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平成 27 年７月７日 

◎池脇委員長 ただいまから、総務委員会を開会いたします。    （9 時 59 分開会） 

 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。 

《総務部》 

◎池脇委員長 それでは、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。 

◎梶総務部長 本日、御報告いたします、県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定

不適合につきましては、５月 13 日に総務委員会に対しまして経過及び状況報告を行いまし

た。その後、６月 26 日に委員長から本会議で御報告がありましたとおり、東洋ゴム工業の

社外調査チームの最終報告が６月 22 日に公表されておりまして、新たに判明した事実等が

あります。このため、改めてこれまでの経過及び県の対応を担当課長であります、建築課

長及び新図書館整備課長より御説明を申し上げます。 

〈建築課〉 

◎池脇委員長 続いて、建築課の説明を求めます。 

なお、建築課長に対する質疑は、新図書館整備課長の説明後にあわせて行いたいと思い

ますので、御了承願います。 

◎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。 

 まず、資料の説明をいたします。報告事項の概要を２ページ、これまでの経緯を別添と

して４ページつけさせていただいております。 

 それでは、報告事項の概要に沿って御説明いたします。 

 まず、１今までの経過です。これまでの経緯を東洋ゴム工業株式会社、国土交通省、高

知県のそれぞれにまとめたものです。 

 １ページ目の本年３月 13 日の問題発覚から３ページ目までに記載の事項につきまして

は、５月 13 日に開催された臨時議会の総務委員会で御説明させていただいておりますので、

それ以降の４ページ目から御説明いたします。 

 ６月 15 日には新図書館の工事の進捗状況に既に影響が出始めていますことから、教育長

名で東洋ゴム工業株式会社に対し、現時点の状況報告を求める文書を送付し、６月 29 日に

は東洋ゴム工業株式会社から回答をいただいております。詳細は後ほど新図書館整備課長

より御説明いたします。 

 ６月 22 日には、東洋ゴム工業株式会社から社外調査チームによる調査報告書が公表され

ておりますが、詳細は後ほど私から御説明いたします。 
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 また、この間には、国土交通省が原因究明と再発防止策について検討するための免震材

料に関する第三者委員会を５月 29 日、６月 22 日、６月 29 日の３回開催しております。 

 報告事項の概要にお戻りください。次に、２設置された免震装置の性能が大臣認定の基

準に適合していないため、３月 13 日に免震装置の大臣認定を取り消されております、本庁

舎、安芸総合庁舎、高知東警察署、新南国警察署の対応について御説明いたします。 

 まず、県庁本庁舎ですが、全数の免震装置を他社製品で交換することを前提として準備

を進めていますが、工事を行う際には、県・東洋ゴム工業株式会社・施工者・設計者間で

契約書を締結する必要があります。具体的には、免震装置を交換する工事費用、設計費用、

工事管理費用については、東洋ゴム工業株式会社が全てを負担することで協議が整ってい

ますが、契約書ではそれらの役割分担と費用の負担を定めておく必要がありますので、現

在、その契約書の中身について、４者で協議を行いながら作業を進めており、協議終了後

には契約書を締結する予定です。 

 次に、安芸総合庁舎、高知東警察署、新南国警察署ですが、本庁舎と同様に全数の免震

装置を他社製品で交換する費用については、東洋ゴム工業株式会社が全てを負担すること

で協議が整っていますので、４者で契約書の締結に向けて協議を重ねており、本庁舎と歩

調を合わせて対応してまいります。 

 次に、３（１）６月 22 日に東洋ゴム工業株式会社が公表した外部調査チームによる最終

報告の概要について御説明いたします。この報告は、４月 24 日に公表された調査報告書の

中間報告に６月 18 日までの調査を加えて、加筆・修正を行い最終報告としたもので、国土

交通省にも報告されています。社外調査チームは弁護士であり、かつ東洋ゴム工業株式会

社とはこれまで利害関係を有していない長島・大野・常松法律事務所に所属する 10 名の弁

護士で構成されております。調査は、東洋ゴム工業株式会社の関係者や免震積層ゴム等に

関する学識経験を有する者への事情聴取、社内規定等の社内文書の検証、大臣認定に関す

る資料及びデータの分析・検証、製品の性能検査及び検査成績書作成に関する資料及びデ

ータの分析・検証、電子メールの分析・検証、試験機の現場検証などが行われております。

さらに、技術的根拠の有無を中心に、北海道大学大学院の建築構造性能学研究室所属の飯

場正紀教授も検証に加わっております。調査報告書は、300 ページを超える詳細なものと

なっておりますので、その中から「不正の発生した事実」、「原因と背景」について、かい

つまんで御説明いたします。 

まず、不正の発生した事実としましては、大臣認定取得の際に、根拠のない数値を記載

して大臣認定を取得しただけでなく、製品の出荷、検査成績書の作成の際にも根拠のない

数値を記載していたというものです。また、従業員が私的な利益を図る目的ではないもの

の、14 年２カ月もの長期にわたり問題行為を継続して行っていたことも報告されています。 

次に、原因と背景ですが、規範遵守意識の著しい鈍麻、管理・監督機能の脆弱性、会社
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としてのリスク管理の不備、経営陣の意識・判断の甘さがあり、この事実からは、同様の

不祥事の発生につながる企業風土が根づいており、現状の企業風土を変革しない限り、同

様の不祥事を起こす可能性があると指摘しています。また、３度目の不祥事を起こしたら

会社の存続は危うい、全ての役員及び従業員はこの意識を持ち続けなければならない、と

この報告書の最後を結んでいます。この調査では、地震国であります我が国、とりわけ南

海トラフ地震に直面する高知県民の生命・財産に直結する免震積層ゴムの開発、製造、検

査過程において、その性能について技術的根拠がなく、操作されるという極めて重大な不

正行為が明らかになっております。 

さらに、問題が発覚してから国土交通省への一報までに長時間を要していたこと、過去

に東洋ゴム工業株式会社で発生した、大臣認定に関する重大な不祥事であった断熱パネル

問題の際に、その深い反省のもとで実施したはずの全事業に対する緊急品質監査が形式的

であったことなど信じがたい事実が判明しております。 

次に、（２）県有施設への影響について御説明いたします。 

まず、あき総合病院は、調査報告書によりますと、免震装置の型式の大臣認定取得の際

に、数値の見ばえを整えるため技術的根拠のない数値を記載して取得しており、不正の発

覚後に、その際に作成した試験体を再検証したところ、ゴムの水平方向のかたさについて

製品ばらつきが大臣認定の基準の範囲におさまらなかったことが判明しています。今回の

公表を受けまして、病院部局が会社に問い合わせをしたところ、会社からは、あき総合病

院に納品したものについては、不正発覚後、再検証を行い、基準範囲内でおさまっている

ことを確認し、そのデータは国土交通省も持っているデータである旨の回答が寄せられて

います。あき総合病院は、大臣認定不適合な免震装置を使用していた 154 棟には含まれて

いませんでしたが、同一型式の大臣認定申請は技術的根拠のない数値を記載していたこと

が判明いたしました。そのため、大臣認定そのものが取り消される可能性が出てきたこと

から、今後も情報収集に努めてまいりますとともに、病院部局と一体となって取り組んで

まいります。 

次のページをごらんください。工事中の新図書館ですが、調査報告書によりますと、大

臣認定取得の際に新たな載荷試験を行わず、過去に出荷した一部不適切なデータを流用し

たものを記載し、大臣認定を取得しております。また、大臣認定取得の際の試験体が存在

しないため、再検証を行うこともできない状態です。設置予定の免震装置と同一型式の大

臣認定申請は、技術的根拠のない数値を記載していたことが判明いたしました。また、大

臣認定そのものが取り消される可能性が出てきましたことから、他社製品を使用すること

について検討を行っているところです。 

続きまして、（３）東洋ゴム工業株式会社の免震装置が設置されている建築物の状況の

表について御説明いたします。表中、灰色の網かけをしたものが今回の報告書に影響を受
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ける可能性があるものです。先ほど御説明しましたとおり、技術的根拠のない数値を記載

して大臣認定を取得したものであることが判明したため、大臣認定そのものが取り消され

る可能性が出てきております。 

以上で、私からの報告を終わらせていただきますが、引き続きまして、新図書館の状況

につきまして、新図書館整備課長から御報告させていただきます。 

〈新図書館整備課〉 

◎池脇委員長 続いて、新図書館整備課の説明を求めます。 

◎国則新図書館整備課長 新図書館等複合施設の免震装置の状況につきまして、御報告を

させていただきます。 

それでは、新図書館整備課の「新図書館等複合施設の免震装置について」と書かれた資

料をお願いいたします。 

初めに、１東洋ゴム工業株式会社とのやりとりなどについてですが、前回の総務委員会

以降における、東洋ゴム工業株式会社との主なやりとりなどにつきまして、御説明をいた

します。 

まず、５月 26 日には、東洋ゴム工業株式会社の担当役員と面談を行いまして、新図書

館に納品予定の製品の出荷時期の見込みを確認するとともに、出荷に際し、自社での全量

検査のほかに他社での全量検査や第三者機関による評価などを行うよう再度申し入れを行

いました。また、６月 15 日には、工事の進捗状況に既に影響が出始めていましたことや、

当初は５月中旬と言われていました、社外調査チームからの調査報告書の提出時期につき

まして、東洋ゴム工業株式会社から話を聞くたびに５月下旬、６月上旬とずるずるとおく

れる状況にありましたことや、また、製品の出荷の見込みも全く立たない状況にありまし

たことから、社外調査チームの調査報告書の提出時期や自社での性能検査データの提出な

どにつきまして、６月 23 日を期限として、文書で回答を求めることにいたしました。なお、

資料の７ページに回答依頼文書の写しをつけさせていただいております。 

６月 23 日には、東洋ゴム工業株式会社の担当役員が回答書を持参してきましたので、

その際、面談を行いました。面談では前日に公表された社外調査チームの調査報告書にお

いて判明した、大臣認定を取得する際に載荷試験も行われず、また、技術的根拠のない数

値を記載するなどの不正行為が長期間にわたり行われるなど、ずさんな品質管理体制のも

とで開発・製造が行われていたことは、まことに許しがたい行為で極めて遺憾であること

を伝えるとともに、免震装置の納品のめどが立たず、工事がおくれることの責任につきま

しても強く問いただしました。また、自社検査では、納品予定の 72 基は全て性能基準を満

たしていると東洋ゴム工業株式会社から聞いておりましたが、回答書には、具体的な検査

データの数値が示されておりませんでしたので、あわせて検査結果が確認できる資料の提

出を求めました。 
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話し合いの結果、東洋ゴム工業株式会社から回答書を再検討の上、後日再提出したいと

の申し出がありまして、その下に記載してありますように、６月 29 日に回答書の再提出が

ありました。なお、３ページから６ページにはその回答書の写しをつけさせていただいて

おります。 

資料の２回答書の内容について、主な回答の内容を４つ記載しております。まず、１つ

目ですが、社外調査チームの調査報告書の中にありますように、大臣認定の申請時に技術

的根拠のない数値を用いていたことや、既に製作している製品は従来の品質管理体制のも

とで製造されたものでありますことから、既に製作している新図書館等複合施設用の免震

装置を納品することができない。２つ目としましては、今ある 72 基の製品は出荷ができな

いことから、免震装置を再度製造し直すか、あるいは県及び高知市において他社製品によ

る代替可能性を具体的に検討してもらうほかない状況にある。３つ目としまして、新図書

館等複合施設と同じタイプの「Ｇ0.35」という製品は、現在、東洋ゴム工業株式会社以外

では製作をしていないため、新図書館等複合施設と同じタイプの免震装置は、東洋ゴム工

業株式会社、他社製品ともに現時点での出荷の見込みは全く立っていない。最後に４つ目

としまして、現時点においては他社製品への変更に係る検討を始めざるを得ない状況にあ

りますことから、他社製品への交換につきましては異議がなく、また製品の出荷不能に起

因する損害についても、県及び高知市と協議の上、補償するといった内容の回答がありま

した。 

最後に、３今後の対応についてです。以上、御説明しましたように、社外調査チームの

調査報告書の内容や、回答書の提出を受けまして、東洋ゴム工業株式会社の免震装置の納

品が見込めないものと判断し、工事への影響をできるだけ少なくするため、関係機関と他

社の免震装置への変更に係る検討を既に始めたところです。検討に当たりましては、スピ

ード感を持ちながら今の設計を極力生かしつつ、可能な限り工期を短縮する方向で進めて

いきたいと考えております。現時点におきましては、はっきりとはわかりませんが、少な

くとも１年程度、場合によっては２年程度、工期の延長が生じるのではないかと考えてお

ります。なお、検討結果につきましては、取りまとめができました段階で、新図書館の開

館時期の見込みなどとあわせまして、改めて御報告をさせていただきたいと考えておりま

す。また、製品の変更や工事のおくれなどによって生じます、追加費用につきましては、

県民・高知市民の負担となりませんよう弁護士とも相談しながら、東洋ゴム工業株式会社

に対してしっかりと求めてまいります。 

次に、（２）開館時期の延期を踏まえた取り組みなどについてです。 

資料の２ページをごらんください。免震装置を変更することに伴いまして、開館までの

期間が延びますが、開館の延期により生じた期間をサービスなどの充実に生かす取り組み

を行いますことで、有効に活用していきたいと考えております。現時点におきましては、
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図書館の専門家などで構成する検討委員会を立ち上げまして、課題解決型サービスの充

実・強化やＩＣＴが進展する中でのサービス内容などのさらなる充実に向け検討を行って

いきますことや、先進図書館への長期の研修派遣などの拡充、課題解決支援サービスの充

実に向けた研修を充実することなどによりまして、司書などの専門性の向上を図っていき

ますことや、また、業務統合をさらに円滑に進めていくために、派遣や合同研修など、両

図書館職員の積極的な相互交流を行っていきますほか、新図書館で行う予定にしておりま

したサービスを前倒しして行うことで、その課題を洗い出し、改善につなげていく４つの

取り組みをここに挙げさせていただいております。こうした取り組みを通じまして、開館

に向けた準備や、体制づくりをしっかりと行っていきたいと考えております。 

次に、仮設市民図書館への支援についてですが、高知市民図書館本館は、高知市役所新

庁舎の整備に伴いまして、新図書館等複合施設の西側敷地に移転し、来年の４月からプレ

ハブによる仮設で運営していく予定となっておりますので、新図書館の開館がおくれます

と、仮設による運営の期間が延びることになります。このため、仮設の市民図書館への支

援としまして、郷土関係レファレンス・サービスを実施したり、小学生の図書館見学、中

学生の職場体験などを受け入れることによりまして、市民図書館とも連携しながら、サポ

ートを行っていきたいと考えております。また、あわせまして、新図書館での業務統合に

向けまして、県立図書館職員と協働してデータベースやレファレンス業務を行うことによ

りまして、開館後において業務が円滑に行えますよう市民図書館職員の受け入れも行って

いきたいと考えております。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 東洋ゴム工業株式会社の製品は、結局、もう使えないということですよね。 

◎国則新図書館整備課長 もう使えないということで、他社への製品に変更するよう関係

者と検討を始めております。  

◎三石委員 東洋ゴム工業株式会社以外では、これに沿うような製品はつくられてないと

いう報告がありましたが、そのあたりはどういうことになっていますか。 

◎田中建築課長 確かに、新図書館に設置を予定しております東洋ゴム工業株式会社製品

と全く同じものはつくられておりません。じゃあどうするのかということで、別の規格の

ものを組み合わせて、何とか今の性能を出すという方向で検討をしております。 

◎三石委員 実際にそういう方向でいけそうですか。 

◎田中建築課長 現実に、他県ではそういうことで進めておる物件もあると聞いておりま

すので、そこら辺も研究しながらやっていきたいと考えておりますし、いけるものと考え

ております。 

◎三石委員 わかりました。 

それと、オープンするまでに最低１年、長くて２年はかかるわけですよね。その間、資
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料にも書かれてますけど、専門家等で構成する検討委員会を立ち上げてサービス内容等の

さらなる充実を図るということですよね。もちろんこういう取り組みをしてもらわないと

いけないわけですが、検討委員会を立ち上げるときの専門家等、とありますけれども、具

体的にどういう方々になっていただくのか、そのあたりの構想はどのあたりまで進んでま

すか。 

◎国則新図書館整備課長 東洋ゴム工業株式会社の製品を使うことにはなかなかならない

ので延期になる、ということで検討を始めまして、まだ現時点でということですが、基本

計画が平成 23 年７月に策定しておりまして、それに基づいてサービス内容等を検討して既

に４年がたっております。それでまた今回、期間が延長になりましたので、その後ほかで

も先進的な図書館でのサービスとかもやってますので、図書館の専門家以外でも、中心市

街地の活性化ということもありますので、地元の商店街の方に入っていただくだとか、よ

り幅広い意味での検討を行っていきたいと考えております。 

◎三石委員 これについてのもう少し具体的なスケジュールはまだできてないんですか。 

◎国則新図書館整備課長 こちらにつきましても、これから検討ということで、今の時点

ではスケジュール的なものはまだ立てておりません。 

◎三石委員 このままでいけば、オープンまで早くて１年、長くて２年かかるというわけ

です。そしたらそれに対する取り組みを一刻も早く体制を整えて、今後どうするかという

ことを早くやらないといけないですね。と同時に、県民・市民に対して、こういうような

状況になっていると知らせることも大事だと思うんですが、そこらあたりはどう考えてい

ますか。 

◎国則新図書館整備課長 本日、総務委員会で御説明をさせていただきましたので、今後

は図書館の近隣の方も含めまして、幅広く周知していきたいと思っております。 

◎三石委員 お願いになりますけど、早く対応をしていただくように。結果として、こう

いうことで行かざるを得ない状況もわかってるわけですからね。計画を立てて行動に移し

ていただきたいと思います。 

◎上田（周）委員 想定していないことが起こったということで、東洋ゴム工業株式会社

から他社製品へ交換して取り組むという話ですが、もともと東洋ゴム工業株式会社の製品

で設計してますよね。それを他社でやっていくとなったときに設計変更の必要があるのか

心配なんですが、おくれることとあわせて、説明してください。 

◎田中建築課長 当然、免震装置が違うものになるので、設計変更という手続は必要とな

ってまいります。それだけではなくて、いわゆる建築の際に、建物としての大臣認定も実

は受けております。免震装置が交換される、別のものになることによりまして、大臣認定

も取り直しになります。そういう手続に相当期間がかかりますので、建物の設計の中身の

変更だけではなくて、そういう別の手続も必要となります。 
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◎上田（周）委員 大臣認定を取り直すというのは、一からやり直すように聞こえますが、

その中で国との関係もありますよね。１年も２年も遅延していく中での補助金や起債の問

題もありますし、国土交通省が何回か協議会をやってますよね。これとの関係もあります

が、国の技術的支援などはどうなりますか。 

◎田中建築課長 今回の問題を受けまして、他県の事例でもそうなんですけれども、他社

の免震装置に交換する事例が出てきております。国土交通省は、大臣認定の取り直し等に

関しましては、できるだけの支援をする。はっきり申しますと、期間的なものをできるだ

け短くするような措置をとっていただけるということは伺っております。 

それから、今回の問題を受けまして、大臣認定制度そのものにやはり若干問題がある部

分もあるということで、国土交通省では第三者委員会を設置しまして、今後のあり方につ

いて今検討をしておるところです。今のところ、７月いっぱいで一定の方向性が示される

のではないかと考えております。確定ではありませんが、現在、我々が知り得る情報では、

７月の末ぐらいで大体方向性が示されるのではないかと伺っております。 

◎梶原委員 先ほどの質問にもちょっと関連します。その大臣認定の新たな取り直しであ

るとか設計変更であるとか、開館の延長に対する期間ですよね。１年から２年とおっしゃ

られましたが、どういった場合に１年程度で済むのか、また２年ぐらいかかるのか、その

辺をもう少し詳しく教えていただけますか。  

◎田中建築課長 先ほど御説明いたしましたように、設計変更をして大臣認定を取り直し

て、それから免震装置の製作をして工事を再開するという手順に一般的にはなろうかと思

います。その期間を通常どおりにやれば２年程度かかる可能性があります。じゃあ、もっ

と短くできないかということで、設計変更はまずやらないとどうしようもありませんけれ

ども、大臣認定と免震装置の製作をある程度並行してやることによって、できるだけ縮め

ていこうという案があります。それでやれば最短１年程度ということです。要するに、通

常は一つ一つの手続を過程を踏んでやっていきますけど、ある程度それを並行してやるこ

とによって工期をできるだけ短縮しようと、今検討しております。  

◎梶原委員 開館時期の延期を踏まえた取り組み等について御説明いただきましたが、現

実的な問題としても、その他社製品を現実に検討していかなければならない。そのために

それだけの期間がかかる。その期間を有効にどういうふうに使っていくのか、御説明があ

りました。逆に開館時期が延びることによって考えられるさまざまな影響ですよね。職員

の人的な負担であるとかコストであるとか、東西軸活性化のプランとかかわる影響である

とか、本来であれば開館できたこの時間に対するいろんな影響をどう感じておられるのか、

お聞かせください。 

◎国則新図書館整備課長 新図書館の開館時期がおくれることによりまして、現在、例え

ば県と市で利用する新図書館の情報システムがありますが、その構築期間が延びることに
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なります。 

それから先ほど申し上げましたように、高知市の市民図書館が、仮設、プレハブで行い

ますので、それのリース代、図書を仮設では置けないので、その分を倉庫を借りて保管す

ることになりますが、倉庫の保管料といったものが別途かかることになります。  

◎梶原委員 東洋ゴム工業株式会社と費用の負担について話をするということですが、今

後、目に見えない、コストに換算できない費用について、どういう対応をされていくのか

教えてください。 

◎国則新図書館整備課長 新図書館につきましては、その複合施設につきまして、新図書

館、それからこども科学館も一緒になった施設で、中心市街地で立地しておる、それから

100 万人を超える集客力があるといいますので、中心市街地への活性化の取り組みといっ

たこともおくれるとか、そういった工事に直接係る部分と、それと間接的に影響してくる

部分があります。それで、どこまで間接的な費用を東洋ゴム工業株式会社に対して求めて

いけるのかといったことがあるとは思いますが、弁護士と相談しながらしっかりと請求し

ていきたいと考えております。 

◎梶原委員 前回の報告のときも少しお聞かせいただいたんですが、今回の東洋ゴム工業

株式会社の対応についてはその後の報告書にも出たとおり、実質本当に検査すらしてない

という、もう本当に悪質なものであることが判明したわけです。前回はまだ対応中という

ことでしたが、今回のこの東洋ゴム工業株式会社の問題は、さまざまな大規模災害から人

命を守るという日本全体の取り組みに対して、砂をかけるようなことが実際に起きている

わけです。そのことに対して、県がその発注者側として、またさらには県民の安心と安全、

命を守るための地震対策を進めている公的機関として、法的な問題については東洋ゴム工

業株式会社に今後どういう対応をしていくのか。前回はお答えがなかったんですが、今回

の問題も最終的な解決まで長期間を要すると思いますが、その辺について、改めて総務部

長にお聞きします。 

◎梶総務部長 先ほど新図書館整備課長からもお答えがありましたが、例えば新図書館整

備がおくれることに伴う直接的な責任、間接的な責任の追求ということを弁護士と相談し

てしっかりと対応していきたいと思っておりますが、新図書館だけではありませんので、

さまざまな影響があります。これらにつきましては、委員の御指摘もありますとおり、東

洋ゴム工業株式会社に責任追及できる部分については、当然責任を追及してまいりますけ

れども、法的な知見も必要になってまいりますので、よく弁護士とも相談をしながら、厳

しく対応してまいりたいと考えております。  

◎中根委員 工期短縮・免震対応のために、ゴムをつくりながら同時に大臣認定の準備を

進めるという苦肉の策が、本当に安全なものをつくるという点で心配はないのか、お聞か

せください。 
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◎田中建築課長 先ほど申しましたように、通常では余りやりません。ただし、新図書館

の工期がおくれるのは非常に影響が大きいということも重々承知しておりますので、何か

方法がないか現在の施工業者とも協議いたしました。その中で施工業者から、こういう方

法もあるよ、ということで一定提案を受け内部で検討した結果で、リスクは正直あります。

けれども、そこら辺のリスクもわかった上で、施工業者から、もう実行をしましょう、と

いう提案もいただいておりますので、そこは協力して、うまくいくようにやっていきたい

と思っています。 

◎田村教育長 ちょっとよろしいですか、誤解があるといけませんので。今、リスクと言

いましたのは、安全性のリスクという意味ではなく、大臣認定を並行してやりますので、

認定を受けられないリスクがあるという意味で申し上げたということです。認定を受けな

いと当然これは使えない、出戻りになってしまうリスクがある、ということを申し上げた

のであって、製品そのもののリスクがあると説明したわけではありませんので、御了解を

お願いします。  

◎中根委員 大きいリスクが出てきて、それに対応するために、さらにリスクはあるかも

しれないけれども、という判断をするのが一体いかがなものかという気がします。本庁舎、

安芸総合庁舎、あき総合病院、高知東警察署など、既にこの東洋ゴムの製品を使っている

ところについても、今後やっぱり対応していかなければいけませんよね。確かに２年の工

期を１年にということもありますが、ある意味、正攻法というか、本当に安心できる、き

ちんとしたものができる対応をとるべきではないかと思います。今、おっしゃっていた本

庁舎などの免震ゴムをかえるときにも、新図書館と同じような方法でやろうとしています

か。それとも、対応は別ですか。  

◎田中建築課長 それは別です。 

◎中根委員 先ほどゴムとゴムを別の形でつくり上げて工法でとおっしゃったのが、既に

免震ゴムを使った地震対応をしているところへの対応ですか。  

◎田中建築課長 いえ、そうではありません。既に対応を始めております県庁本庁舎を初

めとする４棟につきましては、他社の同等な品物が現在市場にありますので、そういう製

品に交換していくことを前提に考えております。新図書館につきましては、説明の中にも

ありましたように、全く同じ他社のものが市場に存在しておりませんので、少し規格が違

うものを組み合わせて使う方法しか現在とれないと思っております。  

◎中根委員 その場合に、前回の報告をいただいたときに、他社の今現在あるものを使お

うとすると、設計から全てやり直さなければならないので、大変な費用がかかるというお

話ですね。 

◎田中建築課長 そうです。全く同じものではありませんので、構造計算をもう１回やり

直す必要があります。できるだけ現在の設計に影響を与えないような形で適切なものを選
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択していく、という作業になると思います。  

◎中根委員 その場合に、大臣認定がとれないようなリスクを負うゴムをつくることと、

もう一度計算し直して他社の製品を使えるような工法を選ぶ場合と、そういう選択肢は今

現在ありますか。  

◎田中建築課長 構造計算は最初に全て終わらせておく必要があります。そこで最適な組

み合わせを見つけた上で、片や大臣認定申請、片や製作という形で進んでいくようになり

ます。ですから、構造計算は、あくまでも全て終わらせていないと次のステップには進め

ないということです。  

◎中根委員 ですから、構造計算そのものももう一度し直して、免震ゴムについては他社

のものを利用できる形にする選択肢はないのかという質問です。 

◎田中建築課長 委員がおっしゃられるような方法をとろうとしております。構造計算を

やり直した上で、一番いいのを選ぶということです。  

◎中根委員 私が基本をわかってないのかもしれませんが、他社の免震ゴムを利用するの

であれば、新たな大臣認定をとるようなゴムをどうしてつくる必要があるんですか。  

◎田中建築課長 いわゆる今と同じ性能のものが現在存在しておりませんので、東洋ゴム

工業株式会社の製品を使わないということになりますと、別のものへ交換することになり

ます。そのときには、必ずもう一度建物としての大臣認定が必要になります。  

◎中根委員 建物としての認定ですか。 

◎田中建築課長 製品自体は、もう既に認定を受けた他のものに交換するということです。

ちょっと説明が悪くて大変申しわけありません。免震建築物を建てる場合には、２段階の

大臣認定が一般的には必要となります。一つは、免震装置そのものの大臣認定が必要にな

ります。これは、通常はメーカーが国に申請して取得するものです。それを採用して、建

築物を建てようとする場合は、今度は建築主がその建物全体としての大臣認定をとる必要

があります。今回、新図書館で実施しようとしておりますのは、もう既に大臣認定を受け

た別メーカーの製品を組み合わせて使うことによって、建物としての大臣認定は再度取り

直す必要があります。その作業と免震装置の製作を並行してやることによって工期を短縮

しようということです。 

◎中根委員 はい、わかりました。  

◎池脇委員長 １年で対応しようとすれば、先ほど課長のおっしゃったように、他の製品

の組み合わせでやれば対応ができると。しかし、もとからやろうとするならば２年。それ

は現段階でどちらを選択するかはまだ決まってないという認識でよろしいですか。  

◎田中建築課長 現段階では、できるだけ早い方向で検討はしております。  

◎中根委員 それはよくわかりました。それで、そうやって対応して大臣認定がおりない

リスクというのはあるんですか。  
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◎田中建築課長 一般的にはないと思います。ただ、ゼロではありませんので、通常は余

りやりません。  

◎中根委員 わかりました。  

もう一つ。さまざまな設計費用等について、東洋ゴム工業株式会社に持っていただくと

いう報告がありましたが、今こんな状況になっている同社にその支払い能力・対応能力は

ありますか。  

◎国則新図書館整備課長 支払い能力の体力があるかということですが、社外調査チーム

の報告書によりますと、東洋ゴム工業株式会社はグループの総売り上げが 3,000 億円を超

えており海外に事業展開する大企業です。一方、免震ゴム事業は売り上げが７億円程度で、

総売り上げに占める割合は 0.2％程度、となっております。今回の既に納品済みの分で、

東洋ゴム工業株式会社の免震装置が設置されている建物は全国で 209 棟ありますが、その

うち 154 棟の免震装置、3,000 基の代替品の開発・改修などの費用として、特別損失とし

ており、140 億円を計上しております。ただし、この特別損失には居住者の引っ越しとか、

仮住まいなどに係る間接的な費用が含まれていないということもありますし、また新たに

免震装置を交換する必要が生じる可能性があることも含めますと、補償費は増大してきま

すので、大企業ではありますけども、費用が膨らむことが心配ではあります。 

◎中根委員 やはり、企業としての責任をきちんと果たしていただくという点では強い姿

勢で臨んでいただきたいと思います。もう一点、工期が延びることで図書館使用だとか、

そうした点でさらに県民の皆さん、市民の皆さんにいろいろ対応できることを、というお

話がありました。でも、余り広げていくと、今も大変努力をされていると思いますけれど

も、負荷ばかりかかって、職員の皆さんが大変になると思うんです。ですから、今の状態

をどんなふうにいい局面に１年間ないし２年間展開していくかという点では、東西のまち

づくりの話もありますけれども、加えてやっぱり現場の皆さんの知恵と力。県立図書館な

んかも大変利用が多くて、全県をめぐる本の状況でも努力をされていますよね。ですから、

現場の声を最優先にしながら、その苦労に報いるような、県民に見せることも大事ですけ

れども、現場が混乱しないような方向をとる必要があると思いますが、そうした点での丁

寧さを求めたいと思うんですが、いかがですか。  

◎国則新図書館整備課長 新図書館は、県民の方や高知市民の方から非常に期待していた

だいている施設です。今回、残念ながら、期間が延長することになりましたが、検討する

期間、時間ができましたので、両図書館の職員とじっくりと協議をしながら、今後、新図

書館で売りとする課題解決型の支援サービス、レファレンスサービス、オンラインデータ

のデータサービスなどについて、しっかりとできるように検討を行っていきたいと思って

おります。 

◎石井委員 本庁舎、安芸総合庁舎、警察署について、まだ契約がなされてないので、工
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期的なものもわかりづらいと思うんですが、一般的にはこの交換がよくある工事かどうか

は別として、大体契約ができたときに工期も決まってくると思いますが、おおよそのスケ

ジュールがわかれば教えてください。 

◎田中建築課長 免震装置の交換は余り前例のない工事で、一般的ではありません。ただ、

免震装置は全て注文が入ってから製作する形になりますので、それを考えますと製作に約

６カ月ぐらいはかかります。それから、交換工事そのものも恐らく６カ月程度は最低かか

ると思います。うまくいけば、１年程度でいけるとは思いますが、今回の問題で、当然、

そのメーカーにも注文が殺到することにもなろうかと思います。そういうことも考えると、

場合によってはその二、三倍の期間がかかる可能性もあります。 

◎石井委員 免震装置については、大臣認定の不正取得ということで、免震装置自体に機

能がないかもしれないという可能性があるわけですよね。免震では揺れが下で抑えられて

上部は揺れませんよと。当然倒壊もしないし、中のものも倒れないという機能について、

契約して施工してもらったというところなのに、それが今、皆さんが仕事をされていると

ころでありますし、もし有事の際には災害対策本部になるところです。そんなことを考え

ていくと、非常にスピード感を持ってやってもらわないと困るというのが共通認識だと思

うんです。しかし、東洋ゴム工業株式会社の回答などを見ても、急いでやっているように

も見えないし、県としても重要施設については、早期の対応をしてもらわないと困るとい

う立場で、一刻も早く免震機能が担保されることについて、改めて東洋ゴム工業株式会社

にしっかり言っていただきたい。  

それから、補償の問題で、きょうの委員会も含めてですが、いろんな細部にわたって、

多くの皆さんがこの問題について取り組まなければならないことも大きな損失であります

し、そんなことも含めて、県からも強く言われているとは思いますが、県民もこの問題を

非常に危惧しておりますし、本庁が倒壊しなくても中がぐちゃぐちゃになって機能しない

ということがあると大変ですので、やはりスピードを重視してもらいたいと、改めてお願

いします。 

◎田中委員 今回、全て他社製品に取りかえるということで、一定の方向性が決まったと

思いますが、今までは、基本的には待ちの姿勢だったと思います。これからは、各委員か

らさまざまな意見がありますように、やはり前へ進めていかなくてはならないと思います。

それで、同じような性能を持ったゴムを製造できるメーカーというのはどれぐらいありま

すか。 

◎田中建築課長 免震ゴムそのものをつくる会社というのは二十数社ありますが、一般的

には数社であろうかと思います。その中から適切なものを選んでいくということになると

思います。 

◎田中委員 全国的に交換をしなければならない施設が多く出てくると思うので、その数



- 14 - 

社を全国の自治体が取り合いになる状況も想定されます。やはり、県有施設については、

今後のスケジュールを早目に進めていただいて、工期短縮に向けて取り組んでいただくよ

うお願いします。 

◎今城委員 あき総合病院が大臣認定を取り消された場合、他社製品はあるんですか。  

◎田中建築課長 他社製品はあります。  

◎池脇委員長 ほかにありませんか。  

（なし）  

◎池脇委員長 質疑を終わります。なお、執行部には、今後も議会に対し、適時適切な報

告をするよう要請をします。  

《採決》 

（執行部着席） 

◎池脇委員長 お諮りします。  

執行部より説明を受け、審査いたしました予算議案１件、条例その他議案９件について、

これより採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

（異議なし）  

◎池脇委員長 それでは、これより採決を行います。 

 第１号「平成 27 年度高知県一般会計補正予算」を原案どおり可決することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第１号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。  

 次に、第３号「高知県個人情報保護条例の一部を改正する条例議案」を原案どおり可決

することに賛成の委員の挙手を求めます。  

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 挙手多数であります。よって、第３号議案は、賛成多数をもって原案どお

り可決することに決しました。  

 次に、第４号「高知県個人情報保護条例及び高知県住民基本台帳法施行条例の一部を改

正する条例議案」を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。  

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 挙手多数であります。よって、第４号議案は、賛成多数をもって原案どお

り可決することに決しました。 

 次に、第５号「地方自治法第 203 条の２に規定する者の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例議案」を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手）  
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◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第５号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。  

次に、第６号「職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例議案」を原案どおり

可決することに賛成の委員の挙手を求めます。  

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第６号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

次に、第７号「高知県税条例の一部を改正する条例議案」を原案どおり可決することに

賛成の委員の挙手を求めます。  

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 挙手多数であります。よって、第７号議案は、賛成多数をもって原案どお

り可決することに決しました。  

次に、第８号「過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

議案」を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。  

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第８号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。  

次に、第９号「半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例議案」を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。  

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第９号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

次に、第 13 号「高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例議案」を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第 13 号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

次に、第 14 号「高知県が当事者である和解に関する議案」を原案どおり可決すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成委員挙手）  

◎池脇委員長 全員挙手であります。よって、第 14 号議案は、全会一致をもって原案どお

り可決することに決しました。 

それでは、執行部は退席願います。 

（執行部退席）  
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《意見書》 

◎池脇委員長 次に、意見書を議題といたします。意見書案５案が提出されております。  

まず、「地方財政の充実・強化を求める意見書（案）」が、県民の会、日本共産党、くろ

しお無所属の会から提出されておりますので、お手元に配付してあります。意見書（案）

の朗読は省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

◎池脇委員長 それでは御意見をどうぞ。小休にします。  

（小休）  

◎ この意見書は国の予算編成、地方財政計画等において、毎年６月に全会一致をもって

出しているもので、文言の調整がつけば、ぜひ全会一致でいけたらいいと思っています。

その文言というのは、上から８行目の「社会保障と地方財政が２大ターゲットとされ」と

いうのが、先日「骨太の方針」の中での主要な改革というのが５項目出ておりますので、

これだけが２大ターゲットではないので、ここを削除していただきたい。その３行下の「不

可欠なサービスを削減するのは、本末転倒であり」の「本末転倒であり」という言葉、そ

の後の「国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである」の「明らかである」

というのを、例えば、「懸念する」という言葉に直していただくこと。その２行下の「国民

生活を犠牲にする地方財政計画とするのではなく」、ここも削除をしていただいて、「地方

財政の検討に当たっては、歳入・歳出を的確に見積もり」とつなげていただけたらと思い

ます。 

また本文のほうに入りましては、項目１の上から３行目です。「特に、今後、策定する

財政再建計画において」と、ここから先は６月 30 日にもう策定をされましたので、本文に

必要ないと思います。 

項目３は用語の整理で、「復興集中期間」を「集中復興期間」に。 

次に、項目５の用語の整理として、「財源措置」ということを、「財源」とか、「全て事

業費等必要なもの」というものに統一したほうがわかりやすいというのと、その後の「転

換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策」、これを書かないほうが「まち・ひと・

しごと創生事業費」というのは、まち・ひと・しごと創生に係る、多岐にわたり使えるも

ので、逆に個別で列挙しないほうがいいと思います。その辺の調整がお構いなければ、ぜ

ひ、全会一致で出させていただきたいと思います。  

◎ 校正、文言調整いうことで対応していきたいと思いますが、どうですか。 

◎ 結構です。 

◎池脇委員長 正場に復します。  

この意見書は、当委員会の委員全員をもって提出することとし、細部の文案の調整は正

副委員長一任ということにしてよろしいでしょうか。  
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（異議なし）  

◎池脇委員長 異議なしと認めます。よって、さよう決定しました。  

次に、「「安全保障法制関連二法案」の撤回を求める意見書（案）」が、県民の会、日本

共産党から提出をされておりますので、お手元に配付してあります。意見書（案）の朗読

は省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

◎池脇委員長 それでは御意見をどうぞ。小休にします。  

（小休）  

◎ 案は意見書の一致を見ないと思います。  

◎ 不一致。 

◎池脇委員長 正場に復します。  

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

次に、「言論弾圧を許さず、厳正な対応を求める意見書（案）」が、日本共産党から提出

されておりますので、お手元に配付してあります。意見書（案）の朗読は省略したいと思

いますが、よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

◎池脇委員長 それでは御意見をどうぞ。小休にします。  

（小休）  

◎ 本文中の中段に、「安倍首相は、遺憾の意を示したが、発言があったのは「党の正式な

会合ではない」と無関係を装い、国民への謝罪も行っていない」と書かれておりますが、

「国会の中で最終的には党本部で行われたことで、総裁である私には責任がある」という

ことも言われ謝罪もされております。下のほうに行って、「責任の明確化と謝罪、処分など

厳正な対応」等書かれておりますが、先ほど最終的な責任と認め、発言した関係議員に対

しては、役職停止、厳重注意等々の処分も行っておりますので、ちょっと内容が事実と違

うので、自由民主党としては、この意見書には乗れません。  

◎ しかし、そのメディアへのいろんな言い方とか民主主義の問題などでは、この意見書

（案）つくった後での国会の対応もありますから、文言を少し変えてもということにはな

らないんでしょう。  

◎ そうですね。その報道圧力問題に対しても、報道の自由を軽視し、沖縄の負担軽減と

振興等々に尽くしてきた党のこれまでの活動とその発言とは違うと、そういうことは明確

に認めて、謝罪もしていますので、なかなか文言調整をしてということでも自由民主党と

しては乗れないと。  

◎ ということでよろしいですか。  

◎ はい。 
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◎ 言論の自由を守る要請はしっかりと認識をしております。  

◎池脇委員長 正場に復します。  

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

次に、「マイナンバー制度運用の一旦中止を求める意見書（案）」が、日本共産党から提

出されておりますので、お手元に配付してあります。意見書（案）の朗読は省略したいと

思いますが、よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

◎池脇委員長 それでは、御意見をどうぞ。小休にします。  

（小休）  

◎ これは運用そのもの本当に大変なことになる。前回 12 月だったか２月だったか、もう

退任された○○元県議が「こんなことやったら大ごとになりゃせんか」と文化厚生委員会

でつぶやいてらっしゃったのを思い出しますけど。実態をよくよく見るにつけ、ちょっと

立ちどまる必要があるんじゃないかと。 

◎ 今回は執行部のほうからも、その制度、質、システム等々についての説明もありまし

たが、実際ここに書かれている「国が一元管理をすることを狙ったものである」、これはや

っぱり事実と反しますし、その後の「国民にとって、何らメリットはない」。やはりここは

きちんと公平公正な社会をつくっていくということで、これまで結婚等によって社会番号

が変わってきた、いろんな問題を起きにくくすると、そして国民にとっても、利便性を高

めるということでやっておりますので、今後、国民に対する今回の委員会でもありました

不安であるとか、そういったところをしっかりと周知をして制度の運営についても、本当

に厳格に、例えば成り済まし、情報漏えいであるとか、そういったことがない運営に、国

に対しては精いっぱい努めていただくことを、また私たちも訴えていかないかんと思いま

すので、この意見書にはちょっと賛同できかねるものです。  

◎ 不一致ですね。  

◎池脇委員長 正場に復します。 

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

次に、「「国の責任による 35 人以下学級の前進」を求める意見書（案）」が、日本共産党

から提出されておりますので、お手元に配付してあります。意見書（案）の朗読は省略し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし）  

◎池脇委員長 それでは御意見をどうぞ。小休にします。  

（小休）  

◎ ぜひ、全会一致で通してもらいたいと思ってるんですが。 

◎ 自由民主党としては 35 人以下学級の前進の重要性は大変認めておりますし、国会のほ
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うでも全会一致で法律通ったもので、現状１年生に対して、法律に基づいて 35 人学級、２

年生に対しては予算措置ということでやって、それを今後鋭意進めていくということも、

法律の附則にも書かれてますので、将来的にはぜひやっていける方向になってもらいたい

という思いもあるし、安倍首相にしても鋭意努力をしていくと国会で答えられてます。 

ただ、現実の難しい教育環境の中で、現在行っているさまざまな問題に対する会が全国

で 900 人ぐらい、平成 27 年度予算にも盛り込まれておりますし、ただ財務省のほうは 35

人学級に対して、１年生の 35 人学級にした経緯にその後、いじめ等々の問題行動が減って

いないと。 

◎ そうじゃないよ。  

◎ そういうことで財務省としては、40 人学級にも戻すべきという発言もしていますので、

そういうことは絶対もうない。 

◎ 文部科学省と財務省が違うものね。言いゆうこと。  

◎ 違います。だから、文部科学省として 35 人学級全国一律で進めていけば、今、高知県

なんかも、加配の分で１年生２年生の加配の分、決まった分以外に 400 人ぐらいのさまざ

まな課題に対する加配をいただいてますので、そのことが全国一律 35 人学級というのにな

った場合に、やはり人口の多いところへそういったものが行って、高知県が今いろんな課

題に対し受けている、その 400 人余りの加配が今のものは受けられなくなる懸念もありま

すので、その辺は少し考えられながら、というところですね。  

◎ 郡部校では関係ないんですね。だから大きい規模の学校でより手厚い教育になってい

くというのは先行してやっぱり高知県もやっていく努力はしゆうわけよね。それを国がし

っかりやってよと前進させていくことで、さらに地方も頑張れるという中身だと思うので、

こんなことこそは賛成してもらいたいなと思うけど。  

◎ 現実に両方、今の習熟度とか、やってる加配分と 35 人学級と両方できれば、それは理

想ですけど。  

◎ きちんと体制を整えることが加配とかでなくて大事なんです。 

◎ どうも不一致のようですね。  

◎池脇委員長 では、正場に復します。  

意見の一致を見ないので、本意見書の検討を終わり、議会運営委員会に差し戻します。 

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

７月８日水曜日の委員会は、委員長報告の協議等のために時間をいただきまして、午後

３時から委員長報告の取りまとめ等を行いますので、よろしくお願いします。 

これで、本日の委員会を閉会します。              

 （11 時 22 分閉会） 


