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議会報告
県央ワクチン接種センター
豆知識

災害に関する情報が変わりました！

今年はこの委員会に所属します！
群馬県公式アプリ
「G-WALK＋」がスタートしました！
群馬県のゴミ排出量が
どのくらいか知っていますか？
一般質問に登壇
※撮影時のみマスクを外しています。

県央ワクチン接種センター
心に再び感染者が増加しています。 まもなく東京オリンピッ
ク ・ パラリンピックも開会を迎えますが、引き続き、基本的
な感染予防対策と新しい生活様式の実施にご協力をお
願いいたします。
一方で、 新型コロナワクチンの接種も進んできましたね！
それぞれの市町村でワクチン接種のスケジュールは異なりま
すが、市町村のワクチン接種を補完するため県営の 【県

予約はコミュニケーションアプリ「LINE」から受け付けています。

を目的に県営のワクチン接種センターを開設しました。

※電話での予約は行っていません

接種は強制ではありません。感染症の発症・重症化の予防の
有効性と、接種による腫れ、痛み、発熱などの副反応のリスク
を理解した上で、判断してください。

種回数、市町村選択、接種券番号、生年月日、
接種会場選択（県営センター）
、日時の選択な
どの予約情報を入力

［鉄道］
…JR 高崎駅（徒歩15分）
［ 車 ］
…Ｇメッセ群馬駐車場
（２時間無料）

・県内に居住していること
（住民票があること）
・自治体から送付された接種券を持っていること

LINE の操作方法相談窓口
「LINE」予約について、分からないことがある場合は、下記コールセン

● ぐんま県営ワクチン接種センター
問い合わせ等窓口

☎ 0570-001-720 午前９時〜午後８時30分

・18歳以上の人

※コールセンターでは、予約受け付けはできません

・他の会場で接種をしていない人

午前枠

友だち登録は
こちら

ターへご連絡ください。

以下の条件を全て満たす人が対象です

予約時間

ら県内の感染状況は落ち着いているものの、首都圏を中

いざというときの行動を事前に確認しておいてくださいね！
暑さも日ごとに厳しくなってまいります。 ご自愛いただき、元
気に夏をお過ごしください。

❸「予約する」を選択。利用規約に同意の上、接

高崎市岩押町12番地24号

接種対象者

2021年も後半戦がスタートしました。
新型コロナウイルスの感染状況は一進一退の持久戦が
続いています。 県内においても５月～６月は 「まん延防止等
重点措置」が適用され、 私たちの生活や飲食店を中心と
した県内経済に深刻な影響が生じました。 ７月に入ってか

❶ LINE 公式アカウント「群馬県デジタル窓口」を友だち登録

Ｇメッセ群馬（展示ホール）

接種ができない人もいます。 接種を受けていない人に対し
て差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
また、夏から秋にかけては台風や豪雨などの自然災害も
発生しやすくなります。 ハザードマップの確認、 備蓄の準
備、 避難情報が発令された場合の避難所の確認など、

ぐんまワクチン接種 LINE 予約システムの手順
❷「新型コロナワクチン接種予約」メニューを選択

県 央 ワクチン接種センター

接種センターでは、18歳以上の接種券をお持ちの方は誰
でも予約可能です。 是非ご利用ください。
なお、ワクチン接種は強制ではありません。 病気などにより
2021年夏

予約方法は L INE です

ワクチン接種の加速化、モデルナ社製ワクチンの円滑な接種

央ワクチン接種センター】も設置されました。 県央ワクチン

ご挨拶

ラ イ ン

県では、ワクチン接種に時間を要する地域の補完、県全体の

接種後の副反応など

9:30〜12:00 ／ 午後枠 13:30〜16:00

ぐんまコロナワクチンダイヤル

☎ 0570-783-910
FAX 027-223-7872

夜間枠 17:30〜20:00

※24時間対応

感染症対策事業継続支援金
議会報告

「まん延防止等重点措置」の適用により売上が大きく減少した中小事業者等に対し【感染症対策事業継続支援金】が支給されます。
■ 支給要件

【 第２回臨時会が４月16日に開催されました 】

5月、6月の月間売上高が前年または前々年の同月比30%

【 令和３年第２回定例会 】

豚熱発生を踏まえた緊急対策や愛郷ぐんまプロジェクト第２

令和３年第２回定例会が５月24日から６月15日までの会期で

弾に係る７億1,630万円の一般会計補正予算案を可決しまし

開催されました。今議会では、PCR 検査機器などを整備する

た。
（愛郷ぐんまプロジェクトについては新型コロナウイルス

医療機関への支援や、コロナ禍で不安を抱える女性や生活に

感染拡大に伴い、４月29日以降中止となっています。
）

困窮している方への支援、畜産物の輸出促進支援など、68億
4,475万円の一般会計補正予算案のほか、まん延防止等重点

【 第３回臨時会が５月19日に開催されました 】

措置による営業時間短縮要請や外出自粛要請の影響を受け

円の一般会計補正予算案及び群馬県議会委員会条例の一部

案、まん延防止等重点措置の解除後の営業時間短縮要請な

を改正する条例案を可決しました。

どに関する79億1,956万円の追加補正予算案を可決しました。

中之条ガーデンズ

六荷山工房展

田植え

シエステやまの花

対象事業者

5月,6月の 売上 30 ~50%未満減少した中小事業者など
（対前年 又は 前々年同月比）

● 法人 20万円 /月

● 個人事業者 10万円 /月

■ お問い合わせ先
感染症対策事業継続支援金コールセンター
（ 027-381-8590 ）
なお、50% 以 上減少の

HP をご確認

場合には国の【月次支援

女子旅

【 対象事業者の例 】
対象

本年

国制度
50%

30%

食品加工、製造事業者、
流通関連事業者、旅行関連事業者
その他事業者 など

※ 時短要請協力金の対象となる飲食店等は支給対象外

上限額

詳細は群馬県
ください

（売上）

前年 又は
前々年

法人

20 万円／ 月、個人事業者 10 万円／ 月

【

7 月上旬 申請受付開始

【

金】の対象となります

▲

た事業者への支援に関する39億2,148万円の追加補正予算

■ 支給額

▲

県営ワクチン接種センターの設置・運営に係る36億9,907万

〜50% 減少（幅広い事業者が対象となります）

感染症対策事業継続支援金

藤岡市藤の咲く丘

新前橋ロータリー祭

消防団水防訓練

災害に関する情 報が
変わりました！

県議会の
豆知識

今年はこの委員会に所属します！
【環境農林常任委員会】環境森林部、農政部に関する審査を

災害対策基本法の改正により、5/20から避難に関する

行う委員会です。

情報が変わりました。

～こんな質問をしました～

これまでの「避難勧告」が廃止され「避難指示」に一本

● ごみ排出量の推移とごみ減量の取り組みについて

化されました。

● 林業従事者の確保について

これからは「避難指示」が出されたら全員必ず避難！！

● ウッドスタート宣言について

と覚えてください。
群馬県は令和２年12月16日、全国で木育の推進に取り
組んでいる認定 NPO 法人芸術と遊び創造協会（東京お
もちゃ美術館）とウッドスタート宣言の調印式を行い、木
育の推進や県産木材の利用に向け取り組んでいます。ま
た、上野村、みなかみ町、川場村、沼田市がウッドスター
ト宣言市町村として、新生児誕生祝品として地域の自然
や文化などをモチーフにした木製おもちゃの贈呈を行っ
ています。

群馬県のゴミ排出量が

《家庭での５R の実践》チェックしてみよう！

どのくらいか知っていますか？

【 リデュース 】

□ 必要なものを必要な量だけ買う
□ レジ袋やプラスチック製スプーンなど
使い捨ての物は買わない・もらわない

令和元年度の調査によると、群馬県のごみの総排出量は全
国ワースト９位、家庭ごみについてはなんと全国ワースト１位
となっています！
それぞれの自治体でゴミの減量化に取り組んでいますが、な
かなか全国レベルには達していません。
ゴミの成分を見てみると、群馬県では生ゴミや紙ゴミの割合
が多いとのこと。食べきりやマイボトル、エコバッグの活用
など、すでに環境負荷の少ない生活スタイルにご協力いた
だいている方も多いと思いますが、今後は生ゴミの水切りや
コンポストの利用、チラシや紙袋の再使用など、生ゴミと紙
ゴミをより一層意識していきたいですね！

□ 簡易包装や詰め替え商品を選ぶ
□ 残さず食べきる
□ 食材を使い切る
□ マイボトルを利用する
□ 生ゴミは水切りを徹底する
□ 生ごみはコンポストなどを使って、堆肥にする
【 リユース 】

□ 繰り返し使えるリターナブル容器の商品を選ぶ
□ 長く使えるものを選び、壊れたときは修理して使う
□ チラシの裏面を有効活用する
□ 包装紙や紙袋を再使用する
□ いらなくなったものは必要な人と譲り合う
【 リサイクル 】

● 学校給食における県産農産物の利用促進について

□ リサイクル製品を選ぶ
□ 分別を徹底する
□ 新聞紙や古雑誌の集団回収に協力する
□ 資源ごみはごみ収集所やスーパーなどの

学校給食の主食については、米は100％、麺類は90％以
上が県産であるのに対して、パンの県産農作物利用率は
15％に留まっています。パン用の小麦の生産を増やした

店頭回収を利用する

り、米粉の利用を推進するなど、給食用パンの県産率も
高めていきたいですね！

デジタルトランスフォーメーション 群馬県公式アプリ
に関する特別委員会
「G-WALK＋」がスタートしました！
昨年策定した【新・総合計画】の中で、群馬県は『令和５年度

日々の健康づくりをサポートする県公式健康アプリです。

までに日本最先端クラスのデジタル県』を目指しています。県

私も早速ダウンロードしました。毎日のウォーキングの記録の

庁の中だけでなく、県民生活、産業、教育のあらゆる分野に

ほかに、お家でできるエクササイズ動画や食生活の管理がで

おけるデジタルトランスフォーメーション
（DX）の推進に関して

きる機能もあります。

集中的に議論する委員会です。

貯まったポイントは抽選
で特典と交換することも

デジタルトランスフォーメーション（DX）とは…

できますよ！

デジタル技術を活用することで、人々の生活をより良いものへ

ぜひご利用ください。

いただきました。多くの皆様にお支えいただき今日まで
来られたことに改めて感謝です。
これからも、初心を忘れずに、一人ひとりが誇りを持って、
輝いて、安心して暮らせる群馬県を目指して頑張ります！

女性議員で申し入れ

2021.6.16
を防止するための研修の実施や相談体制の

iPhone 版は

行されたことから、群馬県議会女性議員一同

整備に早急に取り組んでいただくことを要望

こちらから

で県議会でも主体的に男女共同参画を推進し

しました。

ていただくよう議長に申し入れを行いました！

群馬県議会の女性議員比率は８%
（全国平均

Android 版は

改正法では、地方議会が政治分野における男

11.4%）とまだまだ低く、議員になろうとする

こちらから

女共同参画を推進する主体であるとされてお

女性が安心して活動していけるような環境を

り、今回の申し入れでは、群馬県議会でもセク

整えていきたいですね！

▲

● テレワークの推進について

が経過し、この度、地方自治の分野で群馬県総合表彰を

する法律（候補者男女均等法）の改正法が施
▲

● マイナンバーカードの推進について

28歳で県議会議員に初当選させていただいてから10年

ハラやマタハラを含むさまざまなハラスメント

～こんな質問をしました～
● 県庁32階官民共創スペース
【ネツゲン】の利用状況等について

2021.5.19

政治分野における男女共同参画の推進に関

と変革させるという概念です。DXの推進により、県民の利便
性の向上や行政サービスの向上・効率化が期待されています。

群馬県総合表彰伝達式

一般質問に登壇しました！
会派を代表して、一般質問に登壇しました！65分の
真剣勝負！コロナ禍で懸念されている自殺対策や部
活動の問題など喫緊の課題について知事・執行部の
認識を質しました。

⒉ 県立病院から県営ワクチン接種センターへの
職員派遣について

知事 :公権力の行使または公の意思の形成に携わる公務員に

学校の働き方改革を踏まえた部活動改革のスケジュール

は日本国籍が必要というのが国の大原則であるが、地方自治

小川:５月24日からは東毛ワクチン接種センターへの職員派

とも可能となっている。群馬県の知事部局では、34職種のうち

遣が始まったが、どのくらいのスタッフが県立病院から派遣さ

14職種で国籍条項を設けている。採用した後の職務内容や管

れているのか、県立病院の本来の役割である専門医療の提供

など平等性の観点か

病院局長:東毛ワクチン接種センターには、６月１日から医師

ら課 題 が多い ので、

国

院の本来の業務への影響を最小限にとどめ、また職員への過

の状況も調査した上

度の負担が継続しないように取り組んでいきたい。

で、丁寧に検 討して

教師の兼職兼業に関する
整理

部活動改革の全国展開

地域部活動・合同部活動を推進するための実践研究の実施

●

（保護者の費用負担、自治体の減免措置等、国による支援方策の検討を含む）

休日の部活動の段階的な地域移行
休日の部活動の指導を望まない教師が
部活動に従事しない環境の構築

都道府県
・
市町村

活動時間の適正化の推進
地域スポーツ・文化環境の整備の推進
教師の兼職兼業による地域部活動への参画

学校体育団体・
地方大会の実態把握
競技団体・
文化芸術団体
学校の働き方
改革関連

生徒にとって望ましい合理的な地方
大会の推進

地方大会の在り方の整理
施行
給特法

撤廃については他県

2024（R6）
〜

2023（R5）

地域スポーツ・文化環境の整備の推進

一部施行
給特法

３人看護職員６人薬剤師１人の計10人を派遣している。県立病

2022（R4）

部活動指導員の配置支援

理職への登用の問題

という部分に影響がでるのではないのか。

2021
（R3）

2020（R2）

体においては適切な措置を講じる場合には国籍要件を外すこ

教員勤務実態
調査

調査結果を踏まえた給特法改正の
検討

超勤上限指針の策定・運用

いきたい。

⒈ コロナ禍における自殺対策について
小川:コロナ禍の2020年、全国的には自殺者数が11年ぶりに
増加し、特に女性や若年層の自殺が増えている。県内において
は全体の自殺者数は減っているものの女性や若い世代には増
加傾向がみられる。自殺対策として、SNS における検索連動型
広告の活用やゲートキーパーの要請が効果的と考えるが実施

県立病院のスタッフの皆さんは、本来の業務に加
え、コロナ対策、宿泊療養施設へのスタッフの派遣など、過
度な負担が継続している状況です。もともと人数に余裕が
あるわけではないので、派遣人数については慎重に検討す
る必要がありますし、スタッフのメンタルヘルスにも注視し
ていただくよう要望しました。

採用の問題と、採用した後にどのように任用する
のかは別の問題。受験の段階で排除してしまうのか、そうで
はなくて採用した後にどうやって一緒に働いていくかを考え
ていくのか。既に11府県では国籍要件が撤廃されています。
他県にできて群馬にできない理由はありません！

状況はどうか。

⒊ 知事部局の障害者雇用について

⒌

型広告を通年で実施する予定である。LINE やTwitter の広告に

小川:２年前に障害者雇用の不適切算入の問題があったが、

小川:多忙化解消については昨年度から１か月の時間外勤務

ついては３月の自殺対策月間に実施し、クリック数が多かった

その後の障害者雇用の取り組みについてはどのようになって

の上限を45時間とするガイドラインを定めて取り組んでいる

が今後の実施については検討していきたい。

いるか。

が、成果についてはどうか。また、休日の部活動については、

ゲートキーパー講座については、昨年度は新型コロナウイルス

総務部長:平成29年度以降法定雇用率に達していない状況が

令和５年度以降地域に移行するという文科省の方針が出され

の影響により前年度の１/３しか実施できなかった。今後はオ

続いていたが、令和２年12月時点で2.62% となり法定雇用率を

ているが、どのように進めていくのか。

ンラインの活用を含め効果的な研修方法について検討したい。

達成することができた。正規職員の別枠採用や、非正規職員

教育長:過去３年間の10月を比較すると、小学校では時間外

として採用し民間雇用につなげるチャレンジウィズ群馬のほか、

勤務が45時間を超えた教職員の割合は平成30年度が52.5％、

令和２年度からは会計年度任用職員についても障害者の別枠

令和元年が45.7％、令和２年度は33.1% と減少している。中学

健康福祉部長:GoogleとYahoo! については、自殺に関する
キーワードを検索すると県の相談窓口が表示される検索連動

教員の多忙化解消について

こころの健康相談統一ダイヤルの認知率は38.3％

採用を開始し、障害の特性やニーズに応じて業務内容や勤務時

校では、75.3％から61.5％と13.8ポイントの減少、高校では11.0

であり、相談窓口を知らない人も多い。若い世代に効果的な

間を幅広く用意するこ

ポイントの減少となった。学校行事の見直しやオンラインによ

SNS 等を活用してまずは相談できる場所があることを周知

とで雇用の拡大につな

る会議や研修の実施が多忙化解消に繋がっている例もある。

する必要があります。ゲートキーパーの認知率も11.4% とま

がった。また仕事面や

休日部活動の地域移行について、今年度は市町村における検

だまだ低いので、民間団体とも連携しながら、学校や企業

生活面のサポートを行

討会の開催や試験的な取り組みを支援する予定である。今年

や地域でゲートキーパー養成講座を実施する機会を増やし

う職 業 生活 相 談 員を

度の試験的な取り組みで得た知見をもとに来年度以降検討し

ていきたいですね。あわせて、セルフストレスチェックの推

配置し、きめ細かに支

ていきたい。

進など、自殺の要因となるうつ対

援を行っている。

策についても要望しました。
※ゲートキーパー：自殺のおそれな
ど身近な人のこころの危機に気づ

⒋ 県職員採用における国籍条項について

き、声をかけ、話を聞いて、必要な

小川: 群馬県では「群馬県多文化共生・共創推進条例 」を策定

支援につなげ、見守ることができ

し、外国人との共生を目指しているが、県の職員採用では日本

る人のこと。

国籍があることが条件となっている。多文化共生を目指すので
あれば、国籍条項を撤廃すべきではないか。

⒍ 総合型地域スポーツクラブについて
小川:県のスポーツ振興計画では県民誰もがスポーツによって
自己実現を図り、健康で活力ある群馬県を創出するために、総
合型地域スポーツクラブを令和７年までに51クラブとする目標
を掲げているが、残念ながら総合型地域スポーツクラブは年々
減少している。課題と対策についてはどのように考えているか。
スポーツ局長: 現在20市町村に34のクラブが登録されてい
る。会員数の減少やスタッフの高齢化、指導者の確保が課題と
なり、活動が停滞しているクラ
ブや解散したクラブが生じてい
る。またクラブの創設から自立
までを一体的にアドバイスする
クラブアドバイザー１名がクラブ
を巡回し支援にあたっている。
総合型地域
スポーツクラブ
県内クラブ数
及び設置市町村数
の推移
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総合型地域スポーツクラブの育成にはこれまでも毎年
部活動の地域移行について、すでに福井県や兵庫

取り組んできたものの、それでも数が減っているということは、支

県の教育委員会ではモデル校を選定して具体的に取り組み

援が十分ではないということの表れ。クラブ側からもクラブアドバ

を進めています。部活動の地域移行は学校にとっても生徒

イザー事業の拡充やアシスタントマネジャーの養成などクラブの運

にとっても地域にとっても大きな改革なので、スピード感を

営に対する支援を求める声が上がっています。総合型スポーツクラ

持ってしっかり取り組む必要があります。

ブは部活動の地域移行の受け皿としても期待されているので、しっ
かりと効果が出るような取り組みに変えていく必要があります。

活動報告

Facebook &
BLOG

主な地元活動・参加行事

akira-o.jp/blog/

（掲載の都合上、割愛させていただく場合がございます。
）
4月 28日 高校生学習室視察
5月 1日 パークヨガ
5月 2日 藤岡視察
5月 3日 茂木紘一ガラス絵展
5月 13日 理想の都市建設研究会意見交換会
5月 16日 新町スポーツクラブ視察
5月 17日 議会運営委員会、リベラル群馬議員団会議
5月 18日 前橋 JC5月例会
5月 19日 5月臨時議会
5月 23日 高山村・東吾妻町視察
5月 24日 第2回定例会開会
5月 25日 議案調査
5月 26日 議案調査、ネツゲンピッチ、オンライン月食観察会
5月 27日 議案調査
5月 28日 一般質問
5月 30日 宇宙少年団前橋分団（飛行機 ）
5月 31日 一般質問
6月 1日 議案調査
6月 2日 一般質問、リベラル群馬議員団会議
6月 3日 議案調査
6月 4日 議会運営委員会、教育長面談
6月 7日 環境農林常任委員会
6月 8日 環境農林常任委員会
6月 9日 議案調査
6月 10日 議会運営委員会、DX 特別委員会
6月 11日 議会運営委員会、本会議
6月 14日 議会運営委員会
6月 15日 本会議（閉会）
6月 16日 女性議員申し入れ
6月 17日 恵風会理事会
6月 19日 前橋 JC6月例会、六荷山工房展
6月 20日 田植え（むろりん村）、
			 向井千秋記念子ども科学館会館30周年記念講演会
6月 24日 前橋東ロータリークラブ最終夜間例会
6月 25日 シエステやまの花視察、地域おこし協力隊意見交換会
6月 26日 宇宙少年団前橋分団（エッグドロップ ）
6月 27日 消防団水防訓練激励
6月 29日 都市計画委員会
7月 3日 連合青年委員会 WEB 交流会、
			 新前橋駅100周年記念イベント＆新前橋ロータリー祭
7月 4日 世界遺産検定
7月 7日 共愛学園国際大学視察
7月 8日 WEB 台湾フェア in 群馬2021、医療的ケア児支援法セミナー
7月 10日 前橋 JC7月例会
7月 11日 宇宙少年団前橋分団（水ロケット）
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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。

政 治 を 身 近 に☆ 体 験しま せ ん か !?

GO!

情報センターおにし&
鬼カフェ
投稿日：2021年６月25日
鬼カフェでビーガンランチを食べ

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

130 年以上の歴史を
持つ共愛学園に
お邪魔しました
投稿日：2021年７月７日

ながら、地域おこし協力隊の皆さ

高校では１人１台タブレットを活用

んと意見交換 ^ ^

した英語の授業とAI を使った数

地域おこし協力隊は、地方自治体

学の授業を見学。

が地域外の人材を協力隊として任

生徒が自分のペースで楽しく学ん

命し、地域協力活動を行ってもら

でいる様子を拝見するとともに、

い、その地域への定住・定着を図

先生からもICT を活用することで

ることで、地域力の維持・強化を

生徒一人ひとりに声をかける時間

図ることを目的とした制度です。

が増えた、一人ひとりの習熟度を

2020年度は群馬県内21市町村に

把握しやすくなったという感想を伺

112人が任命され、それぞれのミッ

うことができました。最初は覚える

ションに取り組んでいます。

ことが多くて大変かもしれません
が、使い出せば生徒にとっても先
生にとっても非常にメリットがある、

群馬県地域おこし
協力隊ポータルサイト

そんなデジタルの暖かさを感じる
ことができました。

地域おこし協力隊については、任

学校側との意見交換会では、生理

期満了後の定住に結びつかなかっ

用品の無償提供のお願いやネツゲ

たり、移住者と受け入れ自治体のミ

ンの学生利用について、交通安全

スマッチにより任期終了前に辞め

条例の改正、新型コロナワクチン

てしまうケースもあるそうで、定住

の接種についてなど、ざっくばらん

に向けた行政のサポートや協力隊

に話が飛び交い、今後に繋がる貴

同士の横のつながりも重要だとい

重な機会となりました。

う貴重なご意見を聞かせていただ

地方創生には若者の力が不可欠

きました。

です！その若い世代を育てる大学

と
協力隊の皆さんが円滑に活動を進 （県立、私立、国立の垣根なく）
しっかり連携しながら、
若者に選ん
めていくためには、協力隊と自治
体職員相互の理解・協力と、地域

でもらえる群馬県を創っていきた

住民の皆さんの理解が必要不可

いですね！

欠ですね！

〒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
至高崎

新前橋駅

至伊勢崎

交番●
上毛新聞社●
中央総合学園ビル●

高崎信用金庫●

小川あきら事務所

