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令和３年第１回定例会が２月17日（水）から

３月19日（金）までの31日間の会期で開催

されました。今議会では「新型コロナ封じ

込め加速予算」「新たな未来構築予算」と銘

打った総額7650億7700万円の令和３年度

一般会計当初予算案をはじめ、群馬県多文

化共生・共創推進条例や新・群馬県総合計

画（基本計画）の策定に係る議案など合計

104議案の他、営業時間短縮要請の延長に

関する補正予算案、愛郷ぐんまプロジェクト

第２弾の実施に関する予算案などが追加提

出され、全て可決されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、税収が減少する一方で歳出の増加が

見込まれるため、財源不足が191億

円に拡大、積立基金も減少してい

ます。

尾瀬学校、千客万来支援事業、イ

ベント・プロモーション等の手法な

ど合計254件の事業を見直し、8.1

億円を捻出したほか、ネーミングラ

イツの拡大により4100万円の歳入

を確保。さらには、クラウドファウ

ンディング型ふるさと納税を活用

し、7500万円の歳入を確保します。

議会報告 財政健全化の取り組み
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あっという間に桜の時期が過ぎて、ケヤキ並木の豊かな緑

やキラキラ光る川の流れが綺麗な季節がやってきました。

例年であれば、新年度の慌ただしさも落ち着く頃ですが、

新型コロナウイルス感染症の対策や豚熱(CSF)の発生

など、まだまだ緊張の日々が続いていますね。長期のストレ

スや不安は、体の不調や行動の不安定、精神的な不調

につながると言われています。衣替えをしたり、適度に運動

をしたり、綺麗な景色を見たり、好きな音楽を聴いたり、意

識的に気持ちのリフレッシュをすることが大切です。是非皆

さんも自分なりのリフレッシュ方法を見つけてみてください。

さて、多くの皆さまにお支えいただき、議員活動も11年目に

突入しました。 この間、教育や子育て、福祉の問題、女

性支援など、幅広い分野に取り組んできました。これから

も初心を忘れずに、皆さまとの繋がりに感謝しながら、ワク

ワクする未来を描いていきたいと思います！引き続き、ご指

導 ・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

令和３年度の群馬県予算 ぐんまの家計簿

●収入の部

給料（県税） 234万5000円

ボーナス
（地方消費税・地方譲与税・
地方交付税） 221万5000円

親からの仕送り（国庫支出金） 122万5000円

銀行借入（県債） 111万9000円

貯金の取崩し

12万1000円

その他 62万5000円

合計 765万円

●支出の部

生活費（人件費） 217万3000円

医療・介護・教育費
（扶助費・補助費） 292万5000円

ローンの返済
（公債費） 99万7000円

家の修繕、防災対策
（公共事業） 88万3000円

その他
（貸付・貯金など） 67万2000円

合計 765万円

7650億7700万円＝765万円にたとえてみました！ （10億円＝1万円）

主な事業

● 医療提供体制の確保   341億円

● 相談・検査体制の充実   42億円

● ワクチン接種体制の整備   5500万円

● 企業活動の継続支援（制度融資）   2000億円

● ストップコロナ対策認定制度   1900万円

● 県庁情報通信ネットワーク更新   5億円

● 教育イノベーション推進   416万円

● ICT 活用スキル育成プロジェクト   5億5000万円

● 防災・減災対策   287億円

● 医師確保の取り組み   5億3500万円

● テレワーク推進   500万円

● 官民共創スペース運営   6100万円

● アーティスティックGUNMA   5800万円

● ニューノーマル GUNMA CLASS プロジェクト( 少人数学級 )   9億7900万円

● STEAM 教育推進   1700万円

● ぐんまちゃんのブランド力強化   3億2900万円

● ツーリズムイノベーション   6100万円

● e スポーツ推進・ゲーム依存症対策   7900万円

● インバウンド誘客促進   8000万円

● 事業の見直しなどで 8 億円を削減

ニューノーマルの早期実現

新たな富や価値の創出

コロナとの長期戦を戦い抜く 100 年続く自立した群馬の実現

財政の健全性確保

ローンの残高（県債残高） 1318万円

貯金（財政調整基金） 2万4000円

7,100

7,200

7,300

7,400

7,500

7,600

7,700

R2 R3

7,451

7,328

7,651

7,460

財源不足額
123億円

（億円） ■歳出合計
■歳入合計

財源不足額
191億円

高齢化による社会保障費増 +
コロナ対策で増えています！

これ以上借金が増えないように注意！

コロナ対策で貯金も減っています！

前年比 +365％
借り入れや貯金の取り崩しが増えています!

コロナの影響で前年比 ▲4.9％

前年比 +15％
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ファイザー製ワクチンの主な副反応
※臨床試験での接種者のうち副反応が出た人の割合

※ファイザー製ワクチンの添付文書より
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国では、今後５年かけて小学校の35人学級を

整えていく方針ですが、群馬県ではこの方針

を大幅に前倒し、今年度から小学校・中学

校の全学年で35人以下学級を導入します。

県ではこれまでにも、「さくらプラン」により

小学１・２年生は30人以下、小学３・４年生

は35人以下学級とし、さらに「わかばプラン」

により中学１年生も35人以下学級とし、小１

ギャップや中１ギャップにも対応できる少人

数の学習環境を整備してきました。令和３年

度からは小学校・中学校のすべての学年で

35人以下学級になります！

少人数が実現できれば、それだけ教室内の

「密」を回避することができますし、１人１台パ
ソコンによる授業もやりやすくなります。厳

しい財政状況の中でも、教育に関する施策

は積極的に取り組んでいきたいですよね！

ニューノーマル GUNMA CLASS （プロジェクト） 県議会の
豆知識

学生からは、

● 会派の違いは何？
● 一般質問のテーマはどうやって決めているの？
● 一般質問で取り上げられていた群馬県産ブランド鱒「ギ

ンヒカリ」は初めて聞いたけど、群馬のブランドをどう

やってPRしているの？
● 議会はオンラインで開催できないの？
● ウィズコロナでどんなことが変わった？ウィズコロナに

対応した政策は？
● 人前で話す時に気をつけていることは？
● 外来種のナガミヒナゲシの対策はどうなっている？
● 群馬の魅力発信はどのようなことをしているの？

などなど、沢山の質問が出て活発な意見交換に！（もっと時間

が欲しかった！）

若者の投票率が低いと言われていますが、若い世代も政治に

興味を持っているし、とにかくいろいろ考えてます！！世代を

超えて、みんなで地域社会の未来を創っていきたいですね。

県議会では若者の政治への関心を高めるための取り組みとし

て、平成27年から県内大学生との意見交換会『ぐんまシチズ

ンシップ・アカデミー』を実施しています。

昨年までは学生に議会棟に集まっていただき議会傍聴や見学

をしながら開催していましたが、今年はコロナ禍ということも

あり、オンラインでの開催となりました。

私も３月１日に共愛学園前橋国際大学と県立女子大学の皆さ

んとの意見交換に参加しました。

ぐんまシチズンシップ・アカデミー

〈接種の優先順位 〉
❶ 医療従事者等（２月19日～実施中）

➡ ５月中には対象となる県内医療従事者６万8000人が

２回接種できる量のワクチンが供給される見込みです！

❷ 65歳以上の高齢者（４月12日～実施中）
➡ ６月中には、対象となる県内高齢者全員58万人が２

回接種できる量のワクチンが供給される見込みです！

❸ 基礎疾患のある人、高齢者施設などの職員（未定）
❹ 上記以外の16歳以上の人（未定）

ワクチン接種の実施主体は市町村です。住所地（住民票

所在地）の市町村からの案内をご確認ください。

● ワクチンの接種・接種券に関するお問い合わせ
前橋市ワクチン接種専用ダイヤル

☎ 0570-0567-02
● 接種後の副反応の関するお問い合わせ

ぐんまコロナワクチンダイヤル　

☎ 0570-783-910

どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

新型コロナウイルスワクチンは、インフルエンザワクチン

などの皮下注射と異なり、肩の筋肉内に接種する筋肉注
射です。そのため約８割の人が注射部分の痛みを感じ

ると報告されています。また２回目の接種後に発熱する

ケースも報告されています。こうした症状の大部分は、

接種後数日以内に回復しています。

まれにアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）などの

重い副反応が起こる場合があります。アナフィラキシー

は接種してすぐに現れるので、接種後は15～30 分程度、

接種会場で経過を観察します。

新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の発症や重症化予防、まん延防止を図るためのワクチン接種が始まりました。

接種を受けることは強制（義務）ではありません。ワクチンの有効性と副反応のリスクを理解したうえで、

同意がある場合に限り接種を行います。ワクチンの接種は無料です。１人２回の接種が必要です。

接種は段階的に行います！

ワクチン接種後の副反応は大丈夫？

接種の予約方法

UAゼンセン群馬県支部長とともに、訪問介護や障
害者の居宅サービスに従事する人についても、③の

高齢者施設などの職員と同様に優先的な接種対象

に含めるよう市町村の判断を後押しすることを知事

に要請しました。（2021.4.12）

前橋市内では、65歳以上の高齢者（約10万3000人）

を対象に、すでにワクチン接種券が送付されていま

すが、現状ではワクチンの供給量が少ないので、高

齢者施設等入所者への接種を優先して進めていま

す。その他の高齢者については、5月1日号の『広報
まえばし』で接種時期や接種会場、予約方法等の

詳細が発表される予定です。

対 象 人 数 国の基準

小
学
校

１年生
（さくらプラン）

30人以下 35人以下

２年生
（さくらプラン）

30人以下 40人以下

３・４年生
（さくらプラン）

35人以下 40人以下

５・６年生
（ニューノーマルGUNMA CLASS PJ）

40人以下
➡

35人以下
40人以下

中
学
校

１年生
（わかばプラン）

35人以下 40人以下

２・３年生
（ニューノーマルGUNMA CLASS PJ）

40人以下
➡

35人以下
40人以下

令和７年までに段階的に引下げ



群馬県交通安全条例
2021.4.1 ～

自転車保険の加入が義務になります！

60%

ヘルメットの着用が努力義務に！

自転車事故により 9521 万円の賠償が命じられた事例もあります .

命を守るために
大人も子どもも

ヘルメットを
かぶりましょう！

ポイント1

ポイント2

改正のポイント

自転車乗用中の死者の致命傷部位
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総合計画に関する特別委員会・県内調査 2021.3.8

委員会審査の参考とするため『太陽誘電株式会社 R＆D

センター』にお邪魔し、今後のデジタル社会への対応や

SDGs の取り組みについて伺いました。

私の中では「That’s」ブランドのイメージが強い太陽誘電

ですが、主力商品である積層セラミックコンデンサをは

じめとした様々な電子部品を全世界に供給し、スマホ、

パソコン、スマートメーター、AV 機器、自動車、医療、環

境、エネルギー、情報インフラなど私たちの生活すべて

に関係しているグローバル企業です。

経済的価値だけではなく社会的価値も高めていかないと

企業として存在できないという考えから、近年ではDXと

持続可能性を組み合わせて人に寄り添う事業を積極的

に推進しているとのこと。

説明の中で「産業を米に例えると私たちの仕事は水のよ

うなものだ」と登坂社長が仰っていましたが、見えないと

ころで技術は常に進歩していて、産業全体ひいては私た

ちの暮らしを支えていることにとても感銘をうけました。

ここのところ、DXやスーパーシティという言葉におなか

一杯感があったのですが（言葉だけが独り歩きして県民

が置いて行かれているような感覚や、手段であるはずの

DXやスーパーシティが目的のように見えてしまうことが

多かったので）、本当の DX は、私たちの知らないうちに、

いつの間にか社会や暮らしが良くなっているものなのだ

と感じました。

太陽誘電では、脱炭素化に向けた電動（回生）アシストサ

イクルの開発や、河川水位や交通の監視システム、次世

代電子トリアージによる患者・医療スタッフの見える化な

ど、まちづくりや災害対応に役立つ事業を推進していま

す。

こうした地元の企業との連携は、総合計画の中の柱と

なっている災害レジリエンスNo.1、医療提供体制の強化、

地域経済循環、官民共創コミュニティとも密接にかかわ

るところ。地球にも人にもやさしい群馬県を目指してい

きたいですね！

ちなみに、太陽誘電は女性活躍にも力を入れていて、女

性活躍推進の認証マーク『えるぼし』の最高位「３つ星」

を取得しているほか、『従業員の幸福』の実現に向けた健

康経営にも取り組んでおり、健康経営優良法人ホワイト

500にも認定されています。

群馬が誇る企業ですね(*̂ _ *̂)

４月１日から改正群馬県交通安全条例が施行され、
自転車に関するルールが変わりました！
改正のポイントは２つ！

改正交通安全条例
～自転車のルールが変わりました！

JR 前橋駅など30カ所にシェアサイクル専用の駐輪場を

設け、約100台の電動アシスト自転車をいつでもどこで

も、24時間自由に利用することができます。（レンタサ

イクルとは異なり、自転車を借りた場所と同じ場所に返

却する必要はありません）

最初の３カ月は実証期間として７月から本格的に運用開始となります。

前橋駅西側駐車場ではヘルメットの貸出しサービスもあるそうです！是

非利用してみてください。

前橋市のシェアサイクル【コグベ】も
4月1日から始まりました！

自転車事故による高額賠償事例が増えています。万が一

の事故に備えて自転車保険の加入が義務化されました。

未成年者が利用する場合は保護者に加入義務があります。

自転車保険の加入が努力義務から
「義務」に変わります！1

POINT

これまでヘルメットの着用に関する規定はありませんでし

たが、改正によりヘルメットを着用するよう努めることが定

められました。

ヘルメットの着用が
努力義務になります！2

POINT

昨年６月～７月に

実施された愛郷

ぐんまプロジェク

トで は、延 べ32

万7000人が利用

し、84億 円 の 経

済 効果がありま

した。このキャンペーンは県内の宿泊施設に泊まっ

た県民に１人一泊5000円を補助する事業です。第２

弾は３月26日から５月31日宿泊分までの30万泊分

を予定しています。

さらに今回は地域の経済循環効果を高めるために、

各市町村とも連携した取り組みを行っ

ています。各市町村が実施している観

光情報はこちらから ➡

愛郷ぐんまプロジェクト
「泊まって応援キャンペーン」第2弾

車や火災保険のオプションで加入している場合もあ
るので、まずは自分が自転車保険に入っているかど
うかチェックしてみてください。自転車購入時に加
入するTS マーク保険は有効期限が
１年なので期限切れにご注意を！

自転車事故の致命傷の６割は頭部損傷によるもの。
ヘルメットの着用により致死率は１/３に下がるとい
われています。命を守るために大人も子どももヘル
メットをかぶりましょう。
どちらも罰則規定はありませんが、誰でも気軽に利
用できる自転車だからこそ、みんなが安全を意識す
ることが大切ですよね！

群馬県が認定している自転車保険は
こちらから

● 利用登録解錠もスマートフォンで行います。　● 支払いはクレジットカード（キャッ
シュレス）が基本となります。　● 料金は15分25円（１時間まで）

ポートの場所は
こちらで

ご確認ください

サービス内容はコチラ ▲

URL:https://interstreet.jp/maebashi-cogbe/

まえばしシェアサイクル 検索



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!

国際女性デー&ミモザの日
投稿日： 2021年３月８日

3月8日は国際女性デーです。
1904年にニューヨークの女性労働
者が、労働条件の向上を表す「パン」
と女性の尊厳を表す「バラ」をシン
ボルに参政権を求めてデモを行っ
たことがきっかけで制定された日。
現在では世界中で女性が社会参加
できるような環境づくりを呼びかけ
る日になっています。
またイタリアではミモザの日とも呼
ばれています。男性が感謝を込め
て、母親や妻・友人・仕事仲間など、
大切な女性にミモザを贈るんだと
か。女性は仕事や家事・育児からつ
かの間離れて、お出かけや外食を
楽しむそうです。（素敵な慣習です
ね！）
日本のジェンダーギャップ指数の順
位は153ヵ国中121位と世界の中で
はかなり遅れています。アイスランド
のように男女同一賃金、育児参加の
平等など実効性のある政策を進め
ていく必要があります。
そして、性別に関わらず誰もが自分
らしく輝ける社会を実現していきた
いですね^ ^

学生×政治家座談会
投稿日： 2021年３月28日

学生主催の座談会に参加させてい
ただきました！
どうして政治家になろうと思った
の？選挙ってどんな？議会ってどう
いう場所？という政治の話から、教
育や地域のコミュニティ、農業、街
づくり、そしてお金の話まで！幅広
いテーマで語り合って、笑いあり涙

ありの素敵な時間になりました。企
画してくれたまかちん、ありがとう♪
学生の皆さんの意見は勉強になる
し、とても刺激になりました！性教
育やお金の勉強に関心が高いこと
もわかって、今後の政策にも活かし
ていきたいです。
こんな風にみんなでアイデアを出
しながら、ワクワクする未来を創っ
ていきたいですね(о´∀`о)

やんば天明泥流ミュージアム
投稿日： 2021年４月４日

八ッ場ダムの工事にともなって発掘
された遺跡等の博物館が、2021年
４月３日にオープンしました！こちら
では1783年（天明３年）の浅間山の
大噴火によって泥流の下に埋まった
江戸時代の遺跡から、当時の人々の
暮らしを知ることができます。
オープニングの泥流体感シアターは
見応えありです！
日本のポンペイと呼ばれている嬬恋
村の鎌原遺跡とともに、天明の大噴
火を語り継ぐ貴重な場所ですね！

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 ! ?

A k i r a  O G A W A

 2月 17日 開会日
 2月 18日 議案調査、前橋 JC・定期総会
 2月 19日 議会運営委員会、議案調査
 2月 20日 LINE 勉強会
 2月 22日 議案調査
 2月 24日 代表質問
 2月 25日 一般質問、政務代表者会議
 2月 26日 議案調査、群馬弁護士会定期総会
 2月 27日 アートインキュベーション32
 2月 28日 日本とぐんまの貧困を考える勉強会
 3月 1日 一般質問、ぐんまシチズンシップアカデミー
 3月 2日 一般質問、リベラル群馬議員団会議
 3月 3日 議案調査
 3月 4日 文教警察常任委員会
 3月 5日 ミモザリースWS、前橋中央倫理法人会倫理経営講演会
 3月 6日 味噌づくりWS、近代能楽集【葵上 / 班女 】
 3月 8日 総合計画に関する特別委員会、消防団訓練激励
 3月 9日 本会議、政務代表者会議、リベラル群馬議員団会議
 3月 10日 総合計画に関する特別委員会県内調査、

前橋 JC・ビジネス力向上委員会公開会議
 3月 11日 文教警察常任委員会
 3月 12日 文教警察常任委員会
 3月 15日 議案調査、リベラル群馬議員団会議
 3月 17日 総合計画に関する特別委員会
 3月 18日 議会運営委員会、連合前橋地域協議会県政報告
 3月 19日 本会議（閉会）、前橋商工会議所特別講演会
 3月 22日 前橋 JC・地域活性化委員会公開会議
 3月 25日 西毛広域幹線道路安中工区開通式典
 3月 26日 前橋 JC・3月例会
 3月 28日 学生×政治家座談会
 3月 30日 ～31日
   東京2020オリンピック聖火リレー
 4月 4日 やんば天明泥流ミュージアム
 4月 10日 JC 群馬ブロック講演会
   「群馬県の質的価値の創造～群馬かそれ以外か～」
 4月 14日 連合議員懇学習会、UAゼンセン知事要望
 4月 15日 議会運営委員会
 4月 16日 前橋 JC・春のビジネス交流会、臨時議会
 4月 17日 赤城の裾野祭り、宇宙少年団前橋分団4月例会
 4月 18日 全日本体操個人総合選手権
 4月 19日 政務代表者会議

● 会館時間：午前9時～午後4時半
● 入館料：一般600円、小中学生400円

国際女性デーにちなんで

ミモザリースを

手作りしてみました！

公式サイト

▲


