
 

◎議案第１号 平成１５年度白老町一般会計補正予算（第２号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第３、議案第１号 平成１５年度白老町一般会計補正予算（第

２号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 はい、辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） それでは、議案第１号をご説明いたします。 

  議案第１号、平成１５年度白老町一般会計補正予算（第２号）。平成１５年度白老町の一般

会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，５３３千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，９２６，１７４千円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成１５年７月２５日提出、白老町長。 

  次、２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては記載のとおり

でありますので、説明を省略させていただきます。 

  次、歳入歳出事項別明細書の説明をいたしますけれども、６ページの歳出からご説明させ

ていただきます。 

 ２歳出、２款総務費１項１８目諸費、１，６００千円の追加であります。税等過誤納還付金

等の追加であります。法人町民税の中間納付に係る還付。あるいは道町民税の過年度分の修正

申告等によりまして、還付金及び加算金が不足するため、追加するものであります。 

 ８款土木費１項１目土木総務費、３４０千円の追加であります。土木施設管理事務経費３４

０千円でありますが、交通事故等の賠償金であります。先ほど、専決処分の報告をいたしてお

ります、２件の道路管理上から損害を与えた車両の物損事故２件につきまして、賠償金を計上

するものであります。 

 なお、財源といたしましては、諸費として保険金が全額充当されます。 

 次、２項４目交通安全施設整備費、４，５９３千円の追加であります。交通安全施設整備事

業４，５９３千円であります。内容につきましては、町道萩野十二間線の JR の交差部に位置

します、萩野人道跨線橋でございますけれども、昭和４７年度に建設され約３０年間経過して

おりますが、保守点検の結果早期に改修を要することから、改修工事及びＪＲ北海道に対する

監督負担金を計上するものであります。 

 改修工事の内容といたしましては、歩線橋の下部にコンクリート落下防止用鋼板を取り付け

るものであります。 

 以上で歳出の説明を終わらせていただきまして、次４ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 １歳入、９款地方交付税１項１目地方交付税、２，６４９千円の追加であります。内訳とい



たしましては、普通交付税の追加であります。 

今回の補正予算に必要な一般財源６，１９３千円のうち、繰越金を除きます不足分の２，６

４９千円を経常するものであります。 

なお、平成１５年度の普通交付税の交付額につきましては、本日閣議で決定されることにな

っておりますので、白老町分につきまして、その概要を、資料ですね。本日お配りの資料にご

ざいますので、その資料に基づきまして、若干説明をさせていただきたいと思いますので、そ

ちらをご覧いただきたいと思います。 

右肩に資料という文字を記載しております、平成１５年度普通交付税等算定結果でございま

す。 

普通交付税につきましては、人口等の基礎数値と国から示されます単位表とを元に、基準財

政需要額を算出し、当該年度の税収と一般財源見込額の７５％を基準財政収入額として計算し、

基準財政需要額から収入額を差し引きまして、交付基準額を計算することとなっております。   

さらに交付基準額から全国的な交付全体額の調整のために、調整額を控除して交付決定額を

算出するというような仕組みになってございます。 

本日決定となります交付決定額につきましては、１５年度の欄でございますけれども、（A）

の所でございますけれども、３，３７５，２５５千円でございます。１４年度の実績と対比い

たしまして、２２０，３０６千円の減、率にいたしまして－６．１％となってございます。 

１４年度につきましては、前年度の交付税検査の結果、過年度の調整を要するということで、

錯誤の額が８６，９０３千円、これは上乗せになってございますので、１４年度のその調整分

を控除しますと、実質的な増減につきましては（Ａ）の下の欄の１３３，４０３千円の減。率

にして－３．８％でございます。 

この伸び率につきまして、平成１５年度の地方財政計画では、これは都道府県及び市町村全

体での伸び率でございますけれども、－７．５％となっておりまして、それらの減少率をです

ね、下回るような形で白老町の伸び率がなってございます。 

市町村分とか都道府県分の内訳につきましては、本日の決定後のですね、発表を待たないと

ちょっと比較ができませんけれども、一応全国的には－７．５ということになってございます。  

参考までに、昨年平成１４年度のですね、白老町の交付税の伸びにつきましては、交付決定

額では－３．０％。１４年度の上乗せとなりました、錯誤分を除くと－５．４％となっており

まして、総額については錯誤の分がありますので、前年度１４年度よりも１５年度の方がちょ

っと、減少率が大きいということになっておりますけれども、錯誤を除きます実質的な伸び率

の－３．８につきましては、１４年度の実績の伸びの－５．４よりもですね、減少の幅が小さ

くなったと。そういうふうになってございます。 

あと、参考でございますけれども、交付税の不足分を補てんいたします、臨時財政対策債に

ついても、発行見込額が算出されておりまして、１５年度の見通しといたしましては、６０１， 

４００千円ということになってございます。伸び率で７７．７％。全国的な伸びの８１．９％

りは率的に下回るような形になっております。 



この実質的な交付税、普通交付税の額というのは、この臨時財政対策債を加えた額というふ

うに見なすことができますので、これらを合計した額で比較いたしますと、１５年度の総額３，

９７６，６５５千円につきましては、前年度と比較して４２，５９４千円、＋１．１％という

ことになってございます。 

実質的な値では、１４年度の錯誤を除きます実質的な伸びでは３．４％の伸び、昨年度と比

較して、昨年度の実質的の伸び０．１％よりも上回るような形になってございます。 

なお、結果につきましては以上でございますけれども、平成１５年度の一般会計当初予算に

計上いたしております予算額と比較してのお話を、ちょっと概要、口頭でありますけれども、

ちょっと申し上げたいと思います。 

今回の交付決定額３，３７５，２５５千円でございますけれども、当初予算の編成におきま

しては、一応交付見込額を３，２００，０００千円というふうに見込んでございました。そし

てその内、当初予算に計上額は３，１００，０００千円ということで、普通交付税の額ですね、

計上してございます。 

それと比較しまして、当初予算と比較して、プラス２７５，２５５千円という形になります。

この２７５，２５５千円のうち１００，０００千円については当初予算段階から、一応留保分

ということでですね、カウントしている部分でございます。 

ただ、臨時財政対策債につきましては、当初予算で６６３，０００千円予算計上しておりま

したけれども、決定見込額については６０１，４００千円ということで、６１，０００千円ほ

ど予算より少ない額になってございます。 

これらを差し引きますと、普通交付税と臨時財政対策債を合計した額で申しますと、当初予

算と比較してプラス２１３，６５５千円。この内１００，０００千円分は、当初からですね、

留保した分だということで、当初予算の見込よりはプラス１１０，０００千円ほど、今回の算

定結果プラスになったと。一応そういうような状況になってございます。 

議案の方にちょっと戻らせていただきます。次、１８款繰越金でございます。１項１目繰越

金、３，５４４千円の追加であります。前年度繰越金でございますけれども、平成１４年度の

一般会計の決算剰余金は、１０７，１４４，７５２円となっておりますが、その２分の１を超

える額として５３，６００千円が、財政調整基金へ積み立てられ、その残りの５３，５４４千

円が１５年度予算に計上すべき繰越金の額となります。 

前回の１号補正予算までで、５０，０００千円の予算計上がなされておりますので、その残

額の３，５４４千円全額を今回経常するものであります。 

次、１９款諸収入でありますけれども、これにつきましては交通事故賠償等保険金でござい

まして、歳出説明済みの保険金３４０千円の計上であります。 

以上で一般会計補正予算第２号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

はい、１５番、近藤 守議員。 



○１５番（近藤 守君） １５番、近藤です。ただ今の萩野の人道跨線橋の補修の話が出てお

りますけれども、この歩道橋は萩野小中学校の通学路になっております。 

 そういうことで、工事に関してですね、どのようにされるのか。もし分かれば教えていただ

きたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 先ほどご説明がありましたように、この人道跨線橋につきまして

はですね３０年経過しているということで、相当老朽化しております。 

 そういうふうな中でですね、１２年度から緊急応急的なさび落とし等を行なってきたのです

が、今回 JR との検査の中でですね、そのさび落としたあとに、要するに一部真詰コンクリー

トがむき出しになった部分が、床板が腐食しまして、そういうような危険な状況になっている

というご指摘の中でですね、今回それの落下を防止するためにですね、腐食されております横

断桁の、横断桁がですね、全部で１５箇所ありますがその４箇所の取替えというか改修と、そ

れとその主桁部分にですね、その支間延長でございますが、全部で歩道部分が２８ｍあります。

その部分の線路の幅２０．２１３ｍですか、その部分についてですね、下部防護用鋼板と言い

まして、鋼板をけたに溶接して貼り付ける工事でございます。 

 それで、その歩道部分に上がっております真詰コンクリートだとか、歩道の落下を防止する

工事でございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１５番、近藤 守議員。 

○１５番（近藤 守君） １５番、近藤です。それでね、例えば工事の期間がね、日中やられ

ると通学に支障をきたすので、例えばその工事はね、夜中にやるとかね。 

 それから、いつ頃から始めるという状況はまだ、具体的には出ていないのでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） この部分、工事につきましてはですね、これ JR の全部受託工事

という形の中で、JR の方に委託します。 

 それで今、この予算が通った段階でですね、私ども受託の協議締結をいたしまして、JR の

方から発注される工事でございます。 

 それで、工事をやる時間帯でございますが、ここの室蘭本線約１日１６０本の列車が通過し

ております。そういうふうな中でですね、夜中の本当に１時間か２時間という間で進めていく

ような工事でございまして、非常にですから仮設費も、仮設費がもう非常に高いというような

状況でございます。 

 そういうふうな中で、こういうふうな金額になっているというような状況でございます。以

上です。 

○議長（堀部登志雄君） 他、ございませんか。 

 はい、１４番、加藤正恭議員。 

○１４番（加藤正恭君） １４番、加藤ですが、歳入歳出全般でですね、お聞きしていいです

ね。 



○議長（堀部登志雄君） はい。 

○１４番（加藤正恭君） 直接予算には関係ないのかもしれませんけれども、６月の定例議会

にもですね、補正予算が提出されたと。今回の臨時議会にもこのように補正予算が提出されて

おるのですが、６月の議会での代表質問・一般質問でもですね、補正される予算は政策予算で

あると、こういうような町長の答弁もあったわけですが、６月、今回の臨時議会の補正を見た

場合にですね、３月に我々全議員とすれば、３月に行なわれた予算議会でですね、１５年度に

なったら上程されるだろうという、予想された予算ばかりが今のところ、今回の２つの議会で

出ているのですがね。 

 まぁ今回、坂下町長が誕生してですね、政策予算というものが出ていないような気がしてな

らない。と申しますのは、何と言いますか、坂下カラーというものをね、この補正に出てきて

いるのかどうか。 

 どうしてもこれは入れてほしいと言って、町長が出された予算部分がですね、私ははっきり

言って見えないのです。 

 他の市町村なんかを見た場合にですね、新たな市長、新たな町長が出た場合、６月とか臨時

議会でですね、政策予算というものを相当組むと思うのです。組んでいるのです。実際ですね。

その新たな町長、新たな市長のカラーを出した予算というものを組んでいるのですが、今回の

場合はどうしてもそういう、坂下カラーというものが見えないのですけれども、その点につい

て町長の見解をちょっと伺いたいと思いますが。 

○議長（堀部登志雄君） はい、坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 加藤議員が言われたとおり、今現在出している補正予算につきまして

は、緊急的なものとか、それから継続的なものという形になっておりますので、現時点では私

のカラーというものは、この補正予算の中では出ていないことは事実です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番、加藤正恭議員。 

○１４番（加藤正恭君） １４番、加藤ですが、カラーが出ないというのはどういうことなの

かですね。 

 1 つの考え方としてですね、今回助役さんがおられないと。そういうことが大きな原因にな

っているんじゃないのかなというふうに思うのです。 

 ２、３日前の新聞にも出ておりましたが、議運でですね、町長が助役の問題に触れられてお

られましたけれども、どうも停滞しておるという印象を、町民も、私どもも受けているのです

けれども。 

今回の臨時議会を含めて２回、議会が開催されても助役さんが不在であると。非常に今、異

常な状態であると私は思っておるのですけれども、そのためにですね、坂下カラーと言います

か、坂下町政の下での政策予算というものが表面に出てきていないというふうに思うのですけ

れども。 

 この助役の選任についてはですね、新聞ではまた町民の皆さんは知られておると思いますけ

れども、今後どのように考えておられるのかですね。議運ではそういう答弁と申しますか、説



明はしておりますけれども、これをどのように考えておられるかですね。 

助役が選ばれなければなかなか政策予算というものが提示されないということになりますと

ですね、非常に停滞していく危険性があると。元気まちである白老が元気まちでないような状

態に陥っていると現在思うのですけれども、その辺りについての関連についてですね、今後ど

のように考えておられるか伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今、ご質問がありました助役人事につきましては、議運の方でも説明

いたしましたが、現在色々な方と相談しながら、また同時にこれから議会議員の方たちとも相

談しながら、選出していかなければいけないというふうに考えております。 

 また同時に、この停滞についても、助役人事を決定することによって自分のカラーも出して

いかなければいけないというふうに考えておると同時に、できるだけ早く、新聞と同じことを

繰り返すような形になりますが、できるだけ早く助役人事を決定していきたいと、尽力を尽く

しておりますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番、加藤正恭議員。 

○１４番（加藤正恭君） １４番、加藤ですが、６月の議会でですね、町長不信任案が否決さ

れた。６人の反対者が出てですね。 

 ただ、その６人の反対した人方が、辞職勧告決議案を提出されたと。それは可決されたわけ

ですね。そうなりますと、議員全員がですね、私は町長は不適切であるという判断をしている

と思うのです。そういう結論だろうと思うのです。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっと、発言中ですけれども加藤議員、補正予算の方の何か今聞

いていますと、助役の方の人事の方に行っていますから。 

○１４番（加藤正恭君） 関連でだめですか。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっとあまりにもそちらの方に行き過ぎる感じがしますので、補

正予算の方の関係で質問していただきたいと思います。 

○１４番（加藤正恭君） 結局ね、政策予算が組めないということがね、そういうのが原因だ

ということをですね、今追究しているのですけれどもね。 

○議長（堀部登志雄君） それに対してね、今町長ができるだけ早くあれするということなも

のですから、それ以上さらにそれについてずっと行くより、助役の方の選任の方に行くより、

行かないでこちらの補正予算の方にこう、方向を向けていただきたいと思いますが。 

○１４番（加藤正恭君） 僕はそういうふうに思わないのですけれどもね。と言うのはね、政

策予算を組んでいないから、なぜ組めないのだということを聞いているのですよ。 

○議長（堀部登志雄君） はい、そういう形で聞いてください。 

○１４番（加藤正恭君） だから、それで聞いているのですけれども。まずいですか。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、信任・不信任までのね、そこまでじゃなくてもいいのじ

ゃないか。 

○１４番（加藤正恭君） いやいや、それは経過としてお話はしているのだけれどもね。 



 だから、それはちょっと聞かせていただきたいと思うのですけれどもね。いいですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。分かりました。 

○１４番（加藤正恭君） そうしたら差しさわりのない程度で聞きたいと思うのですけれども

ね。 

 結局ですね、町長は助役をですね、色々と選任しようとしておられます。努力しているとい

うことはよく分かるのだけれども、相手がいないと。受ける方がいないということはですね、

私は課長の中にも結構助役さん候補になってもいい方々がおられると思うのですが、その方々

が受けないということはですね、基本的にやっぱり町長のそういう姿勢がね、そういうふうに

しているんじゃないのかなと、私は思うのですよ。 

 だからいつまでたっても、新聞では８月の２１日頃までとは言っておりますが、果たしてそ

こまでできるのか、９月の定例会まで延びるのかですね。 

 そうしますとですね、町長のカラーを出す政策予算というのはいつになったら生まれるのか。 

そういうことを心配をして、聞いているのです。 

 ですから、不幸せなのは町民なのです。町民が不幸せだということなるとですね、これは大

きな問題になっていくと思うのですけれどもね。 

 そういう、政策予算というものを重要視してやってもらうためにはですね、１日も早く助役

を作ってですね、そして坂下カラーを出すような姿勢をですね、強く出さなければならないと。

私は今回の臨時議会でもそれを期待しておったのです。おっている。町民もそうだろうと思う

のですけれども。 

 それができない原因が、そういう所にあるとすればですね、いつまでたっても進まないと思

う。 

 ましてや助役がいなければ、人事もできないと。こういうような状態でいけばですね、町政

が停滞するということを、非常に危惧するものですから、もう少し早くですね、そういう姿勢

を持っていただきたいというふうに思うのですけれども、もう１度、最後ですから伺って、質

問を終わりたいと思うのですが。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 本当に何回も、皆さんにご心配をかけて、本当に申し訳ないと思って

おりますが、できるだけ早い、私は８月の間には必ず皆さんに選任していただくような形をと

っていきたいと思っておりますので、ご理解していただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 他、ございませんか。 

 ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

採決いたします。議案第１号、平成１５年度白老町一般会計補正予算（第２号）、原案のとお

り決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

                  〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 


