがこの中に入っ

てこないといけないんですが、説明会では、現在はちょっとそういった製品を持ち合わせ

ていないという説明を受けておりました。ただ一方、きのうの報道で山本社長は、１年以

内に交換するとおっしゃってましたので、交換できるようなものがあるのかどうか、聞い

た話とはちょっとずれておりますので、そのあたり事実関係などを今、東洋ゴムのほうに

確認をしている最中ですので、今の段階では何とも申し上げられないところです。 

◎西内（隆）副委員長 ４ページの今後の対応について、坂本委員のほうからも質問があ

りましたが、建築課長が答えられた考えと会社の考えが必ずしも一致してないんじゃない

かと心配になります。例えば、「建築物としての安全性に問題ないことを確認すべく」と

ありますが、ここで要求する問題のないことというのは、まず、県の考える、設計、余裕

を持たせた設計と合致しているのかどうかですよね。そこらあたりを確認してますか。 

◎田中建築課長 ここに書いてある安全性とは、恐らく、一般的に建築基準法が求める安

全性だと思います。当然、県としては、それより高いものを求めていくことが必要だと思

いますので、そこら辺も、今後、議論の的になってくると思います。 

◎西内（隆）副委員長 そうだと思います。というのは、その次の段落に書いてあること

は明らかにそのつもりがないっていう趣旨ですからね。要するに、対基準値をずらせとい

うことを暗に書いていますよね。だから、県の要求として、当初どおりのものを入れるよ

うに頑張っていただければと思います。 

◎坂本（茂）委員 簡易計算ですが、今回公表したのは本庁舎の分だけで、資料としては

一応安芸とか、それぞれについてはいまだ計算中ということで公になっていないかもしれ
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ませんが。これで見たら、例えば最も新しい新南国警察なんかが一番、安全性がないとい

う状態になってるということを見たときに、まさに年数とか関係ないのか、その製品その

ものに本当に安全性が担保されてなかったということを示しているのかなと思ったりする

んですが。いずれにしても、この添付されている結果については、まだ公にできるもので

はないということなんですか。これで公にされるんですか。 

◎小谷総務部長 本庁舎については、こういう問題が報道されてから、こういうデータが

来たときにすぐできるように準備をしておったんで、早急に簡易な分析ができました。と

りあえずは、直ちにもし危険であるならば、我々も対応を考えなきゃいけないんですが。 

なんとか、ぎりぎり危険ではなかったということがわかったので、発表させていただきま

した。その他の３施設につきましては、県警、当方で同じようなことをやりたいと思って

いますが、まだそれはできてないということです。出さないというのではなく、できてな

いので出せてないという状況で、作業としては急いでやっております。 

◎坂本（茂）委員 大体のスケジュールはどうなってますか。 

◎田中建築課長 あくまでも簡易な分析ですので、できるだけ早くやることが必要になり

ますし、それほど時間はかからないとは思っております。ただ、いつだと言われますと、

ちょっと今の段階ではお答えできないんですが、何週間もかかるものではないと思ってお

ります。 

◎坂本（茂）委員 今後の対応の中で、民間建物については、いろいろ状況があって公表

もできないと思いますが、ただ所管の高知市と連携し、この間の総務部長の話では、高知

市内ということも言われてましたし、今後の誠実な対応を求めていくということなんです

が、ここにお住いの方たちは皆さん説明を一旦、管理会社等を通じて受けているという形

にはなってるんですか。 

◎西本建築指導課長 高知市とともに東洋ゴム工業に問い合わせをしたところ、所有者の

方には、今、施工会社を通じて説明をしている状況であるということを聞いています。 

ただ、今後、県のほうからも高知市と一緒に、東洋ゴム工業に対して、誠実な対応をす

べきであり、一刻も早く所有者の方の不安を解消するための説明をするように、というこ

とを要請しております。 

◎坂本（茂）委員 それは、施工会社を通じてということではなく、東洋ゴム工業が前面

に出て、そこに居住されている区分所有者などに、直接、説明責任を果たすことを求めて

いくということですか。 

◎中内委員 この間もそうですし、今日もそうですが、いろいろ質疑があって大変だと思

います。それで、総務部長にお伺いしたいですが、この件について、知事のコメントとい

うのが一向にないですよね。知事はどういうふうに言っておりますか。 

◎小谷総務部長 当然、事が大きいので、知事には逐一話をさせていただいて、指示を受
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けております。私が総務委員会で話したことも、奥谷土木部長が説明会のときに東洋ゴム

工業に話したことも、別に個人のことを言ったわけではなくて、ちゃんと組織としての発

言ですので、知事と同じ考えです。 

◎中内委員 その同じということがわからない。なにかコメントがあったんじゃないです

か。 

◎小谷総務部長 コメントという形では出しておりませんが、今回の本庁舎、安芸総合庁

舎、高知東警察署、新南国警察署の４施設は全て、何かあったときに県民の皆様を守るた

めに一番に機能しなきゃいけない建物ばかりですので、こうした建物にこういった偽装の

ものが使われておったというのは、極めて遺憾でありますし、怒りを禁じ得ないと、こう

いうことになるろうかと思います。 

◎中内委員 この間、テレビで奥谷部長が話しているあの顔はなかなか真剣だったと思い

ますし、憤りを感じておったと、そういう言葉もお聞きしましたが、やはり知事としては

コメントを出すべきだと思うんですね。もらっておいてください。 

◎池脇委員 免震装置というのは、これからの地震対策には大変重要な機能を持つ対応策

ですが、今回こういうことが起きると、その信頼性がなくなりますよね。今後も新資料

館、図書館などの大きな建物を建てますが、これらは免震ではないんですか。 

◎田中建築課長 新資料館も図書館も免震構造を採用しております。 

◎池脇委員 今回の教訓をどういう形で生かしますか。そこのメーカーが、例えば東洋ゴ

ム工業であれば対応できませんよね。そこは東洋ゴム工業ですか、それとも別のメーカー

ですか。 

◎田中建築課長 新資料館は別のメーカーです。図書館は東洋ゴム工業のものを、設計で

は入るような予定になっております。ただし、当然認定が取り消された品物ではなくて、

大臣認定のある品物が予定されております。 

◎池脇委員 ここでも取りかえるということであれば、大臣認定の適合性のものと取りか

えるわけですか。しかし、先ほどからのお話ですと、そのものがつくれるかどうかという

のは、期限もわからないという状況なので、あてにならない。一方で、建物の工期日程は

決まってますよね。しかも土台の部分ですから、早くやりますよね。どうするんですか。

そこは抜本的に再検討の必要性があるんじゃないですか。 

◎田中建築課長 現在、図書館は教育委員会が契約をして、建築課で工事管理を行ってお

りますが、免震装置が東洋ゴム工業のものを使う予定ということで、現在教育委員会のほ

うで、どうするのか検討していると聞いております。ただ、池脇委員がおっしゃられまし

たように工期の問題とか、いろいろ考えなければならない問題があるので、まだ結論は出

ていないと聞いております。 

◎池脇委員 この問題が、どういう解決を見るのかわからない段階で着工すべきじゃない
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ですよ。そこは、やはりしっかりやらないと、教訓が教訓にならない。さらに、それは市

民県民の皆さんが利用される施設ですから、なおさらのことですよ。そこは専門の立場か

らしっかり教育委員会のほうと抜本的な見直しを検討していくべきだと思います。どうい

う形になるにしろ、それはぜひ、やっていただきたいと思います。 

あと、いい形で県民の皆さんに安心していただくためには、データをしっかり読み取

る、また検証する仕組みを県庁でも持つべきじゃないかと思います。その点についてはど

うですか。 

◎小谷総務部長 前回の総務委員会でも、各委員の皆様から、国交省等の国の機関ときち

っと連携をとって対応するようにという御指摘をいただきました。実際、高知県庁でデー

タのチェック等まで行うということはかなり難しいだろうと思います。正直ちょっと無理

だと思いますけども、今回、大臣認定の仕組みそのものの根幹を揺るがすような偽装だっ

たので、多分、国交省においても、いろいろと再発防止等々の検討は当然されることにな

るかと思いますし、その際に、大臣認定の仕組み及びそのチェック等についても当然議論

されると思います。実際、高知県でのチェックというのは、かなり現実的ではないかもし

れませんが、そうした中で、そういったチェックの仕組みづくりの議論等の動向をよく見

て、きっちり対応していきたいと思います。 

◎土森委員 これは、東洋ゴム工業が、データを改ざんして、大臣に許可を得たわけです

から。それがだめということになったら、東洋ゴム工業の商品は使えません。それで、も

し設計を組んでいって、実際に建築に入る。これをやったら大ごとですよ。 

だから、その辺をね、池脇委員が言われたようにしっかり整理をして、他にいいメーカ

ーがあれば、それを使用するということにしないと、そんなものを使っていたら、大ごと

ですよ。これは、常識的にはわかっている話だと思いますので。 

◎田中建築課長 当然、今後設計を始めるというものについては、こういう問題がきちん

と解決しない限りは、採用していくのはなかなか難しいと思います。ただ、既に工事が始

まっている物件につきましては、契約上、請負業者に選択権があるといいますか、１社指

定ということが公共工事の発注においてはできませんので、我々が東洋ゴム工業製の免震

装置を使いなさいというような形で発注するのは、現実的に難しいものですから、一般的

には、そういうことはしておりません。あくまでも、請負業者が日々の営業活動、取引の

中で東洋ゴム工業のものを使用したいということで、県の監督職員に協議があって、性能

が合致しておれば、それを採用するという形になりますので、繰り返すようですが、今後

の設計については、やはりこの問題と絡めて考えていかないといけないと思います。 

◎塚地委員 今後の設計と言ったのは、既に図書館は今設計できていますよね。そこから

変えないということをおっしゃったわけじゃないですよね。 

◎田中建築課長 そういうわけではありません。先ほども申し上げましたけれども、あく
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まで一義的には、施工業者に決定権がありますので。施主の意向というものも当然ありま

す。そこら辺も当然伝えていかないといけないと思いますが、こちらが一方的にどうこう

するっていうのは、ちょっと難しい面もあろうかと思っております。 

◎塚地委員 ぜひ、施主の意向を発揮していただかないといけないと思うんです。先ほど

から、本当に重要な試験研究機能みたいなものが、安心できる状態にある会社でないこと

は明らかになってきているわけで、ぜひそこはそういう対応をしていただきたいのと、先

ほど、当面、直ちに危険はないというお話の中で、要するに経年変化が目一杯のところに

来ていますよというところで、何とかこの枠にとどまったわけで、耐用年数もぎりぎりき

ている状態ということなので、もう時がたつにつれて耐用年数を超えたものを使っている

ということは、それはある意味やっぱり取りかえるかしかない、そういうふうにおっしゃ

ったのかなと聞き取ったんですが。耐用年数を過ぎたもので、それで安全性を、経年変化

を見ていくことにはならないんじゃないかと思っていますが、そこはどう受け取ったらい

いですか。 

◎田中建築課長 経年劣化の部分を先食いしているということですが、あくまでも余裕度

をそちらが取ってしまっているということでありまして、製品そのものがもう60年たって

ぼろぼろになっておるとか、そういうことではありません。トータルとしての余裕度とい

うのは、もう60年先の状態であるということだと思います。 

本来、今の段階では、例えば10％なりの余裕があるべきものがもう60年先の状態でいっ

ぱいいっぱいになってしまっている。ただし、製品の性能は落ちてはおりますけれども、

新しいことには変わりがないので、製品そのものがもう全然だめになっているという状態

ではありません。ただし繰り返すようですが、余裕はありませんので、どんどん時間が経

過していくごとに、危ないほうへ寄っていくということになろうかと思います。 

◎小谷総務部長 建物を管理する職員も当然おりますし、県民の方の出入りもある建物な

ので、とりあえず簡易の分析を行って、直ちには危険がある状態ではないとはなっており

ますが、基準を満たしていないことは明らかです。まずは構造計算を、今してもらってま

す。その結果も見てのことですし、あとは一番最初にお話を聞いたときと、社長の話が違

う、交換できるのかどうかというのもちょっとわかりません。まず、構造計算をしてみ

て、今のままで良いとは我々も思っていませんので、何らかの対応が必要と考えておりま

す。我々が聞いたときには交換できるような部品は今もないという話だったのが、もし１

年で交換できるというのであれば交換もあるでしょうし、もし話を聞いてやっぱりそうい

うことはできないというのであれば、何らか手を入れないと、直ちに危険でないとはい

え、大丈夫ではないので、そのときには、その他の手法を含めて検討し、とりあえず建物

の安全性を確保したいと思っています。今の段階で、検討すべき技術的な話はいろいろあ

るんですが、どういうことが現実か、もうちょっと東洋ゴム工業などの話も聞いた上で検
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討を進めたいと思いますし、まずは構造計算を早く出していただくようお願いをしている

という状況です。 

◎塚地委員 先ほど国土交通省のほうのお話もありましたが、やっぱり全国的な事案です

し、一定専門的な事案でもありますので、国土交通省もしっかり立入検査などしてくださ

っているようですので、そこの対応を見ていただくということと、やっぱり東洋ゴム工業

の企業責任はものすごく大きいと思うので、一歩もひるむことなく、県のほうとしても要

望をしていただいて、取り組んでいただきたいとお願いしておきます。 

◎明神委員長 それでは総務委員会の意見として、こういう県有施設４棟の免震材料の大

臣認定不適合の製品は、東洋ゴム工業株式会社の全責任において、可及的速やかに全面取

りかえすることを求める、としてはどうでしょうか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 これを総務委員会の全会一致の意見として申し上げます。 

質疑を終わります。 

なお執行部には、今後も議会に対して適時適切な報告をするよう要請をいたします。 

 以上で本日の委員会は終了します。               （14時45分閉会） 

 

 


