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昭和 54 年 (1979 年 ) 1 2 月 2 0 日 生まれ
腰塚有吾 司法書士事務所

昭和 55 年 (1980年 ) 1 月 8日 生まれ
弁護士 衆議院議員

2007 年 入会

2007 年 (一社)札幌青年会議所 入会
2007 年 会員委員会 委員

2009 年 (公社)高崎青年会議所 入会
2008 年 会員委員会 委員

2010 年 伊勢崎市議会議員選挙 初当選
2009 年 総務委員会 副委員長

2011 年 (公社)伊勢崎青年会議所 入会
2010 年 まちづくり創造委員会 委員長

2012 年 会員資質向上委員会 副委員長
2011 年 総務委員会 委員長 理事

2012 年 第46回衆議院議員総選挙 初当選
2012 年 専務理事

2014 年 第47回衆議院議員総選挙 2回目当選
2013 年 常任理事 地域デザイン室 室長

2015 年 衆議院法務委員会 理事
2014 年 会員委員会 委員 理事

2016 年 法務大臣政務官兼内閣府大臣 拝命

腰塚
―

青年会議所のイメージ ︑
魅力とは？
良い仲間が出来る
井野
―
３｢つの課題 ︑
ど
｣ う向き合うか
腰塚：本日はお忙しい中︑
お時間を作っていただきま
してありがとうございます︒
私が入会した時に桐生青年会議所は約１００
名のメンバーがおりました︒
しかしながら 来年
は約６０名でのスタート︑
実に２／５もメンバー
が減少しており︑
特に会員拡大は最重要課題
となります︒
年は︑魅｢力的な組織をつくろ う ｣
﹁自身の成長こそがまちづくりへの第一歩﹂﹁ま
ちの未来を紡ごう﹂
の３つを基本理念に掲げ︑
頑張っていきたいと考えています︒
青年会議所というと キ｢ツい だ｣とか 時｢間が取
られる だ｣とかマイナスなイメージを先行され
がちです︒
代議士は国会議員でありながら 現役メンバー
としてどのようにお考えですか︒
井野：私も最近は忙しく活動に参加できないのです
が︑
良い仲間が出来ることが最大のポイントで
はないかと思います︒
良い仲間とまちづくりに
取り組めること︑
横の繋がりを強固に出来る
ことこそ︑
青年会議所ならではと言えます︒
た
だ︑
負担と捉える方や︑
何の為にしているのか︑
自分だけ良ければいいのだと考えている人が
社会的に増えており︑
彼らにいかに理解しても
ら えるかが大事になると思います︒
腰塚：私も入会して１０年になりますが︑
桐生青年
会議所は︑
２０１１年に公益法人格を選択し︑
公益社団法人となりました︒
県内の１２ＬＯМ
も︑
７ＬＯМが公益社団法人を選択し︑
５ＬＯ
Мは一般社団法人となりました︒
大阪青年会
議所や横浜青年会議所など大きな都市の青年
会議所が内部留保等様々な理由で一般社団法
人となっておりますが︑
公益社団法人として ｢
メンバーの資質向上やスキルアップ よ｣りも︑
公
益性のある事業を重視することとなります︒
入会して５年未満のメンバーの多くは イ｢ベント
を行う団体 と｣いう認識の者も少なくありま
せん︒公｢益性 と｣ 会｢員拡大 ︑そ
｣ して 自｢己修
練 と｣いう３つの間の課題をどう解決するか︒
２０１６年に桐生青年会議所は創立６０周年
を迎えましたが︑
新たな周年に向けてこれら
に向き合っていかねばという時期に立たされ
ているのだなと感じさせられました︒

資
―質向上とＪＣ

腰塚：とくに 自己修練 に関してですが︑
国会議員の
｢
｣
皆さんは修練といいますか︑
研修などの制度は
存在しているのですか︒
井野：自民党においては全て議員の 自｢己責任 で｣行
われます︒
党本部では毎朝８時から 各省庁や
諸問題ごとに 部｢会 と｣いう勉強会が行われ︑
参加しようがしまいが全て自己責任です︒別｢
に朝は眠いから 行かなくていいや も自由で︑
｣
当然出席することに強制もありませんが︑
積
極的に参加することで︑
ベテランの先輩議員か
らも目を付けてもら えやすくなりますし︑
し
っかりと見識を広め︑それぞれの地元の実情を
把握した発言は部会内でも重く受け取られる
ようになります︒
腰塚：そこは青年会議所とも相通じるところがあり
ますね︒
ま ずは顔や名前を覚えてもら うこと︑
仕“事 は”後から 付いてくると思います︒

井野
機会の平等︑
全て 自己責任
｢
｣
―
積極的な参加︑仕｢事 は｣後から ―
腰塚

自己修練

副理事長
(公社)日本青年会議所 関東地区 財政特別委員会 副委員長
(公社)日本青年会議所 規則審査会議 議員
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同世代・新たな時代に向けたリーダー像
Junior Chanber International JAPAN KIRYU

2016年8月、公益社団法人 伊勢崎青年会議所に所属する衆議院議員 井野俊郎君が法務大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任されました。
当青年会議所 腰塚有吾君と井野俊郎君は共に同学年、職種も近い37歳。青年会議所のみならず、将来を担うニューリーダーのあるべき姿を熱く
語り合いましたので、 その対談の模様を JC ニュース新春号としてお送りいたします。

2014 年 群馬ブロック協議会 意気あふれる人財育成委員会 委員長
2015 年 副理事長

(公社)日本青年会議所 JCプログラム実践委員会 委員

決”断力 と” フ”ォロー

井野
―

腰塚
” ―

求められるリーダーとは？

現”場 の”判断を尊重

井野：理事長の考え方にもよりますが︑
私の所属す
腰塚：青年会議所の魅力の一つは︑
人との繋がりがで
る伊勢崎青年会議所の泉理事長も会員拡大に
きることだと思います︒
雲の上の存在と思って
積極的に取り組んでいましたが︑ボランティ
いた方でも︑
繋がりの中で会うことも話をす
｢
アだけでは人は入ってこない︑
多少のメリット
ることも出来る︑
正に可能性をつくれると思
があっても良いと思う︒
だけれども︑
我田引水
います︒
最近この 可能性 をうまく活用できな
“
”
であってはならない︒
公私の私が先行してはな
いメンバーが多くいるように感じます︒
せっかく
らない とよく話していました︒
私も その通り
チャンスなのにと思うことが多いです︒
｣
であると思いますし︑
青年会議所である以上︑ 井野：やはり目先のメリットではないからでしょうか
青年会議所の役に立つこと 皆さんの役に立
ね︒
何かあったときという認識が薄いのではな
｢
｣｢
つこと がメインであるけれど︑
交友関係やス
いでしょうか︒
すぐ今日明日の結果ではないで
｣
キルアップ︑
はたまたビジネスかもしれません
すから ね︒
が︑私の利益 に繋げてほしいと思っています︒ 腰塚：私も司法書士といういわゆる サービス業 に”
｢
｣
“
従事しており︑人に会うことは︑
可能性が拡が
腰塚：異業種の方が集まる団体だからこそ何かの
“
き｢っかけづくり に｣なることが大事ですね︒
個
る と”いう認識があります︒
積極的に人に会う︑
人の成長やスキルアップなど
メンバーにと
人と繋がることは自分にとって大きなチャンス
LOM
ってプラスになるような１年にしたいと思い
だと思います︒
ます︒
井野：私も昔の青年会議所と今はなにが違うのかわ
からないところがあります︒
昔は会員も多かっ
た︑
どんな魅力があって集っていたのか︑
逆にど
んなメリットがないが為に会員が減ってしまっ
たのかなどです︒
腰塚：やはり金銭的負担や時間的拘束の面でしょう
か︒
個の部分がクローズアップされ︑
あまり拘
束されたくない人間が増えているのもまた事
実ですね︒
井野：誰かと一緒に遊びに出るという人も増えたの
かな︑
私も詳しく分かりかねますが︒
腰塚：これは投票率の低下にも影響していると思い
ますか︒
井野：良い意味で多様化︑
小池東京都知事の言葉を
借りれば ダ“イバーシティ と”も言えなくもあり
ませんが︑
一層個々人化した人々が︑それぞれ
の趣味嗜好の中でバラバラになっている︑
意見
も言い合うことも少なくなり︑
政治にも興味
を持たなくなる︑
これが 負｢の循環 と｣なってい
るのではと思います︒
腰塚：ＪＣ議連メンバーの国会議員は若手中心で皆さ
ん今後のご活躍に期待ですね︒
井野：期待にこたえられるように精進したいと思い
ます︒

Ⓒ2017 ＫＩＲＹＵ JC Affairs Committee

ＪＣの事業 ︑
委員会について

事業全てが楽しみ
井野
腰塚：求められるリーダー像について︑
自分も迷うこ
―
メンバーの刺激になる事業も
腰塚
とはありますが︑
自分が組織のリーダーに方
―
針を求める際も 決断力 に期待しているとき
“
”
があります︒
リーダーが優柔不断であれば︑
組
腰塚：２０１７年度は映画祭や桐生祭りでの事業に
織そのものが揺らいでしまうと思います︒
代議
加え ︑
内部向けの研修の委員会を設置しまし
士はどうお考えでしょうか︒
た︒
メンバーの刺激になればと思っています︒
代 井野：ま ず現場の判断をしっかりと聞きます︒その中
議士には毎年きりゅう映画祭にお越しいただ
で疑問があれば︑
個々を掘り下げて調べてもら
いており︑
誠にありがとうございます︒
本年も
う︑
現状を把握します︒その上で方向性を決め
お待ちしております︒
るようにしています︒
どうしますかと言われて
井野：楽しみにしています︒
継続的に行われていて︑
も判断材料がない中では決断することが難し
だんだんと規模が大きくなり大変でしょう︒
いと思いますが︑
現場を一番理解している︑
私
腰塚：担当した委員長は皆︑
楽しんで取り組んでいる
以上に後援会と接している各秘書さんの判断
印象があります︒
井：私も以前参加させていた
は
尊
重
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
上
で
の
決
断
はしっかり
だいた際は︑
当時の池末委員長が切磋琢磨し
出すように考えています︒そして︑
間違った際
て奮闘されていたのが印象に残っており︑
寒い
は︑
しっかり謝罪し︑
方向修正出来る関係性の
時期でさぞかし大変だったのではと思います︒
構築も大事だと思います︒
腰塚：逆に２０１５年の作品 ｢HERO SHOW｣
は真夏 腰塚：カバーできるミスはミスではないですしね︒
恐
の桐生が岡遊園地での撮影で皆さん真っ赤で
れずに挑戦することも必要ですね︒
したので︑そち らも大変だったと思いますね︒
青年会議所は思想や信仰を問わず︑
色々な人
腰塚：代議士は伊勢崎青年会議所で委員長など役は
が寄り添っているから 素晴らしいと思います︒
受けられないのですか︒
井野：政治も同じで全会一致などありえないと思い
井野：参加出来にくい以上迷惑をかける為受けられ
ます︒
む やみに審議を先延ばしするのではな
ないですね︒
泉理事長が２０１２年度当時︑
会
く
議
論
を尽くす︒
討論の中で問題点を見つけ
員資質向上委員長だった際に声をかけられ︑
出す︑
徹底的に意見を出し合い素晴らしいもの
副委員長を経験させていただきました︒絶｢対
に仕上げる︒
考え方は人によって違うのは当た
迷惑かけるよ と｣言いながらもいいからと言
り前です︒
互いの立場・スタンスから 対案を出
われるがままに受けさせていただきました︒
す︑
意見を出す︑
精査し合うことが最も大事だ
その年の暮れに第４６回衆議院総選挙もあり︑
と思います︒
申し訳なかったですが︒

フォロー･いいね よろしくお願いします！

(公社)桐生青年会議所
公式facebook

