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浦幌町議会一般会議会議録 
 
平成２６年１１月２５日（火曜日） 

開議 午後 ４時００分 
閉議 午後 ５時１８分 

 
○会議次第 
 １ 開会あいさつ 
 ２ 出席者紹介 
 ３ 意見交換 
   ①「小規模企業振興基本法」、「小規模支援法」制定に伴う小規模企業振興について 
   ②浦幌町議会の取り組み及びお知らせについて 
 ４ 閉会あいさつ 
 
○出席者 
 議会議員 
  田村寛邦、髙橋利一、阿部 優、河内富喜、杉江 博、森 秀幸、福原仁子、 
  二瓶 隆、安藤忠司、差間正樹、関井雅明 
 【事務局】前田事務局長、中田議事係長、松田事務員 
 
 浦幌町商工会 
  竹田悦郎、木下政憲、廣橋尚昌、大浦也須史、山岸嘉一、橋枝俊英、石田雅之、 
  廣橋基嗣、髙室智全、桑原瀧子 
 【事務局】須藤事務局長、関指導課長、岩田観光振興参事 
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○議員 皆さんこんにちは。予定の時間になりましたので、始めさせていただきます。本

日の一般会議ということで設定をさせていただきました。本日の全体的の進行を務めさせ

ていただきます議会運営委員長の杉江でございます。よろしくお願いいたします。 
 それでは、開会に先立ちまして田村議長よりごあいさつ申し上げます。 
 
     ○開会あいさつ 
○田村議長 皆さんこんにちは。開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと

思います。本日は、お忙しい中、また貴重な時間帯に浦幌町議会一般会議にお集まりをい

ただきましてありがとうございます。また、日頃から町議会に対しまして、竹田会長初め

といたしまして、役員の皆様方には、ご協力を賜り心からお礼と感謝を申し上げる次第で

あります。 
 現在の地方自治体を取り巻く環境は、地方分権が叫ばれ、地方自治法などの法律改正に

より、それぞれの町が独自でまちづくりが可能となり、執行機関である町がさまざまな施

策を展開していますが、議決機関である議会の役割においても、重要性を増しているとこ

ろでもあります。 
 執行機関である町は、時代の変化に対応するため、自治基本条例や町民参加条例などを

制定し、議員個々の活動だけでなく議会全体として監視機能の充実や政策提言をしていき、

町長と議会の二元代表制のもと、互いの立場でより良いまちづくりを進め、努力していく

ことが求められております。 
 そんな中、浦幌町議会は、平成 23 年の改選後、すぐに議会の活性化に取り組み、今年

で４年目を迎えたところであります。議会の活性化におきましては、これまで議会運営委

員会や議員協議会を 50 回以上にも及び開催し、協議をするとともに先進地視察や研修会

を重ねながらようやく昨年４月に十勝管内で４番目となる議会基本条例をスタートさせる

ことができたところであります。 
 本日の一般会議は、議会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あります。今回、

商工会役員の方との一般会議が初めてであります。議会といたしましても、記念する第１

回の一般会議でありますので、有意義な時間とさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくご指導賜りますようお願いを申し上げます。 
 本日は、大変ご苦労様でございます。よろしくお願いいたします。 
 
     ○出席者紹介 
○議員 それでは、次に出席者の紹介をいたします。出席者ですが、もう既にご承知かと

思いますが、議会の副議長が入院加療中でございまして本日欠席となっております。冒頭

お伝えをしておきたいと思います。 
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 それでは、議会の方は順次議長の方より自己紹介で対応していきたいと思います。また

商工会さんの方は、自己紹介でも事務局紹介でも構いませんけれども、よろしくお願いい

たします。 
○田村議長 議長の田村と言います。よろしくお願いいたします。 
○森議員 皆さんこんにちは。産業建設常任委員長を仰せつかっております森と申します。

今回、一般会議の中でですね、進行をさせていただきます。一般会議、初めてなものです

ので、皆様にご迷惑をかけるかもしれませんけれども、お許しをいただきながら進めさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
○杉江議員 産業建設常任委員会、それから議会運営委員長を仰せつかっております杉江

でございます。今日はよろしくお願いいたします。 
○髙橋議員 皆さんこんにちは。髙橋でございます。過去には、商工会員として一緒に同

席をさせてもらった関係もございました。そんな意味でですね、商工会の皆様方につきま

しては、非常に身近な方々ととらえてございますので、今後においてもですね、どうぞよ

ろしくお願いいたします。私は、議運の副委員長をやらせてもらっています。今期５期と

いう長い 20 年という議員生活を送らせてもらっている関係上、また地元の商工業の方々

についても、何とか本当にみんなすばらしい商工会の状況にいつも対応できるような形を

望んでいる一人でもございます。よろしくお願いいたします。 
○阿部議員 皆さん、お晩でございます。ご苦労様でございます。私と森議員の２人、ト

ンネルを越えて参って、いろいろな形の中でお世話になっております。所属は、総務文教

厚生常任委員会で昨年いろいろありまして、副委員長を仰せつかっております。私何もで

きませんけれども、今日はご意見を伺えればと思っています。よろしくお願いします。 
○河内議員 河内です。自己紹介するまでもなく、皆さんに大変お世話になって、いろい

ろな経験、勉強させていただきました。まだまだ発展途上の私であると思っています。心

を入れ替えて今後とも精一杯頑張りたいと思っています。よろしくお願いいたします。 
○福原議員 総務文教厚生常任委員長の福原と申します。主婦の立場からまたいろいろと

勉強をさせていただいたり、提言をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 
○二瓶議員 改めましてこんばんは。改めて自己紹介というのも何かと思いますけれども、

商工会員であり、また議員の一員として日頃微力ながら努力をさせていただいているとこ

ろです。改めて名前を言うのもなんですが、産業建設常任委員会の副委員長をしておりま

す二瓶でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
○安藤議員 安藤です。産業建設常任委員会と議会運営委員会に所属しております。１期

生でございます。よろしくお願いいたします。 
○差間議員 差間正樹です。総務文教厚生常任委員を仰せつかっております。今日は、一

般会議ということで、皆さんとともに町の活性化に向けていろいろ勉強していきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 
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○関井議員 産建の関井です。今日は、一般会議ということで初めてなので、皆さん協力

し合っていい知恵を絞りながら頑張っていきたいなと思っています。よろしくお願いしま

す。 
○前田議会事務局長 議会事務局長の前田です。本日は、どうぞよろしくお願いいたしま

す。事務局スタッフ、私の方から紹介させていただきます。議事係長の中田です。よろし

くお願いします。 
○中田議事係長 よろしくお願いします。 
○前田議会事務局長 事務の松田です。よろしくお願いします。 
○松田事務員 よろしくお願いします。 
○前田議会事務局長 以上でございます。 
○須藤事務局長 お晩でございます。事務局長の須藤でございます。本日の一般会議、お

受けいただきまして、ありがとうございます。私の方から順次上座の方から紹介をさせて

いただきます。竹田会長でございます。 
○竹田会長 竹田です。どうぞよろしくお願いいたします。 
○須藤事務局長 続きまして、木下副会長でございます。 
○木下副会長 木下です。よろしくお願いします。 
○須藤事務局長 次に、廣橋副会長でございます。 
○廣橋副会長 廣橋です。よろしくお願いいたします。 
○須藤事務局長 ただいま一つ空席となっておりますけれども、本日午後から帯広の方で

業界の会議がありまして、今ちょうど走っているさなかでございますが、後ほど参ります。

大浦金融委員会委員長、後ほど参ります。どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。 
 次に、山岸総務委員会委員長でございます。 
○山岸総務委員会委員長 山岸です。よろしくお願いします。 
○須藤事務局長 続きまして、橋枝地域振興委員会委員長でございます。 
○橋枝地域振興委員会委員長 橋枝です。よろしくお願いします。 
○須藤事務局長 次に、石田地域振興委員会副委員長でございます。 
○石田地域振興委員会副委員長 石田です。よろしくお願いします。 
○須藤事務局長 続きまして、廣橋経営改善委員会副委員長でございます。 
○廣橋経営改善委員会副委員長 よろしくお願いします。 
○須藤事務局長 続きまして、高室青年部部長でございます。 
○高室青年部部長 高室です。よろしくお願いします。 
○須藤事務局長 続きまして、桑原女性部部長でございます。 
○桑原女性部部長 桑原です。よろしくお願いいたします。 
○須藤事務局長 それでは、事務局の紹介をさせていただきます。私の隣から関指導課長

でございます。 
○関指導課長 関と申します。よろしくお願いいたします。 



- 5 - 
 

○須藤事務局長 次に、岩田参事でございます。 
○岩田参事 岩田です。よろしくお願いいたします。 
○須藤事務局長 事務局長の須藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
○議員 出席者紹介ありがとうございました。 
 
     ○意見交換 
○議員 ここで本日の日程について、若干説明をさせていただきます。この後、一般会議

の本題として、①小規模企業振興基本法等の協議をしていただきます。意見交換というこ

とになっております。おおよそ１時間をみておりますが、４時から進んでおりますので、

協議の経過、時間によってはその都合で次に移っていただいてもいいかなと思っておりま

す。 
 それから②番目に、浦幌町議会の取り組み及びお知らせについてということでございま

す。その後ですね、第２段目につきましては、商工会でも資料をつくって、懇談会という

ものをつくっていただいておりますので、後段については、商工会さんにお任せをして進

めていただくようにお願いをしてございます。よろしくお願いいたします。 
 先ほど申し上げましたが、時間配分については、話の経過で途中休憩をとりながら後段

に進めれたらなと思っておりますので、おおむね６時をめどに終了させていただきたいと

思っていますので、よろしくお願いいたします。 
 この後は、一般会議の本題に入りますが、進行を産業建設常任委員長の森委員長が務め

ますので、よろしくお願いいたします。森委員長。 
○議員 それでは、意見交換ということで、私の方で進行をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。本日のテーマとなっております、「小規模企業振興基本法」、「小規模

支援法」制定に伴う小規模企業振興についてということで、まず商工会さんから資料に沿

った形で説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○商工会事務局 そうしましたら、今回ですね、二つ資料の方を配布させていただいてお

ります。まず初めに、小規模基本法制定等小規模企業振興について、横長のカラーのもの

でございます。 
 もう一つにつきましては、商工会連合会がつくりました月刊商工会別冊、今回の小規模

基本法の説明の別冊がございます。この二つで説明をさせていただきたいと思います。 
 まずこちらの横長の方ですが、まず１ページめくっていただきたいと思います。１ペー

ジ目につきましては、小規模企業を取り巻く環境ということで、小規模企業者数の全国の

事業者数の推移が出ております。この中で、平成 21 年と 24 年の所を比較していただきた

いのですけれども、合計の所で平成 21年が中小企業者数が 420万社ありましたけれども、

平成 24 年には 385 万社、３万 5,000 社ほど減少してございます。その下の括弧なのです

けれども、こちらにつきましては、小規模事業者数でございます。こちらにつきましては、

367 万社から 334 万社ということで、33 万社減少ということで、合計の 35 万社のうち、
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33 万社が小規模事業者である、地方の特に郡部にいきますと、小規模事業者が地域の経済

を支えているということがございます。 
 この推移でいきますと、地域の経済を支えている小規模事業者がなくなってしまうので

はないかというような数値でございます。 
 続きまして、次のページの２ページですけれども、国の中小企業基本法の変遷というこ

とで、政策理念が載ってございます。こちらにつきましては、昭和 38 年から平成 11 年ま

で二重構造の格差の是正ということで、大企業と中小企業の格差の是正、中小企業の底上

げを図るということで政策をとってまいりました。 
 平成 11 年から 25 年につきましては、多様で活力ある独立した中小企業の育成・支援と

いうことで、伸びそうな中小企業を大企業に引き上げるというような政策を打ってまいり

ましたけれども、その政策等の影響もあるんでしょうけれども、先ほど申しましたとおり、

小規模事業者の減少が大きいというようなことで、平成 25 年度に今回の改正によりまし

て、小規模企業に焦点を当てた政策体系にする旨、政策理念基本法に規定をされまして、

小規模企業に対する中小企業施策の方針を決定してございます。 
 これらを受けまして、今回の小規模企業支援法と基本法の制定になってございます。こ

ちらにつきましては、その内容を詳しく記載しているものでございます。以下につきまし

ては、基本法詳しく述べておりますけれども、こちらの冊子の 20 ページから 22 ページに

ついて、今回の基本法の中身について説明がしてございます。こちらに沿ってちょっと説

明させていただきたいと思います。 
 小規模基本法がなぜできたのかというところなのですけれども、日本全体が活力を取り

戻すためには、地域が活性化し、小規模企業の方々に元気を取り戻していただくことが欠

かせませんが、現実を見ますと、地方の人口減少や少子高齢化によりまして、市場が減少

傾向が続いております。またグローバリゼーションの進展によりまして、地方まで競争の

波が押し寄せています。こうした構造の変化は、もはや後戻りすることができないですが、

これが中小企業に重くのしかかりまして、事業を続けていくだけでも大変な努力を要する

のが現状です。 
 こうした厳しい環境の中で、個人事業主を含めた小規模企業が新たな顧客を獲得しなが

ら、安定的にビジネスを続けていくために生まれたのが今回の小規模企業振興基本法です。

こういう形で基本法が設定されたものでございます。 
 今回の小規模基本法のポイントなのですけれども、まず基本法では、成長発展という理

念に加えて、事業の持続的発展を基本原則に位置づけてございます。そうしまして、４つ

の柱で小規模基本法の施策をしてございます。まず第一に潜在的需要の掘り起こしと、二

つ目として多様な個人の能力を活かせる人材の確保・育成、また３番目としまして地域の

活性化に資する事業を推進、また４つ目としまして商工会をはじめとして、支援機関や行

政など関係者が連携して総力を挙げて支援できる体制を構築するということでございます。

この基本計画の４つの柱を目標としまして、この計画を５年間で達成するということで重
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要な施策 10 項目を定めてございます。その定めた目標を５年をかけて政策展開をすると

いうことでございますけれども、５年をかけて施策をやってまいりますけれども、これに

つきましては、１年ごとに内容を見直して５年をかけて事業を展開していくというような

小規模基本法の内容となっております。 
 また小規模企業支援法の改正のポイントなのですけれども、今回これにつきましては、

小規模企業にとってもっとも身近であります支援機関である商工会の支援機能を抜本的に

強化して小規模基本法で定める総力を挙げた支援体制を構築しようというものでございま

す。 
 その内容なのですけれども、従来型の記帳指導や税務指導の指導からシフトしまして、

小規模事業者の方々に寄り添って商工会が一緒に伴走しながら、小規模事業者の経営課題

の解決までサポートするというようなことで、悩みを聞きながらともに考えて寄り添う支

援体制を構築するということで、今回、支援法の改正となってございます。 
 今回、今説明した中身が、こちらの３ページから書いてあるのですけれども、３ページ

目につきましては、今回の支援法の制定までの流れ、国会等、全国連等の各種会議等の支

援の流れでございます。４ページからにつきましては、その施策の小委員会の中身でござ

います。５ページからにつきましては、今回の小規模企業振興基本法の概要でございます。

先ほど、説明しました４つの柱というのが６ページ目に記載されている内容でございます。 
 それで７ページ目につきましては、先ほど説明しました 10 の重点施策につきまして、

こちらの方に記載をしてございます。８ページ目からは、小規模支援法の概要についてで

ございます。９ページ目、10 ページ目なのですけれども、今回から小規模事業者の支援法

の改正の概要の中で、商工会、商工会議所の支援事業の計画ということで、経営発展計画

を策定しまして、経済産業大臣に認定を受けて、各小規模事業者の支援にあたるというこ

とでございます。こちらに関しましては、商工会単独でもよろしいんですけれども、浦幌

の商工会につきましては、東部４町、幕別、池田、豊頃、浦幌で４町の広域連携を組んで

ございます。そのような広域連携を組んだ所が一緒になって支援計画を策定して、認定を

受けるということもできる内容となってございます。 
 11 ページ目につきましては、今回、支援法のポイントということで、こういう事例があ

るのではないかということで、４つの事例を掲載してございます。まず一番目といたしま

しては、大企業との連携ということで、こちらにつきましては、埼玉県の商工会でござい

ますけれども、人気アニメの関係で出版社と連携しまして、地域ぐるみでグッズをつくっ

たり、イベントを企画してイベントを開催してございます。 
 また２番目といたしましては、農家・観光協会との連携ということで、こちらに関しま

しては、修学旅行生の受け入れ等を行っている。そして、また３つ目として、ＮＰＯとの

連携ということで、こちらにつきましては、連携いたしまして、展示会等を開催して、各

自地元の商品等のプレゼン等いたしまして、ＰＲを図るということでございます。 
 左の下に書いてありますのが、北海道の商工会連合会でやっております、本州等の方の
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移住交流を進めるという事業でございます。こちらにつきましても、大都市東京、名古屋、

大阪等で説明会等を開きまして、受け入れを行うというような事例があるのではないかと

いうことで、事例の方を載せていただいております。 
 以上でございます。 
○商工会事務局 今の説明とほぼ似たような感じになってくるのですけれども、補足とし

て、簡単にですね、何が変わったのかということについてもう一度簡単に説明をさせてい

ただきたいと思っております。 
 先ほど、事務局の方から種々説明をしていただきましたのですけれども、２ページをち

ょっとお開きいただきたいと思います。２ページの中で、先ほどの説明の中で、平成 11
年までは二重構造の格差是正、皆さんもよく耳にされたと思うのですけれども、大企業と

中小企業、零細企業との格差を何とか縮めていこうではないかというのが当時の国の施策

として講じられておりました。それが長年続いてまいりましてですね、平成 11 年からは

もうそれはいいんじゃないか、やる気のある企業、経営革新、海外進出、そういったやる

気のある企業に対して、どんどんこれを支援していこうではないかということで、限られ

た予算の中で、そちらの方に重点的に予算がシフトされていった、その結果、どういう問

題が起きてきたかと申しますと、商工会における広域連携、それから商工会の合併、こう

いったことの中で、経営指導員数の削減、記帳専任指導職員の削減、そういう形で表れて

きた結果ですね、先ほど企業数の推移の中でご説明申し上げましたように、小規模企業者

が大激減していったという経緯がございます。これを改めて、これでは大変なことになる

ということからですね、日本の経済を立て直すためには、多数を占める小規模企業者の活

力が必要だということから、今回の法律の制定に至ってきたというふうにご理解をいただ

きたいと思っております。 
 やはり地方の小規模企業者が活力を示さなければ、日本の企業は活性化していかない、

経済は活性化していかないんだということの発想の中でですね、既存の新規企業、新規開

業はもちろんのことですけれども、もう一つは現在、営業されている各企業の持続的発展、

これもやはり大事なのではないかということから各施策をこれから講じていくべきである

と、それには先ほど種々事務局の方からご説明させていただきました案件への内容でござ

います。 
 その中で、支援法の中ではですね、先ほど説明しました商工会が伴走型支援をしていく

という説明をさせていただきましたんですけれども、やはり地域の小規模事業者に対する

育成指導としましては、指導方法、計画を国の認定を受けて、それに基づいて支援をして

いくんだと、それによる金融だとか、いろいろな関係の施策が出てくるんですけれども、

商工会に課せられました課題というのは、大変大きなものがございます。 
 そんなところで従来よりましてですね、経営のため、持続していくため、現在の企業が

持続していくためにどうあるべきかということについては、商工会が今後積極的に指導し

ていくという位置づけとなっております。 
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 あわせまして、地方公共団体、地域におきましても、先ほど説明申し上げました 11 ペ

ージの中にもありますけれども、各地域における公共団体、行政も含めてですね、ＮＰＯ

も含めまして、地方の小規模企業者を存続させるために、総力を挙げて地域ぐるみで支援

していく、そういう位置づけの法律でございます。 
 現在、事細かな施策については、国、それから道、それが地方公共団体にどう下りてく

るかということについては、まだ明確にはなってはおりませんけれども、大筋としまして

は、地域における地域・組織含めて、この地域における小規模事業者がなくなるというこ

とは、地域住民にとって大変なことになるということも含めてですね、ぜひこれを支援し

ていこうというのが法律の中身でございますので、その中にありまして、先ほど申し上げ

ましたように、じゃあ商工会としましては、先ほど申し上げましたように、大変大きな責

任を負っている法律もございますので、合わせまして、今後また国・道、それぞれから下

りてきます各施策等の内容につきましての検討をですね、またそれぞれの地方に合った施

策独自のものをまたご相談させていただくことになろうと思いますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。以上でございます。 
○議員 大変ありがとうございました。ただいま商工会さんの方からですね、小規模企業

を取り巻く環境、また国の中小企業基本法の変遷、そして小規模企業の振興を図るための

施策のあり方、小規模企業振興基本法の概要ということでですね、詳細的にご説明をいた

だきました。議員の皆さんから質問を受けたいと思います。質問はありませんか。議員。 
○議員 今るる詳しく説明をしていただいた中で、半分わかったような、半分わからない

ような所もあるのですけれども、統計なんか見ても、自分としては身近な部分で理容、美

容なんかですと、年齢的に 66 歳、これ正直言って先がどのぐらい見えるかというと、極

めて難しい部分があったり、そういう中では、後継者問題も当然出てくる、こういった中

小企業に対する一つのものができたとしても、商工会自体が支援しようとしても限界が出

てくるのではないかな。いわゆる後継者、他人さんでも後継者になれるんでしょうけれど

も、なかなかその後継者づくり難しいということもあると思うんですね。 
 当然我々もそれを考えなければならないわけなんですけれども、商工会としてその辺を

どのように考えているのかな。現実問題として、空き店舗も当然あるわけですし、何かを

しなければならないな、言葉には出るんですけれども、これもまた一歩進むというのは大

変な問題があると思うんですけれども、その辺について伺います。 
○議員 今の件につきまして、ご説明ありますか。 
○商工会事務局 ただいまのご質問の関係でございますけれども、その後の懇談会のテー

マとそっくりのやり取りになってしまうかもしれませんけれども、やはりいろいろな制度

ができあがっても、今お話ありますように、私も含めて六十六歳、六十七歳となってくる

と、あと何年できるんだという、大きな問題がぶち当たっていると思います。 
 やはり後継者対策という形の中で参りますと、担い手がどうあるべきかということにつ

いては、後ほどの懇談会の中でデータで詳しく申し上げたいと思っておりますけれども、
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やはりこの関係についても、子どもさんがいなくても違う方に引き継いでもらえるような

施策、これはやっぱり確立するべきではないかと。 
 それは商工会としても議論されていることは、商工会にどういう空き店舗、それから後

継者問題、それらを外部に情報発信しまして、内部でもいいのですけれども、それを見て、

浦幌に来ていただける方、また引き継いでもいいよと思われる方、それのマッチングする

施策を商工会としても講ずるべきではないかと、その場合には、やはり浦幌に来てもいい

んだよということの中でまいりますと、それなりの補助事業の対策、これらも並行してい

かなきゃなかなか難しいのではなかろうかということから、今、担い手対策のあり方にど

うあるべきかというのは、盛んに検討中でございます。後ほどまた懇談会の中で詳しく説

明させていただきます。 
○議員 ありがとうございました。ほかにありませんか。 
 商工会役員。 
○商工会役員 先ほど、議員さんのお話も第２部の方でもちょっと触れるんですけど、今、

商工業者の現状としてですね、小売業、サービス業、地元のですね、うちの商工会の会員

さんの形態においては、小売業、サービス業においては、ほとんどがですね、昔と違って

家族経営の方がほとんどであります。家族経営ということは、すなわちですね、建設業だ

とか、関係で人を雇用している場合は、福利厚生の部分で社会保険だとか、厚生年金だと

か、そういう保険制度をほとんどが入っていますけど、個人企業の場合はですね、国民年

金の方々がほとんどであります。それで一応うちの方で今回アンケートを作成させていた

だきました。その中で、ある程度年数ですね、歳をとっても体が動くうちは頑張ってみた

いというある程度の情報がですね、今回のアンケートの中で出てきます。 
 それは何故かと言いますと、やはり今国民年金の年金制度、本当に少ない、月６万、７

万というような中でですね、年間８０万ぐらいですか国民年金、それだったら商売を少し

でも続けながら、その商売の売り上げ、利益を多少でも得られるのであれば、年金プラス

その商売の利益で何とか継続して仕事を続けたいという人がですね、私はほとんどではな

いかなと思います。 
 そういう意味では、この基本法の関係についてはですね、やはり小さな町の小規模事業

者の所得水準をですね、いかにいろいろな施策を使った中で、どうやってその水準を上げ

ていけるかという部分にかかってきているのかなと。 
 農業の場合は、農業基本法というような形の中でですね、その基本法がつくられた経過

の中には、農業の合理化だとか、やはり所得水準の底上げだとかという部分でたぶんやっ

てきたと思うのです。 
 そのために国ではいろいろな補助金だとか、融資制度だとか、いろいろ我々から見ると

数多く多分農業の場合あると思うのです。ただ、商工業では、中小企業の場合はですね、

そういう補助制度、融資制度、ほとんどがやはり自立しながら自分で賄いながらでなかっ

たら、補助制度というのはほとんどがなかったような状況でありましたので、何とか国で
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はその小規模基本法の中で少しでも小さな金額、本当、50 万補助金、その補助金をですね、

使って有効に何かできないかというようなレベルです。 
 今回の小規模基本法の中の我々が使えるのはね、だからそういう部分では、本当に商工

業者の人はですね、地域に根差して、地域の消費者のために、消費者から見れば何だ商売

の仕方下手だとかいろいろありますけれども、ただ、その町に根を張って、商売を続ける

ということ自体が私はやはりその町にとっての福祉の向上だとか含めてね、意義があるの

かなと。 
 だから、そういう部分では、そういうふうに見られてこなかった商工会もですね、ＰＲ

不足だったのかもしれません。だから今後、そういう部分でですね、なぜこの町で商売を

するのか、外に出れる人はみんな出ていきます。だけど、出ていけない人がほとんどで、

この町で何とか、この町の町民のために、住民のために、何とか商売を続けながら貢献し

ようという人たちが今残っている人たちでないかなと私は思っておりますので、その辺も

ですね、この小規模基本法の国の制定の関係からですね、議員の皆さん方にもご理解をし

ていただきたいなと。 
 なかなか商工会の方はですね、本当にそういう補助制度とか融資制度、本当に近隣もで

すね、農業資金みたく０金利スーパー金利なんてないのです。本当にはっきり言って。本

当に市場の金利で我々は商売をやってきていますので、その辺を犠牲にしながらですね、

皆さん方頑張って、私は会員さんやっていただいていると思っていますので、そういうこ

ともぜひご理解をしていただきたいなと思います。 
○議員 ありがとうございます。ただいま、商工会役員さんの方からですね、年々お店が

減少していく中、ただやはりお店を持っている方々は地域の人にやはり尽くすということ

でですね、一生懸命やられているということでございますし、また補助金と申しますか、

サービス業にとりましては、ほとんどない状態ということでもございます。 
 そんな中で、今説明がございました。本当に私どももこう見ていますと、本当にその通

りなのかなというふうに思ってございます。このことにつきましても結構でございますの

で、何か皆さんの方からございましたら、お話をいただきたいなというふうに思っていま

す。どうぞ。 
○商工会役員 事務局に質問するのちょっとおかしいのですけれども、５年って期限が先

ほど最後の方で言われたのですけれども、計画を立てて実行するまで５年という考え方な

のでしょうか。支援法の、例えば５年間の期限と言っていましたよね。それについてちょ

っと。 
○商工会事務局 今回ですね、先ほど言いました４つの目標なのですけれども、これを５

年をかけて行っていくということなのですけれども、その中で計画、実行、評価、改善と

いうことで５年をかけてやっていくのですけれども、１年ごとに進み具合を見ながら５年

をかけていくと。その５年で今回の基本法できていますから、この５年で進めてその時点

でまた基本法、今回のできた法律の案件どおり進んでいるのかということをまた見ていく
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という形の内容となっています。 
○商工会役員 空き店舗対策だとか、そういうことに対して、商工会なら商工会でこうい

うことやりたいんだということを、素案をまとめて、当然支援をしてもらいながらやると

いう方法なのでしょうけれども、それがタイムリミットが５年なのか、事例というか、ち

ょっとそこら辺は。 
○商工会事務局 これに関しましては、先ほども言いましたけど、商工会の方で国の支援

事業の経営発展の支援計画、認定を受けて助成金もいただきながら、各個店、会員さんの

経営の発展、発達というんですか、発展をするようにということで、企業の経営分析をし

ながら戦略を練って、市場の動向を調査して新たな売り上げにつなげて、小規模事業者が

…。 
○議員 事務局。 
○商工会事務局 今、役員さんがおっしゃっているのは、基本計画５年を策定しという所

のことを言っているのですね。５年ってそのことですね。 
 ５年間という意味はですね、先ほど措置事項の概要の中で、国、地方公共団体が基本原

則にのっとり、いわゆる小規模企業施策を総合的、計画的に推進するために、基本５年の

計画を立てていく５年間。それを常に５年ごとにローリングしている、検証していく、そ

れがうまくいっているのか、うまくいっていないのか、うまくいっていないのならどう改

善するか、そういうことを見直ししながらいくということの５年間の意味でございます。 
○商工会役員 具体的な施策だとかそういうことの実行は、その後という考え方。 
○商工会事務局 これからです。はい。 
○議員 よろしいでしょうか。議員。 
○議員 先ほどの話に戻るんですけれども、やはり私も会社の経営としてですね、どうし

ていったらいいのだろうという思いながらやっているのですけれども、今お話を聞いて、

一つですね、議会の方からこういった報告というのは何なんですけれども、税制、税金の

制度でですね、家族労働を経費にしようじゃないかということで、私たちの総務文教厚生

常任委員会から提案して、全員の賛同をもって意見書として国へ提出しているのですけれ

ども、家族の労働が経費になれば、そういった面でですね、家族にいろいろな保険体制を

敷いて、その上で家族ではあっても形態として動いていくというような動きがですね、た

だこれは国としてはまだその制度とっていないので、この私たちのそういう地方の企業、

私が提案した理由はですね、家族労働を何とか経費として認めてほしいということで経営

一助になればということで議会に提案したのですけれども、議員みんながですね、賛同し

てくれて意見書として提出してあります。所得税法 56 条の問題ですね。私たちも何とか

地域が活性化してくれればということで、今回こういうふうにして現実にですね、細かい

ことでご指摘と言うんですか、こういったことですよと言う説明ありました。本当に失礼

な言い方なのですけれども、勉強になります。今後ともですね、議会として地域のために

何かできることがあればということで、私たちも勉強しながらいろいろな提案をしていき
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たいと思います。以上です。 
○商工会役員 一つ、これに関連して議員さん方にお願いがあるのですけれども、これは

たぶん簡単には議会活動の中で町との問題が出てきますので、私はですね、この町の例え

ば、産業団体、一次産業、農業、漁業、林業ありますね。それと商工業、例えば、そうい

う部分でその所得水準、もしそれが、これはたぶん町の税務課は全部ある程度、個人じゃ

ないですよ。個人になっちゃうとね、やっぱり問題があるので、その団体の平均のですね、

浦幌町において、例えば、商工業者の年間所得水準、農業、一次産業、農業、漁業の一次

産業まとめてでもいいです、その所得水準、それが実際にどの程度の水準があってですね、

ほかの町村と比べて本当に豊かな町なのかどうかという、比較対象しながら、やはり施策

の中に我々はですね、ここに住んで働くということは、それなりの皆さん方ある程度十分

な生活をしたいわけですよね。 
 ですから、そういう部分でやはり所得水準が低いのであれば、その所得水準をどのよう

な形で水準を押し上げてやるかという施策がなければですね、これはもう全然町なんか変

わらないと思います。 
 私は、この間、川北町、石川県の川北町、そこをですね、人口が 7,000 人ぐらいですか、

後から資料出しますけれども、そこへ視察へ行ってきました。そうしたら、そこの町はで

すね、町の面積は小さいのですけれども、若い子育て世代の人が年々ふえてきているとい

う町で結構全国から脚光浴びて視察に行っている町なのですけれども、やはりそこのリー

ダーの考え方は、町民の暮らしをですね、豊かなものにしたい、そこに住んでる町民の暮

らしを豊かなものにしたいという基本的な理念の中から、ということは、そこに住んでい

る人たちの所得水準をどうやって上げていくか、働いている人たちも含めてですね、みん

な。 
 やはりそういう部分は、ある程度の数字がなければわからないと思うのですけれども、

たぶんこれは不可能なことではないと思うのですよ。例えば、一次産業の所得水準平均値、

それから商工業の水準ですね。役場だとか、官公庁の人はそれ嫌がるかもしれないですけ

ど、だけど我々にしたらやっぱり少しでも同じこうやって住んでいる人間としてですね、

やはり役場公務員の人たちと少しでも近づけてやりたいなというのが我々経営者のやっぱ

り望みなんですよ。 
 だけど実際にはできないんですよ。我々の中小零細企業では。ですけれども、少しでも

近づけてやはり皆さん方同じような生活水準になれるようなことってできないだろうかと

いうのが私のちょっと考えていることなのですけれど、もしそれができるのであればして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
○議員 どうぞ。 
○商工会役員 商工会の方にちょっと聞きたいのですけれども、事務局に、このアンケー

トはあとでやります。 
○議員 アンケートは後ほど。 
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○商工会役員 私はこっちが一番本命だと思っているんですけどね。 
○議員 ほかにございませんか。 
○商工会役員 この小規模基本法の関係についてはですね、いずれにしてもこれから国の

方も施策的に少しずつ肉づけをした具体的な案というのは、これからだと思います。ただ

この法律をつくっていただいたということはですね、我々商工業者、小規模事業者にとっ

ての一つの小さな灯がですね、今灯ってそれが本当に 100％の明かりになるかという部分

はまだまだちょっと見えない部分がございますので、いずれにしても、この法律をつくっ

ていただいたということで、我々小規模事業者がですね、本当にこの先少し希望が持てる

のかなと、そういうような法律だと私は理解しておりますし、たぶん会員さんもですね、

まだまだ小規模基本法についてはピンと来ていないところは数多くあると思いますので、

その辺はまた我々もいろいろな形で資料を提供させていただきますので、できればこうい

う法律的な部分をね、町の条例でもし今後具体化された時に、何かつくっていただければ

我々地元に住んでいる商工業者としては大変助かる条例かなと思いますので、その辺今後

の問題としてですね、よろしくお願いしたいと思います。 
○議員 議員。 
○議員 今、いろいろ聞きました。私も肌身に感じて自分自身大変至らない感じで生きて

きたのですけれども、先日ですね、解散とともに地方創生の２案が議決されました。それ

でここに説明されていると同じで、今までは中小の格差是正というようなことがあったの

でしょうけれども、それは町においてもそうですよね。今度はやる気のある町は創生しま

すよという考え方だと思うのです。ですから、今後浦幌の行政に十分商工会としてもです

ね、こういうことはどうだろうかという提案をですね、どしどししていって、それをまた

小規模者の皆さん方には、その恩恵を預かれるような形にできれば、なれたらいいのかな

と私なりに思っています。 
 具体的にどうのこうのという所まではなかなか思いつかないのですけれども、やはりこ

ういった機会をとらえてですね、なるべく地域を活性化していく中で、小規模事業者にも

生き残っていただきたいなという気持ちも私もあります。その辺、商工会として何か考え

ていますか。 
○議員 商工会役員。 
○商工会役員 商工議員のね、もうずっと会員さんではまなすの商店会の理事長さんやっ

ていたんだから、我々以上にその辺は。 
○議員 議員。 
○議員 今るるお互いに意見を出していただいた中で、そもそもがという言い方もおかし

いのですけれども、小規模基本法、このことをまず自分たちがどれだけ知っているか、正

直言って私はわかりません。そのある程度という言い方もおかしいのですけれども、ある

程度わかった上で煮詰めていくのも一つの方法なのかな。何もわからないばっかりではち

ょっとまずい点もみつかってくるかと、それと同時にですね、私も自分で商売をやりなが
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らあれですけど、やっぱりこの浦幌の町にとっては、お互いが共通の意識を持った中でや

っていかなければならないのかな。 
 これ批判だとか中傷は誰でもできますけれども、なかなかいいことというのは、当然こ

ういった法律、そういったものには語れませんけれども、お互いの心を持たなければさほ

ど意味のない、ただ法律の中で定められたものだけってなってしまうのかな。 
 こういう小さい町だからこそできるものというのは、こういう定まったもの当然大事で

す。国のものも当然大事でしょうけれども、まずもって大事なのは、お互いの心なのかな

と同時に商工会にとっても各商店会等も含めて、後ほどそういったお話も出ると思うので

すけれども、そこそこの悩み等も気軽に話をできるような商工会であってほしいなという

ふうに思います。 
○商工会役員 ありがとうございます。本当に議員のご意見、ごもっともだと思っていま

す。小規模基本の関係については、我々もこれから会員さんにですね、るる理解してもら

えるように説明していかなきゃならない責任もありますし、昨年たまたまこの基本法がで

きた中で、50 万の持続化補助金というのがございました。国の補助制度は、たぶん一次産

業は全部そうだと思うのですけれども、補助金を要請するにあたっては、書類がですね、

もう本当にびっくりするぐらい多くて、そして中身を見ますとですね、ほとんどがコンサ

ル業者に支払うだとか、書類作成だとか、実際に事業をやる人の使えるお金というのは、

本当のわずかなんですよね。たまたま今回、小規模の 50 万の持続化の補助金というのは、

補助申請が３枚です。本当にペーパーで３枚です。 
 それで一応、今までは例えばお店で簡単な例を言いますと、飲食店やっていた場合、お

年寄りのお客さんが多くなると、それで和式のトイレなんだけどこれを洋式にして、お客

さんの利便性を図りたい、それに申請したら 50 万、上限 50 万です。 
 したから、100 万かかったら 50 万の補助金もらえるというような補助金がですね、で

きて殺到したんですよ。殺到したものですから、二次募集でストップになっちゃったんで

すよ。予算がなくて、だからできればそういうような店舗を持続するためにちょっと改修

したいだとか、そういう部分で書類３枚ぐらいでもらえるような補助金を多くしてもらえ

れば我々小さな商工業者にとっては大変ありがたい制度だなと思いまして、今後そういう

ことも含めてですね、何か町でできることがあれば住民だけじゃなくて、商売をやってい

る商工業者にもそういう制度をつくっていただければ、大変ありがたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
○議員 ほかに皆さんの方からございませんか。 
 議員。 
○議員 この小規模企業振興についてはね、いい制度なんだろうなと思うのですよ。ただ、

具体的にあげた時に、どういうものがというのがなかなか見えないんですよね。先ほどか

ら言っている４本の６ページに書いてあるものなのですが、これについても本当に具体的

にこういうものだというのがある程度商工会でも検討してですね、こういうもの、こうい
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うものというのをある程度箇条書きというか、そういうものをつくってですね、そしてそ

れに対して計画を早めにつくるというのが基本計画５年間とかね、そういうようなのある

けれども、そういうことじゃなくて、やはりすぐでもできるものは、やっていくというこ

とが望ましいのかなと思うんですけどね。 
 先ほど言った補助金 50 万のやつが出たよということで、そういうのについてはね、や

はり町に要望するなり、やはり町も今なんぼか基金がたまってきたって言ったらあれです

けど、ありますので、そういうことも含めて、やはりこの小規模基本法だけの問題じゃな

くて、もっと町単独ででもできるような補助金制度の実現と言いますか、そういうのも含

めてね、やっぱり要望なり、上げていく方がいいのかなと思うんですよね。 
 それと先ほど言っておりました、所得税の絡みですけど、いろいろ個人情報もあるし、

たぶん私も今ちょっと民間にいますけれども、従業員の方の給与は低いと思います。それ

だけ高ければ所得税も多くなりますし、ほかの町村から比べるとたぶん最低とは言わない

けれども低い方かなと。 
 ただ、従業員の方が低いのであって、そこの経営されている方の所得税というのは、私

はわかりませんけれども、やはりそういうのも含めて、少しでもね、従業員の方にも還元

できるものもできてきたらいいのかなと、私は思いますけど。 
○商工会役員 大変貴重なご意見ありがとうございます。 
○議員 ほかにございませんでしょうか。 
 議員。 
○議員 浦幌町も特産品なんかもふえまして、一応ネット販売ということで販売している

んですよね。そういったものをどのような実績になっているかということもやっぱり何ら

かの形でＰＲしながら我々も本当は利用していけばいいのですけど、なかなか個人的な財

政も困難で、少子高齢化ということで、町内でできないことがあるのであれば、やはりよ

そからいっぱい人を呼ばないと駄目な時代かなと思っているんですよね。 
 そういう発想の転換をいかに横の連携をとりながら、何か新しいものを生み出してやっ

ていくような方法を考えていかないと、なかなか埋没してしまうと思うんですよね。 
 たまたまこの間、岩手県の所に一緒に行ってきたと思うんですけど、あそこの町長さん

がピンバッチつけているんですよ。金太郎の。それどうしたんですかと聞いたら、足柄市

で地震の時の廃棄物を引き取ってもらったから買ってきてつけて宣伝してあげているんで

すよと言うのです。 
 せっかくうらはとほろまですか、ああいうものがあるのであれば、ピンバッジをつくっ

たりして、その何かのイベントの時売ったりとか、それから賞金の代わりにそういったも

のを企業にプレゼントしたり、そういうような発想も考えていってもいいかなというふう

に思っていたんですよね。 
 ささやかでしょうけど、何か変わったことをやっていかないと、みんなの目が向かない

というか、消費者も何か便利なものばっかり求めて、外販で車入ってきたら、そっちの方
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へいっちゃうとかというのが現状ですので、そういったことをなくすためにもやはり皆さ

んの目を引きつけるような何かいろいろな方法をとっていけたらいいかなというふうに思

っているんですよね。以上です。 
○商工会役員 本当にそのとおりだと思います。いずれにしても、我々商工会もアピール、

商工会の存在感を出すようなアピール、商店関係、個人も会員さんも含めてなのですけど、

やはり全体的にやっぱりそういうＰＲが足りないと思っています。これ町全体がそうなん

ですよね。うちの町もＰＲ足りない、十勝管内ね、北海道というのは、本当にＰＲが下手

な地域なんですね。本州から見ると、だからやっぱりまだまだアピールの仕方もいろいろ

な形で取り組んでいかなければ我々商工会もこれからは大変な時代に入っていますので、

何とかそれぞれの会員さんのですね、アピールをどのようにしていくかということは強化

していきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○議員 議員。 
○議員 今、ＰＲという話も出たんですけれども、商工会としてＰＲする時、限界も出て

くるのかなという感じするんですけど、結果的には各個人個人の努力にも限界があるかも

しれないけども、やらなければならない。正直言って、極端な話、個人的には私の店がど

んな看板出したって限界がある、それらが総して、浦幌商工会としてどうなんですよとい

うようなＰＲ、ＰＲ程度ということ自体もおかしいのですけれども、そういったことがあ

るから先ほど申し上げたような共通するのは、批判とかそういうことじゃなく、みんなで

やっていかなければならない部分というのは当然出てくるのかなと。 
 やはり異業種をあそこがどうのこうのというのは大変難しいのですけれども、その辺を

お互いの共通認識の中で、我々議員もそうですけど、行政もそうですけど、浦幌こうなん

ですよというものをやっぱり見つけていかなきゃならないのかなと、そのためにはこうい

う会議も当然必要不可欠であろうし、やはり話をしていかなければわからない部分もたく

さんあると思うので、先ほどから出ているように、小規模基本法ができたにしろ、それを

活用する上においてもやっぱり商工会、行政が一体となった形の中で、やっぱり進めてい

く、その中でのＰＲになってくるのかなという感じがします。 
○議員 ほかにございませんか。 
 時間の方も大分経過もしてまいりました。今回のテーマでございます小規模企業振興基

本法の制定の説明をいただきました。 
 正直申し上げましても、私どもも全部が全部理解していない部分がすごくあると思いま

す。そういう面ではですね、少し時間をかけてもやはりこのことにつきましては、議員全

員がですね、把握していかなきゃいけないだろうというふうにも思っております。 
 また法案の策定につきましてはですね、今までの長い時間をかけてですね、小売小規模

事業者の経営相談に応じてきた商工会、また商工会議所が市町村や地域の金融機関と連携

をしてですね、小規模事業の意欲ある取り組みを強力に支援するための制度であろうとい

うふうにも考えてございます。 
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 今の会議の中にもございました。本当に商店会の皆さんが存続していくためにですね、

本当に必至であろうというふうにも思っております。私どももですね、やはり町の活性化

に向けていろいろな意味で考えていかなきゃいけないですし、また協力もしていかなきゃ

いけないのかなというふうな思いでいっぱいでもございます。 
 商工会役員、どうぞ。 
○商工会役員 今日の会議というのは、公開ということで、初めての会議、これは何回か

またこのような形で会議を開催してもらうということは、我々がまた議会の方に申請をす

るということですか。 
○議員 私の方から説明させてください。一般会議というのは、基本的には、団体あるい

は特別名前のついた団体でなくてもいいのですが、申し入れをしていただいて、議会が受

けるという形で議会が主催していきますので、１年に２回でもいいですし、これからもま

た今年度中に入るような予定も準備もしていますし、ほかにもあるのですが、今までの懇

談会という形ではなくて、正式に議事録、録音録らせてもらって後で議事録もあげまして、

そういうことでの公開ということになっておりますので、前段と後段とね、わけてまた懇

談会方式と、そういう趣旨であります。 
○商工会役員 わかりました。 
○議員 よろしいですか。そうしましたら、本日のこのテーマにつきましては、終了させ

てもらってよろしいでしょうか。 
〔「はい」の声あり〕 

○議員 はい、ありがとうございます。 
 次に、②番目の浦幌町議会の取り組み及びお知らせについてということでですね、議会

運営委員会の杉江委員長から説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 
○議員 ５分間ほど少しＰＲをさせてください。資料３部お手元にお届けしていると思い

ます。最初に「ようこそ町議会へ」ということで、これにつきましては、お目とおしをい

ただければいいかなと思います。よろしくお願いします。 
 次に、議会情報です。ピンク色の紙になっておりますけれども、第４回定例会 12 月１

日から８日まで実施されます。日曜議会が 12 月７日、午後１時 30 分から一般質問という

ことで実施する予定になっております。それから議会報告会、これも条例で制定しており

ます、年１回は実施するということで、今年度も２月、今日の議会運営委員会で９日、10
日にわけて実施させていただく、町内できれば全体でやりたいなと思っておりますが、町

については、９日に実施させていただきたいという予定になっておりますので、多くの方

の出席をいただきたいと思っています。 
 次に、議会活性化の取り組みということで３枚目です。これについては、冒頭議長がご

あいさつの中でも議会基本条例制定について申し上げました。これらの対応としてですね、

議会報告会を開催する、先ほど申し上げた形のものです。それから議会モニター、これに
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ついては、定数 10 名としておりますが、現在５名の方に委嘱をし、ご意見をいただいて

いるところであります。 
 裏面をごらんください。議会での一般質問の一問一答方式を採用いたしました。質問制

限３回までとあったのですが、今度は一般質問では制限がなくなりまして、質疑がわかり

やすくなったかなというふうに思っています。 
 それから２点目は、町長の反問権を付与しました。議員が極端に言えば、理事者が理解

できないような勝手なことを言うと、町長がどういうことだと、説明しなさいと理事者の

方から議員に聞けるという反問権を与えております。でも、今のところ理事者がその権利

を行使したことはありませんけれどもね。 
 次に、研修等の充実ということで、ご承知のように、行財政改革から平成 15 年以降海

を渡る研修は全部ストップしております。そんなことでやっぱり井の中の蛙では駄目だと

いうことの中で、議員等の研修、それから私たちは議員等ばかりじゃなくて、行政委員等

の研修も拡大してくれというような要望をしておりまして、特に議会においては、議会の

活性化が評価されて、新聞等でもありましたけれども、全国 1444 市町村の中では、実際

には県も入っております。そういう中でですね、112 番目の活性化のランクをいただきま

した。これは早稲田大学の調査で新聞にも載りましたからね。非常に高い評価を得た、そ

ういう中で、非常に府県からの視察があったとか、ふえているのですが、そういうことも

積極的に受けて入れているということでございます。 
 それから最後に広報の充実、情報提供ということでも一生懸命努力をしているつもりで

ございますが、モニターさんからネット配信はやらないのかと言われております。これに

ついてもやることと決定しました。ただ、経費的なこともございますし、いろいろな規則

もつくらなければ、無放題に簡単な方法でやればいいというものでもありませんから、改

選の後に、新しい議員さんで詳細について協議をしていただいて、実施する方向で決定を

いたしておりますので、近々と言いますか、改選後ですね、ネット中継をするということ

で実施をしてまいります。 
 主なところそんなところなのですが、議会のＰＲとして説明をさせていただきました。

ありがとうございます。 
○議員 ただいま議運の委員長からですね、町議会の取り組みについてのお知らせをした

ところであります。昨年の４月１日に議会基本条例が施行され、開かれた議会、町民参加

を推進する議会を目指して活動しておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。それでは、一般会議につきましては、ここで閉めさせていただきたいと思います。

大変どうもありがとうございました。 


