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令和２年第１回定例会は、２月17日（月）から３月18日（水）

までの会期の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対

策について審議するため、会期を３月26日（木）まで延長し

て開催しました。令和元年度関係では県庁舎32階フロア整

備や県立学校 ICT 環境整備など総額の補正予算と「新型コ

ロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書」を可決

し、令和2年度関係では、「改革＋創造予算」「前例踏襲脱却

予算」と銘打った総額約7400 億円の新年度予算や「CSF（豚

熱）ワクチン接種に関する意見書」などを可決しました。ま

た、新型コロナウイルス感染症対策として49 億8021万円の

令和元年度及び令和2年度補正予算を可決しました。

議会報告
全員協議会は重要な問題について検討するために議員全員が集まって開かれる会議です。

群馬県議会では9年ぶりに2月20日と3月3日にわたって全員協議会が開かれました。

議題は新年度に実施する組織改正について。大幅な改正なのに十分な事

前説明がないことや、新設される部署の必要性について、「メディアプロ

モーション課」「デジタルトランスフォーメーション課」「e スポーツ・新コン

テンツ創出課」などカタカナのわかりにくさについて、各党会派から厳しい

意見が飛び交いました。知事からも事前の説明不足に対する謝罪があり、

議会に対してはより一層丁寧に対応してもらうことと、カタカナには注釈を

つけるなど県民に対してわかりやすい工夫を検討してもらうことになりまし

た。会派を超えて議会としても緊張感をもって知事と対峙していきます！

9年ぶりの開催！？　全員協議会って何だ？ 県議会の
豆知識

富岡市の上州富岡駅前に、群馬県立世界遺産センター「世界

を変える生糸の力」研究所（略称「セカイト」）が間もなくオープ

ンします！（当初は3月27日オープンの予定でしたが、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため、4月以降に延期になりました。）

世界遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群」が稼働

していた当時の様子や群馬の絹文化を映像やパネル展示など

でわかりやすく学べる場所です。

入館料は無料なので、ぜひ立ち寄ってみてください。 

※セカイトHPより

● 住所　群馬県富岡市富岡1450-1
● 営業時間　9:00〜17:00 （毎月最終水曜日が定休日）
● 交通アクセス　上信電鉄「上州富岡駅」から徒歩１分
● 入館料　無料

気候変動による自然災害の頻発や深刻化する環境問題を受

け、災害に強く、持続可能な社会を構築するとともに、県民

の幸福度を向上させるため、群馬県は2050年までに「5つの

ゼロ」を目指します！

若者の政治への関心を高めるための取組として、「ぐんまシチ

ズンシップ・アカデミー」に今年も参加し、群馬大学、共愛学

園前橋国際大学、群馬医療福祉大学、新島学園短期大学の学

生たちと意見交換をしました。（２月25日）

学生からは、

● 新型コロナウイルス感染症対策について
● 若者の投票率向上について
（SNS の情報発信やシルバー民主主義、若者政策について）

● 高齢者の免許返納と公共交通について
● G メッセの地域経済効果について
● 5G や新技術について

など様々な分野の質問をいただき、意見交換。学生の率直な

視点も伺うことができて、私も刺激になりました。若い世代に

少しでも議会を身近に感じてもらえたなら幸いです♪

群馬県立世界遺産センター「セカイト」

ぐんま5つのゼロ宣言（2050宣言）

ぐんまシチズンシップ・アカデミーご挨拶 2020年春

新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっています。

県内でも3月に入ってから感染者が多数確認されてお

り、学校の一斉休校、イベントの自粛、地域経済の

冷え込みなど私達一人ひとりの暮らしに様々な影響が

生じています。

一斉休校により不安を抱えながら子どもたちと多くの

時間を過ごしていただいた保護者の皆さま、放課後

児童クラブをはじめ子どもたちの受け入れにご協力をい

ただいた皆さま、町内会や民生委員など地域で子ど

もたちを見守ってくれている皆さま。

マスクも十分に用意ができない中、医療、福祉の最

前線で働いている現場の皆さま。

そして、一人ひとりの県民の皆さまに手洗いや咳エチケッ

トなど感染予防に取り組んでいただいています。

先の見えない新型感染症を乗り越えるには、地域の

助け合い、一人ひとりの心遣いが最も重要です。皆の

心を合わせてこの困難を乗り越えていきましょう。

後援会の春の集い 前箱田町節分祭シルクシンポジウム 花いっぱいプロジェクト学術手話シンポジウム 三角縁神獣鏡をチョコレートで鋳込むだれでもキッチン 前橋市長・市議補選投開票日

❶ 自然災害による死者ゼロ ➡ 災害に強い県土づくり

❷ 温室効果ガス排出量ゼロ ➡ 省エネ・節電対策の推進

❸ 災害時の停電ゼロ ➡ ぐんま再生可能エネルギー

❹ プラスチックごみゼロ ➡ 使用削減、代替素材への転換

❺ 食品ロスゼロ ➡ MOTTAINAI 運動、
フードバンク支援

「感染予防のためにできること」　出典：Creative commons



厚生文化常任委員会 2020.1.29

月一常任委員会は、埼玉県立さきたま史跡の博物館と

熊谷ラグビー場を調査しました。

埼玉古墳群は9 基の大型古墳が集中する東日本最大の

史跡で、国宝「金錯銘鉄剣」が出土した稲荷山古墳は特

に有名です。約80 年前から調査研究、保存整備が行わ

れており、長期にわたる地道な取組は本当に素晴らしい

な、と思います。

近年ではオリンピック・パラリンピックおもてなし事業と

して、Wi-Fi 整備、多言語表記、多言語ガイダンスなどに

も力を入れていますが、残念ながらサッカーワールドカッ

プ期間中の外国人来館者は全く増えなかったとのこと。

また、埼玉県は東京のベッドタウンとして県外から移住

する人も多く、県民の地域に対する愛着度も高くないの

で、埼玉古墳群の価値を県民に伝えていくことも課題だ

ということでした。

群馬県立歴史博物館やかみつけの里とも共通する催し

も多いので、是非連携しながら地域の価値を高めていき

たいですね^ ^

午後は熊谷ラグビー場にお邪魔しました。ラグビーワー

ルドカップ仕様にするために111億円をかけて改修した

施設は、ラグビーの聖地にふさわしい 全国トップレベル

のグラウンド（常設3 面のラグビー専用グラウンドがある

のは熊谷と花園だけ！）

ワールドカップ期間中は、2万人を超える観客を受け入れ

るために1300人のボランティアスタッフが活躍、約400

台のバスを借り上げ、各駅からシャトル輸送し、さらには

駅から会場までの3.5 キロを歩けるようにラグビーロード

を整備（道路脇に出店などを用意し楽しみながら歩ける

ように）したそうです。

群馬県でも2 巡目国体に向けて、施設整備に多額の予算

は使えませんが、ボランティアスタッフの活用や交通の

課題解決（バスの借り上げやおもてなしロードの工夫）、

シティラッピングなど、お金をかけずにスポーツを盛り

上げる取り組みを進めていきたいですね^ ^

令和2年度の群馬県予算 ぐんまの家計簿

●収入の部

給料（県税） 246万円

ボーナス
（地方消費税・地方譲与税・
地方交付税）

　

272万円

親からの仕送り（国庫支出金）  84万円

借入れ（県債） 97万円

貯金の取崩し
（財政調整基金・
減債基金繰入れ）  2万6000円

へそくりの取崩し
（コンベンション基金繰入れ等） 2万7000円

その他 40万7000円

合計 745万円

●支出の部

生活費（人件費） 220万円

医療・介護・教育費

（扶助費・補助費） 268万円

ローンの返済
（公債費） 100万円

家の修繕、防災対策
（公共事業、コンベンション等） 97万円

その他
（貸付・貯金など）  60万円

合計 745万円

ローンの残高（県債残高） 1298万円

貯金（財政調整基金） 5万円

7451億2800万円＝745万円にたとえてみました！ （10億円＝1万円）

● 東国文化周知   （R1）1663万円 ➡（R2）394万円

● ぐんまの木で家づくり支援   27940万円 ➡ 11269万円

● シルバー人材センター補助   432万円 ➡ ０円

● 千客万来支援   14000万円 ➡ 8000万円

● 教育放送   6315万円 ➡ ０円

● 防災減災対策（河川改修、堤防強化など）   343億円

● 医師確保対策
（医学生就学資金貸与、診療科偏在対策など）   4億4900万円

● 健康寿命の延伸
（元気に動こう・歩こうプロジェクトなど）   662万円

● 児童虐待対応強化（東部児相一時保護所整備など）   9000万円

● トップ外交（群馬交響楽団海外公演など）   7900万円

● 観光誘客・インバウンド推進
（海外セールスプロモーションなど）   1億5400万円

● ぐんまちゃんのブランド化
（動画製作、ライセンス管理など）   1億2500万円

● 地域課題解決ラボラトリー（マッチング事業など）   3600万円

★ 東国文化についてはイベントや体験活
動など全て廃止。古墳王国群馬のテレ
ビCM などで東国文化の人気が高まる
中、観光誘客の観点からは体験イベン
トを実施することも重要では？

● オープンイノベーション推進
（多様な主体が集う拠点の運営など）   1300万円

● G－アナライズ PR
（農畜産物の分析・販売促進など）   2200万円

● 動画スタジオを活用した情報発信   500万円

● 県庁32階のフロア整備
（イノベーション・ハブ、カフェスペース整備）   2億600万円

● G メッセを活用した産業振興   1億300万円

★ カタカナの事業が多く、県民にはわかりにくいのでは？
ぐんまちゃんの動画作成をはじめ動画関係の予算が大きい
のも気になります。

財政健全化に向けた主な見直し事業

令和2年度予算　主な事業

「ぐんま東国文化ものがたり」は群馬県 HPよりダウンロードできます。

高 齢 化 の 進 展、
幼児教育無料化
により社会保障
費の支出が増加

これ以上借金が増え
ないように注意

（過去最高）県民一人
当たり67万円。

災害などの予期せぬ事態に対応するための
予算　前年比＋37億円

公共工事は前年比 ▲296億円
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新型コロナウイルス感染症の経過（Yahoo! JAPAN 作成）

※ 中国疾病予防管理センターの調査による
（約 44,000 例、２月11日現在 )

新型コロナウイルス感染者の
年代別致死率 (%)

世界的大流行を引き起こしている新型コロナウイルス感染

症。世界保健機関（WHO）は3月11日に「事態はパンデミッ

クだ」と表明しました。パンデミックとは、世界各地で同

時多発的に感染症が人から人へと容易に伝染している状

態を言います。４月５日現在、世界190カ国以上に広がり、

世界の感染者は130万人に迫っています。

群馬県内でも3月7日に初の感染者が確認されてから感染

者が増加しています。罹患者の一日も早い快復を願いつつ、

感染拡大防止や一斉休校による子どもたちや地域の経済

活動への影響が懸念されています。

世界が新型コロナウイルスの存在に初めて気づいたのは

昨年12月のこと。

まだ分からないこともたくさんありますが、現状で分かっ

ていることを共有しましょう。

● 感染症予防の基本は「石けんを使った手洗い」と「咳エ

チケット」です。

● 咳やくしゃみが出る場合は、周りの人にうつさないため

に使い捨てマスクを着けてください。マスクがない場合

は、ティッシュで口と鼻を覆ってください。

（健康な人の感染予防に関してマスク着用の効果はあま

り認められていません。）

● 体調が悪いときは無理をして出勤せず、自宅で休養しま

しょう。

● オーバーシュート（感染者の爆発的増加）を起こさない

ために「３密空間」＝「密閉・密集・密接」を避けること

が重要です。

風邪の症状があるときは会社や学校を休んで
外出を控え、毎日体温を測る

❶ 強いだるさや息苦しさがある場合
❷ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いたら

（高齢者や基礎疾患のある人は2日以上）

感染の疑いがある場合
➡ 帰国者・接触者外来（非公表） 
➡ PCR 検査

感染の可能性が
低い場合
➡ 一般の医療機関

● 県新型コロナウイルス感染症コールセンターに相談
☎ 0570-082-820 （夜間は027-223-1111）

● 前橋市保健事務所に相談
☎ 027-220-1151 （夜間は027-224-1111）

● 県新型コロナウイルス感染症コールセンター
（午前9時～午後9時まで）　☎ 0570-082-820

● 前橋市保健事務所　☎ 027-220-1151
● 厚生労働省　☎ 0120-565-653

● 感染症対策県内企業ワンストップセンター（産業政策課内）

☎ 027-226-2731　FAX：027-223-5470　メール：sangyo@pref.gunma.lg.jp
平日 午前8時30分～午後5時15分まで（土日祝日　午前10時～午後4時まで）

※ 資金繰り、雇用、受発注取引などに関する事業者や従業員からの電話・FAX・メール等による相談

に無料で対応します。必要な場合には感染防止対策を講じたうえで面談による相談も可。

● 厚生労働省　学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
（小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援）　☎ 0120-60-3999

新型コロナウイルスの感染や
予防についての相談

事業者の資金繰り、金融相談

新型コロナウイルスについての知識

感染予防 相談・受診の目安

● 良質な睡眠がストレスの緩和につながります。規則正し

い生活で体内時計のリズムを整えて！

● ストレスがたまると血糖値が上がりやすくなります。

バランスの良い食事と糖質の取りすぎに気を付けて！

● 適度な運動で骨格筋の緊張をほぐしてリラックス！

● 毎日のように報道されるコロナ関連ニュースで情報過

多になっていませんか？情報にふりまわされないことも

大切です。

不安からくるストレスに
対処するためのセルフケア

どんな症状？

新型コロナウイルスに感染すると風邪のような症状（倦

怠感、微熱を含む発熱、鼻水、鼻詰まり、ノドの痛み、咳、

嗅覚・味覚異常など）が現れます。中国の４万人のデー

タによれば、患者の8割は軽症のまま治癒し、肺炎など

重症化するのは約2割、致死率は2〜3%と言われていま

す。潜伏期間は1日〜12.5日（多くは5日〜6日）です。

子どもや若者はウイルスを媒介するの？

子どもも新型コロナウイルスに感染しますが、ほと

んどの場合症状が軽く、他の年齢層に比べれば死

亡例も少なくなっています。感染症に関しては、一般

的に子どもや若者は大勢に感染させる媒介者にな

りやすいといわれています。

終息の見込みは？

全世界で感染が広がっている現状を考えれば、長期

戦を覚悟する必要があります。学校の一斉休校、イ

ベントや外出の自粛などの対策を講じていったんは

感染者数が減っても、少し時間が経つと新たな感染

者数の増加が起きるということが繰り返される可能

性があるので、しばらくは我慢の時期です。

どれだけの人が感染しているの？
（４月５日時点）

・国内感染者数は3870人（うち群馬県内18人）

・死亡者数は94人、退院584人（クルーズ船を除く）

・世界感染者数1275542人（WHO 発表）

ただし、無症状感染者（感染したものの症状が出ない

人）もいるので、実際の感染者の数はわかりません。

インフルエンザと同じように
夏になれば感染は減るの？

風邪やインフルエンザのように気候が暖かくなれば

拡散の仕方が変わるのかどうかは、まだわかってい

ません。

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

新型コロナウイルス
感染症対策

出典：首相官邸 HPより



活動報告
主な地元活動・参加行事

（掲載の都合上、割愛させていただく場合がございます。）

Facebook &
BLOG

フェイスブック
＆ブログ
やってます!
ぜひ一度覗いて
みてください

akira-o.jp/blog/ GO!

つくば市にて。
投稿日： 2020年２月14日

若手の地方議員仲間で運営する
JISSEN（自治体政策青年ネットワー
ク）の研修会。
つくば市役所にて「科学技術を活
用したつくばのまちづくり」と「つく
ば市未来共創プロジェクト事業」に
ついて伺いました^ ^
つくば市は、約150の研究・教育機
関が立地し、研究従事者が2万人、
博士号を持っている人が8000人と
いう世界最大クラスの科学技術拠
点都市。

「世界のあしたが見えるまち」という
スローガンのもと「つくば Society 
5.0社会実装トライアル支援事業」
を実施し、IoTやAI、ビッグデータ解
析、ロボット等の先端技術の実証
実験の場を提供しながら市民生活
の向上や行政サービスの効率化な
ど様々な成果に結びつけています。

RPA（ロボット技術を採り入れた業
務プロセスの自動化）の導入による
業務改善やマイナンバーカードとブ
ロックチェーンを使ってインターネッ
トで投票できる仕組みの研究など、
ワクワクする取り組みがたくさん！
こうした最先端の取り組みを進め
る一方で、スマートシティ化により市
民間の格差が広がらないこと等の
倫理原則をしっかり定めているとこ
ろも素晴らしいな、と思いました。

群馬県でも山本知事のもとでこの
分野の取り組みが増えていきそう
ですが、科学技術や情報が市民を
不安にしたり格差を広げないように
というメッセージは大切ですよね。

古墳王国ぐんま
投稿日： 2020年３月20日

高崎の綿貫観音山古墳の出土品
が国宝に答申されましたね。
県庁入口にもお祝いの垂れ幕が
登場！
先日いただいた古墳のパンフレッ
トを眺めていますが、県内どこで
もちょっと歩けば古墳があって、遥
か昔にタイムスリップできるなん
て、群馬のポテンシャルは凄い！
開き始めた桜と古墳でお散歩休
日はいかがでしょうか♪

   1月 29日 厚生文化常任委員会県外調査
   2月 1日 総社公民館「三角縁神獣鏡をチョコレートで鋳込む」
   2月 2日 前橋市長選挙・市議補選告示
   2月 3日 連合議員懇談会地方分権改革学習会、前箱田町節分祭
   2月 5日 令和元年度農林水産業関係機関成果発表会
   2月 9日 前橋市長選挙・市議補選投開票日
   2月 10日 議会運営委員会、リベラル群馬議員団会議
   2月 11日 平和学習会
   2月 13〜14日　 自治体政策青年ネットワーク研修会
   2月 15日 タイムカプセル開封式、前橋市防犯協会東分会懇談会
   2月 16日 東地区卓球大会、

学術手話通訳に対応した専門支援者養成事業シンポジウム
   2月 17日 令和2年度第1回定例会開会日
   2月 18日 前橋 JC 通常総会
   2月 19日 総合計画に関する外部有識者ヒアリング、JC 明豊会総会
   2月 20日 全員協議会、恵風会理事会、朝日友好親善新春の集い
   2月 21日 会派代表質問
   2月 22日 シルクシンポジウム
   2月 23日 小川あきら後援会春の集い
   2月 25日 一般質問、ぐんまシチズンシップアカデミー
   2月 27日 一般質問
   2月 28日 一般質問、リベラル群馬議員団会議
   3月 2日 だれでもキッチンオープン
   3月 3日 厚生文化常任委員会、全員協議会
   3月 6日 議会運営委員会、本会議
   3月 10日 厚生文化常任委員会
   3月 11日 厚生文化常任委員会
   3月 12日 リベラル群馬議員団会議
   3月 16日 総合計画に関する特別委員会
   3月 17日 議会運営委員会、リベラル群馬議員団会議
   3月 18日 本会議（会期の延長）、

新型コロナウイルス感染症対策に関する知事要望、
宇宙少年団前橋分団総会

   3月 25日 議会運営委員会、リベラル群馬議員団会議
   3月 26日 本会議（閉会）、恵風会理事会

至高崎 至伊勢崎
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1982年・農家の長女として誕生。
中央大学在学中に司法試験合格。
前橋地方裁判所で司法修習の後、
群馬弁護士会へ登録。
2011年・群馬県議会議員（初当選）。
現在３期目・リベラル群馬。

お神輿（お祭り）好きの庶民派。

み ん な お い で よ ! !
サポーター・ボランティア募集

政 治 を 身 近 に ☆ 体 験 し ま せ ん か ! ?

A k i r a  O G A W A

3 月 8 日の国際女性デーに合わせて WOMAN SHIFT
の Facebook ページには全国の女性議員から議員
のやりがいなどのリレーメッセージが寄せられま
した。私も 41 番目に登場。是非ご覧ください。

https://www.facebook.com/womanshift/

新型コロナウイルス感染症の予防対策で、3 月は国際女性デーのイベント、

東部児童相談所の開所式、湯けむりフォーラム、オリンピック聖火リレー、

地域の行事などほとんどのイベントや会議が中止・延期となりました。

今は我慢の時期。一人ひとりの予防対策で感染拡大を防止しましょう。


