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平成 27 年５月 13 日 

◎三石議長 どうもお待たせしました。 

本日は、最初の委員会でありますので、私のほうから招集をさせていただきました。皆

様、御承知のとおり、平成 27 年度の当初予算は、課題解決先進県を目指した力強い取り組

みにより、人口の減少による負のスパイラルを克服するため、７年連続となる前年度を上

回る積極的な予算編成となっております。こうした中、効果的な予算執行に当たっては、

執行部に対するきめ細かなチェック、そして積極的な政策提言など、委員会の果たす役割

はますます重要となってきております。委員の皆様におかれましては、県民の負託に応え

るためにも活発な御議論をお願い申し上げます。 

（担当書記挨拶） 

◎事務局 本日は初めての委員会でありますので、委員長が互選されるまでの間、委員会

条例第７条第２項の規定によりまして、年長であります池脇委員さんにその職務をお願い

いたします。 

◎池脇年長委員 それでは、年長である私が暫時の間、議事を進めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。ただいまから、委員会を開会します。 

（10 時 14 分開会） 

直ちに委員長の互選を行います。互選の方法はいかがいたしましょうか。 

（「選挙で」と言う者あり） 

◎池脇年長委員 選挙にせよという発言がありましたので、これより委員長の互選を投票

によって行います。 

お諮りいたします。投票の方法は、単記無記名であります。所定の投票用紙に被選挙人

の氏名を記載の上、投票願います。その他の選挙手続はすべて正副議長選挙の方法により

たいと存じますが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇年長委員 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

立会人に、上田周五君、中根佐知さんを指名いたしたいと存じますが、御異議ありませ

んか。 

（異議なし） 

◎池脇年長委員 御異議なしと認めます。よって、立会人に、上田周五君、中根佐知さん

を指名いたします。御両人は御了承願います。 

それでは、書記に投票用紙を配付させます。 

（投票用紙配付） 

◎池脇年長委員 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（なし） 
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◎池脇年長委員 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

◎池脇年長委員 異常なしと認めます。 

点呼に応じて、順次投票を願います。今城誠司君、田中徹君、西内健君、梶原大介君、

三石文隆君、石井孝君、上田周五君、下村勝幸君、中根佐知さん、池脇純一。 

 投票漏れはありませんか。 

（なし） 

◎池脇年長委員 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

開票を行います。上田周五君、中根佐知さん、立ち会いを願います。 

（開票） 

◎池脇年長委員 選挙の結果を報告いたします。 

投票総数 10 票。有効投票 10 票、無効投票０票。有効投票中、池脇純一９票、中根佐知

さん１票。以上のとおりであります。 

この選挙の法定得票数は３票であります。したがいまして、私、池脇純一が委員長に当

選いたしました。 

 それでは、委員長就任の御挨拶を申し上げます。 

このたびは、皆様方に選出をしていただきまして、まことにありがとうございます。高

知県の総務委員会は、非常に大きな課題を背負っておる委員会でございます。特に地方創

生、または教育課題、行財政課題等を含めまして、当委員会で議論をするということは大

変重要であると思います。皆様方の活発な御議論が展開されますように、しっかり議事進

行をさせていただきたいと思います。力はございませんけれども、皆様方の御協力をいた

だきまして、委員会が円滑に進みますことをお願い申し上げまして、御挨拶にさせていた

だきます。ありがとうございます。 

 それでは、本日の委員会の以後の日程等を書記に配付させます。 

（日程案配付） 

◎池脇委員長 お諮りいたします。本日の委員会の以後の日程につきましては、お手元に

お配りいたしました日程案のとおりで御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 異議なしと認めます。 

それでは、これより副委員長の互選を行います。互選の方法はいかがいたしましょうか。 

（「指名推選で」と言う者あり） 

◎池脇委員長 「指名推選にせよ」という発言がございました。副委員長の互選の方法に

つきましては、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 
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（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

お諮りいたします。委員長である私が指名することにいたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

副委員長に西内健君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま指名をいたしました西内健君を副委員長の当選人と定める

ことに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました西内健君が副

委員長に当選されました。 

ただいま副委員長に当選されました西内健君に本席から告知をいたします。ここで、副

委員長の就任の御挨拶があります。 

◎西内副委員長 ただいま皆様の推挙によりまして、副委員長を拝命することとなりまし

た。当委員会は、警察、そして教育という特殊な組織を抱えております。近年はコンプラ

イアンスの問題であるとか、いろいろ内部の問題を抱えているところがあろうかと思いま

す。そういったことも含め、適切に、また円滑に皆様に御議論をいただき、審査を行って

いただきたいと思いますし、また微力ながら委員長とともにこの委員会を運営していきた

いと思いますので、御協力どうぞよろしくお願いいたします。 

◎池脇委員長 以上で、副委員長の互選を終わりました。 

続いて、委員席を決定したいと存じますが、いかがいたしましょうか。 

（「委員長一任」と言う者あり） 

◎池脇委員長 それでは、私のほうで決定することにいたします。 

（書記が委員長から委員席の封筒を受け取り名札を置く） 

◎池脇委員長 これで、委員席は決定いたしました。各委員は、名札の席にお移りくださ

い。 

 次に、「閉会中の継続審査の件」を議題といたします。 

お諮りいたします。当委員会は、閉会中も継続して審査並びに調査をしたいので、お手

元にお配りしてある（案）のとおり申し出ることに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

この際、お諮りいたします。「今後の委員会活動日程の件」を日程に追加し、議題とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 
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（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議なしと認めます。 

それでは、「今後の委員会活動日程の件」を議題といたします。書記に資料の配付と説

明をさせます。 

（委員会活動日程案配付） 

◎書記 それでは、ただいまお配りしました今後の委員会活動日程案につきまして、御説

明いたします。 

本年度も例年どおり、６月議会が始まるまでに本庁各課の業務概要と出先機関の調査を

行うよう計画しております。 

まず、本庁の業務概要調査を５月 19 日火曜日から 21 日木曜日までの３日間で行う予定

です。総務委員会が所管する部局は、総務部、教育委員会、警察本部、会計管理局、監査

委員事務局、人事委員会事務局、それと議会事務局となります。 

次に、県内出先機関等の業務概要調査ですが、お配りしてある資料の２枚目「平成 27

年度総務委員会出先調査計画（案）」をごらんください。２月議会の委員会において、各委

員の御意見を伺い取りまとめたものです。５月 25 日の高知市・土佐市方面から始まりまし

て、６月 12 日の土佐市・須崎市方面まで、延べ 10 日間、47 機関を予定しております。以

前は、県立学校全部の調査を行っておりましたが、各学校での調査活動の充実を図るため、

１つの学校の調査時間を長くとりまして、学校長への質疑のほか、授業見学を行うことと

しております。このため、日程的な制約もございますので、調査対象を県立学校 41 校のう

ち 21 校とすることとしています。中高一貫校については当面の間、また学校再編の対象高

校である、高知追手前高校吾北分校、高知南中・高校、高知西高校、須崎高校、須崎工業

高校につきましては調査対象に含めることとしており、それ以外の県立学校は、２年間に

分けて調査をすることとしております。なお、市町村立学校につきましては、今年度は４

つの小中学校、香美市立鏡野中学校、津野町立中央小学校、四万十市立中村小学校、高知

市立一宮中学校の視察を行うこととしております。また、今年度は弓道場、高知青少年の

家、青少年体育館、塩見記念青少年プラザ、埋蔵文化財センターの５つの指定管理施設の

調査も行うこととしております。移動につきましては、基本的に中型バスを利用し、道が

狭くてバスが入っていけないところへはジャンボタクシーを借り上げることとしておりま

す。 

以上で、委員会活動日程案の説明を終わらせていただきます。 

◎池脇委員長 御協議をお願いします。御意見をどうぞ。 

（なし） 

◎池脇委員長 よろしいですか。 

それでは、今後の委員会活動日程については、お手元にお配りしてある日程案によりた
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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 御異議をなしと認め、さよう決します。 

以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしましたが、ここで委員の皆さんにお諮り

いたしたいことがあります。執行部から「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、報告を行いたい旨の申し出があっておりますので、本日これを受ける

ことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議ないものと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

執行部から報告を受ける時間につきましては、この後、議会運営委員会、正副委員長会

が順次予定されておりますので、終了後とし、ここで休憩といたします。再開時刻は 11

時 30 分といたします。 

（休憩 10 時 38 分～11 時 29 分） 

 

◎池脇委員長 定刻になりましたので、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

それでは、総務部から「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」、

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。 

◎梶総務部長 おはようございます。４月から総務部長を拝命しました梶と申します。 

よろしくお願いします。 

まず初めに、本日出席をしております幹部職員の紹介をさせていただきます。 

（幹部職員自己紹介） 

◎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ました免震材料の大臣認定

不適合につきましては、３月 17 日と３月 19 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、新たに発覚した事実等がございます。このため、改めてこれ

までの経過及び県の対応を御説明させていただくものでございます。県といたしましては、

東洋ゴム工業株式会社に対し、１日でも早く県民の皆様が安心して生活できるよう、可及

的速やかに免震装置の交換を初めとした誠意ある対応を求め、庁舎等の安全性をしっかり

と確保してまいりたいと考えております。 

それでは、その詳細につきまして、県有施設の営繕を担当しております建築課長から説

明させていただきます。 

◎池脇委員長 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
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をさせていただきます。 

まず、資料の説明をいたします。１つ目は報告事項の概要でございます。それから、２

つ目はこれまでの経過を別添という形でお配りしております。それから、３つ目としまし

て、東洋ゴム工業のプレスリリース等の資料集をつけております。以上、３つの資料をつ

けさせていただいております。 

まず、免震装置について簡単に御説明をさせていただきます。地震が発生した場合、建

築物は地盤の動きにつられて揺られますが、建築物の基礎部分等に免震装置を入れること

によって、水平方向の揺れを抑える効果があります。このため、備品やパソコンが倒れた

り落下したりすることもなく業務を継続することが可能になります。県では、災害時にも

重要な機能を果たすことが求められ、特に重要な建築物にゴムを使用した免震構造を採用

することとしていますが、今回問題になっているのは、このゴムを使用した免震装置です。 

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、今までの経過でござ

いますが、別添をごらんください。これまでの経過を、東洋ゴム工業、国土交通省、高知

県のそれぞれにまとめたものでございます。冒頭の総務部長の御説明と一部重複する部分

もございますが、これに沿って御説明いたします。本年３月 13 日に、東洋ゴム工業が製造

した免震装置で、大臣認定不適合等の製品が全国で 55 棟、県内には全国最多となる９棟で

使用されていることが公表されました。同日付で国土交通省からも東洋ゴム工業から報告

があったことについて公表がありました。 

資料集の１の１ページをごらんください。今回の免震装置の問題点は、①大臣認定不適

合について、②大臣認定不正取得についての２点です。 

具体的には、資料集２の５ページをごらんください。上半分の上の表、一番上の表が①

に該当し、下の表が②に該当しています。県庁本庁舎、安芸総合庁舎、高知東警察署及び

新南国警察署の４つの県有施設については、①と②の両方に該当しております。 

別添にお戻りください。この公表を受けまして、３月 17 日の欄にありますように、東

洋ゴム工業に速やかに事情聴取を行いました。まず、東洋ゴム工業から県民、県、その他

関係者へのおわび、経過説明があり、その中で具体的な不正の内容としまして、実験デー

タから得られた補正係数ではなく、担当者が恣意的な補正係数を用いて計算をしていたと

いう説明がありました。 

また、今後の対応としまして、構造安全性を再検証し、安全性に懸念が生じた場合は、

交換等の対応を速やかに進めるとの説明があり、その際に提供を受けた、施設ごとの正し

いデータは資料集３の１から３の５ページに添付しております。そのうち、資料集３の１、

２ページの県庁本庁舎を例に不適合の内容を御説明いたします。資料集３－１をお開きく

ださい。グラフは横軸がゴムの固さを示す等価水平剛性を、縦軸がゴムの粘り強さを示す

等価減衰定数をあらわしております。グラフ中央に赤い点線と青い点線が描かれておりま
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す。これが大臣認定で求める性能評価基準項目の１つであります、製造ばらつきの基準値

の許容範囲を示しています。グラフの赤い四角の点は、実際に設置された一つ一つの免震

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なければなりませ

んが、県庁本庁舎の 72 基の免震装置のうち、10 基のみが中に、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、この表でいけば青い丸が赤い点線枠の右下の

隅にあろうかと思いますけれども、これが本来であれば青い点線の中になければなりませ

ん。同様に、資料集３の３ページが安芸総合庁舎、資料集３の４ページが高知東警察署、

資料集３の５ページが新南国警察署の正しいデータであらわされたグラフでございます。

免震装置個々の数値と平均値のばらつきのいずれもが定められた許容範囲内になければな

りませんが、これらの４棟はどちらか、もしくは両方が許容範囲を外れてしまっています。 

次に、資料集４の１ページをごらんください。県では、正しいデータの提供を受けたそ

の日に、県庁本庁舎についてそのデータに基づき簡易分析を行いました。下の白い角囲み

の下線部にありますように、直ちに危険がある状態ではないと推測されることを発表し、

県民の不安を少しでも解消することに努めてまいります。 

別添の経緯にお戻りください。３月 19 日の総務委員会では、東洋ゴム工業からの説明

内容と質疑の概要及び県庁本庁舎の簡易分析結果等を御報告いたしました。総務委員会か

らは、「県有施設４棟の免震材料の大臣認定不適合な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をすることを求める」という全会一致の意見が出さ

れ、それを踏まえまして、３月 20 日に知事名で東洋ゴム工業に誠意ある対応を求める旨の

内容の要請文書を送付いたしました。 

別添の２ページ目をお開きください。３月 30 日の高知県の欄でございます。東洋ゴム

工業から、３月 20 日の知事からの要請文書に対して、県有施設については可及的速やかに

解決を図るべく、代替品（他社製品も含む）との交換対応につき誠意をもって協議する。

また、それ以外の５棟についても関係者の意向に反しない限り、可及的速やかに全数の取

りかえを進めるとの回答がありました。 

その後は、交換についての協議を進めていく中で事態は一定落ちつくものと考えており

ましたが、４月 21 日に、資料 12 にありますように、①55 棟以外にも大臣認定の性能評価

基準に適合しない製品を販売していた事実、②大臣認定の取得の際に一部瑕疵のある申請

があった疑いという、新たな２点の事実が東洋ゴム工業より公表されました。県有施設に

は該当がなかったものの、県内では９棟の大臣認定不適合等があることも公表されました。 

報告事項の概要にお戻りください。２東洋ゴム工業の免震装置が設置されている建築物

の状況の表をごらんください。現時点での建築物の状況をまとめたものでございます。先

ほど御説明しましたように、３月 13 日公表分と４月 21 日公表分を加えますと、全国では、

東洋ゴム工業の製造した免震装置を使用する建築物総数 209 棟のうち、大臣認定不適合が



- 8 - 

145 棟。データが欠損し、適合性の判定ができないものが９棟。合わせて 154 棟に問題が

あります。県内では大臣認定不適合品を使用しているものが 17 施設 18 棟あります。これ

らについては、構造安全性が問題となります。 

３構造安全性の検証をごらんください。東洋ゴム工業は上の表の①②③を加えた 154 棟

のうち 132 棟、これには県内の 18 棟はすべて含まれますが、これらについて、震度６強か

ら７程度の地震に対して倒壊するおそれはないことを３月 30 日と４月 30 日に公表しまし

た。 

（２）国道交通省の見解にありますように、国土交通省は東洋ゴム工業による構造安全

性の検証に用いられたデータについて、不正な操作が行われていないものであることを確

認しています。 

２ページ目をお開きください。また、国土交通省は東洋ゴム工業によって構造安全性が

検証された 132 棟の建築物において第三者機関に評価を依頼した結果、震度６強から７程

度の地震に対して倒壊するおそれはないことを確認したと公表しています。 

続きまして、４東洋ゴム工業の対応でございます。東洋ゴム工業は、３月 13 日に公表

した 55 棟の免震材料については、その全てを、所有者等の意向に反しない限り、当初の設

計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと取りかえる方針を決定したこ

とを公表しています。また、その準備として、同業他社に最大限の協力を依頼し、社内に

専門チームを編成して、性能評価基準に適合する製品を製造すべく全力を挙げて取り組み

中であることも、３月 25 日に公表しています。 

最後に、５高知県の今後の対応ですが、県有施設４棟を含む県内 17 施設 18 棟につきま

しては、３月 20 日に知事名で東洋ゴム工業に要請したとおり、所有者に対して免震装置の

交換のスケジュールを迅速かつ具体的に示してもらうなど、誠意ある対応を引き続き求め

てまいります。県有施設である県庁本庁舎、安芸総合庁舎、高知東警察署、工事中の新南

国警察署につきましては、免震装置を交換する場合の具体的な施工方法等について、東洋

ゴム工業、施工業者、設計業者と協議を行っているところです。 

なお、工事中の新図書館は、当初計画では７月下旬に東洋ゴム工業製の免震装置を搬入

する予定でありましたが、現在、東洋ゴム工業は免震装置の出荷を見合わせており、搬入

時期が未定となっています。現時点では設置予定の免震装置は大臣認定不適合であるとの

発表はありませんが、一方で、先ほど申し上げましたように、東洋ゴム工業が大臣認定を

取得する際に、既に大臣認定が取り消された３製品以外にも瑕疵のある申請があったこと

が判明していることから、大臣認定が取り消される可能性も否定できない状況であります。

現在、国土交通省で調査中であるため、その推移を注視するとともに、情報収集に努めて

いるところです。 

また、５月８日には衆議院の国土交通委員会に、東洋ゴム工業の山本社長ら関係者が参
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考人として招致され、免震ゴム関連の審議が行われましたが、その際、山本社長は、今回

の不正についての謝罪と、性能不足の免震装置の交換費用を補償することを改めて表明す

るとともに、みずからの進退についても検討する考えを示したとの公表があっております。 

以上で報告を終わります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 今回から総務委員会のほうに来させてもらいましたが、以前の総務委員会の

ほうで、大まかな説明があったわけですよね。ちょっと重複するかもしれませんが、今後

の対応のところで、迅速かつ具体的に示してもらう、ということ。それと、設計業者と協

議を行っている、ということ。終わりのほうに、大臣認定が取り消されるようなおそれも

あるというようなことも出てきていますが、東洋ゴム工業本体が持ちこたえることができ

るだろうか、私はとても心配しています。会社自体が潰れるというか、そんなことも思う

んですが、もう少し具体的にどのあたりまで話が進んでるのかということを説明してくだ

さい。 

◎奥谷土木部長 東洋ゴム工業自体が潰れてしまいますと、こうした話がなくなってしま

うおそれもあります。ただ、きょうの朝刊によれば、特別損失を 140 億円計上したという

日経新聞等の報道がございます。それを引いてもまだ純利益がございますので、直ちに、

今現在、この新聞記事によれば、いきなり倒産に向かうといったことにはならないと思っ

ております。 

◎田中建築課長 現在、具体的に県有施設につきましては、免震装置を実際に交換した場

合に、本当に大丈夫なのかということを検証するための構造計算、検証を行っておりまし

て、もうすぐ結果が出ることになっております。今、そういう段階です。 

それから、大臣認定が取り消される可能性ということでございますが、この件に関しま

しては、東洋ゴム工業は 17 件の大臣認定を取得しておるようでございます。その 17 件の

大臣認定を取得したものの製品がこの表の表にある 209 棟に設置されているということで

ございまして、その内訳については、実はまだ明らかになっておりませんが、だめな場合

でも最大 209 棟ということだろうと思います。今現在、不適合及びデータの欠損をしてい

るのが 154 棟と、既に出ておりますので、広がりはそれほどは多くないかなと思っており

ます。 

◎三石委員 交換スケジュールを迅速かつ具体的に示してもらうなど、協議対応を引き続

き求めていくということですが、妙に抽象的な感じを受けるので、内容についてもっと具

体的に詳しく説明してください。 

◎田中建築課長 この問題が発覚して以来、東洋ゴム工業と直接連絡をとり、今後どのよ

うなスケジュールで、交換にしていただけるのかということを、ずっと問いかけてまいり

ました。ただ、東洋ゴム工業からは、交換はするということは聞いておりますが、具体的



- 10 - 

にいつからどのようなスケジュールでという答えがまだ得られておりません。 

その理由としましては、品物をいつそろえられるかどうかがわからないということがあ

ろうかと思います。そういうことで、私どものほうも、とにかく時期についてしつこく聞

いていくということが必要と思っております。 

◎三石委員 いつからということがわからないと不安なんですよ。こんなことでいいんだ

ろうかと思います。やっぱり、強く求めていかないといけないと思うんです。強く求めて

いるとは思いますが、そこらあたりはどうなんですか。 

◎田中建築課長 当初、55 棟の問題が発覚したときに、東洋ゴム工業は、全てを交換する

と発表したわけですが、そのときに、全てを交換するのに恐らく１年程度はかかるだろう

という発表もしております。その後、実は全国で 90 棟が不適合ということになりまして、

その交換の対象がまたふえております。そういうことから考えますと、全ての問題が片づ

くのは数年間かかるのではないかなと思っておりますので、早いものは早いとは思います

が、時間のかかるものは数年間かかるということになるのではないかと思っております。 

◎三石委員 初めに発表した後で、また出てきてるわけですよね。これはちょっといかん

ですよね。 

それと、同じようなゴムを扱ってる業者との協力を得てやっていくということも言われ

ているみたいですが、どういう状況になっているんでしょうか。 

◎田中建築課長 具体的な例を挙げさせていただきますと、県庁の本庁舎に関しましては、

実は、他社と一緒に現地をもう確認しております。免震ゴムというのはメーカーごとで若

干、形状、大きさなどが違っておりますので、そのまま交換するわけにはいきません。今

の免震装置と同じような形に若干つくりかえる必要がございますので、そのための現地確

認も既になされております。早いところではそういう作業も進んでおりますが、遅いとこ

ろはまだそこまで至ってない、という状況です。 

◎三石委員 きょうのところはこれぐらいで終わりますけど、やっぱり本県だけではない

んですよね。こういう形で不安を持ったまま、いつになるやらわからないというのは、い

かんですよ。だから、東洋ゴム工業にも、もっと、本当にしっかりしてもらわないと。そ

れと同時に、県のほうも強力に、「どうなってるんだ。本当にはっきりしなさい。」という

強い対応をしていただきたい。いつになるかわからないという今の状況はだめですよ。は

っきりとこのことを県民に知らせる必要があります。強く要請をしておきます。 

◎中根委員 私も困った問題であると思います。それで、待っていて解決するのかどうか

ということを１点お聞きしたい。 

それから、耐震・免震に問題があるというだけではなくて、その後のメンテナンスも含

めて、前回の委員会で討議をされているんでしょうか。東洋ゴム工業との契約の内容とい

うのはどんなふうになっているんですか。 
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◎田中建築課長 当然、待っていてはいけないと思っておりまして、こちらのほうから、

先ほど三石委員も言われたように、早急な対応をきつく求めていかないといけないと思っ

ております。 

それから、契約に関しましては、現状の契約は設置するだけです。例えば、経年劣化で

交換する必要が生じたという場合には新たな契約ということになります。 

◎中根委員 先ほど他社の方と一緒に微妙な違いがあるところを見られたということでし

たが、そういうふうに東洋ゴム工業との契約をこれからずっと続けるということになれば、

これから先も東洋ゴム工業に頼りながらメンテナンスを進めていくということになるわけ

ですよね。そういうことを考えると、一度契約はしているけれど、こういう大変な不祥事

があった中、別の信頼が置ける会社の製品を使う判断を現時点ですべきではないかと思い

ます。特に新図書館などについては、まだ発注にはなってないわけですから、そういう判

断をここでしないと、ずっと将来にわたり、１回１回の契約の時点で大変な判断をしなけ

ればならない状況が起こるんじゃないかと心配します。これから先の契約のあり方と、そ

れから新図書館については、今、できるのであれば、他社にかえるという判断はできない

か、この２点についてはどうでしょうか。 

◎田中建築課長 まず、免震装置の契約は、例えば、県が直接、東洋ゴム工業や免震装置

のメーカーと設置の契約をするのではなく、いわゆる建築工事を行う建設業者が下請業者

として東洋ゴム工業の製品を使うという形態になります。ですから、既にもう行っている

ものについては何もやることはできないわけですが、当然、こういう問題が起こった以上、

今後、免震装置を設置する建物を発注する際には、今回の問題の原因である品質管理とい

う部分の信頼性も当然確認した上で、世間の信頼性が回復したということがない限りは、

設計の中に入れることは当然避けるべきだと思っております。 

◎国則新図書館整備課長 当初、新図書館の設計時におきましては、東洋ゴム製品以外で

も提供が可能な免震装置にしておりました。しかしながら、上部躯体の設計がほぼ完了を

した段階におきまして、南海トラフ地震の新想定が出されて再検討を行いました結果、上

部躯体の大幅な変更を伴わずに南海地震に対応できる免震装置が、今回採用しております

東洋ゴム工業のせん断弾性係数が 0.35 という製品ですので、それを採用しております。 

今回、新図書館のほうで採用をしている製品につきましては、他社には同等の性能の製

品がないという状況です。仮に他社の製品に変更をした場合には、建物の上部躯体の変更、

設計の変更、構造計算、建物の構造に係る大臣認定を再取得することなどが必要となって

きまして、工期的にも十数カ月の工期の延長が必要になります。また、費用の面でも膨大

な追加の費用が生じる見込みであるという事情がございます。こうした点も踏まえまして、

慎重に検討を行う必要があると考えております。現時点においては、設置予定の免震装置

は大臣認定に不適合な製品とはなっていないということで、資料集の 12－３をごらんいた
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だけますでしょうか。こちらのほうにＨＲＢ－Ｇ35 という製品がございます。こちらの製

品が今回、新図書館のほうで採用する予定の製品となっておりまして、先ほど御説明しま

したが、枠がありまして、それが許容範囲ということで、こちらの製品の約８割が適合の

中にあったということでございます。その下にＳＨＲＢ－Ｅ４という製品がありますが、

これがいわゆる 0.39 というところで、本庁舎で使っている製品でございまして、これは約

１割が適合というところで、そもそも本庁舎と新図書館では使用する製品が違っておりま

す。現時点ではこういう状況もありまして、他社製品に変更することにはならないだろう

と考えておりますが、ただ、東洋ゴム製品の新たな品質管理体制が確立し、それが信頼で

きるものであると判断できるということが前提条件であるとは考えております。今週の月

曜日に東洋ゴム工業の担当者に直接お会いしまして、担当者の話によると、新図書館のほ

うで使用する免震ゴム 72 個については、既に製品はできており、東洋ゴム工業の自社によ

る性能検査を実施したところ、全ての製品で性能上の問題はなかったと、聞きました。 

◎中根委員 新図書館の 12－３の資料で、８割が適用範囲の中に入っていたということで

すが、８割でも大丈夫なんですか。100％でなくていいのか、教えてください。 

◎田中建築課長 これは先ほど御説明いたしましたが、囲みがいわゆる性能の許容範囲で

ございます。ですから、これからはみ出ておるものは、実は出荷してはいけないものにな

ります。このＨＲＢ－Ｇ35 という製品につきましては、製造した段階で８割がオーケーと

いうことですが、約２割はだめ、いわゆる不良品としてはねるべきものということでござ

います。ただ、それが現実には出荷されておるということでございます。 

◎中根委員 そういう場合に、最終的チェックを行えるような機能はあるんですか。不良

品に当たったから仕方がありません、では済まないという気がしますが。 

◎田中建築課長 一つ一つの性能検査をして、その性能を確かめるということは、発注者

においてはなかなか難しい部分がございます。そのために、こういう製品はすべて大臣認

定という制度を採用しておりまして、大臣認定の製品であれば、発注者はある程度信用し

て使うという仕組みができ上がっております。そこをごまかしたということですので、発

注者側はまさかこういうものが納入されておるということは考えていなかったということ

でございます。 

◎中根委員 発注者側の責任ではなく、製品をつくる側に、残念なことにそういうことが

まかり通っていて、実際に検査をすると８割方がオーケーで、大半がオーケーでないとこ

ろもあると。これはやっぱり企業として大変な責任を東洋ゴム工業は負わざるを得ないの

ではないかと思います。ですから、大臣認定がとれているか、とれていないか、精査がき

ちんとできない限り、東洋ゴム製品を本当に信頼していいのか。今、一生懸命努力をされ

ているということですが、本当に 100％大臣認定オーケーだという製品になっていくのか

どうか。そうでない限り、県民の財産として建物を建てるというゴーサインを送るべきで
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はないと思います。難しい判断だと思いますが、その見きわめ方、見きわめている今の現

状をもう一度コンパクトに言っていただけますか。 

◎田中建築課長 図書館を例にとりますと、今後設置する予定のものは、当然一つ一つ性

能検査をやって、それを何らかの方法で確認をして、この枠の中に入っておることを確認

して搬入していただくということになると思います。実際、先ほど新図書館整備課長から

も説明しましたように、新図書館用の 72 基というのは既にでき上がっておりまして、自社

での性能試験というのは終わっております。性能はこの囲みの中に入っておるということ

になっております。それを東洋ゴム工業の試験だけで信用するのか、それとも、別の機関

でもう一度試験をして、それを確認するのかというところまではまだできておりませんが、

あくまでも自社の試験では許容範囲の中に入っているとは聞いております。 

◎上田（周）委員 先ほどから、免震装置を交換するというお話をされていますが、技術

的に可能なものですか。 

◎田中建築課長 免震装置の交換は、実は余り前例がございません。一部の大手ゼネコン

が試験的に交換をやったという事例がございまして、一般の建物を簡単に交換できるとい

うものではありません。ただし、県庁におきましては、免震化するに当たりまして、免震

装置の交換と同じような工事を実はもう既にやっております。既存の建物を持ち上げて、

その下に免震装置を入れて、今の建物をもとに戻すということをやっておりますので、簡

単に言えば、それと似たようなことをもう一度やればもとどおりになると、交換ができる

と思っております。 

◎上田（周）委員 前例が今まで余りないというのは、あるにはあるということですか。

初めから、全国的にそういった想定をしてないですよね。そういう技術的なものが確立さ

れているのかどうか教えてください。 

◎田中建築課長 前例は一部のゼネコンであります。ただ、おっしゃられましたように、

一般的な技術とはなっておりません。建物を持ち上げる技術を持った業者というのは、日

本にもそれほど多くございません。本庁舎は日本で数社しかない専門業者が下請として参

入してきて、今の免震化がされたということですので、そういう面におきましても若干専

門家が少なく、技術的には一定可能ですが、一度に幾つもということには恐らくならない

と思いますので、時間がかかってしまうのかなと思っております。 

◎上田（周）委員 ということは、交換の時期の予測が今の時点ではできないということ

ですか。 

◎田中建築課長 材料の供給の問題、建物を持ち上げる業者の問題などがございますので、

例えば何月から始めて何月に終わるというスケジュールは今のところまだ、お示しできな

い状態です。 

◎中根委員 再度、新図書館について。工事そのものを変更すると、建築設計を初めとす
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る大変な作業や費用が発生するというお話でしたが、そこで今のこの不安定な状況の中、

工事を進めていかざるを得ないという判断をしているんですか。それともまだ見守ってい

るという段階なのかお聞かせください。 

◎国則新図書館整備課長 先ほど申し上げましたが、現時点においては大臣認定の不適合

な製品とはなっていないということです。今週月曜日に東洋ゴム工業の担当者から聞いた

ところでは、自社だけでの性能検査では信頼が得られないので、他社による性能検査を別

途行い、自社のデータと他社とのデータを突き合わせて、データの信憑性を高める方向で

検討をしているということでございました。私のほうからは、検査要領や検査マニュアル

につきまして書類できちんと整理をしていただいて、納得できるような形で示していただ

くということと、ほかに安全性を確保する方策がないかということも検討していただくよ

うに申し入れを行っております。現時点で考えられることといいますと、免震装置の第三

者機関、例えば日本免震構造協会や一般財団法人の日本建築センター等によってきちっと

評価をしていただいて、製品の安全性が確認できればと思っております。 

◎中根委員 県民にわかりやすく、そして安全であるというものをつくらなければ意味が

ないわけですから、すごく慎重にそのあたりの判断を進めてもらいたいと思います。また、

先ほど建築課長は、今後のメンテナンスも含めた長いつき合いになるときに、その契約は

ケースバイケースですというふうにおっしゃいましたけど、一つの会社の製品を使うとな

れば、他社にここで変えますというふうにはなかなかならないと思います。ゴム製品の交

換は余りないとおっしゃったけど、どんな場合に交換がされるような状況になるんですか。 

◎田中建築課長 免震ゴムの耐用年数というのは、一般的に 60 年以上と言われております。

建築物の耐用年数もそれにほぼ近いということで、通常であれば、建物が存在している間

に免震装置を交換するということは余りないと思います。ただ、例えば、震度５強や震度

６の地震が起きたら免震装置は変形しますので、うまくもとどおりに戻ってくれればいい

んですが、ちょっとずれた形で揺れがおさまったときに、ずれてしまったままでそのまま

になってしまうということも考えられます。そういうときには一定対応をしないと、建物

がもとあったところからずれた形になってしまいますので、そういうときに交換、もしく

はジャッキ等でもとのところへ戻すという作業が発生する可能性があります。 

◎中根委員 その交換をする場合には、先ほどのまた掘り返して工事をしたときのように

なるんですか。 

◎田中建築課長 そうではありません。今、免震装置を設置してあるところは、「免震ピッ

ト」と言いますが、一定スペースがございまして、ある程度作業もできるようになってお

ります。ですから、今あるものを外へ運び出して、新しいものを入れて交換することが可

能なスペースはあります。 

◎梶原委員 この前の総務委員会でも説明があったかもしれませんが、東洋ゴム工業の製
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品が全国の免震装置の中で使用されるシェアはどれぐらいの割合ですか。 

また、今回こういう問題になっていますが、この製品が価格や性能等、いかなる優位性

を持って、どれだけのシェアを獲得しているのか、その辺の状況がわかれば教えてくださ

い。 

◎田中建築課長 シェアについては具体的な数字はちょっと把握しておりませんけれども、

余り多くないということは聞いております。 

免震装置をどういうものを選択するかということに関しましては、建物の設計を行った

際に、免震装置の上に乗る建物の構造上の特性に一番合っておるものを既存の幾つかの仕

様の中から選ぶという形で行いますので、全く同じものが存在しておれば、それはもう業

者間の取引の中で決まるものだと思いますし、そうでなければやはり技術的に構造上一番

マッチしたものが選択されるということになろうかと思います。 

◎梶原委員 先ほど新図書館の話で、その他のものにかえれば同じ性能が得られないと言

われる場合にはかなりの費用がかかるというお話もありましたが、通常であれば、こうい

った不正が発覚すれば、社会または市場から信用を失うという大変なペナルティーという

ものがあるわけです。 

この不正によって認定を受けたことに対し、今後の国土交通省の東洋ゴム工業に対する

処分の状況について、また、県は発注者側として、不正に認定を得た製品を納入した東洋

ゴム工業対してなのか、そういった製品を使った施工業者なのか、設計業者なのか、そう

いったところに対して何らかのペナルティーを求めていくのか、お聞かせください。 

◎奥谷土木部長 ５月９日の新聞報道にありますが、国土交通大臣が、「過去に不正を行っ

た企業であるかどうかで、チェックの程度を変えるべきだと考えている」といった発言を

していますので、何らかの対応は、やはり不正を行ったペナルティーと申しますか、委員

がおっしゃいましたような感じの意向はあるようには考えております。 

◎池脇委員長 よろしいですか、質疑を終わります。 

それでは、執行部は退席願います。 

（執行部退席） 

◎池脇委員長 では、次に、「委員長報告の件」を議題といたします。 

委員長報告につきましては、議会運営委員会の決定により、「閉会中の委員会の審査事

項については、各委員会の判断により、重要なものは次の定例会の開会日に委員長報告を

行う。」こととなっております。 

今回開催しました委員会の内容及び審議の概要については、６月定例会開会日に委員長

報告を行うということで、正・副委員長一任でお願いしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

（異議なし） 
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◎池脇委員長 異議なしと認めます。 

よって、さよう決定いたしました。 

以上をもって、本日の委員会を閉会します。お疲れさまでした。 

（12 時 33 分閉会） 


