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あらき：本日、みなさん、お天気のいい中、貴重なお時間をお越しいただきまして、

ありがとうございます。 

これから、マンションの基礎杭の不正施工問題ということで、

日本共産党市会議員団主催で報告会をさせていただきます。時間

は限られておりますので、ぜひみなさんと一緒にまず情報を共有

するということで、今日こういう機会を持たせていただきました。 

 それでは、私たち大貫団長からまず、ごあいさつさせていただ

きます。 

 

１．開会のあいさつ 

   日本共産党横浜市会議員団 団長 大貫 憲夫 

国と最終許可権者である横浜市が責任をもって対策を 

こんにちは。今日はありがとうございます。団長をしておりま

す大貫憲夫です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この問題は、横浜の市民のみなさんの約４割が分譲マンション、

中高層で住んでいるわけです。しかも、３階以上の共同住宅とな

ると48％ですから、半分位の人がこういった問題にかかわってく

るわけです。衣食住の住ですから、この問題というのは、本当に根本的な点で解決し

なければいけない問題だなと思っています。 

 10月この問題が出てきて、即、団としてもこの問題は徹底的にやろうということで、

はたの衆議院議員と大山県会議員、岩崎議員と私で、現地に行ったんです。現地に行

ったら、ちょうど杭のボーリング調査をするということで、新聞記者の方もいっぱい

集まっていました。私、こんなにいいマンション、みんなせっかく高いお金出したの

に大変な話だなと思いながら、その前に岩崎さんがいろいろ調べていたので、その説

明を受けたんですよ。そしたら、周りから新聞記者だとかテレビの各民放やＮＨＫの

方がずっと寄ってきて、時ならずそこで記者会見が始まっちゃった。岩崎さんが説明

したんですけども。 

これは単なる不良、旭化成だけの問題じゃなくて、もっと根っこが深いんじゃない

か。根本的には、1998年の建築基準法の改正、まあ改悪ですよね、規制緩和、ここに

一番の大きな問題があるんじゃないかなというようなことを、彼は新聞記者やマスコ

ミの人たちに対して話したわけです。それまでは、新聞記者の人たちは、単に不正だ

と、旭化成建材だけの問題になんとなく絞っていたんですが、その話の中で、ぐーっ

と変わってきたというように、私、感じがしています。 

そのあと、団でも、市長に対して緊急申し入れをする。それから、決算でも、つい

昨日終わりました第４回定例会でも白井議員がこの問題を取り上げました。 

国と、最終許可権者で責任がある横浜市とで、この問題をどう解決するかというこ
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とを含めまして、私たちがんばっていきたいと思うんですね。 

今日は、国会でがんばっているはたのさん、それから現場でがんばって働いている

国土交通省の方、それと私どもの岩崎の方から報告させていただきますので、どうぞ

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

あらき：それでは、今日司会を務めますあらきです。よろしくお願いします。 

（議員紹介、事務局紹介は省略） 

 それでは、順次これから報告をさせていただきたいと思います。まず、一番この建

築について詳しい岩崎議員から、その次に国土交通省の方から現場がどうなっている

か、最後にはたの衆議院議員の３人に報告をしていただいたあとに、みなさんからの

ご質問やご意見をお受けしたいと思っております。 

 それでは、岩崎議員、お願いします。 

 

２．日本共産党横浜市議団からの報告 

日本共産党横浜市会議員 岩崎 ひろし 

 どうも、みなさん、こんにちは。市会の方では建築・都市整

備・道路常任委員会に所属していまして、今度で５年目になり

ますが、ずっと同じ局にいますので、経過も含めて一番承知し

ているということで、今日、報告しますので、よろしくお願い

します。 

 今日はそうたくさんはお話しができませんので、資料をしっ

かり作っておきました。ここに書いてある事柄は全部裏付けが

ありますので、安心してみていただいて結構です。そのほかにも資料等が必要ならば

あとで準備しますので、おっしゃってください。 

ズレの現場はどうなっているか 

 まず、現場はどういうところ

かというのを知らない人もいら

っしゃると思うので、その写真

を見せていきます。 

 これ（スライド１）がその問

題のマンション群です。大きな

マンションです。ここに写って

いる４つの棟が全部ひとつの団

地になっています。 

 （スライド２）どこでズレが

発見されたかという現場です。 

スライド 1 
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スライド 2 

スライド 3 



4 

 

左側の写真のすきまになっているところがその現場です。どういうようにずれたのか

というのが、これは産経新聞ですが、ほとんどの新聞が自分のとこで作った絵を載せ

ています。 

 図でいうと、左側の白い方の建物と赤いベランダが写っている建物の間の渡り廊下

の部分で、手すりが２㎝程度上下にずれています。 

 （スライド３）これは、インターネットにも出ていますが、事業者から当局が取り

寄せた写真で、現場に一番近いところで撮った写真です。どうずれているかというの

がここに見えています。建築現場や建物に詳しい人は右側の写真を見れば、これが竣

工時点でできたものでないことが一目でわかると思います。完全に床の部分で右側は

接してますが、左側は浮いています。こういうことは竣工の瞬間にはありえない現象

ですから、この現場写真というのは非常に重要だと思います。 

2014年に集中的に発覚したマンション問題 

 この問題が報道されたのが10月14日

で、19日にはたのさんを含めて市議団と

調査をしました（写真右）。そして、11

月12日に国交省との交渉もやりました。 

 この問題が10月の14日に報道されて、

非常に衝撃的にニュースが伝わりました。

またかという印象でみられた方が多かっ

たと思うんですが、スライド４に書きま

スライド 4 
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したように、2014年というのはこういうふうに建築物で問題が次々と起こりました。 

都築のマンションで２㎝のズレが発覚というのを去年の11月と書いてあります。

これが報道されたのは今年の10月の14日です。ですからおよそ10か月ちょっとずれ

ています。しかし、住民のみなさんは14年の11月の時点で問題提起をしています。

ですから、全部去年起こった事態として整理しておきました。 

先ほど団長もいいましたけど、横浜市内では、マンションあるいは共同住宅といわ

れるマンション等に住んでる方が76万世帯います。これは、およそ横浜の住戸の総数

の半分に匹敵します。 

それから、同じく全市民の問題だという話がありましたけど、マンションという建

物は、そこで生活をし、資産を形成するんですけど、手に入れる時はその建物が安全

かどうかは購入者はわからないんですよ。調べようがないわけですよね。今回みたい

に、ずれるとおかしいというのはわかるんだけど、そうでないかぎりわからないこと

ですね。何を根拠に買うかといったら、この不動産会社だったらたぶん大丈夫だろう

とか、ここが造った建物だから大丈夫だろうとか、そういうふうに信頼して買うわけ

です。だから、このことの本質っていうのは、非常に悪質なんですよ。そのことをぜ

ひはっきりさせてかかる必要があると思います。国民、消費者の信頼を根っこのとこ

ろで覆すような悪行だと思いますね。 

市民に寄り添った対応と徹底した原因究明を市長に緊急申し入れ 

次に、われわれ横浜市議団としての取り組み、横浜でやれることをちゃんとやりな

さいということをわれわれ横浜市に求めていますので、そのことをお話ししていきま

す。 

調査を終えてすぐに緊急申し入れをやりました。 

注意してつくってある点は、今回の問題の一番対応しなければならないのは、国交

省であり、国の問題だということです。建築基準法に関わる重大な問題ですから、国

が一番責任を負わなきゃならないと考えています。 

そうはいっても市民が犠牲になっているんだし、被害を受けているんだし、民間指

定機関から報告を受けているのは横浜市であるわけです。しかも、現場が横浜であり

ます。ですから、横浜として最大限の努力をするのは当然ですから、その角度から申

し入れを行いました。 

われわれの行動したのはそこに時系列でスライド５に書いてありますから、みてい

ただければけっこうです。 

横浜市の対応についてですが、建築局の方で議会に対してこの問題でこの間どう対

応をしてきたかということを報告書にまとめて報告をしました。それをＡ３の印刷物

で３頁分添付しました。実際報告されたのはもっと長文のもので６頁あるんですけど、

後半の３頁は公共施設の工事の点検をしたことが報告されています。 

横浜市の対応を語る場合、横浜市はよくがんばっていると思うんです。インターネ

ットなんかでは、横浜と比べてうちのまちは全然だめじゃないかと、もっとがんばれ

という記事があちこちに見受けられます。そういう点では横浜市建築局はそれなりに
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がんばっているといえると思います。それについては、あとでどうがんばっているの

かということをちょっと説明します。 

まずは一番の問題は、ここに住んでいる人が一番困るわけです。大きな地震がきた

らマンション壊れるんじゃないかとか、資産価値がもうバーンと下がるのではないか

とか、引っ越ししなきゃいけないんだけど、子どもの学校どうしようかとか、保育園

どうしようかとか。いろんな問題が出てきます。生活がかかってますから、住居です

からね。そういう市民生活にかかわる問題については、横浜市の出番なわけです。だ

から、ちゃんとやりなさいということで要求をしました。 

これは白井議員が一般質問で追求して、市長もそのことはよくわかってますと答え

ました。スライド６にありますように、建築局を中心にして教育委員会、こども青少

年局、健康福祉局、それから関係区役所で担当者を集めた庁内体制をつくったので、

それで対応していきますということで、開始しています。 

明らか建築基準法違反 

この問題は、安全にかかわる問題です。ですから、原因究明が非常に重要です。原

因究明がちゃんとされない限り結果は出てこない、対策も出てこないという代物だと

思います。では、その原因究明をどうするかということですが、その法的な根拠をス

ライド７に書いておきました。このほかに、マンションという建物のことですから、

関係する法律というのはいくつもあります。建築基準法が中心ですけれども、そのほ

かに宅地建物取引業法、建設業法、建築士法というのがあります。こういう法律がこ

の問題の解明に活用すべき法律だと思います。 

スライド 5 
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ここでは建築基準法を中心に話をしていきたいと思います。建築基準法の施行をす 

るために、施行令が出ています。その38条１と３の項目にこの関係が書いてあります。 

この38条１項３項をみますと、特に３項の方に、基礎の底部、つまり基礎杭でい

うと一番の先端を良好な地盤に達することとしなければならないとなっています。こ

れは義務規定です。今回は、明らかに到達していないということを自分らで発表した

わけですから、これに違反しているんです。だから、建築基準法に違反事項なんです。

だから、もっと国は本腰いれてやらなきゃだめなんですよ。違反行為をしている現場

を見逃しちゃだめなんです。今、国はそうとう腰が引けてますから。だから、これを

もっときちっとやれといわなきゃいけないと思います。これは主に国の責任というこ

とになりますね。 

建築基準法12条５項に従って横浜市は業者に徹底した報告をさせよ 

あと、建築基準法の12条５項というのがあります。これは、私は非常に評価して

いる条項なんですが、工事の状況について報告を求めることができるっていうことが

書いてある。状況と書いてくれたことが非常によかったんです。状況というのは非常

に漠然とした話で、何でもいいわけですよ。だから、工事の様子も言えと、調査デー

タも報告しろと。もう何でもかんでも報告求めることができます。ただ、義務規定じ

ゃないんですね。できる規定なんです。横浜市はそういうことができるっていうだけ

の話なので、横浜市が本気でこれを使ってやるぞっていうふうにやらないと、これは

なかなか使えないわけです。それを使わせる必要があるということです。 

次に、今回は特に杭の工事が問題になったわけですから、杭の工事ってどんなもの

かというのを、しんぶん赤旗日曜版が11月15日付けで出しました（スライド８）。 

横浜市がんばっているとちょっと評価しましたけど、横浜市の足場になっているの

が、先ほど言いました建築基準法第12条５項です。これに基づく調査を始めました。

われわれは、こういうことができるはずだということで申し入れ書に書いておいたん

ですけど、そしたら専門家ですから建築局は承知していました。12条５項に基づいて

横浜市としての調査をやるということで、横浜市の報告書に経過が書いてあります。 

都筑区マンションについては、10月22日に法第12条５項の報告を求めるというこ

とで、横浜市が正式にこの報告を出しなさいということを命じました。それは同じく

11月24日付けにも第２回目の報告を求めるようになっています。 

それから、12月８日付けで同じく12条５項に基づいて、３回目に、かなり大事な

追加の質問、報告を求める指示を出しています。これはあとでちょっと触れます。 

こういうふうに、横浜市は今、原因究明にこの12条５項を使って、ずーっと迫っ

ています。これが、がんばっているというふうに私はちょっと評価した中身です。 

何が解明されて、何が解明されていないのか 

この間、白井さんの質問に対して、市長は答弁をしています（スライド９）。 
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何が解明できて、まだ解明できてないのは何なんだと聞きましたら、市長は、こう

いうふうに答えました。解明できたことは何かというと、未達、杭が届いてないとこ

ろがどこかという場所がわかったと。それから、データの流用があったということが

わかったというだけなんですね。まだわからないのは何かといったら、未達の個所は

わかったけれども、その状況がまだわかっていないとか、データ流用のどこの杭でデ

ータ流用があったのかというところのその中身です。データがどう流用されたかとい

うことまではまだわかっていないというようなことを言いながら、最後に、手すりの

ズレに関する原因究明等は継続中、つまり、２㎝のズレがなんで起こったのかという

ことについては、追求してないわけですよ。だから、それはまずいというふうに、私

たちは思っています。 

徹底した原因究明が再発防止に 

再発防止の対策ですが、市長自身が答弁で、手すりのズレの原因究明が最終的な判

断に影響すると答弁している。わかっているんですよ。だから、手すりのズレの原因

究明をとことんやらないと、結論が出ないという性格を持っています。だから、市長

自身もまだそこができていない、究明中だと答弁しました。 

では、再発防止の対策が立つかというと、原因究明がこのざまでは対策なんか立ち

ようがないわけです。しかも、問題なのは、横浜市として再発防止の対策を具体化す

るという姿勢がないんですね。市長は、国土交通大臣に法令の改正が必要かどうか検

証してくれということをお願いしました、今後も国土交通省と連携をしてやりますと

答弁しています。これじゃ国の姿勢待ちだからだめです。 

横浜市として責任をもって被害住民への対応を 

次に、今後の課題です。私たちは当初から追求してきたように、被害住民に寄り添

ったかたちで、ちゃんと地方自治体としての責任を果たしてくださいということを求

めています。 

実は、西区のマンションで１年程前に傾きが出て、大問題になりました。あれは、

２㎝じゃなくて５㎝下がってたんですね。調べたらひっくり返る危険性があるという

ので、今、マンションに入っていた65世帯全員が退避しています。だから、引っ越し

を完了していてからっぽなんですね、今。ところが、引っ越した人たちは今、補償の

問題、次にどうなるのかという問題、子どもたちの学校の問題とか、抱えているロー

ンはちゃんと遠慮なく請求してきますから、このローンをどうするかとか、もう大変

なわけですよ。それが、現在１年と３か月程も経過しているんだけど、今だはっきり

した見通しが立っていない。非常に困難で長期化する性格を持っています。そういう

ことにちゃんと寄り添えということを私たちは引き続き要求をしていきます。 

具体的には、固定資産税の減免などもちゃんと考えなさいとか、転居が必要な場合

には公的住宅の提供等を検討しなさいとか、保育園や幼稚園、施設を利用されている

高齢者のみなさんに対して施設サービスを受ける場合も入所されている場合もどうす

るかというについての諸手続きについて、これは市がやっていることばっかりですか

ら、市として支援策をちゃんと持たないとだめですよということで、被害にあった人
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たちに対する効果的な支援策を横浜市はちゃんと打ちなさいというのが、今後の課題

の大きな中身です。 

この中身としては、若干法的な問題があって、ストレートに横浜市として処置でき

ない問題が確かにあります。固定資産税のことだとか、公営住宅の提供の仕方なんか

も、ちょっと国の法律との関係が出てくるかもしれませんので、そういうところはよ

く調整して、効果のあるようにやってくれということを要求しています。 

基礎的なデータなしでは原因究明はできない 

次に、原因究明です。市長自身も言っているように、これをちゃんとしないと、あ

とのことは答えが出せないという重要問題です。この間の白井議員の質問でも、２㎝

のズレがなぜ起こったのかということをはっきりさせろと、これを徹底的にやること

が重要だと要求しています。その中から全て原因もわかってくるし、なぜそういうこ

とになったのかという背景も見えてくる。だから、この徹底が何よりも大事だという

ことです。 

事前のボーリング調査がどこで何箇所やられたのかということを言ってくれと当局

に言うんだけど、これはなかなか言ってくれないんですよ。それから、そのボーリン

グのデータをよこしなさいと言っても、出さないんですよ、今のところ。これがない

と、問題点がはっきりしないわけですよ。これは、いろんな理屈を並べて、なかなか

出してくれないんです。建設業者が企業秘密だとか、そこの所有者の個人情報だとか、

もう十重二十重に理由を付けて、明らかにしようとしないわけです。これはみんなの

力で突破する必要があるんじゃないかと。基礎的なデータがわからないで、原因調査

なんてできっこないわけですよ。だから、これを引き続き求めていきたいと。要は、

横浜市が、12条５項のできる規定を本当に使ってとことんやるんだと、そうしないと

市民の命と安全、資産は守れないという立場に立つかどうかが問題だということで、

これからも攻めていきたいと思っています。 

横浜市独自で第三者による検査機関をつくれ 

次に、再発防止のための仕組みが必要です。最初に言いましたように、建築基準法

や関係法をやっぱり改善しないとだめだと思います。1998年に法改正がされて、規制

緩和も同時にされていますし、検査の方法が大幅に変わっているんです。だから、こ

こにメスを入れて、絶対にごまかしを見逃さない仕組みを法できちっとつくらないと

だめです。横浜だけの問題じゃないんです。だから、それをちゃんとやってもらうよ

うに、これははたのさんの仕事になりますけど、そっちの方で話が当然いくつか出る

と思います。私は、横浜市に対して、12条５項を使って、横浜市としてできるルール

づくりをやりなさいと言っています。報告を求めることができるんです。終わってか

らというふうに限定されてないんです。建設をしようとすれば、できる規定が使える

はずなんです。だから、これから建てようとするものは、このルールに従えというこ

とで、横浜市の独自ルールを創設すればいいと思うんですね。 

それから、検査体制がずぶずぶにされましたから、横浜市独自で第三者による検査

機関をつくって、市のチェックをその第三者機関を通じて厳格にやれるような仕組み
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がつくられれば、そうとうしっかりした工事をやることができる。これは公共建築物

では横浜市はやっているわけです。だから、公共建築物でやっていることを民間にも

やらせろということで十分可能だと思いますので、これは今後の課題として引き続き、

未然防止、再発防止のためにやっていきたいと考えています。 

世論で国や市、建設関係企業に責任を果たさせよう 

やっぱり、世論が後ろで押さないと、国も横浜市もちゃんと動かないし、事業者つ

まり今回でいえば三井不動産、三井住友建設、こういう大手の不動産会社とかゼネコ

ンといわれる建設会社は、社会的道義的に本当に断罪下さないといけないような悪い

ことをしていると思うんだけど、これを正すことはなかなか難しいと思います。やっ

ぱり、世論の後押しがないとだめだと思うので、ぜひ今日参加されたみなさんもこの

問題をあいまいにしないできちんとした解決策を生み出すまでがんばるということで、

一緒に運動していただければありがたいなというふうに思っています。以上です。 

 

あらき：岩崎議員からの報告でした。 

それでは、次のマンション傾斜問題の原因と背景ということで、まさに国の問題だ

と岩崎議員が何回も言っていたとおり、国土交通省の方でどうなっているのか、今現

役の国家公務員でもあります葛西さんに来ていただきました。それでは、よろしくお

願いいたします。 

 

３．国土交通省の現場からの報告 

国土交通省関東建設支部副委員長 葛西 浩徳 

お疲れ様でございます。前に本部役員やってましたけど、今

は関東建設支部で副委員長です。 

私からは、傾斜問題の原因と背景の原因ということですけど

も、何といっても国土交通省の責任と、こういうことになりま

す。理由はいくつかあるので、いくつかお話ししたいと思いま

す。 

何をどこまで検査しているのか明らかでないボーリング調査 

まず、岩崎議員が言われたボーリング調査の問題ですね。ボーリング調査で、たと

えばマンションを造るということになりますと、戸建ての家の場合はここにポチンと

やるわけですが、マンションのようにものすごく大きな場合は、通常はメッシュを切

って、何箇所かやっていくわけですけども、それがどう切っているかわからない。デ

ータを出さないというのは、何の調査をしているのかが不十分だということの証でも

あるわけです。もしかしたら１箇所かもしれないということで、そうするととてもじ

ゃないけれども、一律の設計をすれば、こういうような地質がこうなれば当然こうな

っていくと、これはもうだめです。 
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今回行われたダイナウィング工法の施工手順がございますね。通常はボーリングを

やると、上からいろんな層があるんですが、ボーリングマシーンで打ち込んで、１ｍ

ごとに63.5㎏の重りを75㎝の高さから落とし、先端に何回、30㎝で何回その63.5

㎏の重りが何回で30㎝になるかということをＮ値といいます。それが、50以上にな

った境目のところを支持層と呼んでいます。それに基礎杭を１ｍ入れるということな

んです。 

問題は、この支持層でどれくらいの加重がもつのかというのは、実際に打った杭を

調べるわけじゃないんですよ。これがひどくて、国交省の責任だというのは、大臣認

定工法といわれているものです。大臣認定工法は、さまざまな場所で、いわゆる50

以上になって、ここに先端を入れるとどれ位になるのかという試験をいろんな地層で

やって確認をして、その工法を使うんであれば試験をしなくていいですよというもの

です。試験は、私がよくやったのは、杭のところにジャッキを置いて、鋼材を組み上

げていって、ジャッキでひずみを図ります。支持力とひずみの関係というのは比例す

るものですから、いくらのひずみの時は何トンというグラフをつくって、こういう砂

地であればどうですとか礫であればどうですということを調べます。ここの支持層の

ボーリングデータが一番重要なのは何かというと、支持層の地層の種類が書いてある。

このダイナウィング工法は、通常、礫とか岩とかの地盤に適応されるといわれている

んですが、ボーリング調査出さないのは、新聞にも書いてありましたが、土丹層の可

能性があります。土丹は、基本的に礫じゃありませんから。礫というのは砂利ですね、

砂利の層なんですよ。これは、氷河期の時に氷河を削り落として、そしてできたとこ

ろの砂とか砂利の層なんです。今回のダイナウィング工法は、砂層とか砂利層、礫層

といわれているところに適応することになってますから、そうじゃない土丹の場合は、

やっぱり沈むんですね。沈んでる可能性があるんですね。適応が間違っていたかもし

れないということ。なので、一番調査が重要なので、これ出さなきゃいけませんけど。 

さて、どこの場所に、何平米のところにボーリング調査やっているのか、そしてそ

この支持層が何なのかということを見きわめて解明する必要があります。そういうこ

とも含めて、今は建築確認をする指定検査機関は、民間の機関なんですよね。民間の

検査をする機関なものですから、どこまでその検査をやっているのかというのはさっ

ぱりわからないということでございます。 

昔は、直接杭を打ち込んだんですよ。戦後の高度成長期には、ある大きさの鉄の玉

を落とてどれだけ跳ねるかということで、支持層が確認できました。今は、民間の大

臣認定の工法というのは検査をしなくてもいいですから、楽なわけです。なので、一

生懸命、民間がやっているんです。それが実態としてございます。 

今回の問題は都筑区ですから、もしかしたら土丹の可能性が高いんですよね。そう

すると、ダイナウィング工法がそもそも適さないところだと。土丹は礫とか砂礫じゃ

ありませんから、下がっちゃうんです。それが全体として傾きができたのかもしれな

いと思います。 
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下請け会社に重くのしかかる金利や工期 

あとは、施工業者の問題ですが、今はどう考えても５次６次の下請けになっていま

す。元請けは、たとえば100％になりますけど、１次はたとえば20％は取る、２次も

10％、３次も10％取ると。４次の人たちはどうなるかというと、はっきりいうと60％

位でやらなくちゃならないというような関係になっているんですね。 

マンションとして一番いいのは公営住宅ということになるんですけど、結論だけ言

いますと。どうしてかというと、マンションを造るとなると、たとえば100億資金を

借りて、110億ですでに売ってますから、10億儲けているわけです。ところが、お金

を借りてますから、お金が入ってくるのは全て販売してからっていうわけじゃないか

ら、たとえば２％の金利がつくと１年後には102億になるよね。110億で売っちゃて

いるから10億儲けているんですけれども、２％の金利でどんどん借金が増えていきま

すと、儲けがどんどん減るということになります。従いまして、下請け会社は、とに

かく工期が伸びれば工期が伸びるほど儲けは減っちゃうということもあって、もう絶

対こういうことはやりきってしまうということになろうかと思います。 

従いまして、公営住宅であれば、金利なんかの問題ございません。税金で建てるも

んですから。 

安全にかかわる検査を民間に丸投げした国の責任は重大 

民間になると、３つの大問題がありますね。まずひとつは、建築基準法の中で、こ

ういう検査、どれだけのボーリングをして、確認をして、そして公表義務もない。こ

んな馬鹿な話はないということの法律的な問題がひとつです。 

もうひとつは、検査の仕方ですね。検査の仕方を簡略化していますけれども、科学

的にどれだけの支持力があるかというのは、だいたいはわかるわけですよね、今の科

学であれば。しかし、ちゃんと規定をするということがなくて、国土交通省は何もし

てない、無策だということです。これは安全にかかわることなので、規定する必要が

あるわけです。 

もうひとつは、いわゆる指定検査機関を民営化してしまったということで、日本共

産党が提案している新たな検証機関ということは当然必要になってくるということに

なろうかというふうに思います。 

欧米で行われている毎月の出来高払いを日本でも 

それと、一番のおおもとの問題は、諸外国では、アメリカもそうなんですが、住宅

市場というものは全てを民営化していないんです。ロサンジェルスもそうですし、ヨ

ーロッパも民営化していません。半分は公的な住宅で供給するんです、安く。そうす

ると、全体的に公共住宅の方が市場がありますから、それに引っ張られてそんなに高

くならない、民間の方も。 

ということで、その３つがあわさって今回の問題になっているということです。 

下請けの構造の問題、何次下請けがやっているということであれば、これは何が何

でも早く終わって、早く撤退しないと、本当に金利が大変なわけです、下請けだって。 

もうひとつの問題として、日本は今の公共工事はだいたい４割前金をもらって、６
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割が完成払いなんですよ。ところが、そうしますと、４割はもらうけれども、６割は

お金はもらえないんです、完成までには。どうするかというと、銀行から借金するん

ですね。そうすると利息がつきますから、どんどん受注すれば受注しただけ利息も増

えます。元請けだけが銀行から借りるわけじゃないんです。中小の建設会社さんも銀

行から借りるわけですよ。だから、金利を払っているようなもんなんですよね。従い

まして、私たち国土交通省労組が提案しているのが毎月の出来高払いです。諸外国は

全般的に出来高払いなんです。毎月の出来高払いなんです。そうすれば、できた分だ

けお金がどんどん入ってくるわけですね。そうすると借金を返せるんです。そういう

構造的といいますか、これは国土交通省がある意味、反社会的な積算制度をつくって

いるということなんです。 

アメリカも出来高払いですよ。アメリカは、対外的にはいわゆる新自由主義なんで

すけど、国内は社会主義的なことをやっているんですね。日本は、ひどい話なんです

よ。ヨーロッパもそうです。あの陸軍工兵隊の受注でも毎月払いですから。 

やっているところはあるんです、日本でも。それはどこかと言いますと、今、大問

題になっている東電です。東電は、自分たちの100％子会社ばかりなので、毎月払い

やっているんです。お金で、キャッシュフローよくしているんですが。国土交通省は

60％借金をしなきゃ、銀行から借金をしなければ、工事できないというシステムを細

工しているので、そういう意味では二重三重に国土交通省に原因があると言っていた

だきたいと思います。 

行政の責任で銀行依存、民間まかせの建築システムから脱却を 

解決策は、先ほど岩崎議員がおっしゃられたように、ボーリングはどういうふうに

調査するのだ、検査はどういうふうにきちんと科学的にするのかということも決まっ

ていないということなので、それを明らかにしろということです。ボーリング調査は

明らかにしないといけません。ダイナウィング工法は、いわゆる大臣認定の礫と砂の

層でしか支持力が得られないとなってますから、全体的に土丹であれば、工法適用の

間違いということになりますから、横浜市の行政としても見落としてしまったという

ふうになるので、そんな間違いではないと思うんですが、私はそう信じているわけで

す。でも、そういうことになります。 

積算や支払いのシステムとしても銀行依存になってます。本当は公営住宅を半分は

やって、建築の市場をもっと安く市場を誘導するという行政責任があるにもかかわら

ず、100％民営化しているということであります。 

そういうようなことが原因と背景になってますので、改善すべきことはもう明確で

あります。銀行依存でない、公営住宅市場をきちっと半分はつくるということです。

まあ、税金だから高くということではないんですけども、やっぱり安く提供して、民

間のように儲けなくていいわけですから、多少は儲け必要ですけれども、そういう市

場にきちっとしなければいけなかったことにあります。民間検査機関の問題もありま

す。そういうことが原因と背景だと思っていますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上です。 
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あらき：ありがとうございました。大変、原因がわかりやすく、改めて聞いてなるほ

どと思うことがいくつかあったと思います。 

それでは、はたの議員が駆けつけてくださいました。国会の中でも、この問題は追

求すべき課題として取り上げていただけていると思いますし、私たちもいち早く国政

要望でこの問題を国土交通省に伝えているところです。それでは、はたのさんから国

会の報告をお願いしたいと思います。 

 

４．国会からの報告         衆議院議員 はたの君枝 

どうも、みなさん、こんにちは。お疲れ様です。日本共産

党衆議院議員のはたの君枝です。 

日本共産党国会議員団がプロジェクトチームを立ち上げ 

横浜市のマンションの杭打ちのデータの偽装ということで、

この問題が出ました時に、先ほどご報告あったと思いますけ

れども、現地に10月伺わせていただきました。また、その問

題を含めて、国会の方でも、国土交通省からの聞き取りを行

い、さらに国会の党議員団として、プロジェクトチームも立ち上げさせていただいた

ところです。 

責任者は穀田恵二衆議院議員で、事務局長に本村伸子衆議院議員。副責任者が３人

おりまして、参議院の国土交通委員会にいる辰巳孝太郎参議院議員と、東海がこの偽

装が多かったということもあって島津衆議院議員、地元中の地元の私はたのが副責任

者ということで、チームを立ち上げさせていただいております。 

10月19日に、現地に市議団、県議団、それから国会から私ということで伺わせて

いただきました。その時に、大貫憲夫市会議員団長と岩崎ひろし副団長が現地に来ま

して、住民のみなさんからなかなかお話しを聞くことができなくて、マスコミの方が、

何か国会から来たと、詳しい市会議員もいるというので、そのマンションの前の広場

のところが緊急記者会見場のようになりまして、もう岩崎市会議員を中心にして、マ

スコミの方が聞き取りをするというようなことになりました。本当に、何が何なのか

わからない、本当に不安だということが、住民のみなさんをはじめ声が出されたとい

う状況で、まさに手探りの状況で、私たちの調査は始まったわけです。そして10月

30日に、国土交通省からの聞き取りも、市議団、県議団、そして国会から私というこ

とで取り組みをしたわけでございます。 

販売・設計・施工それぞれに責任が 

どこに責任があるのかといいますと、当時は杭打ちを行った旭化成建材あるいはそ

の担当者と、個人の問題というふうに報道をされていたのが多かったんですけど、10

月31日付しんぶん赤旗の報道にありますように、販売も設計も施工もそれぞれ責任が

あるんだということを、国土交通省に言わせました。それで、第三者委員会をつくっ

て対応していくんだということだったわけです。 
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しかし、それも本当にまだとば口に入った状況で、今の状況を結論だけ言いますと、

何もわかっておりません。ボーリング調査をやっと横浜市の協力も得ながら国が業者

等も含めて行うとなったのは、昨日の報道である状況ですね。とにかく、杭は埋まっ

てますから、目に見えない。だからこそ、いろんなデータの偽装を含めて、傾きが起

こるというような、あってはならない事態が起きて、しかもそれが隠されていたと。

これを明らかにしていくというのは、相当なこれからの取り組みが大事になっている

ということです。あとでその理由は申し上げたいと思います。 

党の国会議員団としても国土交通省の責任を含め、この問題を問うていくというこ

とで、杭打ち問題プロジェクトチームを立ち上げました。そして、杭打ち問題チーム

としての国土交通省からの聞き取りも繰り返し行ってきたところです。杭打ち工事偽

装追求へということで、対策チームが開かれたというのが10月12日付しんぶん赤旗

に載っております。 

私、その時に、杭が地盤にまで達していないと、だけれども、それだから危険だか

らとはいえない。説明聞いても私素人だということもあるんですが、本当によくわか

らないと。こういうわからない制度でいいのかと。要するに、杭がいくつか届いてな

くても大丈夫なんですと。それは、構造計算をして、大丈夫だったら大丈夫だと。じ

ゃ、何本までは届いてなくても大丈夫で、それ以上はいいのかと。じゃ、何のための

法律であって制度なのかということになるわけですね。じゃ、打っても、届いても届

いてなくてもいいんだったら、データを確認する必要もないということにもなるわけ

ですから。こういういい加減なことでよいのかということを、私は法整備の不備、そ

して指摘をさせていただいたということがありました。 

国会論戦を通じて明らかになった問題の本質は何か 

次に、国会論戦を通じて明らかになった問題の本質は何かということです。今、臨

時国会の開会を求めてきたんですが、それが開かれない中でもということで、12月の

３日に国土交通委員会が衆議院と参議院でちょうど同じ日に行われ、集中的な議論を

行いました。本村衆議院議員と辰巳参議院議員が行いました。それがしんぶん赤旗12

月４日付の記事です。 

建設業界全体の問題 

大きくいって２つの問題が明らかになったと思います。ひとつは、ひとつの企業の

問題ではあるんだけれども、それだけにとどまらない根の深さがあったと。つまり、

建設業界全体の問題として、明らかになったということです。 

実は、このデータの偽装は、旭化成建材だけではなくて、大手の業界でもいくつか

見つかったということが明らかになりました。いくつか見つかったというのは、自主

申告ですから、それで全部なのかというとわかりませんが、国土交通大臣は、まあ自

主的に言ってもらったから、まあこれはいいじゃないかというふうに言ってしまって

いるという問題もあります。 

なぜ、その追求の手が緩むのか。それは、この問題を追求していると新規工事が行

かなくなると。だから、ちょっとやめておこうかという手心を加えているんじゃない
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かと、本村議員などは指摘したところです。 

データ偽装にとどまらず、工法の問題も 

二つ目に、データ偽装にとどまらず、工法の問題もと。この問題も、特にこれは、

辰巳参議院議員の方で集中的に追求をしたということがあります。 

その中にいくつかの論点、これは全部ご説明する時間はありませんけど、国土交通

大臣としての責任はどうなのかということです。これはしっかり調べなくちゃいけな

いということですが、これからなんですよね。結論からいうと、何もわからないとい

うのが、12月に入ってからの状況です。 

全容解明、迫りましたら、そういうことで、まだわからない。 

背景には重層下請け構造と青田売りの問題が 

それから、背景ですね。なんだったのかと。その点では重層下請け構造の問題点と

いうのがひとつは出てきた。それからもうひとつの背景としての青田売り、出来上が

ってないうちから、もうどんどんローンも組み立てて売るという、このふたつの問題

を、主に本村議員が追求をしました。 

大臣や国土交通省の答弁というのは、重層下請け構造というのは、工事の分担とい

う点では必要なことでございます。だけど、それがいろいろ問題があるということも

あるので、検討しなくちゃいけない。青田売りという先に売るというのも、これはロ

ーンが組みやすいとかいろいろあるんでございますと。しかし、そういうのも検討し

なくちゃいけない。どっちなんですかということですよね。だから、なかなか核心に

迫っていかない。そういうもどかしさはありました。しかし、そういう中でも、そう

いう重層下請け構造の問題や青田売りという問題、これ自身はよくよく検証しなくち

ゃいけないという点では、国土交通大臣もやらなくちゃいけないという問題意識を持

つというふうに、論戦の内容としてありました。 

加えていうのは、そこで問題になったのは工期の問題ですね。とにかく決められた

工期にやらなくちゃいけないと。これは本当に大変な事態を生んでいるというお話し

あったと思うんですが。重なるといけませんので。 

いったい誰が最大の責任者なのか 

じゃあ、いったい誰が最大の責任者なのかということをただしました。工事全体の

管理監督責任を負うのは誰かと、元請け会社だと、一般論だけれども、そうだという

ことが質疑の中で明らかになりました。 

それから、建築基準法に基づく検査が本当に緩められてきていると。だから、第三

者機関の必要性があるんじゃないかと、日本弁護士連合会も言っているじゃないかと

いうことを追求いたしました。それは、そうかもしれないけどと、大臣、お金がかか

ると、コストの面を含めて、なかなかいかないんですと。これは、すぱっと、今度の

問題でやりますというふうにはならない。しかし、この問題点はかねてから明らかに

してきたことなんだと。私たちがこの規制緩和を建築基準法の改正が行われた時にも、

これでいいのかと、緩められるんじゃないかと、安全性がないがしろにされるのでは

ないかと、丸投げが行われるのではないかということを追求してきたことが、今、本
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当に明らかになってきたというふうに思います。 

設計・施工・検査を全て身内で実施 

それから、工事監理者の責任の問題です。これは、横浜の案件に直接かかわること

なので、少しだけ国会の議事録からご紹介をさせていただきたいと思います。 

工事監理者。普通「かんり」というのは竹冠の普通の「管理」なんですが、この工

事の監理者というのは、監督の「監」、業界では下に皿という字が書いてある「監」な

ので、「皿監」というふうに言われるそうです。これは辰巳議員が質問して、私もああ

そうなんだというふうに勉強させていただいたんですが。この役割は何なのかと。つ

まり、結論からいうと、全部身内でやっているということです。基準法と建築士法と

いう両方に工事監理の問題というのはあるんだけど、それを一定規模以上の工事の場

合には、建築士である工事監理者を定めなくちゃいけないというふうになっているん

ですけども。 

じゃ、いったい、今度の横浜市のマンションの件では、誰がやったのかというと、

三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部一級建築士事務所に所属をしている３人

の一級建築士なんですね。その３人の人が全部、設計者と同じだと。つまり、設計施

工が同じ人なんですね。しかも、工事監理者も一緒だと。三位一体で、どうしてこれ

で十分なチェック機能が果たせるのかということが問題になった。大臣は、いや工事

監理のガイドラインというのを定めているんですというふうに言うんだけど、身内が

やっちゃいけないというふうにはなってないんですね。だから、みんな同じ身内でか

ばいあう状況になるということが明らかになりました。 

コストダウンのためのダイナウィング工法 

それから、一番最後に工法の問題。ダイナウィング工法。これ、辰巳議員はそうと

う調べたんですね。岩崎さんが、確か大臣が認可した新しい杭打ちの方法があるんじ

ゃないかと、これがひとつ問題じゃないかと、調べてほしいと言われたわけです。そ

れで、それを国土交通委員の質問をする時に伝えました。 

これは大臣認定を受けた工法だと。それは砂質・礫質というところで認定を受けて

いるんですが、今回の都筑区のマンションの場合は、これに当てはまらないというこ

とで、大臣認定の工法の申請はしなかったと。なんでかというと、あの下は土丹層で、

粘土質なんだけど、もろくなりやすいと。これ、コンクリートが固まらないらしいん

ですね。だから、その大臣認定では認められないというんで、いや認定はいりません

よと、私たちはそれじゃない方法でやりますよということで、土丹層で同じようなダ

イナウィング工法、別の言い方するとプレボーリング拡大根固め工法でやったという

ことです。じゃ、その土丹層という難しい土質のところでこのダイナウィング工法を

使った例が旭化成建材であったのかと、過去10年間3,000件以上行った工事で、ここ

１件しかなかったということなんですね。 

国交省、なんで大臣認定のダイナウィング工法じゃなくて、土丹層でやったんでし

ょうかというふうに聞きますと、だいたい大臣認定については施工場所での試験がい

らなくなると、それから確認申請のための書類を省略できると。つまり、コスト削減
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なんですよ。そのために、この大臣認定というのは使われてきたと。しかし、その土

の質があわないものだから、それは認定を受けないでやった、適応範囲外としてやっ

たということなんです。じゃ、なぜやったのかということは、今、三井住友建設から

ヒアリングをしているところでございますと。そして、横浜市と連携してヒアリング

をやっていると。複数の杭事業者からの提案を受けた結果、現地での試験費用を要す

ることも含めて勘案した上で、総合的に判断して選定したと報告を受けているところ

でございますと。つまり、垣間見えるのは、お金の問題で、やったと。つまり、杭の

本数を減らして、残土の量も減らすことができると。だから、認定はもらってないけ

れども、土丹層でもやったということですね。 

この中で、土木学会が行ったアンケート調査が紹介されているんですが、このプレ

ボーリング工法既製コンクリート杭の半分は、土丹層では施工不可能だというアンケ

ート結果です。それから、支持層の傾斜角が30度以上となると、これも半数で施工不

可能となっているというアンケート結果が出ているんですね。じゃ、この横浜市の都

筑のマンションはどうだったかというと、旭化成によると最大で40度の傾斜があると。

しかも、本当に粘土質で大丈夫なのかというふうに辰巳議員は投げかけました。検証

が必要な工法じゃないかということです。これについても、じゃ、ちゃんとやれたか

どうかというのは、その時点では国土交通省としては資料を持ち合わせていないので

答えられないということで、これは後日資料提出を、委員長を通じて行ったというこ

とです。 

自民党は参考人招致を拒否 

最後に申し上げたいのは、そういうことですから、真相解明はこれからだと。こう

いうことがずーっと放置されてきたということが実態ですから、これ、本当に明らか

にさせるには、そうとうの力が必要だというふうに思っているところです。 

実際、これを隠そうという動きが、逆流が出てきております。11月30日ですが、

参議院の理事懇で、自民党が突然、やろうといっていた参考人招致を撤回したと、や

りませんというふうになりました。それから、12月３日には、衆議院の理事会という

正規の場で本村議員が参考人招致を要求したところ、それを拒否するという状況にな

ってきています。 

なぜか。その裏にあるのは、しんぶん赤旗も報道しましたが、マンション偽装関連

企業から自民党に１億円を超す献金が寄せられている。旭化成は7,000万円、三井不

動産は5,100万円、日立ハイテクノロジーでは440万円。この2009年からの５年間、

そういうことがあるということもみなくてはならないのではないかというふうに思い

ます。 

問題の風化を狙う業界、国交省に徹底した追求を 

最後に、今後の動きですが、国会では、この間、調査をしている対策委員会が中間

とりまとめを年末、今日聞きましたら22日に発表するというふうになっております。

直ちに、年末ですが、国交省からの説明を求めなくてはなりません。 

それから、次期国会、これはもうほぼ１月４日ということで異例の年明け早々の国
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会が始まります。まず、補正予算の委員会審議が入ると思うんですが。先ほど言った

ように、問題の風化を狙っているという業界や国交省に対して、本当に追求をして、

法律や制度を含めた抜本的な体制を求めなくてはなりません。この点でも、市議団の

みなさんの住民に密着した、この間切り開いていただいた建築基準法を駆使して、情

報を出しなさいというふうに国に迫っていただいた、こういう力が必要です。 

ただ、最後に、やっぱり被害を受けた住民、あるいは潜在的にそういう不安をかか

えていらっしゃる住民に寄り添った責任ある支援をどうしていくのかということも、

喫緊の課題として対策を強めなければいけないということですね。この点でも、みな

さんと一緒にがんばっていきたいということで、ご報告にさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

あらき：はたの議員も非常に忙しい中で、コンパクトに国会での状況を報告していた

だけてよかったと思います。 

 それでは、残りの時間はみなさんからの意見交換ということで、もちろんご質問も

お受けしたいと思います。今日、実は、建設関係の組合の方も来ていらっしゃるので、

そういう現場を知っている方からのご報告も受けたいと思っていますので、まずよろ

しくお願いいたします。 

 

５．建設労働組合からの報告 

        横浜建設一般労働組合 吉良 比呂志 

現場作業者が声をあげられない建設業界 

横浜建設一般労働組合の吉良と申します。 

この問題は、組合の業者のみなさんの中でも、今回別にここにかかわったわけじゃ

ないんですけど、あの事件が起きて報道されてから、マスコミから組合に直接電話か

かってきて、そういう業者の取材をさせてもらいたいと。ちょっと興味本位なところ

もいろいろみられたんですけど。 

今日言われたことは、真実である、起きていることなんです。ただ、私たちが業者

や労働者の目から見ると、葛西さんが最初に言われた時に、発注者、不動産屋があっ

て、元請けがあって、実際にあの現場で、今つるし上げを受けている現場代理人は、

派遣会社の労働者ですね。年収300万円位です。つまり、そういう人たちがちゃんと

工事にどうかかわっているかというのは、全く書かれてもいない。まさに潜らされて

いるんですね。この重層下請け。それが、建設業って、大手のゼネコンのブランドト

ップなんですけど、現場作業者はとても元請けの顔が見えたことがないということで

す。むちゃくちゃな条件なんです。 

特に、マンションは、先ほど言ったとおり、たぶん杭を打ち始めた頃は、あのマン

ションは完売をしてたんですね。つまり、全部売れてた。従って、あの杭の事件があ
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って、それをやった業者が中断をしてやり直しをしなきゃいけないなんてことを言っ

ても、そのままやれと。これが業界の通常のやり方だから。昔は、人が落ちても埋め

たなんていうへんな噂がありました。それは、今はないでしょうけど。 

つまり、工期と価格の双方が元請けと発注者の間で徹底的に管理されて、こんな言

い方よくされるんですが、半値八掛け二割引、下請けが受け取るお金が。半値八割二

割引ていったら、計算するとだいたい本当にかかる価格の４割位しか、つまり100万

円もらえたのに40万しかもらえないのが現場の作業員やそういう下請けだというこ

とでいくと、先ほど言ったような品質の問題には、まさに法律も守らなくていいとい

うような状況になっているんです。けっして労働者自身がそこで手抜きをしていると

いうことじゃないということだけは、とりあえず理解していただきたいと思っていま

す。 

もうひとつ、西区三ツ沢のマンションではもっと深刻になっています。私、たまた

ま近くなもので、よくマラソンしてたら、マスコミのクルーがいっぱい来ていて大騒

ぎになったんです。そこの住民の人と話ししたんですけど、あそこはもう、葛西さん

も指摘しておりましたけど、マンションですごいのは、建て替えするとかいろいろや

る時は５分の４の住民の承認がないと動かせないそうですね。従って、あそこを退去

した人たちの何世帯かはもう、あれは住友不動産ですかね、買い取っちゃっていて、

５分の４の決議ができなくなっちゃった。従って、おそらく何の解決もしてないって

言われましたけど、今後も解決の目途が立たない。そのまま、ローンを抱えた人たち

は、あれが資産として価値があるからバランスシートで破産者じゃないですけど、価

値のない建物になっちゃったら、完全にまだとりあえずサラリーマンで年収1,000万

とか、ローンが4,000万、しかしマンションの価値が3,000万あるからバランスとれ

て社会生活営まれるんですけど、たぶん資産価値のないままあそこから出ることにな

って、わずかな補償しかないと、もう社会的には破たん状態という状態で、現役のサ

ラリーマンが放置されちゃう。つまり、これは、あれの原因がどうのこうのというよ

りも、そこに住んでいた人たちをどう救済するのかっていうことを最優先にした運動

をして、お国でやらないと、特に都築のマンションは世帯数も多いですし、三ツ沢の

マンションより。本当に深刻な、あるいはへたをすると自殺者が出るようなことにな

りかねないなとちょっと危惧をしているところです。詳しいことは、またみなさんの

方からご報告いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

（この後、会場の出席者と報告報告者との意見交換が行われましたが、省略します。） 


