
○議長（川杉美津江君） ４番  山口一成議員。 

              （４番  山口一成君 登壇） 

 ○４番（山口一成君） 今定例議会、最後の質問者であります。 

 通告によりまして、大きく二点質問をいたしたいと思っております。第１点目は、大きくひ

っくるめて公害ということに私は通告をいたしました。その第１点目ですが、公害について

は典型七公害と言われております。通告の中にあります四つの公害のほかに、大気汚染

であるとか、土壌汚染であるとか、地盤沈下であるとか、この三つを加えて通常七つの大

きい公害というふうに現在言われております。 

 近くはいなべ市のＡ工場の排水問題がございました。または近くは四日市からの公害と

しての大気汚染、光化学スモッグ、また遠くはいなべ市のＢ社のカドミ土壌汚染などが、

私の頭の中には残っております。 

 イについて質問いたします。本日も質問が少しありましたし、昨日も同僚議員から質問

がございました。瀬古泉の工業地帯、中には筑紫と瀬古泉が混合するような形で工業地

帯が形成されておりますが、Ｃ社地内からの逆伏流水として堤防下からしみ出ている黒

褐色の油、ほかにフッ素等、５月中旬から流れ、現在も流出しておる状況でございます。

昨日も私は見に行ってきました。すでに５ケ月が経っております。どのような対策を考えて

みえるのかを、第１点目の質問といたします。 

 それからロですが、昨年もこの点について質問がございました。再度変わって質問する

次第でございますが、騒音計を買って常時測定するようなことができないかということで

す。それからその中でもう一点ですが、中部空港に２本目の滑走路をつくる計画があると

聞いております。関係市町と連携して中止要望を働きかけてほしいという点でございま

す。 

 次は、３点目のハですが、北勢線スピードアップで家の壁に今まで隙間がなかったのに、

隙間が生じてきたという現況があるわけでございます。振動規制法によりますと、法の施

行は市町村長が執行することになっておりますが、いかがですかということです。 

 ４点目ですが、先程も少し南部議員が触れられましたが、７月 23 日のＢ社の爆発火災

について臭気のことと、自衛防災と言ったらいいでしょうか、工場の自主防災対策と国民

保護計画と私は関連があるというふうに考える次第です。説明はＢ社から先日受けまし

た。また先程議会の局長に聞きますと、９月４日にも来庁されたということを聞きました。 



 以上、４点について町長の答弁を求める次第です。よろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 山口議員の公害に関しましてのご質問に、お答えをさせていただ

きます。 

 まず、瀬古泉地内における員弁川への油流出の件でございますけど、昨日門脇議員に

も現状などを説明させていただきましたけども、６月に流出が発生し、県環境部・建設部・

消防署・警察署とともに現地確認を行い、県がオイルフェンスと油吸着マットを設置し、応

急措置を行いました。その後、原因究明のため県の指導により隣接地において土地所有

者にてボーリング調査を行い、流出源を特定しているところであります。 

 現在も若干の流出が認められ、仮閉切堤を設置し、ボーリング口から油分のくみ上げ

作業がなされております。今後、再発防止を含めた対応について、県環境森林部廃棄物

監視指導室において調査・検討されているところであります。 

 このことにつきましては、発生当初は第三種頭首工の農業用取水口におきまして、わず

かな油膜が見受けられたものの、東員町や桑名市において農業用水・水道水への影響

は確認されておりません。 

 次に、飛行機に伴う騒音につきまして、昨年は６月 24 日から 30 日の７日間にかけて、

本年度は６月 23 日から 29 日に実施をされております。いずれも航空機騒音にかかる環

境基準値を下回っている報告を受けております。 

 北勢線における振動につきましては、枕木、道床の改良、レールの交換などで対応し、

車両の振動の軽減も図られているところでございます。また、町内の化学工場爆発火災

にかかる異臭に関しましては、事件の原因につきまして警察署・消防署・労働基準監督

署が現地調査中であります。事故の状況、概要につきましては、議員も現地で会社から

の説明を受けられ、ご存じのことと思います。今後、各所管署より原因などの報告公表が

ありますので、順次お知らせをさせていただきます。 

 いずれにいたしましても、環境保全は原因者の使命でありますので、私たちの立場とし

ては環境基準の遵守を原因者に対して指導することと、万一事故等により発生したとき

には、その対処に当たることにありますので、ご理解のほどお願いを申し上げます。 



 自主防災体制につきましては、当該化学工場で保安出動隊組織をつくり、緊急事態を

想定し、出動体制をとり、国際的な認証対象規格である労働安全衛生マネジメントシステ

ムを導入し、非常事態時のマニュアルを作成していると確認をしているところでございま

す。よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

 なお、国民保護条例とのということもございました。国民保護条例に関しましては、町内

の施設等が武力攻撃、またはテロの攻撃を受けたときに、被害が発生した等に東員町は

その計画に基づきまして本部を設置し、国・県、他の市町との連携をし、警報・避難の指

示を行う。そして安全な場所へ誘導をする。なお安否情報の収集とか提供を行いまして、

武力攻撃事態への対処を行うとしておりますので、どうぞその辺ご理解をいただきたいと

思います。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） お答えありがとうございました。再質問をさせていただきます。 

 昨日の門脇議員にも答弁されたように、油の流出はいまだ原因不明であるという、町長

の答弁がありましたが、私はそれを一歩踏み込んで質問させていただきます。簡潔にお

答えを願いたいと思います。 

 なぜ、黒褐色の油が流れ出るのか、それも私は伏流水と言わずに逆伏流水と先程言い

ました。 

それも 40 年ぐらい前のものです。 

 それからもう一点ですが、フッ素がなぜボーリングをしたときに出てきたのか、このこと

について、町長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 ご答弁の前でございますけども、先程国民保護条例ということ申し上げました。国民保

護計画でございますので、訂正をさせていただきます。 

 先程の員弁川の流出ということなんですけど、私どももですね、それが何故という原因

というんですか、そのことに関しては承知をいたしておりません。そんなことで今いろいろ

県のほうはですね、何故というところをいろいろ研究中ちゅうんですか、ボーリングをして

ですね、 



原因究明に努めておるということだけでございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 石油の中でも一番重いものがタールでございます。沈殿していた

ものが層となって蓄積しているのだと思いますが、いかがですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。そういうことについてもわかりませ

ん。 

当然、県としては出てきたものを試験的にどういうものが含まれておるか、そういうのは

当然研究しておると思います。ただ、それがどういうことでという断定ができないということ

だと思います。もう当然、出てきた油分については、もういろいろ研究は当然されておると

思いますので、その辺をご理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） Ｃ社の敷地内でのボーリングは25箇所されました。油混じりの土

の層が確認されていると、工場長さんも言ってみえます。この私は図面を自分で手描きし

てきました。図面を見ていただきたいと思いますが、Ｃ社はここですね。Ｃ社の北側のここ

に描きました５つの黒丸です。黒丸のところから特に油の層が厚く見られておると工場長

は言うてみえました。ゆえにＣ社よりも北の敷地に広範囲にわたっていると考えるわけで

すが、いかがですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。この件に関しましては、町長という

か、私のほうには何ら書類等も上がっておりませんので、わかっとる範囲内というか、わ

かっておれば原課のほうから答弁させます。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） お答えをさせていただきます。 

 この北側の敷地境界からのボーリングの件につきましても、その出てきた土壌からのそ

の油分であるとか、いろんな物資の分析もされておりますけれども、まだそれのところの



流出源、一番の源の特定がなされておりません。それも今現在調査中でございますし、

その油の内容がどんなものであるか、いろんな油もございます。潤滑油とか、それから廃

オイルであるとか、本当の重油であるとか、いろんなものがございますが、その物質もま

だ特定したとは聞いておりません。これもすべて今現在調査中でありますので、よろしくお

願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） ごみの処分場として東員町では大木地内に処分場がございまし

た。その跡はこの工業地帯が処分場になったのか、笹尾に行く前のね。なったのかどう

かということですが、町指定の処分場に指定されたことがありますか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。町の一般廃棄物ちゅうんですか、

家庭から出るごみですね。40 年ぐらい前ですか、大木前の員弁川沿いの大木前のその

前というのですか、その前に私のこれもうろ覚えでございますけど、一時そういう家庭の

ごみをほったというのですか、時期はあると思います。ただ、あくまでそれは家庭から出る

ごみでございますので、一般廃棄物ということでございます、産業廃棄物ではございませ

んので、そんなことはあったかなと覚えるぐらいでございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 私はここに、このような写真を持ってきました。皆さん方にはなか

なかわかってもらえんと思いますが、上の写真がちょうど土砂を取った跡の溜めみたいに

なっておる広さの写真でございます。下は昭和 46 年５月に火災がありました。この処分

場みたいなところでね。この事実を町長さんは火災のことについて知ってみえますか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。覚えておりません。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） この写真を見ていただければ、広い範囲で溜めができておること。

ですからこれはわかってもらえると思います。この下の火災は黒煙なんです。なぜ黒煙が



出るかと言えば、皆さん想像ができると思います。やはり油であろうというふうに、どなた

が見ても考えられると思います。 

 私、一存でこのことは言っておるのとは違います。現場を見てみえる避難された人たち

もみえるわけなんです。それも昼間なんですよ、真っ昼間にこの火災が起こっておるわけ

です。そういうことで、この火災現場の煙から見て、油が燃えておるということは僕はおわ

かりだというふうに思いますが、砂利を取って溜め池のように、深さ約 20ｍだと言われて

おりますが、大きな池が生まれて、そこに産業廃棄物や生ごみが埋められた。その上に

土を被せて整地して造成され現在の土地となり、現在の工場地帯になったんと思います

が、町長はそれを認められますか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 認められますかと言われると、私答弁に困るんですけれども、あの一帯は砂利採取をさ

れた。お隣の今現在換地処分がきちっとできない部分もあるわけなんでございますけど、

砂利を取ったということは承知をしておりますし、しかし、そこをどういう格好でということま

では、特に民間の場合はその当時は今の時代と違いますので、どんな格好でどうされた

かということは、私どもも承知はしておりません。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 中上や瀬古泉の方は、そのころ四日市のＥ社のダンプカーが毎

日のように入ってきてドラム缶を捨て、または廃油、今で言えばピッチですね。そのような

ものを捨てる業者がたくさんいたということです。なぜ火災が起こったかはわかりません

ですけれども、そのような事実が皆さん方、生きてみえる方々は、すべてそのような事実

を知ってみえるわけなんですね。 

 故に私はここに持ってきましたが、ここに井戸があります、現在この赤の井戸の面、ここ

は今はきれいに飲めるぐらいの水なんですが、飲んでみえません。水を散布されるぐらい

のことです。火災が起きた現場はここなんですね。この赤丸が打ってあるところです。ここ

のところで火災が起きたんです。消防車が来たか来ないかは知らんけれども、地域の人

たちは念仏橋のほうに逃げたと言われております。そういう事実から見て、当時の念仏橋

はこんな木橋ですね。 

もちろん２トン車以上は通ったら駄目やと看板が書いてあります。 



 四日市のほうから来た業者の車は、坂井橋を通って河川敷を通って、それからこの道

を通って、こっからこういうふうに入ってきてここへ捨てたと、こういうふうに証言されてみ

えます。それが地盤沈下し、廃棄物の中に大量に油がやはり捨てられる。それが員弁川

へ今、たまたまＣ社の横から流出しておるのだと言っても私は過言ではないと、私は思っ

ております。 

 次に、フッ素の問題に移りますが、フッ素はボーリング 25 箇所の中で、堤防で３箇所さ

れました。その３箇所の中からフッ素が出てきたわけですね。やはり産廃として捨てられ

たからだと私は思いますが、このフッ素は私の考えでは冷蔵庫しか考えられないんです。

このことは地元の人たちがすべて知ってみえるわけなんですが、特に県の方や桑名市の

水道関係者の方々は、特に桑名の水道の方は毎日水質検査をされてみえます。 

 今後の対策・対応をこういうことについては地元のやはり責任なんだ。そやからという話

が先程町長からありましたですけれども、そういう原因者のやはり、それが取り除かなく

ちゃならない、こういうわけなんですけども、被害はまだ続くわけです。いつまで続くかわ

からんですよ、これ。長いこと僕は続くんだと思いますが、県の２級河川だということだけ

じゃなしに桑名のことも考え、敷地は東員町の敷地なんです。その敷地の中から油が５ケ

月間もすでにもう続いておるんです。今後の対策や対応をしっかりとした町長、答弁を求

めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 先程ご答弁させていただきましたけども、私たちの立場としては環境基準を守ってもらう、

そのために原因者に対して指導するということは、私たちの責務だと思います。しかし、

原因者がわからないわけなんですわね、原因者が。そういうことでまず産業廃棄物ていう

こと、一般廃棄物ではないわけですね。産業廃棄物ということになりますと、県の仕事、

一般廃棄物であれば町の仕事、そして河川等も県の河川、土地は確かに東員町の地内

ということは間違いございません。 

 そういうことで、再度私どもとしては法的なこととか、いろいろのことをですね、研究をさ

せてもらいます。そしてこれからのこともですね、県等に言うべきことは言わさせてもらい

ます。ただ原因者が特定されない中で、どこへどういうふうに調査を、町でせえということ

なんですか。その原因究明を町でせえと言われるわけですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 



 ○４番（山口一成君） 油のドラム缶やピッチを捨てられたところは、トラックから見てど

この会社であるかということはわかっております。これを私はあえてＥ社のダンプカーと、

こう私は申しました。 

 ですから、原因者というんじゃなしに、地域の人たちのことも考え、東員町の敷地内から

出ておるわけなんです。ですから今のＣ社だけから、そこから地盤沈下によってしみ出て

きた。そういうような水は気候の状態や、やはり水の量であるとか、そういうような原因も

多分に僕は含んでおると思いますけれども、先程示したような大きい溜めができ、そこへ

捨てられたものがどんなものであるかということは、先程の写真でわかってもらったと思

います。油かす、ピッチが捨てられたということはわかっておるんです。そこで働いた人た

ちは、鉄くずを探しておったり、豆炭をそこでつくったり、ピッチを混ぜてね、粘土と。混ぜ

てつくったという人がおるんですから。そういうような人たちにも含めて、やはりどこの会

社がどれぐらい捨てたかということは、僕は調査していただければわかると思いますので、

町長の答弁は研究させてもらいますということですので、検討以上の僕はことだと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。イの問題はこれで終わりたいと思います。 

 次に、ロの問題に質問を移らさせていただきます。去年６月議会ですが、山田議員が質

問されてみえました。先程の町長の答弁では、何か何回か何回か、何日間か測定された

ように言われましたが、私がもらいました 18 年度の行政報告書の 64 ページに、環境騒音

測定として出ておりますが、今年は２月 19 日から 20 日まで 24 時間なんです。１日だけ測

ったんですよ。その測ったのも笹尾連絡所、山田集落センター、神田公園横、たったの１

日なんですよ。 

 それで、どれだけの騒音があったかというレベルも 48 から 52 が昼間、38 から 44 が夜

なんです。今年は２月 10 日から 20 日まで書いてありますが、夜中からか昼間からか、24

時間なんです。たったの１日間なんです。雨が降る前の曇り空の時、南から風が吹いて

おる時、そのような時に低空で飛行機がセントレアへ着陸する態勢に入って、東員町から

北東方向に飛行機がカーブした時のその音、そういうような音は昼間、今ですと夏ですの

で、窓をどこの家も開けてみえます。それが北から南へ滑走路に着陸するわけです。現

在でもそのようであるのに、24 時間体制の第２滑走路をセントレアにつくるということにな

ったら、これは 24 時間なんですから、夜中にも飛行機が飛んでもらうんですよ。それには

特に貨物を輸送するということです。 

 関空で同じようにあります。羽田にもあります。けれども国交省の大臣まで来て名古屋

でこのように２本目の滑走路をつくる協議会をつくるというような協議を、今始めておるわ

けなんですから、関係市町とこの前は 41 騒音測量点があるということでクリアしておると

いう答弁をこの前もいただきました。 



 けれども、今年の場合はわずかに１日なんです。冬の時なんですね。北風が吹いてお

る。北西の風が吹いておる時、騒音はありませんよ。飛行機は北向いて上がりますよ。風

に向かって飛行機は上がるんです。それですから、ここらの上はほとんど通りませんです。

そういうようなことを考えて、このことを言いたいわけです。 

 だから、測量計を常時測定できるような、１週間じゃなしに１ケ月ぐらい、測量ができるよ

うな騒音測定をしていただきたい。それができなければ何とかして、それほど高いものじ

ゃありませんです。ですから、騒音計を購入してみることはできないかということが第二点

目なんです。その点いかがですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。調査等につきましては、先程の答

弁のとおりでございますので、原課のほうから答弁をさせます。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 先程のご質問の 24 時間だけの騒音の測定という件に

関しましては、これは通常の東員町における普通生活の中での騒音調査、１日 24 時間

の中で、どの地区ではどのぐらいの普段の騒音があるんかという調査でございます。 

 先程のその答弁の中で申しました去年の６月 24 日から６月 30 日、あるいは今年の６月

23 日から６月 29 日と１週間の日にちをとっておるのは、航空機を専門とした、基本とした

騒音調査でございまして、これには、このことにつきましては私どもの費用ではやっており

ません。これは中部国際空港が東員町さんもどれぐらいの振動があるんか、参考にサン

プリングをするということから、私どものその役場の西庁舎の屋上にアンテナマイクを張っ

てですね、１週間騒音調査をしたのが実情でございます。 

 このレベルにつきましても、現在のその基準以下になっておりますので、もしこれがです

ね、基準ぎりぎりであるとか、そんな場合ですとやはり継続的な監視も必要かと思います

けども、まだそんなにひどくはないもんですから、今のやり方、要するに南風が一番よく吹

くであろうという月、やはり５月、６月になろうかと思いますが、その時期にこの地区ででき

たら私どもも毎年これをやってくださいねということは、これからもお願いしていこうと考え

ておりますので、よろしくご理解のほどお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 



 ○４番（山口一成君） 今の部長の答弁で、今年の６月にやられたということを聞きまし

た。ですけれども、航空機の騒音対策特別措置法施行令や施行規則が、昭和 53 年 10

月 10 日に出ております。それによる基準は住宅地の中では 70 フォン以下というふうにな

っておるわけなんです。それをクリアするということについては、やはり並大抵のことでは

ないと思いますけれども、常時測定していただくということを、強く私は要望して次のところ

へ移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ハの問題ですが、振動のことですが、振動規制法は先程は市町村長の権限であるとい

うことを、私は申し上げました。６月議会の時に私の質問に対して、今年は無理だというこ

とでしたが、特に北大社の旧の駅から戸上川の橋りょうまで下り坂になっておるんです。

そこは時速 20km 左制限なんです、下り坂で 20┥なんです。それがちょうどガードに入っ

たところ近所から、大変やかましいということで、よく言う、今で言うたら家の壁が今までこ

こまできちっと密着しておった壁がはがれておるんです。それぐらい振動が多いということ

なんです。私はそこの信号の遮断機のところに立って電車を通るのを見ておりました。 

 そうすると電車が通りますと、枕木と犬釘と線路とのこの動きの幅は３cm ぐらいは僕は

あるというふうに私は見てきました。それがゆえに町長の指導で三岐鉄道の対策室のほ

うへ何らかの申し入れをしていただきたいと思いますが、いかがですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。今、ご指摘のことは、三岐のほう

へ伝えさせていただきます。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 次に、１の最後の問題に移りたいと思います。 

 先程も南部議員が言われ、議長からも発言が少しございましたが、大変対応が敏速で

私は良かったなあというふうに思ってます。というのは議会への対応であるとか、４日の

日は埼玉県から会長さんも見えて謝罪をしていかれたというような話を、局長から聞きま

した。 

 東員町の町民の方がたくさん勤務してみえるＢ社でございます。７月 23 日夜半のあの

爆発の原因は何であったかということは、すぐ２日ぐらい後の新聞に、25 日の新聞だと思

いますが、原因は何やと、さびが原因なんだということがすでに出されておりました。です

から深くは追及はしませんですが、大仲新田の重症された方が一人みえるということです

が、その方も快方に向かってみえるということですので、私は安堵しております。 



 けれども地域の人たち周辺の人たちは、またＲＤＦが爆発したんかなあというふうに思

われた方が多かったようです。町長が今日も何回も言われましたが、安心・安全のまちの

イメージは、爆発で一瞬に吹き飛んでいくんですよ。過酸化水素や水素に対する認識み

たいなものが、やはり試作工程中の事故とは言え、やはりどこか危機意識や危険認識が

なかったのではないかと私は考えるわけですが、いかがですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。会社のほうからの説明等も、30 数

年間の無事故ということから、危機意識の希薄ていうんですか、そんなことがあったとい

うことを聞いております。十分今後そのようなことのないようにですね、改めてお願いさせ

ていただきます。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 水素と言いますとね、ここにアルミニウムの破片があったとしま

す。そこへ希硫酸をかけたら水素は発生するんです。過酸化水素と言いますとね、よく言

う本当の水蒸気を本当に蒸留する過程を通したら、空気とやはり触媒して過酸化水素水

はできるんです。過酸化水素水というのはわからんというような、多分話がありましたの

で、私はあるかいなあと思うて薬局で買うてきました。これです。よく言う私たちはオキシド

ール、オキシウルと名前はもうすでに忘れられておるようなものでございますけれども、

それが故にやはり危険認識がやはり希薄になっておったんかなというふうに思います。 

 それが 24％であったとかね、濃度が。それから蟻酸ですよ。蟻酸はどういうものかと言

いますと、蟻酸はアリが刺したりハチが刺したり、そのときに皮膚に炎症を起こします。そ

れが蟻酸なんです。蟻酸が、あれら蟻酸持っておるんです。蟻酸が皮膚に入ったから腫

れてくるんです。それが蟻酸なんだということを申し述べておきますが、町長の話の中で

は二度と起こらないようにという話がございましたが、昭和 38 年か 40 年か私の頭の中に

は新聞記事が切り抜いてあると思ったんですけども、なかなか探しても出てきませんでし

たが、３月 28 日の朝の午前８時より少し前であったということだけは覚えております。これ

が第１回のこの会社の爆発なんです。これがあったということだけを、やはり皆さん方は

知っておいていただきたいと思います。 

 水素と空気の混合物はやはりこの会社の説明によりますと、やはり急激に分解発熱し、

圧力か上昇し、槽の破裂に至ったと推定すると、さびの発生が原因だというように言われ

ておりますので、これは私が科学的な知識は浅いですけども、酸化と鉄のさび、そういう



ものが空気に触れれば、やはり５倍のさびの発生があるということを私は知っております

ので、そのことを言っておきます。 

 次に、消防団のことが先程も出ましたですが、その昭和 38 年か 40 年の３月 28 日の朝

の８時前に爆発した時には、六把野の消防団の方々はそこの会社の門前まで行ったん

ですよ。そしたら入らせてもらえなんだんです。その団長さんはもう亡くなりましたですけ

れども、あの会社の中には六把野溜があるんです。ですからその溜めを使って何とかし

ようかなと思って、自主的に消防団員魂でその会社の門前まで行ったけれども、その門

から入らせてもらえなんだという状態と、今回の爆発等の関係を見ますと雲泥の差であっ

て、いかに開かれた会社になっておるかということを私は再認識させていただきました。 

 そういうような意味で、東員町のこれからのやはりことについては、しっかりとやはり水

素や過酸化水素のことについて認識を、危険であるということを踏まえていただきたいと

思います。 

 それから国民保護計画というような中で話が出て、なぜこれと山口の質問するのと関係

があるのかということが、他からも聞こえてきました。どうしてかと言いますと、第二次世

界大戦のときに、アメリカはＶ１ロケットを作ったんです。その原料は何やちゅうたら過酸

化水素ですよ。ドイツかイギリスのロンドンにロケットを何回か爆撃しました。そのロケット

は何かと言ったら過酸化水素なんです。日本も沖縄戦、６月 28 日に終わりました。そのロ

ケットを日本も作って沖縄戦で初めて実験しておるんです。それが故に私は国民保護法

ということを使ったです。過酸化水素をやはり甘くみてはあかんのだということで、 100┥

離れた福井県の原子力発電所に攻撃が、もしも他国からあった時にはどうするのかとい

う、何やら遠い話であるが故に、私はあえて過酸化水素でやはりロケットができるんだと

いうことを、再度認識していただきたいなと思っております。 

 ですから次へ、町民の命にかかわることでございますので、責任者として町長しっかり

とそこんとこみていただきたいと思います。 

 最後の質問ですが、時間がほんの少ししかありませんので、簡潔にお答え願いたいと

思います。Ａ社からの問題について、７月 28 日の臨時議会で 3,500 万円繰越金を補填し

て歳入に回したということは、Ａ社の 3,500 万円がなんやら損金を出したからということで

ございますので、法人税率、私は今 30％と思っておりますが、法人税の実行税率とは何

かということを、私に教えてください、それだけで結構です。以上です、総務部長お願いい

たします。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 



 ○総務部長（近藤 洋君） ただいまの山口議員さんの法人税についてのご質問にお

答えをさせていただきます。簡潔ということでございますけれど、やっぱり全体を知ってい

ただくためにも、予定どおりご報告をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に法人町民税等における申告納税制度について、ご説明を申し上げます。法

人税は、事業年度終了の日の翌日から２ケ月以内に税務署に法人税の確定申告書を提

出するとともに、納税を行うこととされております。資本金が１億円以上の法人であれば、

国税は 30％の税率となっております。この税務署への申告と同時に、法人県民税は県税

事務所に、また法人町民税も市町村にそれぞれ確定申告と納税することとされておりま

す。 

 なお、法人町民税の税率は資本金等の額と町内の従業者数に応じて、５万円から 300

万円までの 11 ランクに分かれております均等割と、税務署に申告された法人税額に基づ

き計算される法人税割 12.3％を合わせて納めていただきます。この確定申告以外にも法

人税の予定申告額が 10 万円を超える場合には、事業年度開始の日以後、６ケ月を経過

した日から２ケ月以内に予定申告を提出する義務がございます。一般的に前年の確定申

告額の２分の１を先に予定納税をしていただくこととなっております。 

 そこで、ご質問の先般開催されました臨時議会におきまして、ご承認をいただきました

町税償還金及び還付加算金 3,500 万円の補正予算を提出させていただきました主な理

由を申し上げますと、３月期決算を終えられた法人は、株主総会等の関係上、１ケ月の

申告期限延長をされる法人等もあり、例年５月・６月は多数の確定申告がなされ、その申

告に基づき納税をいただいております。先程ご説明いたしましたように、前年度に予定納

税をされた法人で、今回の確定申告により精算した結果、納め過ぎていた場合は歳出予

算から還付金等を支出いたすこととされております。 

 これまでの還付金の支払い実績等も考慮し、毎年度当初予算で 400 万円を計上いた

しておりました。しかし、今回の確定申告で町内にございます大手製造企業の１社が、各

種原材料価格の極度の高騰、外国メーカーとの価格競争等で、前年度と比べ業績が特

に厳しい状況であったことなどから、還付金が発生し、補正予算を計上させていただいた

ところでございます。ここ数年、景気が上向いていたため、法人町民税の税収も増えてき

ておりますが、前年の予定納税の額が多い法人ほど、一旦企業業績が落ち込むと翌年

の確定申告により、還付金額も多くなってしまうこともご理解をいただきたいと思います。 

 なお、この企業も法人税法の規定に基づき、税務署に税務申告をされてみえますし、私

どもが決算内容をすべて把握しておりませんことから、法人さんの個々の計算内容につ



いてのご答弁は差し控えさせていただきたいと思いますので、どうがご理解をいただくよ

う、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山口一成議員。 

 ○４番（山口一成君） 損金も算入されるということがわかりました。返すようですが、12.

3％という話ですが、詳しくは 12.39 と違いますか、それだけ言っておきます。以上、私の

質問終わります。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） 法人の関係でございますけれど、税率は 12.3％ということで、

12.3％ということでご理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） これにて一般質問を終わります。 


