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浦幌町議会一般会議会議録 
 
平成２７年１１月１３日（金曜日） 

開議 午後 ４時００分 
閉議 午後 ５時５０分 

 
○会議次第 
 １ 開会あいさつ 
 ２ 商工会長あいさつ 
 ３ 意見交換 
   ①商工業を取巻く課題と展望について 
   ②議員のなり手不足について 
 ４ 閉会あいさつ 
 
○出席者 
 議会議員 
  田村寛邦、森 秀幸、阿部 優、河内富喜、杉江 博、福原仁子、二瓶 隆、 
  安藤忠司、差間正樹 
 【事務局】新川事務局長、中田議事係長 
 
 浦幌町商工会 
  竹田悦郎、廣橋尚昌、大浦也須史、山岸嘉一、石田雅之、上谷内将光 
 【事務局】吉田事務局長、石橋経営指導員、小林補助員、大久保記帳専門員、 
      岩田観光振興参事 
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○議員 皆さん、こんにちは。予定の時間となりましたので、これより一般会議を開催い

たします。 
 本日の一般会議の全体的な進行をさせていただきます議会運営委員会の河内です。よろ

しくお願いをいたします。 
 開会に当たり、田村議長よりごあいさつを申し上げます。 
 
     ○開会あいさつ 
○田村議長 皆さん、こんにちは。開会に当たりまして、議会を代表いたしまして一言ご

あいさつを申し上げたいと思います。 
 本日は、時節柄、公私ともに大変多忙な中を浦幌町議会一般会議にこのようにお集まり

いただきましたことに、心から厚くお礼と感謝を申し上げる次第でございます。 
 日ごろより議会に対しまして竹田商工会長を初めといたしまして役員の皆様方にはご理

解とご協力、ご指摘をたまっておりますことに対しましても重ねて厚くお礼を申し上げる

次第であります。 
 近年、地方自治体を取り巻く環境は、地方分権が叫ばれる中、少子高齢化や人口減少問

題、さらには地方交付税削減など大変厳しい状況下にあるところでございます。現在、浦

幌町では、第３期まちづくり計画前期計画の最終年であるため、後期５カ年計画の基本計

画及び実施計画策定に向け浦幌町総合振興計画審議会を経てパブリックコメントを行って

おり、計画変更などについてこれから町議会に提案されるものと思っております。浦幌町

の将来を見据え、町民の皆様が安心して生活できる計画となるよう町議会といたしまして

も慎重に審議をしてまいりたいと考えているところでもございます。 
 そんな中、浦幌町議会では、これまで議会の活性化として平成２３年から２７年の４年

間にわたり協議に協議を重ねながら平成２５年４月に議会基本条例を施行し、議会の活性

化に取り組んでまいっているところでございます。平成２６年度議会改革度調査では、１，

５０３議会中、全国１３７位、全道７位という評価をいただきました。また、本年の第１

０回全国マニフェスト大賞では全国優秀成果賞６議会の一つとして選出をされたところで

もございます。 
 また、議員定数及び議員報酬についても協議を１年間にわたり重ね、本年度の統一地方

選挙から議員定数１３人から１１人としたところでありましたが、皆さんご承知のとおり

１０人の立候補の無投票当選で、欠員１となったところでもあります。このことは二元代

表制である議会の意義や議会民主主義の根幹を揺るがす問題でもあり、こうした議員のな

り手不足は今後の浦幌町のまちづくりにおいても大変な影響を与えかねないと思っている

ところであります。 
 浦幌町議会では、この状況を踏まえまして改選後すぐに第２次議会の活性化をスタート

させ、特に議員のなり手不足問題については最優先課題といたしまして町民の皆様ととも
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に協議をしていくことを決めさせていただいたところでもあります。今後は、町民のアン

ケート調査の結果の分析も含め議会のあるべき姿を捉え、私たちなりに積み上げていき、

町民の皆さんとともによりよいまちづくりの発展のために寄与してまいりたいと考えてい

るところでもございます。 
 さきに述べましたように、マニフェスト大賞につきましては全国応募数２，４６７件、

うち１，４３３団体の中で６番目の成果賞という賞をいただいたところでございます。こ

のことにつきましては１１月６日に表彰を受けてまいったところでもあります。また、こ

のことにつきましては議会の活性化また議会の改革という中で議運の委員長を代表といた

しまして進めてまいった中でございますけれども、今回の議会議員定数に欠員が出た中で

全国で初めて浦幌町がその問題に着手をしたということでございます。私どもは、町民の

皆さんが先頭に立って取り組んでいただかなければこの問題は解決できないと思っており

ますけれども、その結果は４年後の選挙のときまでどうなるかわからないというような状

況でございますので、その辺も十分皆さん方のご理解をいただき、努力、またご協力、ご

指導を賜りながらともに対応策を講じてまいりたいと思っているところでございますので、

このことについては皆さん方の特段のご配慮を賜りますようお願いを申し上げておきたい

と思っております。 
 また、１１月の１１日に町村議会議長全国大会がＮＨＫホールで開催されまして、その

ときに石破地方創生担当大臣のほうからごあいさつをちょうだいした中で、私は石破大臣

がここまでわかっているということに大変感激をしたということでございます。日本を支

えるのは地方だという見識の中で、地方議会の議員のなり手がいないというのはどこに問

題があるのかというようなお話がごあいさつの中にあったわけでございます。石破大臣か

らは、第一に挙げるのはやはり報酬なのかなというようなご意見もありましたけれども、

まだほかにも問題があると。議員の年金制度がなくなったことも問題があるのかなという

ようなお話も含め、大臣にそこまで考えていただけるような状況になったということは大

変ありがたいことだと感動を覚えたところでもあります。 
 それぞれいろいろな問題はあろうかと思いますけれども、議会といたしましても皆さん

と協議をしながら、そのあるべき姿を問題提起できるぐらいのところまではお互いに詰め

てみたいものだと思っております。 
 本日の一般会議は基本条例に規定している会議で、各種団体の方と議会が自由に情報交

換や意見交換をし今後の議会活動につなげていく趣旨のものでございますので、浦幌商工

会役員の皆様とは昨年に引き続き２度目の一般会議となりますが、浦幌町の活性化と発展

のためにご指導、ご指摘を賜りますよう心からお願いをしたいと思っております。 
 また、今の議会の問題につきましては竹田会長とも個人的に話をした経過もございます

けれども、このことにつきましてもよろしくご指導賜りますようお願いを申し上げまして

開会のことばにかえたいと思います。 
 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 
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◯議員 次に、浦幌商工会の竹田会長よりごあいさつをお願いします。 

 
     ○商工会長あいさつ 
○竹田会長 商工会を代表いたしまして一言ごあいさつ申し上げたいと思います。 
 商工会並びに商工会会員事業所支援また育成について、それぞれ議会議員の皆さん方に

は日ごろから大変ご高配をいただいておりますことにお礼申し上げたいと思います。また、

商工会の年間の事業につきましても議員さんみずから参加をいただきながら盛り上げてい

ただいておりますことも、重ねてお礼申し上げたいと思います。 
 一般会議というこのような会議の中で、我々商工会が今抱えている問題等についてもい

ろんな形で意見交換をさせていただこうと思います。特に、これはどこの町村も同じなの

ですけれども、やはり我々商工会を取り巻く環境は依然として厳しいものがございます。

その中で、とりわけ人口減少問題、また、それぞれの会員企業の高齢化、事業継承の問題

を含めてたくさんの課題が我々商工会の内部にはございます。 
 それで、昨年の６月にやっと国のほうも、やはり今まで日本を支えていたのは日本の市

町村、その中の小さな企業がそれぞれの町村地区において地域住民のコミュニケーション

の担い手、また、雇用の受け皿等々含めてそれぞれ小さい企業なりに努力をしてきたと。

そういうことで長年の間、我々商工会は全国組織として国のほうにいろんな形で建議をさ

せていただいた法律が、小規模事業者振興基本法という形で昨年施行されたわけでありま

す。その中で特に商工会員の小さな企業にはなかった部分の持続化補助金という補助金制

度を創設していただいたわけであります。金額的には大きくはありませんけれども、上限

５０万まで３分の２補助という形の補助金制度を設けていただきました。これは、それぞ

れの商工会単位の市町村で持続化して何とか頑張って、地域の人口減少等を含めてコミュ

ニケーションがなかなかとれなくなっている自治体が数多くなっている中で、やはり商工

会が中心となって地域を盛り上げていっていただきたいという趣旨のものだと私は思って

おります。 
 また、その中で、今までは指導相談業務がほとんどでございましたけれども、これから

は商工会職員の業務については、それぞれの企業の中に一歩入って、経営の指導だけでは

なく計画も含めて、金融機関また中小企業診断士等を含めていろいろな関係団体と連携を

とりながら、それぞれの個店のこれからの成長に向けて伴走型の支援をしなさいというよ

うな商工会の指導体制にもなってきたわけであります。 
 昨年度、その法律の中で「経営発達支援計画」という提案書を経済産業省に提出しまし

て、１次募集、２次募集がありますけれども、１次募集で道内で５カ所、十勝で３カ所、

その中でうちの町の商工会もこの認可を受けたわけであります。自治体のほうも、今、地

方創生の中でそれぞれまちづくりの計画を立てて、予算も含めて多分取り組んでいるとこ

ろだと思います。商工会のほうも、この「経営発達支援計画」が認定されたことで５カ年

の事業計画、収支予算が認められたわけでありまして、ことしから第一歩としてそれぞれ
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の企業の皆さん方、またアンケート調査も含めて、また消費者の皆さん方のアンケート、

それぞれの事業に取り組んでいくところでございます。その節には、また議会議員の皆さ

ん方にもいろんな形でご指導、ご鞭撻をいただくこともあろうかと思います。 
 現況として商工会の事業所はまだまだ大変でありますので、その辺も皆さん方にご理解

をいただきながらこれからの商工会活動においてさらなるご支援、ご協力をいただくこと

をお願い申し上げまして、大変簡単でございますけれども本日の会議に当たってのごあい

さつとさせていただきます。 
 どうかよろしくお願いいたします。 
◯議員 ここで、本日の日程について説明をさせていただきます。 

 時間の都合上、自己紹介については今回は割愛して進めさせていただきます。 

 この後、意見交換を行っていきたいと思いますが、まず初めに商工会より商工業を取り

巻く課題と展望についてご説明を受けまして協議していただきます。次に議員のなり手不

足について町議会より説明をさせていただき、進めたいと思います。 

 時間については、おおむね５時半をめどに終了したいと思います。時間の配分について

は、限られた時間でありますので協議の経過を見ながら進めていきますので、ご協力のほ

どよろしくお願いをいたします。 

 また、本日の会議については録音させていただき、後で議事録をつくりますので、ご理

解のほどよろしくお願いをいたします。 

 それでは一般会議の本題に入りますが、①番目の「商工業を取巻く課題と展望について」

は産業建設常任委員会の委員長が進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

     ◯意見交換 

◯議員 改めまして、皆様、こんにちは。今、紹介がありました産業建設常任委員会の二

瓶でございます。 

 早速でございますけれども、これより意見交換に入りたいと思います。 

 ①番目の「商工業を取巻く課題と展望について」、この説明を商工会のほうからよろしく

お願いします。 

◯商工会事務局長 それでは、「商工業を取巻く課題と展望について」というテーマに沿い

まして「浦幌町商工会経営発達支援計画について」という資料をもとにご説明させていた

だきまして、意見交換をさせていただきたいと思っているところでございます。 

 皆さんご承知のとおり、小規模支援法という法律の一部改正が昨年の６月の通常国会で

されまして、今現在、この支援計画が策定・認定されるという経過になっているというこ

とでございます。 

 この小規模支援法一部改正の背景でございますが、一つは、人口減少等による我が国の

経済社会の構造的変化によりまして地域の活力が減退し、地域経済を支える小規模事業者
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は需要の低下あるいは売り上げの減少に直面をしているということでございます。二つ目

といたしましては、小規模事業者がその地域で経営を持続的に行うためのビジネスモデル

の再構築を全面的にサポートする体制を全国的に整備することが喫緊の課題となっている

という背景のもとに、小規模支援法が一部改正されたところでございます。 

 法案の概要でございますが、一つには、これまで小規模事業者の記帳や税務の指導を行

ってきた商工会あるいは商工会議所が小規模事業者の課題をみずからの課題として捉え、

小規模事業者による事業計画の策定を支援し、そしてまたその着実なフォローアップを行

う、いわゆる伴走型の支援を行う体制を中小機構の知見も活用しながら整備をしていこう

というものでございます。 

 二つ目には、小規模事業者の活性化と地域の活力向上は表裏一体にあり、市町村や地域

の金融機関あるいは他の公的機関、中小企業等との連携のもとに、地域産品の展示会の開

催あるいは地域活性化にもつながる面的な支援を通じて小規模事業者の活動を徹底的に支

援するというものでございます。 

 以上の取り組みを通じて地域ぐるみで小規模事業者を支援する体制を全国的に展開をし

ようということで小規模支援法の一部改正が行われ、現在に至っているということでござ

います。 

 ちなみに、この小規模支援法の事業の内容でございますが、一つ目には、伴走型の事業

計画を策定・実施・支援するための体制を整備するということがうたわれているものでご

ざいます。それによって浦幌町商工会も国の認定申請を行って、今回この経営発達支援計

画が７月１５日に中小企業庁から認定をされたということでございます。また、商工会、

商工会議所を中心とした連携の促進をするということで補助事業等がラインアップされて

いるということでございます。こういった経過のもとに「浦幌町商工会経営発達支援計画」

が７月１５日に認定をされたということで、ご説明を申し上げたいと存じているところで

ございます。 

 この「経営発達支援計画」でございますが、まず１ページ目を開いていただきたいと思

います。この計画の構成を前段申し上げたいと思います。 

 一つは、発達支援事業の目標に関する事項ということで別表１に記載しております。二

つ目の柱といたしまして、経営発達支援事業の内容に関する事項ということで記載をして

おります。ページ数が記載されておりませんで大変見にくい資料となっておりますが、ご

容赦いただきたいと思います。三つ目は、経営発達支援事業の実施体制に関する事項とい

うことで構成をさせていただいております。四つ目は全体に関する事項から構成されてお

りまして、これまで取り組んできた内容、現状を示すとともに本計画において取り組む内

容について示しております。 

 それでは、内容について順次ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず別表１の１枚目、浦幌町の概要と地図、商工業者の概要を載せております。商工業

者の概要につきましては、昨年の懇談会でもご説明した商工会員事業承継アンケートの結
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果に基づいて記載されているものでございます。 

 ページをめくっていただきますと、地域活性化の現状、商工会の現状と課題、商工業者

の目標等について２ページにわたって記載しております。 

 次のページには、経営発達支援事業の内容及び実施期間について記載されております。 

 実施期間につきましては、平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで５年間の

計画となっております。 

 そして、経営発達支援事業の内容を記載しております。 

 一番目の大きな柱といたしまして、地域経済動向調査による情報収集を行うということ

です。具体的には、経営分析・需要動向調査を実施するということであります。平成２５

年に実施した商工会員事業承継アンケートをさらに細分化し、後ほど申し上げますが、伴

走型の支援事業の補助事業によって本年度こういったものをさらに進化させようというこ

とで計画をしているものでございます。二つ目には、経済動向調査のための巡回訪問を実

施するということでございます。三つ目には、各団体、町や議会、産業団体との懇談会の

開催を計画しているところであります。 

 二つ目の柱といたしまして、経営分析・需要動向調査の実施ということです。巡回訪問

による問題点の抽出、経営分析による経営内容の改善、あるいはハマナス商店会との懇談

会の実施、消費者協会あるいは信金、行政との懇談会の実施、講習会の実施。 

 三つ目の柱は事業計画の策定・実施支援ということで、セミナーとか個別相談会を開催

したいと考えているところでございます。 

 四つ目の柱は、創業・第二創業（経営革新）支援を行うということです。空き店舗、不

足業種リストを作成し情報を収集してまいりたいと考えているところでございます。二つ

目は、情報発信窓口の構築、あるいは講習会・相談会の開催ということでございます。 

 五つ目の柱は小規模事業者販路開拓支援ということで、具体的には、専門機関との連携

によります新規商品の開発を行っていきたいと考えているところでございます。さらには、

十勝うらほろブランド推奨品の販路の開拓・情報発信をしていきたいと考えているところ

でございます。また、後ほど説明をさせていただきたいと思いますが、伴走型の補助事業

で物産・ブランド展を今月の２０日から東京で行うことになっておりますが、そういった

事業を展開し販路を拡大する足がかりとしていきたいと考えているところでございます。

また、東部４町広域連携協議会の体制整備ということで企業診断・分析あるいは販路拡大

のためのフォローアップを実施していきたいと考えているところでございます。 

 次に、「２．地域経済の活性化に資する取り組み」でございます。 

 地域活性化事業ということで「うらほろ観光おもてなし協議会」「着地型観光推進委員会」

を開催し、地域活性化の方向性を検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 二つ目には、消費拡大のための着地型観光を一層推進してまいりたいと思っているとこ

ろでございます。また、「うらほろメニュー」（ご当地メニュー）の開発・普及に努めてま

いりたいと考えております。 
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 また、地元での十勝うらほろブランド推奨品の販路拡大ということを具体的にさらに推

進してまいりたいと思っているところでございます。また、ロングトレイル事業をさらに

進化・発展させていきたいと思っているところでございます。 

 最後になりますけれども、「３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取

組み」として次のような計画のもとにさらに強力に推進を図っていきたいということでご

ざいます。 

 一つには、他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換・共有を図ってい

くということでございます。 

 また、経営指導員等の資質向上に努めてまいりたいと思っているところでございます。 

 また、事務局会議を毎月開催する。あるいは、商工会内に委員会を立ち上げて事業の評

価及び見直し、ローリングをしながら、この５年間の事業推進を図っていきたいと考えて

おるところでございます。 

 冒頭申し上げたとおり、支援法の一部改正によりまして浦幌町が先駆けて全道で１番目

に認定された５商工会の中に入り、今現在５４０万２，０００円という伴走型の小規模事

業者支援推進事業補助金の交付決定を受け鋭意進めているところでございまして、今後と

もあらゆる面でご指導、ご鞭撻をいただきたいと思っております。 

 雑駁な説明になりましたけれども、意見交換の中でさらにこの内容について深めていた

だければと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

◯議員 どうもありがとうございます。 

 ただいま商工会のほうからるる説明をいただき、商工業を取り巻く課題と展望の中身に

ついても詳しく説明をいただいたわけでございますけれども、議員のほうから何か質問が

ありましたら挙手をお願いしたいと思います。 

 なお、まことに申しわけございませんが座ったまま進めさせていただきます。 

 何か質問あるいはまた聞きたいことがありましたら挙手をお願いします。 

 先ほども説明の中で各種団体との協議という話もあり、その中には消費者協会のほうと

もお話をしたい旨の言葉がございましたけれど、議員のほうから消費者の立場も含めて何

か聞きたいことがありましたら。 

◯議員 今ご説明を伺いましたが、絶対的に必要なのは消費者の数であろうと私も思って

おります。それと、いかに購買力を高めて浦幌町のブランド品を全国各地に販売できるか

というところがネックになっているのではないかと思います。 

 それで、全体的に、高齢化それから後継者不足もそうなのですが、やはり消費者のニー

ズに合った事業の取り組みをしていかないと。もちろん他町村からのいろんな勧誘という

のでしょうか呼び込みも大切なのですが、やはり地元の消費者とどういうふうに手を組ん

でいくかということにウエートを置いてやっていかないと、現状でも、例えば、おしょう

ゆ一本買うのでも、車を持っている方はいいのですが高齢者はなかなか買いに行けないの
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で、つい戸口から戸口へ持ってきていただけるようなところと手を結んでしまうという傾

向が多いのです。その辺の解消を何年か前か私も言っているのですが、なかなか踏み込ん

でくれないというか、人手不足ということで本当に大きな問題になっておりますので何か

いい方法がないかと思っております。 

 問題が随分たくさんありますので一概には言えないのですが、せっかくこの年間計画の

中で消費者協会との懇談会ということで、現在のところ未実施になっておりますが、ぜひ

ともこれも浦幌町の商工業者も含めて皆さんの意見を聞いていただくようなことを実施し

て、私たちも協力いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

◯商工会役員 今、議員さんから大変貴重なご意見をいただきました。いずれにしても、

これから高齢化時代、そして、特にうちの商工会員の事業所の皆さん方については、やは

り地域内での事業を主にしております。なかなか外に打って出てという企業が少ないもの

ですから、人口減少とともに売り上げ等も今までとは違った形の中で減少しているという

のが現実ではないかと考えております。 

 高齢化時代を迎えた中で商工会としてこれからどのような行動を起こしていかなければ

ならないかという部分については、やはりお互いに業種の垣根を越えて、例えば宅配等を

含めて高齢者に届ける。独居老人世帯などもございますので、安全安心の情報も兼ねなが

ら一部、宅配等の事業にも取り組んでいかなければならないのかなと。これはこれから商

工会で検討していかなければならない部分ですけれど、大きなコンビニさんあたりでも多

分その辺をこれから重点的に取り組んでこられるのではないか。ですから、やはり地元の

企業としてできる部分についてはいち早くそういうことも捉えながら考えていく時代に入

ってきておりますので、今の貴重なご意見について我々としても今回の計画の中でまた取

り組みたいと思います。よろしくお願いいたします。 

◯議員 ほかにどなたかございませんか。限られた時間でございますので、思いついたこ

とでもという言い方は語弊がありますけれども、気づいた点の中でお聞きしたいこと。 

 はい。議員。 

◯議員 ハマナス商店会との情報交換とあるのですけれども、ハマナス商店会の活動の中

でテレマップですね。大きな町だと、一般の町民の方の情報をその中に盛り込むことによ

ってそういった方々にテレマップを買っていただけるというのは、これは大変大きな事業

になっていく可能性があると思うのです。その点、浦幌町の規模でいいますと、商店会の

方たちが自分の足で町内を回っていろいろ努力されているのは私も実は見てはいるのです

けれども、浦幌町の中でこのテレマップ事業をやっていくということに関してはどういっ

た問題点があるのか。私が考えるには、住民の規模からいいますと皆さんに買ってもらう

というのはそれほど大きな価格というのですか、そうはならないと思うのです。そういっ

たことで問題点としてどう捉えているか。今後の発展のために町としても協力いただける

のであれば、私たちもそれについて協力していこうと思うのですけれども。 

◯議員 議員、済みません。テレマップというのは電話帳ですね。 
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◯議員 そうです。 

◯議員 ハマナスは関係ないので。 

◯議員 ごめんなさい。 

◯議員 これは申しわけございませんけれども終わらせていただきますけれど、何か違っ

た形でありましたらお願いします。 

◯議員 それで、そのテレマップの事業が浦幌町の中で今後の展望というのですか、どう

いった問題点があるか。 

◯議員 済みません。テレマップというのは電話帳で、商工会青年部がやっていることで

あって、それは事業ではない。中身が全然違うものですから。 

◯議員 ああ、そうですか。 

◯議員 ええ。済みません。 

◯議員 いえ。いいです。 

◯商工会事務局長 テレマップ事業についてですが、テレマップの作成を商工会で今年度

準備をしておるところです。で、説明を指導員がいたしますので。 

 お願いいたします。 

◯商工会事務局 テレマップ事業につきましては、今から何年前になるかはっきり年数は

申し上げられないところで申しわけございませんが、商工会青年部が静岡県の裾野市に視

察に行った際に、この事業はいいことだということから始まった事業でございまして、２

００９年ぐらいのテレマップで最終事業になっているかと思います。その後、今までずっ

と青年部がやってきたところでございますが、青年部のほうもやはり人数が少なくなって

きたということでなかなか着手できませんでした。それと、近年、情報化という問題で個

人情報の漏えいの問題、いろいろ出てきました。その中で何でもかんでも自分たちで入手

することが困難になってきたので中止しておりました。ただ、近年、地図にしろ電話番号

にしろ使えないような状況になってきて、いろんな方から何とかならないだろうかという

声も聞こえてきました。その中で、今、浦幌町に限らず各町村におきましては民間業者が

電話帳をつくったり地図をつくったりということが結構起こっております。その中で、青

年部ＯＢの方々も含めまして最後に一回チャレンジしようということで、有志という形で

立ち上がって今回テレマップをつくることになったというのがいきさつでございます。 

 議員が言われるとおりテレマップをつくる上ではかなりの問題点がありまして、今でも

個人情報漏えいということの中で、ＮＴＴの電話帳には載っているのですが、やはりテレ

マップということになるとそこには載せてほしくないという方も出ますし、地図をつくる

と自分の家がここにあるとわかってしまうことを嫌う方もいます。そんな中で今回は町、

行政のほうにも協力をしていただきながら、電話番号ですとか住所等々を伏せていただき

たいという方に関しては広報を使って連絡をくださいと。そこの部分については削除する

ということもさせていただきました。 

 その辺がテレマップのこれからの問題点になると思うのですが、といいながらも、やは
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り各町内会の方々には、これがあるおかげで助かるですとか、防犯の関係からも地図があ

るおかげでいろいろと見回りもできるとか、いろんな問題を抱えながら今のテレマップは

進んでいるという現状で、商工会としても協力をしてはいますが、有志一同という形で今

年度は作成してもらったという状況でございます。 

 以上です。 

◯商工会役員 議員さん。実は、このテレマップ、商工会の青年部、これは商工会の自己

資金を少しでもということで始まったと思います。その中で、これは補助金をもらわない

で、それぞれ商工会員の事業所、協賛金をいただいた中で広告宣伝費、それで初め立ち上

げて作成しておりましたけれども、やはり会員企業もなかなか厳しくなってきております

ので、今までのように数万円出すというのが、桁が少しずつ小さくなって、なかなかこれ

は事業として続けられないなということもありまして青年部のほうでは一回打ちどめとい

う形になったわけです。 

 ただ、一般の方、町外の方が特に多いのですが、浦幌町に入ってきたときに地図帳、電

話帳はすごく有効だということで電話帳を購入したいというお話もありましたし、やはり

商売関係でそういう部分でうまく利用されている方は利用されている。そして、最近、携

帯電話もふえてきていますので個人の固定電話も若干少なくなったり、先ほど言いました

ように個人情報の問題がありますので名前等を入手するのも大変厳しいということで、今

回は自主的に有志の方がもう一度やってみようということで始まって今やっておりますの

で、その辺ご理解いただきたいと思います。 

◯議員 大変どうもありがとうございました。浦幌町商工会経営発達支援計画の内容から

ちょっと外れた部分もあったこと、お許しを賜りたいと思います。 

 まだまだ皆様からお聞きしたいこともあろうかと思いますけれども、時間の都合上、①

番目の関係につきましてはこれで終わらせていただき、②番目の議員のなり手不足につい

て進行をかわり進めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

－休  憩－ 

◯議員 それでは、②番目の「議員のなり手不足について」の進行については私のほうで

させていただきます。よろしくお願いしたいと思います。 

 議員のなり手不足については、議会運営委員会・委員長より説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

◯議員 それでは、私のほうから資料についてご説明をさせていただきます。 

 資料の１ページをごらん願います。ことし４月の町議会選挙では、定数１３人から１１

人に減らして執行した初めての選挙でありましたが、当初９人の立候補で再選挙もささや

かれました。結果、１人の欠員となり再選挙は回避されましたが、定数割れとなり、全国

では４町村が定数割れとなりました。 

 また、資料３ページにもあるように全国的には無投票当選が２１．８％と、議員のなり
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手不足がさらに深刻化してきました。 

 資料５・６ページになりますが、こうした状況を重く受けとめて浦幌町議会としまして

は５月の初議会後すぐに全議員で協議を行い、第２次議会の活性化を進めることを決定し、

特に議員のなり手不足問題について最優先課題として取り組むこととしました。 

 資料７ページをごらんください。現在、議員間ではさまざまな資料を収集し協議を進め

ておりますが、昭和３０年から平成２３年までの無投票当選の割合の資料となっておりま

す。 

 資料８ページでは今までの町議会議員選挙の投票率を示しておりますが、年々低下傾向

にあります。 

 資料９ページでは議員定数と立候補者数を示していますが、過去の選挙においても最高

でも定数より２人多い立候補者であり、地域別や職業別においても、定数が減っておりま

すので、その構成も当然変化してきております。 

 資料１０ページは議員定数の経緯となっており、議員１人当たりの町民の人口も参考に

掲載しています。 

 資料１２ページですが、選挙後、第２次議会の活性化を進めることを決定しましたが、

具体的には五つの視点を柱に検討・協議することとしました。 

 視点１としては地方議会の役割について協議することとしていますが、議員のなり手不

足問題を検証していくこととしております。議員のなり手不足についてはさまざまな角度

から検討していくことから１１項目に分類し、選挙制度、議員報酬、選挙費用、議会活動、

地域割、しごと（兼業など）、若者・女性、後継者、人口減少（少子高齢化）、政治の無関

心、その他、というように一つ一つについて調査・検討・協議を進めているところであり

ます。きょうは、この１１項目を参考に皆様のご意見をいただければ幸いであります。 

 視点２から５までは、改選前の４年間行ってきました第１次議会の活性化を検証し、さ

らに活性化していくために２４項目を掲げ、今後４年間で検討していくものであります。 

 １３・１４ページにつきましては参考として添付させていただきましたが、本年４月１

日に第１０回マニフェスト大賞「優秀成果賞」を浦幌町議会が受賞した内容を掲載させて

いただきました。 

 議会としましても、議会がどうあるべきか、町民の皆さんの福祉の向上に向けどのよう

に意見反映させていくのかなどの観点から活性化を進めてまいりましたが、先ほど議長の

あいさつにもありましたようにアンケート調査や、今後の受賞に当たり活性化の体制整備

はほぼできてきたのではないかと感じていますし、今後さらに内容の充実に向けて努力し

ていかなければならないと感じているところでもあります。 

 詳細については、この資料やホームページなどを後ほどそれぞれごらんいただきたいと

思います。 

 以上で説明を終わらせていただきますが、先ほど申し上げたように今回は１２ページの

視点１の１１項目を参考に意見交換をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願
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いをいたします。 

 以上でございます。 

◯議員 説明が終わりました。皆さんから質問をいただきたいと思います。 

 今、委員長のほうから言われました１２ページの視点１の中から、１から１１まで項目

がありますけれども、どのようなことでもよろしいので質問をしていただきたいと思いま

す。 

 ①番の選挙制度の関係については公選法の改正とかいろいろ出てきますけれども、法律

改正についても、こういうのがいいのではないかとか、そういうものがありましたらどし

どしお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 何かないでしょうか。 

◯商工会役員 一ついいですか。 

◯議員 はい。どうぞ。 

◯商工会役員 今、議会のいろんな活動、それぞれ皆さん方がご努力をしながらやってい

るというようなお話、なぜその部分が町民に届かないのかということだと思います。 

 今までの議会というのは、我々も勉強不足なところがあるかもしれませんけれども、や

はり執行者から提案された部分について要するにチェックをしていく。その中で賛成、反

対等を含めて行っていくのが議会だったのかなと。ただ、今いろんな全国の議会の活動を

見ますと、やはり議会側から執行者側に対しての提案、建議、そういうものも頻繁に行わ

れるような議会活動が多くなってきていると思います。ただ、条例の中でそれがどこまで

束縛されているのかわかりませんけれど、我々のほうから見たときに、もう少し町側の提

案等について、こういう部分は町民の考え方は違うのではないか、こういうところはこう

いうふうに是正していったほうがいいのではないかというような部分が、悪いですけれど

も余り見られないような気がしています。 

 実際に議会議員の皆さん方はその辺どう思っているか、お聞かせいただきたい。 

◯議員 今、言われたように、私もそういった部分は十分感じて議員にならせていただい

たわけでございますけれども、それらを広めるために今、この活性化も含めていかに身近

に、話し合いも含めてでございますけれども知らせることができるのかという中にあって

は、報告会、さらにはこういった一般会議もそうですけれども、そういった形をとらせて

いただいているのは知っていただきたい。 

 それで、やっている内容についてでございますけれども、議論をしないでそのままとい

うことは決してないわけです。その議論の場所が見えないことがちょっと残念な部分もあ

るのですけれども、そのことも含めて、行政側から出てくるものについては全て、本会議

の中では賛成か反対かということだけで終わるのですけれども、それ以前に協議会等で話

し合いをしていることも事実でございます。こういったことも言葉的には余りふさわしく

ないかもしれませんけれども、テーブルをたたいてとまではいきませんけれども、時には

大きな声も出ることも事実でございますけれども、その中にあっては、表に出ることはな
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くてもいろいろ話し合いをさせていただいていることも事実でございます。 

◯商工会役員 あと、質問の内容を見ますと、例えば産業なら産業、福祉なら福祉、そう

いう分野の質問等を見ますと、質問される方がどこまで勉強して質問をしているのかなと。

ということは、ありきたりの質問なら一般の人でもできると思うのです。議会の質問とい

うことは、それらを担当課、担当部署、それから例えば農業なら農業、商工業なら商工業、

やはりそれらの人の専門分野のきちんとした話を取り入れながら一般質問をしていくべき

ではないか。そういう部分が、悪いですけれども、人から聞いただとか、誰々がこういう

ことを言っているよとか、何かを見てだとかという質問にちょっとなってきているのかな

と。ですから、一般質問等を含めて何か課題がある場合については、それぞれの専門の業

種また課を含めてきちんと内容を把握した中で質問されるべきではないか。 

 そういうふうにちょっと見受けられるのですけれど、その辺はどうでしょうか。 

◯議員 十分私のことを知っていて言っているのかなという感じもしますけれど、勉強不

足な点をおわびをしながら、今後さらに研さんを積んでいきたいと思います。そのことに

ついては、また商工会さんのほうにもるる内容等についてもお聞きをしなければならない

こともあろうかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思いますし、また、ほかの

議員さんもそうだと思いますけれども、勉強不足と言われればそうかもしれませんが、そ

れなりにやっているという言い方もおかしいのですけれども、できるだけ努力をさせてい

ただきます。 

◯議員 そういうことなので、とりあえず。 

◯商工会役員 はい。それと、もう一つなのですけれど、よく議員さんが、例えば農業だ

とか、その委員会で視察というか状況調査に行きますね。何調査というのですか、あれ。 

◯議員 所管事務調査。 

◯商工会役員 ええ。それは一次産業だけなのですか。例えば農業、漁業、林業がありま

すね。商工業なんかはないのですか。全然聞いたことがないのだけれど。 

◯議員 決して一次産業ということではございません。ただ、ここに書かれている問題の

中で、農業者の方、漁業者の方から、どうだろう、こうだろうということがあれば、それ

ぞれに話す中で、とりあえずという言い方は別として、このたび産業建設常任委員会とし

ては上士幌町へ行ってきたわけですけれども、一次産業の酪農支援が町にとってはちょっ

とどうだろうかということの中から視察に行ってきたわけでございます。 

 今、商工業はどうなのかと言われましたけれども、決してそっぽを向いているというこ

とではないので、行政視察になるのか所管事務調査になるのかは別にして、また何かの機

会にお邪魔することもあろうかと思いますけれども、そのときはよろしくお願いしたいと

思います。 

◯商工会役員 せっかく国とか町で何年かプレミアム商品券をやっていますね。そうした

ら、例えばそういう補助金をいただきながら町民にプレミアム商品券を販売していると。

我々は、その結果については全部資料をつくって報告はしているのです。だけど議員さん
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からそういう話を一回も聞きに来られたこともないし、商工業の現況がどうなっているか

というのも一回も聞かれたことがない。我々が議員さんのところに行って言わなければな

らないのかと。そうではなくて、やはり自分たちの足で来ていただければ、まだまだ身近

なお話が聞けて、会員さんを含めて、議会さんがこういうふうに関心を持ってくれている

から今度は議会に対してもうちょっと関心を持っていかなければならないということにな

ろうかと思うのですけれど、そういうのがさっぱりないから町民も、議員さんに物を言っ

たって、また町の執行者の提案どおり可決されてシャンシャンで終わってしまうのだなと。

意外と町民はそう思っていると思いますよ。私の意見だけではなくて、意外とそういう意

見の人が多いですよ。だから関心を持たない。だから、給料が高い安いではなくて、そう

いうところもね。せっかくみんな街の中にいてもそういう話をしないのですね。してくれ

ればいいのだけれど。我々にしても、それが議会に反映されるかどうかもわからないから

話をしないと。 

◯議員 はい。議長。 

◯議長 大変厳しいご意見をちょうだいいたしました。別段、所管事務調査で各委員会が

商工会のことに関心がないとかそういう類いのものではございませんで、関心は、我が町

のことですから皆さんそれぞれ。まして町の議員さん方は特に関心を持っておられると思

いますけれども、プレミアム商品券や何については議会で報告もされまして、そのことに

ついての審議もしています。ただ、商工業界が、こういうふうに人口の減少、また利用者

の方々がどうだこうだということは逐一議会の中では議員同士は話はするのですけれども、

その対策を我々がどうできるかではなく、浦幌に住んでいる以上は浦幌商工会のお店をど

うやって使うかというようなことは常日ごろ協議していると自負をしているのですけれど

も、直接事務所へ行ってお話をしないものですから、今度、私のほうから議員各位に、商

工会に出向いてお話をしましょうよというようなことでご連絡を申し上げます。そういう

投げやりな気持ちは一つもありませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、先ほど議員のほうから答弁がございましたけれども、議会議員の質問の内容

が軽薄でないかというようなご意見もいただいております。このことについては定例会が

あるごとに我々、終わった後に、互いに自分を評価し、人を評価し、反省をしながら、こ

の次はこうしましょうというようなことで、もう少し奥の深さを勉強しろというお言葉は

そのとおりでございますので、それを糧にしながらなお一層努力をしなければいけないと

思っておりますけれども、皆さん方のご期待に十分応えていけないというところにこれま

た進歩があるのであろうと思っておりますので、研さん、切磋琢磨しながらご期待に応え

られるように努力してまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただければありがた

いと思っております。 

 それから、町民との接点の関係ですけれども、こういうことというのは町民との接点を

どうやって持ったらいいかということで考えておりますけれども、この一般会議も各種団

体の皆さん方から、そうしてくださいよということでご理解をしていただけるのは商工会
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だとか農業協同組合ぐらいのもので、若い層の方々はどうしても一歩引いてなかなか答え

てくれないというような問題もございます。報告会においてもその旨報告をしながら皆さ

んにご理解をいただこうと思っておりますけれど、私個人として、今この議員のなり手不

足の問題がございまして、どうやって町民と接点を持ったらいいのだということになれば、

例えば、きょうこのコスミックホールに２時から３時まで待機していますよ、何か話のあ

る町民の方は来ていただけませんかという、こういうことでもいいのだと。我々が集める

のではなく我々から出向いていく。そういう考え方を持ちまして、それぞれまた組織ごと

に、きょう老人クラブのあれがあったな、そうしたら３０分時間をかしてください、議員

がそこに顔を出しますから話があったら何でもお聞かせくださいというようなことをしな

ければいけないのではないかと個人的に考えておりますけれども、このことについても議

会の中で提案をさせていただき協議をしながら、町民とどうやって接点を持ったらいいの

か研究させていただきたいと思っております。その辺もあわせましてご理解いただけまし

たらありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

◯商工会役員 例えば、うちの商工会の場合でしたら、商工会の理事会、部会、青年部、

女性部、例会、役員会等ありますね。だから、この一般会議という形ではなくて、ざっく

ばらんにね。全員の方でなくてもいいのです。何名かの議員さんが一緒に参画して自由討

論のような形でいろんなお話を聞くだとか、そういうことから始めていかなかったら、日

曜議会やっています、ナイター議会やっています、だから来てくださいと言っても私は行

かないと思うのです。今まで行っていないから。だから、その前にとりあえず何名かの議

員さんに日常一般のことも含めて雑談的な、そういうところから始めていかなければ議員

さんとの接点というのはなかなかできないのではないかと思っています。 

 我々も議会議員さんのなり手という部分では、やっぱり若い世代の人にどんどん立候補

していただいて、若い人たちがこれから自分たちの町をどうするかという部分については、

我々組織で言ってもほんとに外野で遠ぼえになってしまうので中に入って議論していかな

ければという部分は、何かにつけて青年部、女性部を含めてこれからいろんな形でお話は

していきたいと思っています。 

◯議長 大変ありがたいご指摘を賜りまして、心からお礼を申し上げたいと思っておりま

す。会長さんの言われるとおりだと思っておりますけれども、女性部、青年部等にも声か

けをしながら協力するから、おまえらも全力を尽くせよというようなお言葉だったと思っ

ておりますので、肝に銘じて、皆様にお応えできるように早急に協議をしてまいりたいと

思っておりますので、またその折には特段のご指導を賜りますようお願いを申し上げます。 

◯議員 １２ページの視点１の議員のなり手不足に係る問題ということで、先ほども言っ

たように①の選挙制度については公選法の絡みがありますけれど、②番目の議員報酬につ

いて、こういうふうにしたらもっと議員に立候補する人が出てくるのではないかとか、何

かあれば。 

 今年度から議員報酬が１４万５，０００円から３万上がって１７万５，０００円になっ
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たのですが、これは管内でも平均よりちょっと低いかなというところなのです。本当は若

い人が生活できるぐらいのものとか、先ほども議長が議員報酬の話もされましたけれども、

何かあればお願いしたいと思います。 

◯商工会役員 報酬の部分については大変難しいと思っています。ということは、例えば

道議会議員さん、国会議員さんは専門職ですね。そうしたら、町議会議員さん、市議会議

員さんを本当に専門職の立場でなり手を探していくのか、今までのような形で、職業を持

って、その片手間と言っては申しわけないのですけれど、そういう形で、それも自分の仕

事をなげうってでもやってもらえる方向で進めていくのかという部分は、議会としては専

門職という考え方なのでしょうか。その辺わからないのですけれど。 

◯議長 これは議員みんなの意見と捉えられたら困りますけれども、専門職ということは

僕は不可能だと思っていますし、そういうものではないと思っております。だけれども、

石破地方創生担当大臣が言われました報酬という表現は、国会議員、道議会議員、県議会

議員等の金額から見たら本当にささやかだというのがあったからそう言ったのかなという

ふうにも思います。そういう中では、やはり自分の職業を持った中で。 

 問題は何かというと、僕は、やっぱりやる気だと思うのです。地方議会は専門職でやる

というものではないと思っておりますけれども、町民の皆さんが議会に参画をして「ひと

つやるぞ」という、その気持ちがどうも少ない。自分たちが議員になったときを考えてみ

れば、初めはみんなが不安で不安でどうしようもなくて出るわけです。それは、当選する

のかしないのか、俺ができるのかできないのか。議会に初めて出るのですから、そんなの

初めから俺はわかっているから行ってやるわという人は数少ないだろうと思っております。 

 そんな中では、職業意識でやろうなどということは地方議会ではどうなのでしょうねと

いうようなことなのだけれども、先ほど言いました１１日の全国の議長大会の中でも法律

を変えてほしいと。地方の議員は、市議会議員までは費用を行政で持つのです。だけど町

村議会議員だけは車代からポスター代から何から全部自費ですから、報酬が少ない中でそ

れだけの経費をかけて、それまで見るという、そういう考え方がどうなのかということに

なれば、全国大会の中でも決議文として、町村議会議員まで。それは恐らく役所の負担に

なるのかもしれないけれど、そういう制度にする。国がそれだけのものを出してやるから

やりなさいよというぐらいのことをしてくださいということで要請をするのだということ

ですから、そういう時代に変わってきたということは実際に言えるのではないかと思って

おります。 

 大事なのは、自分の命は自分で守るのと同じように自分の町は自分で守る。やっぱり若

い者が意欲を持って町政に参画をするための方策、どうしたらいいのだろうということで、

これといった手はずはないし、また、なり手不足で議員を確保できる保証も解決策も恐ら

くないと思います。だけれども、４年後の選挙のときに１２人、１３人の人たちが立候補

してくれなかったら解決にはならないのです。そういうことを踏まえれば、皆さんの力を

かりてやらなければ何もできないということになるのであろうと思っておりますので、そ
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の辺もご理解、ご協力、ご指導をいただけたらありがたいと思っております。 

◯商工会役員 町議会議員さんと同じように、我々商工会組織も指導団体なものですから

基本的には役員は無報酬なのです。だから、出た会議の日当という形の中で本当にわずか

な金額。ですから役員のなり手がだんだんいなくなってきているのも事実なのです。 

 収益事業をやっているところについては組合法の中で報酬という形でできるのですけれ

ど、我々商工会の場合は上部団体に行っても全部無報酬ですから、自分の仕事をなげうっ

て商工会のためにという今やってもらっている人には本当に気の毒なのですけれども、商

工会の役員の選出も非常に厳しくなってきているのかなと。ですから、今、議長さんが言

われたように、やっぱり地域に対する取り組み方、愛情を持ってですね。 

 我々商工会もそうだと思うのです。皆さん方が自分の仕事をなげうってでも時間を割い

て、やはり地域のためにということで頑張っていただいております。ですから私は報酬が

高い安いというのは一概に言えないのですが、いずれにしても認めてもらえば高くてもい

いという人は多分たくさん出るだろうし、認めてもらえなかったら高いと言うだろうし、

その辺ではないかと思います。 

◯議員 はい。 

 そのほか、どんなことでもよろしいのでお願いしたいと思います。 

◯商工会役員 マニフェスト大賞とありますけれども、これは広報か何かに出たのですか。

浦幌町議会がマニフェスト大賞をもらったでしょ。これは公にしているのですか。どうい

う内容かというのは。 

◯議員 新聞にも出ましたし。 

◯商工会役員 ああ、そうですか。認識不足で。 

◯議員 これは公になっているものです。毎日新聞主催ですね。 

◯議長 平成１８年からですから、ちょうど１０回目です。このマニフェスト大賞の会長

さんが言う中では、民主党政権になって、民主党のマニフェストが守られただの守られて

いないだのという論議があって、そして今このマニフェストというのは評価をする値があ

るというようなことで、このマニフェストの内容については、例えば、ボランティア組織

と言ったら語弊があるかもしれませんけれども、そういう組織や各団体の方々、大学生、

そういう方々が部門は別ですけれど受賞されている。これは議会だけですが、ほかの部門

でそういう方々が、まちづくりのために、また、そういう議員さんをこうだよというよう

なことに参加をしながらやっているというのはすごく認められるというような。 

 議員のなり手不足というのは、浦幌ばかりではなく全国的に押しなべて問題だというこ

とは明らかなことであろうと思っております。特に浦幌の場合は、活性化と、基本条例の

制定もございますし、全国に先駆けて議員のなり手不足問題に目を向けて、そのことにつ

いては年間の事業計画を立てながら推進するということが認められたのであろうと思って

おりますけれども、全国の中でですから、こんな光栄なことはないと思っています。 

 そんな中では、この議員のなり手不足の問題について明らかな方策が町民とともにでき
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たとしたら最優秀賞をいただけるなと僕は思っておりますけれども、この賞をもらうため

にやるのではなく、浦幌町をどうするかというためですから、それが堅実な道を歩めばそ

れなりの評価をされるだろうと。ですから、我々独自ではなく皆さん方とともにやらなけ

ればできないということを理解していただけたら、こんなうれしいことはないと思ってい

るところです。 

◯商工会役員 先ほど議員報酬のところでお話があったと思うのですけれども、議員活動

費のようなものはあるのでしょうか。というのも、皆さん議員さんで調査する場合があり

ますね。その調査費というのはどういう形になっているのでしょうか。 

◯議長 うちの町は政務活動費はありません。そんな中で十勝管内で二町村、鹿追と芽室

が月１万か２万出ていると思います。 

◯商工会役員 私ちょっと気になったのが、活動にという部分と調査費という部分が浦幌

町ではどういう形になっているのかと思ったのですけれども。 

◯議員 調査費も活動費も一円ももらっていないです。それで、先ほど所管事務調査とい

うか、上士幌へ行きましたよと。ああいうのは年に１回、道外視察だとか、そういうよう

な旅費の予算を組むだけで、個人的には活動費だとか調査費というのはないのです。それ

で、この活動費も議会の中でもいろいろ議論しているのですけれども、今のところは活動

費はつけないでやろうということでやっております。 

◯商工会役員 でも、調査するにしても費用がかかりますよね。例えば、いろんな部分の

書類とか、交通費ももちろんかかるだろうし、その辺を実費でやっているということです

か。 

◯議員 そうです。 

 議員、どうぞ。 

◯議員 よく新聞で問題視される調査費ですね、あれは全部個人に対して幾らと出る調査

費が問題になっています。それで、浦幌は、今、議長のほうからも説明があったように個

人に対して調査費という名目のものは一切ありませんし、所管事務調査といって常任委員

会がよその町に調査に行くとか、現状では道内視察しか理事者も認めていないですから、

１泊で道内に行くというのは旅費は公費で予算をとってくれるわけで、特別な調査費とい

うものの支給はないです。 

◯議員 通常の議会活動の中で各委員会が管内視察だとか、そういったことも全部実費な

のかということも含んでいるのでしょ。違うの。そういう場合は車や何かは。 

◯商工会役員 そうではなくて、個人的な部分でということです。 

◯議員 そうしたら今のでいいです。 

◯議員 一切ない。 

◯商工会役員 一切ないのですか。 

◯議員 ないです。 

◯商工会役員 うーん。 
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◯議員 だから、大雨があって上浦幌に個人的に行ってこなければならないと。そうした

ら、自分の車で行って、もしそれで事故を起こしても、個人の活動ですから公務災害にも

ならないし。 

◯商工会役員 例えば、今の川のあれとかもそうでしょうけれども、こういうやり方がい

いねという部分も含めて調査をしに行きたいと言っても、それは調査費は出ないと。 

◯議員 そうです。だから、委員会ごとで行けば一応…… 

◯商工会役員 委員会ごとで行けば予算は。 

◯議員 公用車を出してもらったり。 

◯商工会役員 ああ、そうか。 

◯議員 ですから、はっきり言って、政務活動費とかそういうのが少しでもあれば議員に

なる方も多少ふえてくるのかなとか、そういうことであればまたみんなで考えていかなけ

ればならないのですけどね。 

◯商工会役員 私のイメージ的には、通常の議員活動、会議も含めて、その部分と、調査

とか個人的な部分、これは別のものだと思うのです。 

◯議員 ええ。 

◯商工会役員 で、すごく金額がかかる部分とか少なくなる部分もあるのでしょうけれど、

やっぱりこういう部分をきちんとしないと、議員さんが活動したくても、いやいや、これ

じゃあ俺出せないよねという部分が出てくるとブレーキを踏んでしまうことになりますよ

ね。だから、一生懸命やりたい、我が町のためにというのであれば、その辺もある程度、

議員さんの中で決めていったほうがいいような気がするのですけれども。 

◯議員 政務調査費で特に県とか市などで問題になっていることはテレビで報道されてい

ますね。 

◯商工会役員 はい。 

◯議員 あれはシステム的な問題もあると思うのです。事前にお金を支給されて、それを

きちんとした領収書を添付して事業活動、そういう調査費というのはちょっと現実的では

ないなと。ただし、今、言うような必要な調査について必要な出費を我々が要望していく

というのは、それはやはり考えていかなければならないのかなと思いました。 

◯商工会役員 もちろんその中で産業の部会とか分かれているわけですから、その中でこ

ういうことをやってみたいと。で、皆さんの承認があって、それでいいと思うのです。 

◯議員 それで、今、現実的な話をすると、我々もいろんな所管事務調査をする場合に、

今回も僕たちは防災の関係で広尾町に行ってきたのだけれど、それも特に政務調査費とい

うのはないのだけれど、議会から町にお願いしてバスを出していただいて、その中で向こ

うと日程調整をして視察をして、いろんな施設を見たり、ご意見を伺わせていただいた。

大体年４回ぐらいはそういった行政視察、調査的なものをやるという中で、現状では調査

費がなくても何とかできているのかなというところもあるので。 

 調査費をいただくとなると我々も今まで以上のことをしなければならないということは、
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逆に言えばもっともっとプレッシャーがかかって、もっと一生懸命やらなければ、何をや

っているのだと言われかねないので、それは諸刃の剣で功罪両方考えていかなければなら

ないと思っています。現実論としてね。 

◯商工会役員 うーん。 

◯議員 常任委員会がそういう調査活動をやっても、お昼代も自分持ちですし、本当に何

もないです。交通費が公費で出るだけというか、バスを用意してもらうとか、乗り合いの

公用車を用意してくれるとか、そういう範囲です。 

 ですから、先ほどもお話があったと思うのですが、議員を専業でどうなのかという話に

なると、活性化の中でもそういう話をしているのですが、商工会の役員さんも顔ぶれをみ

たら大体そうだと思うのですが、自分の仕事を持っていて、専業でやれと言われたら、私

も現状できないと。例えば市議会議員なんか、夕張を別にしてほぼ４０万以上ですね。帯

広でも月４５万ぐらいでしょ。そういう金額をもらって、専業でやれ、専業だから調査費

も出すよということになったら私らは議員をやっていられないですと。私は手伝いの立場

ですけれども、いなかったら農業ができないという状況だったら、もう議員できないです

ねと。 

 商工会の皆さんも、ほぼそういう状況にあるでしょ。 

◯商工会役員 そうなのです。 

◯議員 それはわかりますよ。ですから、本当に地方議員が専業でできるの、たくさん報

酬をもらったからといって専業で議員になれるのと。専業になったとして、たくさん報酬

をもらったとして、選挙という洗礼がありますよね。だから、若い人たちに何ぼ出したっ

て、例えば３０代で議員になって永久にやっていられる保証はないということなので、非

常に厳しいです。 

◯商工会役員 私たちも、理事も無報酬でやっている。で、気持ち的にはもっと活動した

いし、やっぱり商店街のことであれば一生懸命やりたいと思うのですけれど、自分の仕事、

この時間もそうですね、私がいなくなれば売り上げが下がるのです。で、結局それをどこ

で穴埋めするのという部分。 

 これは昔からこうだったので、我々もそういうものだと思ってやっているのですけれど

も、それが今この時代になったときに大変足かせになっている部分があるのではないか。

昔はそれでよかったろうけれども、これからはもっとそこをきちんとして、やっぱり最低

の時間、日当なら日当をきちんと払った上で活動していかないとフェアではないなと。や

り手もいなくなる。それ以上に絶対かかっている部分がありますから、日当なんてもらっ

ても合わないはずです。皆さんもそうでしょうけれども、我々もそうです。その辺は明確

にしていかないと本当に議員さんのなり手もなくなる、商工会の理事のなり手もなくなる。

先輩方を差しおいて申しわけないけれども、本当にそれは私たちは感じます。どこかで共

通している部分があるのかなと私は思います。 

◯議員 よくわかります。 
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◯商工会役員 で、実際に自分たちも調査したいけれども、結局は、なかなか調査費は。

ハマナスも私、理事でやっているのですけれども、全体的な視察は行けるのですけれども、

それもある程度限られている。でも、もっと踏み込んだ調査をしたいといった場合にはな

かなか難しい部分はあるし、ましてや日当なんか出るわけもないですし。そういった部分

でもうちょっと見直してこれからの時代に合わせていかないと、本当に難しいのかなとい

う気はします。 

◯議員 はい。わかりました。 

 もう一人ぐらい何かあれば。視点１の中の。どういうことでもよろしいですけれどもお

願いしたいと思いますけれど。 

 よろしいですか。 

 時間も迫ってきていますので、②番目の議員のなり手不足については終了したいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 

     ◯その他 

◯議員 それでは、「４ その他」ということで何かありましたらお伺いしたいと思います

が、どうでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

◯議員 最後に森副議長より閉会のあいさつをいただきたいと思います。 

 

     ◯閉会のあいさつ 

◯森副議長 きょうは、公私ともお忙しい中、大変貴重な意見交換ができましたこと、心

から感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

 １点目の商工業を取り巻く課題と展望につきましては、５年間の経営発達支援計画とい

うことで詳細に説明をいただきました。私どもも資料を再度見せていただきまして、今後、

商工会の皆様方のご活躍を確認をさせていただきたいと思っております。 

 また、うらほろブランドですか、推奨を東京で開催されるということも聞いております

ので、そういう面でも浦幌町を幅広く販売をしていただきたいと思っているところでもご

ざいます。 

 また、議員のなり手不足問題につきましては、今、私どもも協議をしておりまして、た

くさんの課題を持っている中身でもございます。先ほども貴重なご意見等もいただきまし

た。共通認識を持ちながらともに前に進めていかなければならない問題であろうと思って

おります。 

 冒頭に田村議長よりあいさつがありましたが、今年度、統一選挙におきまして欠員が出

たことはまことに残念であり、二元代表制の根幹を揺るがす問題であると思っております。

議会としましても活動内容また取り組みなどを説明させていただきましたが、大変難しい

問題でありますので、今後も議員のなり手不足の問題につきましては最優先課題として町
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民の皆様とともに協議をさせていただきたいと思っております。 

 また、先ほども非常に貴重な意見をいただきましたが、雑談的に町民の方と交流という

ことも今後十分取り入れながら協議を進めてまいりたいと思っております。 

 どうか今後とも浦幌町議会に対しましてご理解とご協力をいただきますことをお願い申

し上げまして、大変簡単ではございますが閉会のごあいさつとさせていただきます。 

 本日は大変ありがとうございました。 

◯議員 それでは、これをもちまして本日の一般会議を閉じさせていただきます。 

 本日は貴重な意見交換、大変ありがとうございました。 


