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豆知識
みんなに伝えようプロジェクト

「GACHi高校生×県議会議員」

shall we 投票？

県庁に行こう！
～県庁32階がリニューアルされました～

リベラル群馬の知事要望

シトラスリボンプロジェクトを
知っていますか？

[ アーツ前橋 ]

2020年12月12日（日）から
2021年 ３月21日（日）まで
企画展『聴く 　 共鳴する世界』開催中

※写真撮影のため一時的にマスクを外しています



令和３年第１回臨時議会が２月５日に開催され、コロナ対

策の病床確保、ワクチン接種体制整備、飲食店等の時短要

請の継続、飲食店関連事業者への支援金など、合計107億

2169万円の補正予算を可決しました。

新たな支援となる『飲食関連事業者等に対する事業継続支

援金』については、飲食店等の営業時間短縮により直接的

に影響を受けた事業者にたいして20万円～40万円の支援

金を支給するもの。

ただし、支給要件についてはこれから詳細を詰めていくこと

になります。議会からはできるだけ多くの事業者が対象とな

うように各会派から要望が出されました。３月頃を目途に

受付を開始する予定です。

また、飲食店等の時短要請については、対象となる地域と

そうでない地域とで不公平感が高まっているので、対象地

域外への対応を検討すると同時に国に対しても強力に支援

を要請する付帯決議を全会一致で可決しました。

議会報告
群馬県では、新型コロナウイルス感染症対策を呼び掛ける『みんなに伝えようプロジェクト』を実施しています。

新しい生活様式の実践をよろしくお願いいたします。

みんなに伝えようプロジェクト 県議会の
豆知識

ご挨拶 2021年冬

皆さまにおかれましては健やかに新春をお迎えのこととお喜び

申し上げます。お正月にはたくさんの年賀状をいただきました

が、議員は年賀状や寒中見舞いを出すことが制限されてい

るので、こちらから年賀状を出せないのが残念です。

昨年は、新型コロナウイルス感染症という未知の感染症に

日本のみならず世界が直面する一年となりました。 外出・

移動の制限や、大規模イベントの延期 ・中止、働き方や

学校の在り方、地域における社会活動の在り方など、当た

り前に享受していた日常が 「新しい日常」への移行を余儀

なくされ、不安を感じている方もいらっしゃると思います。一方

で、このコロナ禍は日常の暮らしの中で見失っていた大切なも

の （家族の存在や働く場所、自然とともに生きることの重要

性など）の価値に気づかせてくれました。働き方に関するある

調査では、コロナ禍以降、最重要視されるポイントが 「給

与」から「柔軟な働き方」にシフトし、働く動機に関してもコ

ロナ禍以前は 「自分の貢献が認められ、報われること」「企

業の価値観や理念に共感すること」が多数を占めていたもの

が、「働きがい」を重視する人が増えているという結果が報告

されています。

ウィズコロナ、アフターコロナの時代に、私たちはどういう道を

進んでいけばいいのか。

教育や平和、地域社会、地球環境、子どもたちの未来に

ついて真剣に向き合い、誰もが安心して暮らしていける地域

社会の実現に向けて、一人ひとりが自分にできることを始め

ることが重要です。

202１年も多くの人と手をつなぎあって、希望を描き、未来を

創っていきたいと思います。

新型コロナウイルスの感染拡大で、群馬の医療が危機的状況です。

今、この瞬間も、医療現場で、大変な思いで奮闘されている方々がいます。

その医療従事者の方々のご努力で助かっている命があります。

無症状の方々が感染を広げている場合があります。

回復したあとも、後遺症に悩まされる若者もいます。

これ以上、感染を拡大させないために、

新しい生活様式の実践をもう一度確認してください。

『出典：群馬県ホームページより』

県内の超党派の女性議員で組織する「ぐんま女性議員政策会議」で、来年度予算に向けた要望書を知事に提出しました。

女性の視点から、教育・福祉・男女共同参画、群馬の喫緊の課題、コロナ対策など44項目の要望です。

山本知事からは「女性議員が、もっと増えた方がいいし、県庁の管理職も、男女半々が理想的」「どの項目も県民生活に密着

した具体的な提言として、しっかり受け止めたい」という前向きな言葉と女性の活躍に対するエールもいただきました。

感染防止のため知事要望は役員のみの参加でしたが、午前中には中央児童相談所と一時保護所を視察。児童福祉は県と市

町村との連携が不可欠なので、それぞれの自治体での施策に活かしていきたいですね！

【 ぐんま女性議員政策会議 】 11月9日

牛乳絵画・はり絵コンクール作品展示 STOP コロナ差別キャンペーンポスター前箱田町節分祭 ぐんまのリンゴ干支だるま ぐんまフラワーパークイルミネーションクリスマスリース作り 古市町どんど焼き



官民共創コミュニティは、新・群馬県総合計画「ビジョン」( 令和２年

12月策定）で示された20年後の目指すべき姿を実現するための柱と

なっています。地域の課題の複雑化、ニーズの多様化、人口減少に

ともなう自治体職員数の減少、地方財政のひっ迫をうけ、従来の行

政の枠組みだけで課題解決やニーズに対応していくことが難しい時

代に突入しています。官民共創スペースは、県民や企業、研究機関、

NPO などが協力して地域を創っていく拠点の一つです。

県内の老舗コーヒー専門店大和屋が運営するコーヒースタンドです。オ

リジナルコーヒーと県産食材を使った軽食やスイーツが味わえます。夜

には群馬のクラフトビールなどアルコールメニューも楽しめます。「上州

地鶏」や「やよいひめ」など季節ごとの限定メニューと群馬県一の眺望

をお楽しみください。

４月のオープン以来、800本を超える動画をYouTube（ユーチューブ）で

発信しています。スタジオ奥の編集スペースでは県職員が毎日動画の編

集を行っています。生徒児童の学習サポート動画や新

型コロナウイルス感染症予防に関する動画のほか、群

馬県の魅力や生活に役立つ情報を発信しています。

官民共創スペース「NETSUGEN」（ネツゲン）

新・総合計画「ビジョン」ポイント

カフェ「YAMATOYA COFFEE 32」

動画放送スタジオ「tsulunos」（ツルノス）

動画放送スタジオ「tsulunos」、カフェ「YAMATOYA COFFEE 32」、官民共創スペース「NETSUGEN」が整備されました。互いに

持ち味を生かすことで、県民が集い、新たな魅力を発信する拠点として生まれ変わりました。（写真は群馬県 HPより）

県庁に行こう！～県庁32階がリニューアルされました～

NETSUGEN は新たなビジネスや地域づくりにチャレンジする

人などが集まり交流する場です。会員登録することで、時間

単位から月単位まで利用が可能です。Wi-Fi が完備され、仕

事や会議、セミナーなど幅広く活用できます。ここから地域

課題の解決や新たなアイデア・サービスが生み出され、県内

経済のさらなる活性化が期待されています。

ポータルサイトは
▼こちらから▼

●	利用時間　午前10時から午後９時まで（土・日曜、祝日は６時まで）

●	利用料	 ●	時間利用	･･････････１時間につき	 250円
	 	 ●	１日利用	･･････････１日につき	 1,000円

	 	 ●	１月利用（個人）	･･････ １月につき	 10,000円
	 	 ●	１月利用（法人）	･･････ １月につき	 25,000円

先日は泉沢議員、川野辺議員と一緒に市立太田高校にお邪魔しました。

群馬県議会では、若者に政治への関心を高めてもらうために、議員が高校を訪問する事業「GACHi（ガチ） 高校生×（かける）

県議会議員～政治を知らなきゃソンをする！～」を実施しています。

学生からは、

などなど、時間が足らなくなるくらいたくさんの質問が出て、

充実した意見交換になりました。

今回は政策的な質問よりも議員という人間的・本質的な部

分に関する質問が多かったので、私も自分自身を振り返る良

い機会になりました。

こうした取り組みが若い世代に少しでも政治に関心を持って

もらうきっかけになれば嬉しいです♪

「GACHi（ガチ） 高校生×（かける）県議会議員」 11月29日

１月31日告示・２月７日投開票の日程で、前橋市議会議員選挙が実施されました。

●	2009年			2月15日執行 	…		55.22％

●	2013年			2月17日執行		…		45.54％

●	2017年			2月12日執行		…		43.62％

●	2021年			2月			7日執行		…		42.92％

投票率は民度の表れ。
未来を創るのは私たち一人ひとりです。

今年は衆議院選挙も控えています。

投票に行こう！！

35,433人 (12.7％ )
※今回はコロナ禍の選挙ということも影響して期日前投票
を利用する人が過去最多となりました。

東地区の投票率は？？
（期日前投票は除く）

1  東市民サービスセンター ・・・25.67%
2  東小学校  ・・・・・・・・・・・・・・22.28%
3  箱田中学校 ・・・・・・・・・・・・27.60%
4  新田小学校 ・・・・・・・・・・・・26.34%
5  東中学校  ・・・・・・・・・・・・・・22.17%
6  大利根小学校 ・・・・・・・・・・39.18%
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● 議員のやりがいは何？
● どうして議員になろうと思ったの？
● 議員として大事にしていることは？
● どんな群馬県を目指しているの？
● どんな人が議員に向いているのか？
● 小さい頃の夢は？
● 将来議員を目指す場合、高校生のうちにどんなことを

しておくといい？

投票率の推移

期日前投票



1  動画スタジオは成果指標を明確に
 動画スタジオについては、活用方法の中身に加え、

１億を超える税金を投入する以上、成果についても厳

しく注視していきます。成果指標は動画の再生回数等

だけでなく、一般に認知され県民に理解される指標

を加えるよう求めます。

2  真価が問われる県産品「ブランド化」
 本県の懸案である県産品のブランド力強化は、情報の

飽和した時代においては「発信」のみでは不十分であ

り、「品質」「差別化できる特性」といった要素が重要と

なります。G-アナライズ＆PR チームによる農畜産物の

成分分析と魅力の発信による農産品やぐんまシルクな

どのブランド力強化をより一層加速させるとともに、販

売促進ひいては生産振興に繋がる取り組みを要望し

ます。

3  手腕の問われる G メッセ群馬
 当初計画に示されたように、①黒字運営、②県内既存

施設を圧迫しない、③展示会や学会といった交流人

口増・地元企業振興に資するイベントに特化するとい 

1  ダメ！コロナ差別！
 SNS や掲示板などインターネット上での誹謗中傷等を

監視する「ネットパトロール」の実施、動画配信やテレ

ビコマーシャルの制作、市町村・民間団体等と連携し

た啓発キャンペーンの実施等、継続的に広報・啓発に

取り組むことを要望します。

2  「文化芸術の灯」を絶やさない支援を
 新型コロナウイルス感染拡大によるイベントの中止・

延期・縮小などで打撃を受ける文化芸術活動を支え

るため、簡易な手続きで稽古場などを支援する財政

措置を要望します。また、動画配信など発展的な取り

組みを展開するアーティストや文化芸術団体に対して、

コンテンツの制作・発信、それに伴う機材購入を含め

た経費支援を要望します。

3  自殺者ゼロを目指すため、
 SOS をキャッチする体制構築を
 支援が必要な方を確実に相談窓口等につなげる体制

構築と専任スタッフの養成を要望します。また、子ど

も向け出前講座の予算額が毎年10％程度削減されて

います。十分な財政支援を求めるとともに、コロナ禍

に対応したゲートキーパーによるオンライン講座等の

予算措置を要望します。

4  検証と情報共有によるクラスター防止を
 クラスター発生事例に関する情報収集・分析を行い、

行政や医療機関、民間事業者と共有することにより、

効果的な感染予防対策、感染発生時の対応策の確立

が必要と考えます。また、クラスターの発生のみなら

ず収束についても公表し、風評被害を生まない情報

公開の在り方を確立するよう要望します。

う命題に沿って、ニューノーマルなコンベンションの在

り方を模索・実行することを要望します。また、くれぐ

れも誘致補助金のような愚策に手を染めることのない

よう釘を刺し続ける所存です。

4  最先端のデジタル県に向けて倫理原則を【新規】
 最先端のデジタル県を目指し、データに基づく行政や

DX/AI を推進しようとする取り組みに期待する一方、

これらの技術の核は情報技術であり、個人の属性から

志向に至るまで幅広いデータが活用されます。データ

のセキュリティ確保やシステムの安全性・透明性の担

保、さらには県民の自律の尊重などデジタル県を推進

する上で守るべき「倫理原則」を策定することを提言

します。

5  「選ばれる」ために「生活者」として本気の共生を
 知事の意気込みどおり、外国人から「選ばれる」県と

なるためには、「安価な労働力」としてではなく「共生」

のパートナーとなれるよう本気で取り組む必要がある

と考えます。生活相談、日本語教育、医療通訳などの

体制を整備し、外国人を「生活者」として受け入れ、共

生する先進的な群馬モデルを構築するよう提言しま

す。また、医療機関等から強い要望のある外国人未払

医療費対策事業を維持するよう求めます。

5  コロナ禍の雇用危機を乗り越える大胆な対策を
 新型コロナウイルス感染拡大の影響に関連する全国

の解雇や雇い止めは11月27日時点で約7万4000人、

10月の就業者数は前年同月比93万人減、10月の完全

失業率は3.1％（215万人）と全国的に深刻な雇用危機

に陥っていることから、再就職支援や雇用維持に最大

限の支援を要望します。

1  財政の持続可能性
 ～財政健全化は慎重かつ強力に～【新規】
 財政健全化に向け、聖域なく既存事業に切り込む知事

の姿勢を私どもは支持します。一方で、県民会館をは

じめとした県有施設や県立病院の在り方検討につい

ては、合理化ありきではなく、県が担うべき公的使命

を慎重に考慮し、拡充すべきところは拡充するという

姿勢で臨むよう求めます。

2  山村地域の持続可能性～山村の価値を再構築～
 企業局の発電が山村の営みに支えられていることに

鑑み、「ぐんま未来創生基金」の使途を山村地域の持

続可能性の確保に充てるよう提案します。移住促進

策が充実する中、「選ばれる山村」を目指し、地域磨き

や関係人口創出を県が積極支援するよう提言します。

また、循環型の森林経営や農業による地域循環型経

済への転換を進めるよう提言します。

3  環境の持続可能性～環境県をブランドに～
 ゴミ減量化やリサイクル、建築物の省エネ化など、自

治体が実行できる施策に対して県が指導的役割を発

揮し、『温室効果ガスゼロ』『プラスチックごみゼロ』『食

品ロスゼロ』を実現することを期待します。また、放射

能指定廃棄物や PCB、アスベストなど「高度成長の残

渣」と言える課題に対しても、県民生活の安心安全を

守る観点で適正な管理を求めます。

4  社会保障の持続可能性～群馬モデルの構築を～ 
 喫緊の課題として、医師・看護師の偏在解消、介護

従事者の確保に知事の新たな発想で取り組むことを

期待します。また、検討中の健康寿命延伸策について

は、単に予防医療的な施策にとどまらず、高齢者の活

躍の場の創出を含めた「群馬モデル」を確立すること

を提言します。

コロナ禍を乗り越え「誰一人取り残さない自立分散型社

会の実現」に向けて、特に重要と思われる27項目につい

て2021年度の予算要望を行いました。

リベラル群馬の知事要望
12月14日

山本県政に期待すること
 ～一流の社長兼宣伝部長に～

喫緊の課題
新型コロナウイルス対策【新規】

リベラル群馬重点施策① 
持続可能な群馬づくり

G メッセ群馬 日本語教育イメージ



1  県民の命を守る道路の安全対策も優先的に【新規】
 道路の安全対策に関する県民要望が多数寄せられて

いるにもかかわらず、県土整備費の単独交通安全対

策事業費及び警察費の交通安全施設整備費は近年大

きく減少しています。維持管理対象のストックが増え

る中での予算減により、未処理箇所が増加している現

状があります。災害対策に最優先に投資することと併

せて、交通安全対策についても予算を増額し、計画的

に進めることを要望します。

2  ウォーカブル＆コンパクトな交流と
 創造のまちづくりへ転換
 「交通まちづくり戦略」の「アクションプログラム」は

ハード整備と一体となって初めて効果を持つことか

ら、積極的に整備するように要望します。

3  エネルギー転換への投資を産業政策の新たな軸に
１．水素に代表される次世代エネルギー普及を推進

し、新たな成長分野を開拓すること。

２．小水力やバイオマス、ソーラーシェアリング等の

再生可能エネルギーを推進し、かつ地元資本等が

担うことにより、山村地域を中心に地域循環型・

分散型の経済システムを確立すること。

３．県内企業の「省エネ投 資 」および、使 用電力を

100％再エネ化する「RE100」を推進し、新たな投

資需要を創出すること。

4  「プロモーション」から「プログラム」づくりへ
 観光政策の転換を
 従来の「広報宣伝」や単発イベント頼みの政策から、

時間をかけてでも地域資源から魅力ある体験プログ

ラムを創る政策への転換を提言します。

1  若者就職支援
 ～第2の就職氷河期を回避するために～【新規】
 コロナ禍で県内企業の求人意欲が減退している今こ

そ、Ｇターン事業等を通じて企業ネットワークを積極

活用するよう提言します。

2  幸福度向上に資する
 働き方改革・働く女性応援を【新規】
 コロナ禍を「働き方改革」の契機ととらえ、テレワー

3  同和問題条例制定を見据え踏み込んだ施策推進を
 部落差別解消推進法に則り、相談体制の整 備や教

育・啓発を進めるとともに、結婚・就職に際する差別

を防止するよう、事業者等に対する指導を強化する等

の踏み込んだ施策を進めるよう提言します。

4  社会的マイノリティに優しい県政を
 同性パートナーシップ制度の導入後も、県内外の導入

済み自治体と連携を図るとともに、当事者の意見を反

映させながらよりよい制度にしていくことを望みます。

SDGs の「質の高い教育をみんなに」の観点から、群馬

朝鮮初中級学校への補助金再開に向けた協議を進め

るよう提言します。

5  インクルージブな防災、教育を
 台風19号において、本県においても障がい者、高齢

者、子ども、外国人など弱い立場の方々への避難所に

おけるバリアフリー等の課題が浮き彫りとなりました。

また、教育現場においても障がい者等への合理的配

慮は依然十分とは言えません。防災、教育等、公共の

あらゆる場面でのインクルージブの推進を要望しま

す。

クをはじめとするデジタル技術とデータの活用により

DX が広く民間企業・団体に浸透するよう周知・啓発

活動に積極的に取り組むよう要望します。また、DX に

は革新的サービスを創出するデジタル人材が不可欠

であり、特に女性活躍とDX シナジーの高さは比例す

るといわれています。多様な働き方の推進に繋がる人 

材育成の支援を強化するよう提言します。

3  教育現場の実効ある働き方改革を
 「勤務時間の上限に関するガイドライン」が実効ある

教職員の多忙化解消に繋がるよう指導力を発揮する

とともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーの配置拡充と教育現場での周知の徹底を要

望します。またスクールロイヤーの配置を進めるよう

求めます。

4  子どもの命と未来を守る群馬づくりを
 児童相談所の専門職員体制の強化および専門里親の

育成支援など、専門人材の確保を求めます。また、子

ども食堂や無料学習塾などの子どもの居場所づくりの

推進に、県が主導的な役割を果たすよう要望します。

1  障がい者に優しい県政を
 障がい差別解消条例を推進するため、合理的配慮に

おける県庁内の啓発および、不当な差別的取り扱いを

無くすための相談体制と事業者等への指導監督の強

化を要望します。また、障がい者就労開拓支援事業や

農福連携事業など、障がい者の活躍の場を広げる雇

用施策を強化するよう要望します。

2  貧困に真剣に向き合う県政を
 「貧困」は、SDGs の１番目の目標でもあります。しかし

本県は、生活困窮者自立支援制度の任意事業等の実

施率が全国最低レベルとなっています。この状況を脱

却するために、県が主導的な役割を果たすよう要望し

ます。

リベラル群馬重点施策③
「人」中心の社会・経済づくり

リベラル群馬重点施策④
弱者･マイノリティに優しい県政

リベラル群馬重点施策②
公共投資の未来志向的転換による産業政策

愛媛県の有志グループ「ちょびっと19+」から始まった

プロジェクトで、新型コロナウイルスに感染した方や、

そのご家族、医療従事者の皆さんへの差別や偏見をな

くし、誰もが暮らしやすい地域を目指そうという全国

に広がっている運動です。

柑橘系をイメージするシトラスカラーのリボンで結ん

だ３つの輪は『地域』『家庭』『職場・学校』を表し、そ

れを身に着けたり掲示したりして賛同の気持ちを表す

もの。ちなみにこの結び方は、結び目の表が「口」、裏

が「＋」となるので「叶結び」とも言うそうです。群馬県

もこのプロジェクトに賛同しています。

みんなでシトラスリボンを作って思いやりの社会を広

げていきましょう。

シトラスリボンプロジェクト
を知っていますか？

作り方の動画は
▼こちらから▼

（シトラスリボンプロジェクトHPより）
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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!

オンラインでの活動！
投稿日：	2020年12月19日

今日は宇宙少年団前橋分団の活動
日。オンラインでできる方法を考え
る。こんな時だからこそ、子どもたち
にたくさんの機会を提供できる団
体でありたい  ̂̂
12月は恒例のクリスマス会。ただ群
馬県は今日から「警戒度４」が発令
され不要不急の外出は自粛となり、
公民館が使用禁止になりました。急
遽、分団長の会社事務所をスタジ
オにしてZoom 例会です。外出自粛
も想定していたので教材を事前配
布していてよかった！
　・はやぶさ２に関する情報共有
　・チリモンさがし
　・クリスマスミニコンサート
あいち・なごや分団の佐藤分団長、
藤沢分団の遠藤分団長もリモート参
加いただきありがとうございました。
コロナ禍の中、リアルに集まって活
動するのは難しい状況ですが、知恵
を絞って続けて行きましょう！

選挙が終わって
投稿日：	2021年2月8日

前橋市議会議員選挙の結果が出ま
した。当選された方々にお祝い申し
上げます。すぐに新型コロナワクチ
ンの接種や来年度予算の審議が始

まります。市長派とか反市長派とか
は関係なく、市民のみなさんに寄り
添った身近な市議会を実現してもら
いたいです。
さて、今回は47名の方が立候補する
という大変な激戦となりました。私
は選挙に立候補するという行為はと
ても尊い行為だと思っています。前
橋を良くしたい、困っている人を助
けたい、子どもたちに素晴らしい未
来を繋いでいきたい。その思いを自
ら訴えて選んでもらうというのは誰
もができることではないと思います。
今回惜しくも当選とならなかった候
補者の皆さんにも感謝と最大の敬
意を表します。そして、それぞれの候
補者の思いに共感して真剣に応援し
てくれた支援者の皆さん、自分の思
いを一票に込めて投票してくれた皆
さんの行為も本当に尊い。このまち
に住む私たち一人ひとりの願いが詰
まっているのが選挙なんですよね。
だからこそ、投票率が低いのが本
当に寂しいし悔しいです。選挙カー、
確かにうるさいかもしれない。誰が
やっても変わらないと思うかもしれ
ない。自分には関係ないと思うかも
しれない。でも候補者も投票に行っ
ている人も、投票に行かない人たち
の未来のことも真剣に考えているん
だよね。今年は衆議院議員選挙も
あります。次こそは、今回投票に行か
なかった57%の人にも参加してもら
いたいです(̂ )̂
市議会庁舎の南側では議会庁舎の建
て替えに向けた工事が始まっています。

至高崎 至伊勢崎

交番●

小川あきら事務所

上毛新聞社●

中央総合学園ビル●

高崎信用金庫●

新前橋駅

〒371-0844	群馬県前橋市古市町 1-43-7	1F
● TEL.027-255-7700 ● FAX.027-255-7788
● URL.http://akira-o.jp ● Email info@akira-o.jp

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 ! ?
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