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令和元年
・農業振興基金積立金
３２９９万円

・風しん抗体検査・予防接
種業務委託料
万円

・ベッドサイドモニタ（す
こやかクリニック）
万円

・地域おこし協力隊募集サ
１７６万円

ポート業務委託料


・プレミアム付商品券業務

万円

・特定健診等受診促進事業
報奨費

〈今回の補正額〉

６億８１８３万円

万円

〈補正後の予算総額〉

◎介護保険特別会計
歳出補正の内容

万円

・介護保険システム改修手
数料

〈今回の補正額〉

３億９０４０万円

万円

〈補正後の予算総額〉


条例制定

条例改正

◎新篠津村税条例の一部を

改正する条例について

一般議案

◎北海道市町村総合事務組

合規約の変更について

◎北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更につい
て

◎北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の変
更について

請願・陳情書

本村の移住・定住政策を

制定について

果、陳情書は１件が採択、
３

員会に付託の上審議した結

情書が４件あり、
行政常任委

意見書の提出を求める陳

推進し、移住希望者への関

件が趣旨採択となりました。

◎新篠津村移住支援条例の

４０５４万円

〈補正後の予算総額〉

心を誘引して、本村への定

なお、採択された陳情書

委託料 
４２６万円
〈今回の補正額〉

億７０４万円

住を目的に転入した者に対



条の規定に基づき、政府

については、地方自治法第

万円

を制定する。

し支援を行うため、本条例

◎国民健康保険特別会計
歳出補正の主な内容


・健康まつり運営業務委託
料

関係機関へ意見書を提出し
ています。

択

採
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結果

趣旨採択

趣旨採択

趣旨採択

件
名
提 出 者
教職員の超勤・多忙化解消、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の 北海道教職員組合石狩支部
１への復元、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に 新篠津支会
向けた陳情書
会長 光 野 明 彦
人口減少に歯止めをかけ、若者が地元でくらせる！「全国一律最低賃金制 札幌地区労働組合総連合
度」の創設を求める陳情書
議長 赤 坂 正 信
北海道医療労働組合連合会
介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める陳情書
執行委員長 鈴 木
緑
北海道医療労働組合連合会
看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める陳情書
執行委員長 鈴 木
緑

19
83

40

40

第２回
定例会
令和元年第２回村議会
定例会が、６月 日から
日までの５日間の会期
をもって招集されました。
初日は、村政及び教育
行政執行方針のあと、補
正予算や条例の制定など
８件を審議し、原案のと
おり可決しました。
行政常任委員会に付託
された陳情書４件を審議
し、最終日にその報告を
受けました。その後、意
見書案１件を原案のとお
り可決しました。

歳出補正の主な内容

◎一般会計（第２号）

【令和元年度補正予算】

補正予 算

17

76

76

イベントなどで活躍中の地域お
こし協力隊の中木さん。来年度
新たな隊員を募集予定

95

99

35

21
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村政のここが聞きたい
一般
質問
～３人の議員から７項目を問う～

１

大塚

裕樹

議員

２

高橋

隆光

議員

３

南部

隆志

議員

①民生委員への処遇改善について
②村営住宅の管理運営について
③農業用ドローン免許助成について

①公の施設に関わる指定管理について

①野火について
②「子育て支援法」について
③村議会議員選挙等の投票率向上について

令和元年第２回村議会定例会が６月17日から21日の５日間の日程で開催され、
議会最終日に３人の議員が石塚村長に質問し答弁を求めました。

3
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○大塚議員

質問

老人への支援などにもあた

災害時の停電中には、独居
費を支給するなどの助成を

年間１人５万９千円の活動

ては、道負担金を活用し、
る。

まで以上の改善が求められ

く住んで頂くためにも、今

し入居となる。

者選考委員会において決定

しかし近年、村ではなり
の活動に見合う処遇改善を

行っているが、今後は、そ

へのサービスを欠くような

この村に、移り住む住民

て利益とならない場合もあ

はめることが入居者にとっ

であり、一様に基準に当て

入居者の事情もそれぞれ

った。
手不足が深刻化しており、

事になれば、人口対策とし

るので、柔軟な対応も必要

検討していきたい。

て、いくら施策を打っても

しっかりとした対応が必要

真などマニュアルを整備し、

今後は、書面や部屋の写

応をしている。しかし、前

ムーズに入居できるよう対

を希望された場合でも、ス

頂き、事後の修繕となる場

合は、とりあえず入居して

の入居までの期間が短い場

の入居者が退去してから次
答弁

ではないか。
○石塚村長

住宅の入居申し込みは、

今後は、入居者に申込時

合もある。

事由、家族構成、収入状況

と入居前に十分な説明を行

事前に申込者本人から申込

を聞き取り、その後、入居

い、日々の管理運営を行っ

ていきたい。

4
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高齢化などもあって、活動
できる方も激減している。

地も既に築

事情があって早期の入居

と考えている。

棟１００戸の
進むと、

もあり老朽化が進んでいる。

転入してくる方に気持ちよ

人口対策でもあるので、

25

か。

本末転倒になるのではない

村には、

○大塚議員 質問

今後、人口減少もあるの
で、定数の見直しと同時に
処遇改善や、報償費の支給

答弁

など検討する考えはないか。
○石塚村長
から２００までの

民生委員の定数は町村の
場合、

世帯ごとに民生委員１人、
人以下で２人

主任児童委員が、民生委員
協議会規模

の配置と定められている。
世帯以上となっている

本村の現状は、８区域と
も

が、そのうち２区域で２０
０世帯を超えている。

担当し、高齢者や障害があ

区域も出てくると思うので、

その中で、退去する方と

村営住宅が建設され、西団

る方、子育て中の方などに

改選期ごとに各区域の世帯

年以上の建物

対し、日頃から様々な相

転入する方が春に集中し、

談・支援を行っている。

きたい。

数の推移を見ながら、区域

これから、人口減少化が

入居者への柔軟な対応と
説明を心掛ける
度々トラブルもあるようだ。

現在、村には８名の民生
委員と２名の主任児童委員

処遇改善や報償費につい

世帯以下となる

公営住宅の入退去時に
きめ細やかな対応を

の設定見直しを検討してい

民生委員は特定の区域を

39

大塚裕樹 議員

世帯数の推移を
見極め検討

の方々が活躍され、昨年の

築28年の村営住宅を、
適時修繕しながら活用している。

70

70

28

70

一般
質問
なり手不足の民生委員の
定数の見直しは
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答弁

初めての指定管理が行わ
れて数年経過したが、その
指定管理の前と後で、その
施設に関わる村民の雇用状
況がどう変化したのか。
そして指定管理後、やむ
を得ず退職したり、他の職
場に転職したりした村民の
その後の就職先や心情を把
握し、雇用の場を創設する
など人口減少対策について、
何か新しい施策を考えてい
るのか。
また、村が負担している
指定管理先への修繕料が、
この数年で３千万円を超え
ている。
今後も、施設の老朽化に
伴い、修繕料が増加すると
推測されるが、施設の売却
等も視野に入れ、令和３年
の契約更新時にはその結論
を出すのか、指定管理先に
修繕料の負担を負わせるの
かなどの協議も必要ではな
いか。

○石塚村長 答弁
指定管理者制度の大きな
メリットは直営では難しい、
利用客へのサービス向上と
地域貢献、いわゆる雇用の
創出ではないかと思う。

しかし、第三セクター時
には、両公社併せて約 人
の雇用があり、うち、村内
雇用者は約６割の 人が雇
用されていたが、現在は、
約 人の雇用で、村内雇用
者は 人程度である。
指定管理の変更で、退職
した方の就職先や心情は把
握できてはいないが、こう
いった方が再度、村で就職
できる雇用の場の提供は、
人口減少対策と相まって、
重要な課題と認識している。
指定管理者には、今後に
おいても村内雇用者の優先
的な確保や、福祉施設の利
用者などの雇用も含めて、
協議を行っていきたい。
また、修繕料については、
指定管理者と十分協議し小
破修理的なものは、指定管
理者で修繕するよう協議し
ていく。
ゴルフ場や温泉は、村の
憩いの場、観光の拠点とし
て親しまれてきた貴重な施
設なので、今後の指定管理
の更新や売却についてなど、
村のためにどのようにする
のが良いのか、議員各位と
も慎重に検討をしていきた
い。

55

90

として支援を検討する考え
はあるか。
○石塚村長
これからの農業は、ロボ

○高橋隆光議員 質問
村では条例を制定し、「公
の施設の管理を行わせる指
定管理者への手続等に関し
必要な事項」を定めている。
その公の設置である「ニ
ューしのつゴルフ場」や「た
っぷの湯」の創設目的は、
雇用の場を創り人口増を図
りながら、観光ＰＲを推進
することであった。

45

10

ット技術やＩＣＴ技術を活
用したスマート農業の実践
が必要不可欠であると考え

高橋隆光 議員
指定管理者と
十分な協議を進める

一般
質問
指定管理先の雇用対策
と修繕料の増加対策は

ている。
農業用ドローン免許取得
費の助成については、農業
者が先行し機器を購入し実
践している状況であり、国
や地方公共団体がそのスピ
ードに追い付けていない。

質問

国は、スマート農業を推

今後は、国や道の推進施

○大塚議員
進し、その中でドローンに

スマート農業をどう位置付

策を踏まえ、本村における

転が許可され、ますますド

を検討していきたい。

い、総合的な支援の在り方

農協や関係機関と協議を行

けしながら普及していくか、

万円以上の

また定期点検代など年間

今まで以上のコスト削減が

心にスマート農業を進めて、

村の農業は家族経営を中

万円以上のコストが掛かる。

30

自動化は３００万円以上し、

料金が掛かり、本体も完全

許の取得には

しかし、ドローン操縦免

化してくる。

ローンでの農薬散布が実用

よる農薬散布の完全自動運

関係機関と協議し
総合的な支援の検討

必要だと、村長も認識して

新高倉自治会の高橋一志さんらが
共同利用している農業用ドローン

22

いると思うが、これから村

議会通信しんしのつ
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5

農業用ドローンへ
支援などの検討は
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○南部議員

質問

今年５月に３つの野火が
連続で発生し、ここ数年同
じ場所やその近くで発生し
ているみたいだ。
原因は、特定されていな
いが、自然発火によるもの
ではなく、たばこ等に伴う

所での出火対策などが必要

立ち入り規制による同じ場
起を促がし、村内一円の巡

広報誌や防災無線で注意喚

方々に注意喚起を行った。

回を行い、山菜取り等の

今後、関係者各位と野火
想定される発火原因は山

と考える。
に対する防災対策の具体的
菜取り客や車中からのポイ
捨てなど、たばこによる引
火が大きな要因と思われる
が、まずは、来訪者がマナ
ーとモラルを遵守すること
が大切である。

質問

などと該当者が重複した場

合、今後も継続していくの

答弁

か、村の考えは。

○石塚村長

保育料は、これまで国、

道の施策が段階的に導入さ

れてきたため、既に低所得

世帯や多子世帯等が一部無

償化となっている。

今回、新たな保育料・副

食費に係る多子減免制度等

の導入に伴い、対象者や保

育料・副食費の計算が非常

に複雑となるため、新たな

電算システムの導入も検討

していかなければならない。

ら５歳児まで」で、０歳児

「小学校入学前の０歳児か

行と決定した。対象者は

していきたいと考えている。

より、保護者へお知らせを

がら、広報誌や通知文等に

補正予算の提案等を行いな

今後、関係規則の改正や

から２歳児までは、住民税

また、村独自の「児童養

月施

が非課税世帯に支援し、３

育助成」や「子ども健やか

助成」については、子育て

幼稚園などそれぞれの対応

今後も継続していきたいと

有効な施策となっており、

世代を支援していくための

が異なり、繁雑な業務が予

考えている。
はどうなるのか。

想されるが、それらの対応

そこで、認可外保育所、

援である。

歳以上５歳までは全員に支

援法」が改正され、

国会において「子育て支

○南部議員

子育て支援法が
施行されたあとの対応は

また、村の児童養育助成

6
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な検討を行い、一歩進んだ

答弁

対応をする考えはないか。
○石塚村長
野火火災の出火原因は、
たばこの投げ捨て、放火、

広報、防災無線での注意

今後についても、巡回や

いずれの火災も特定は難し

喚起を強化するとともに、

自然発火が想定されるが、
い状況と報告されている。

村・警察・消防が連携して、
野火の撲滅を目指し検討を

予防活動は乾燥時期に入
る４月下旬より、のぼりの

行いたい。

システムの導入を検討し
児童養育助成などは継続

10

設置や毎朝村内の巡回パト
ロールを実施した。さらに、

上空から見た野火火災現場

南部隆志 議員

村・警察・消防が連携し
野火の撲滅を目指す

人為的な原因だとすれば、

５月に発生した野火火災の消火活動

一般
質問
近年、多発する
野火への具体的な対策は
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いると思う。

挙期日等の周知、自治会回
覧を利用した周知、防災行

億６６５０万円

〈補正後の予算総額〉


また、これから有権者と

◎新篠津村国民健康保険税

村では現在、年代別の投

挙も控えているので、今後

なる中学生に対しては、生

条例の一部を改正する条

政無線を利用した選挙啓発

は、年代別での投票状況を

徒会選挙において、実際に

例について

票率の集計を行っていない

分析して、投票率の向上に

選挙で使用している投票箱

◎新篠津村介護保険条例の

条例改正

向けた取り組みが必要では

を貸し出し、少しでも選挙

一部を改正する条例につ

を実施している。

ないかと考える。

に関心を持っていただくよ

（５月

補正予算

日）

【令和元年度補正予算】
◎一般会計（第１号）
歳出補正の内容

日

小学校運動会

中学校体育祭

成式

日 「のびのびぷーる」落

日

【６月】

議 会 日 誌

を改正する条例について

◎新篠津村税条例等の一部

専決処分

いて

が、７月には参議院議員選

34

うな取り組みも行っている。
今後も、この様な選挙啓

答弁

本村においての投票率は、

発事業を継続しながら、投

○石塚村長
％で、

知事・道議選は、約

票率向上に向けて努力して

％強の結果であ

村議選は

いく。

質問
った。この投票率は全国的

代と比べて、低い水準であ

・地域づくり推進事業基金
積立金 
１００万円
・コミュニティ助成事業補

３５０万円

助金 
２５０万円
〈今回の補正額〉
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日

日

日

議会運営委員会

議員協議会

北海道町村議会議長会

日）

定期総会 （札幌市）
第２回村議会定例会

初日 
（～
行政常任委員会

第２回村議会定例会最

終日

北海道町村議会議員研

修会 
（札幌市）
消防団訓練大会

日

日

石狩町村議会議員研修

ふれあい祭り

（当別町）

平和祈念戦没者慰霊祭



日

会

日

石狩管内町村行政懇談

【７月】

日

会 
（札幌市）
議員協議会

日

日

日

日

老人福祉スポーツ大会

商工会夏まつり

議会広報特別委員会

老人クラブとの懇談会

6

○南部議員
本年４月に、村にとって

年代別の投票率について

じている。

に関心のある方が多いと感

比較的投票率が高く、政治

に投票率が減少している中、

％で、

選挙権を有する若年層が

り、本村においても同様の

第２回臨時会

年ぶりとなる村議会議員

選挙が行われた。

・

％、今回２０１９

前回２００３年の投票率
は ・
年の投票率は

代の投票率

は村独自での集計は行って
代、

６・ ％減少でした。前回

代、

ないが、総務省の調査では、

歳以上で

と今回の選挙での大きな違
いは、選挙権が

増加したことにより、若者

状況と考えられる。
ために可能な限りの選挙啓

本村では、投票率向上の

学業などで住民票を異動し

発を選挙ごとに実施し、広

原因の一つであるようだが、
なければならない時期でも

報誌やホームページでの選

21

10

11

17

21

25

28 27

8

76

はいずれの選挙でも他の年

30

の選挙離れが投票率低下の

あったことである。

20

9

選挙啓発事業を継続し
投票率向上へ努力する
08

あり、そのことも関連して
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80

投票率向上に向けた
取り組みは
02

94

31

16

87

Shinshinotsu Village Assembly Information

６月28日、当別町田西会館で石狩町村議
会議員研修会が開催され、本村と当別町の議
員及び事務局職員が参加しました。
研修会では、札幌市まちづくり政策局政策
企画部の石田真樹広域連携担当課長を講師に
招き、「さっぽろ連携中枢都市圏について」
をテーマに講演して頂きました。

表紙のコメント

７月３日に「のびのび

ぷーる」がオープンして

人が入学後初

初めての水泳授業を、小
学１年生

めて行いました。

児童たちは準備体操を

した後、「気持ちいい！」

と歓声を上げながらプー

ルに入り、水中でジャン

プしたり、水を掛け合っ

たりして楽しみ、３つの

グループに分かれて元気

今年は、春から好天が続き、
今までに経験したことのない
雨不足で一時はどうなるかと
心配しましたが、６月下旬よ
り平年並みになり、今年こそ
は豊穣の秋を迎えることを願
っております。
４月に 年ぶりの村議会議
員選挙があり８名の議会議員
が当選し現在、有権者の負託
に応えるべく活動しておりま
す。こらからの４年間村の発
展のために努力することと、
地域の置かれている現状と課
題を整理して、より住み良い
村づくりを目指して、今まで
以上に明るく元気な村になる
よう努めて参ります。
令和の時代は、若い世代と
高齢者が協働して活躍できる
地域社会にしなければなりま
せん。議会広報も「顔が見え
る議会から取り組みの見える
議会」へ進化させ、新たな時
代にチャレンジして行きたい
と委員長として決意しており
ます。
村民皆様方のご指導、ご支
援をお願い致しまして、議会
通信の更なる充実に努めて参
りますのでご期待下さい。
（大塚 記）
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５☎
︵
７０
２１
１２
１６
１︶

どなたでも傍聴できます。
皆さんのご来庁を
お待ちしております。

いっぱい授業を受けてい
ました。

番
地

６月25日、札幌コンベンションセンター
で、北海道町村議会議員研修会が開催され、
全道から町村議員が参加しました。
政治評論家の有馬晴海氏が「どうなる？今
後の日本政治」を、中央大学佐々木信夫名誉
教授が「地方は変わ
れるか ～議会はど
う変われるか、自治
体をどう変えるか
～」をテーマに講演
が行われました。

令和元年 第３回定例会
のお知らせ
（令和元年８月１日発行）
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