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豆知識

９月議会から本格的に
タブレット端末の利用が始まりました！

議会報告
決算特別委員会
８月１日にオープンした
【フードバンクたまむら】にお邪魔しました！
NPO 法人 Mam's Styleが運営する
【子育てと仕事楽しむママの家】に
お邪魔しました！

We are Buddiesを知ってますか？
【NETSUGENアライアンス】始まりました！
ぐんまちゃんのアニメ
GACHi 高校生×県議会議員
～政治を知らなきゃソンをする！～

ぐんま女性議員政策会議
※撮影時のみマスクを外しています。

議会報告
６階に
２
庁
県
るよ！
あ
が
マ
ジオラ

【令和３年第３回前期定例会】
前期定例会では、新型コロナウイルス感染症対策や愛郷ぐんまプロ
ジェクト第３弾などに関する490億8,654万円の一般会計補正予算案
などを可決するとともに、ぐんまワクチン手帳を活用した経済需要
喚起策の実施に関しては、アレルギー等の理由によりワクチン接種
ができない方に不公平や差別が生じないよう十分配慮することやワ

ご挨拶

クチン接種ができない方への心理的負担を与えないよう十分に配慮

2021年冬

することを要望する付帯決議を全会一致で可決しました。

白い息に冬の訪れが感じられるようになりました。 皆様にお
かれましてはいかがお過ごしでしょうか。
８月から９月にかけて新型コロナウイルス感染症の第５波で
は、 感染力の強いデルタ株により連日300人規模で新規
陽性者が確認されるなど、スピード ・ 規模ともにこれまで経
験したことのないものとなりましたが、10月に入ってから県内
の感染状況は落ち着きをみせています。 街中や飲食店にも
少しずつ賑わいが戻ってきて、県庁前の広場にも遠足の子ど
もたちの姿を見かけるようになりました。
１年10カ月に及ぶコロナ禍によって、 地域社会の重要性が
改めて見直されるとともに、働き方や子どもたちの教育環境

など様々な場面で変化を経験しました。 誰もが自分事とし
て様々なことを感じて、考えたこの貴重な経験を、今後の社
会づくりにしっかりと活かしていきたいですね！
さて、10月31日に執行された高崎選挙区の県議補選では
「鈴木あつこ」さんが当選し、県議会の女性議員は過去最
高の５人になりました！
リベラル群馬も鈴木あつこさんを
加えた新体制がスタートします。
引き続き多様な主体が輝く社
会を目指して頑張ります！！

【会派を代表して討論しました】
ぐんまワクチン手帳を活用した経済需要喚起策については、当初の
事業内容ではワクチン接種済者のみが対象となっており、
「ワクチン
差別を助長するのではないか」
「アレルギーなどでワクチンが接種で
きない人に対する配慮が足りない」
「税の公平性の観点から問題では
ないか」などといった指摘が相次いでなされました。３常任委員会の
連合審査会を実施するなど議会の中でも働きかけを行い、結果的に
はワクチン接種の有無にかかわらず全県民を対象とした3000円の割
引と、ワクチン接種済者・PCR 陰性者には2000円を上乗せする形に
内容を修正することができました。今回は超党派で連携しながら議
会として一定の成果を生み出すことができましたが、群馬県の新総合
インターネット中継はこちら

計画に掲げられている「誰一人取り残さない」という視点から引き続
き県当局の動きをしっかりチェックしていきます。

9 月議会から本格的にタブレット端末の利用が 始まりました！

県議会の
豆知識

【愛郷ぐんまプロジェクト第３弾】 ★実施期間 12 月31日（金）宿泊分まで

２年前の議会基本条例推進委員会で東京都議会や広島県議

県内を旅して見つけた群馬の魅力に

会のタブレット利用を調査してから、コロナ禍のオンライン

# ぐんま応援びと # 愛郷ぐんま

化の動きも後押しとなってようやく実現。

をつけて Instagram、Twitter に投稿しよう！

知事の発言要旨や上程議案に関する資料をタブレット上で閲

副賞として宿泊券などが当たります♪

覧することができるようになりました。資料配信と閲覧の利
便性向上に加え、オンライン会議への対応や今まで手紙や
FAX で行っていた連絡・出欠確認もタブレットで一元化して

愛郷ぐんまプロジェクト第３弾
「宿泊キャンペーン」の詳細はこちら

いく予定です。紙の削減（ゴミの減量）と職員の作業軽減（資
料の印刷製本・差し替え等）につながることを期待したいです。

青少年と未来をつなぐ教室（東中学校）

県庁32階分身ロボット「オリヒメ」

棚田の稲刈り

朔太郎音楽祭

手をつなぐ作品展

NPO 法人じゃんけんぽん訪問

第49回衆議院議員選挙

居城達志展

決算特別委員会
決算は過去に実施した事業や予算の執行状況を見直し、来年度の予算編成に反映させる議会の重要な役割です。

環境農林分科会・現地調査

2021.10.19

決算特別委員会の環境農林分科会で、農業技術センター中

決算総括質疑に登壇しました
会派を代表して、令和２年度の決算に関連して事業の成果、

今年の７月１日から始まった『電話リレーサービス』は、通訳

整備効果、今後の取り組みなどを質しました。

オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより、聴覚
や発話に困難のある方（きこえない人）ときこえる人をつなぐ

● 県庁32階の整備効果について

山間地園芸研究センターの現地調査を行いました。
こちらのセンターでは、利根沼田地域に適したリンゴやブ

動画スタジオ「ツルノス」、カフェ、官民共創スペース「ネツ

ルーベリーなどの果樹や夏秋トマト、ミョウガなどの中山間

ゲン」が整備されたが、リニューアルされてから県庁32階に

地域野菜の安定生産技術の確立や温暖化による障害果の

行っていない、ツルノスも見ていないという県民も多い。整

発生を軽減する研究などを行っています。

備効果や今後の活用についてはどのように考えているか。

また、2016年に登録された新品種「紅鶴」の試験研究の様子

● 東部児童相談所の移転整備について

や全国でも人気の高いぐんま名月の原木など貴重な現場も

一時保護所も新設され、定員超過も大幅に解消された

見せていただきました。

と聞いているが、現状はどうか。また現在は定員30人の
うち20人を限度に受け入れているが、30人の受け入れに
午後は川場村役場にて、
鳥獣被害対 策の取り組
みを調査しました。
国庫や県 費を活用した
金網柵、檻、罠の設置、
捕獲事業（駆除用弾代・
餌 代、轟 音玉代 など）、
捕獲 奨 励 金の 他に、村
単独でも奨励金や狩猟

温暖化の影響や、農家の高齢化・後継者不足、研究センター

免許取得補助金（上限20万円）を用意するなど、担い手育成

の予算や人材の確保など、様々な課題がありますが、県民一人

にも積極的に取り組んでいる川場村。

ひとりの食に関わることなので皆で考えていきたいですね！

この11月からは ICT を活用したスマートジビエアプリの実証
にも取り組むそうです。

Ｇ -アナライズ＆ＰＲ

このアプリ、使い方も簡単で狩猟従事者の報告の手続きが

チームの群馬のリンゴ

簡便になるだけでなく、自治体職員の有害捕獲確認書の作

の成分分析レポートも

成や個体管理、捕獲マップなどの業務負担も軽減できるすぐ

是非ご覧ください

れもの。

向けた体制の整備についてはどのように考えているか。
● コロナ禍で進められたオンライン診療について、現状や

サービスです。
登録した障害者等には、専用の電話番号が割り当てられ、ス
マートフォンのアプリで簡単に電話がかけられ、また一般の
人から登録者に電話をかけることもできます。24時間365日
利用が可能で、フリーダイヤル・緊急通報（110番や119番）
にも対応可能です。
どれも当たり前のように思えることですが、2020年に「聴覚
障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が成立
し、やっとこの７月から公的サービスとしてスタートしたもの。
● 自分の電話番号が持てるので、名刺に連絡先を明記できる。
● 急な連絡（郵送物の再配達や予約のキャンセルなど）に

課題はどうか。
● コロナ禍でオンラインのコミュニケーションの需要が高
まっている。聴覚障害者等が利用する電話リレーサービ

もすぐに対応できる。
● 家族や友達に電話の代わりを頼まなくても良い。

スについて、令和２年度の実績はどうか。また国の公共

などきこえない方がこれまで大変だったこと、諦めていたこ

インフラサービスも始まったが今後の取り組みについて

とを解決できるサービスとなっています。

どのように考えているか。

一方で、まだまだ課題も多く、例えば「電話リレーサービス」

● 不登校児童生徒が年々増えているが現状はどうか。また
学校外との連携についてはどのように取り組んでいるか。
（教育支援センターの周知やフリースクール等の出席の取
り扱いについても要望）

からの着電を切られてしまうことも多いそうです。
「こちらは電話リレーサービスです」というアナウンスがあっ
たら、それはセールスや間違い電話ではなく、きこえない方
からの連絡なので切らずに対応してくださいね！
また、銀行・クレジット会社・保険会社など個人情報を扱う

インターネット中継はこちら

場合には、本人からの電話でなければ受け付けてもらえな
いことも多く、結局窓口に来るように言われてしまうことも
あるそうです。今後は電話リレーサービスを本⼈からの電話
と同等に扱ってもらう仕組み作りも必要ですね。

川場村の実証結果をみながら、県内全域への
波及に期待したいですね ^ ^

電話リレーサービスとは

まずは当事者や広く一般の皆さんにこの電話リレーサービス

議会中継動画に字幕表示が
付くようになりました！
まずは、
● 令和３年第２回臨時会
● 令和３年第３回臨時会
● 令和３年第２回定例会

の動画が字幕対応に。動画が
アップされてから字幕が付く
までに少し時間がかかります
が、情報バリアフリーも一歩
ずつ進めていきたいですね！

豆知識

を知ってもらうように、しっかり周知に
取り組んでいきたいと思います。
電話リレーサービス

８月１日にオープンした【フードバンクたまむら】にお邪魔しました！ 2021.8.11

We are Buddies を知ってますか？

集まった食品は子ども食堂や生活困窮者家庭、障害者施設

オランダ発祥の子どもと大人のバディプログラム【We are

11月７日、８日には保護者向けの説明会を開催しました。総

て賞味期限が２カ月以上残っている食品を受け入れていたも

などに配布し支援に繋げています。
（生活困窮家庭では肉や

Buddies】の群馬支部ができたということで、代表の加藤愛梨

勢27名の方にご参加いただき、このプログラムへの関心の高

のの、精肉や冷凍食品の受け入れはできなかったそうです。

野菜といった生鮮食品が手に入らず栄養が偏りがちなので、

さんからお話を伺いました！

さや期待が伺えます (*^_^*)

今回フードバンクの開設に伴い、大型の冷蔵庫・冷凍庫を完

フードバンクで生鮮食品も配布できるのはとてもありがたい

保護者だけが子育てを頑張るのではなく、血縁関係がない子

お子さんが参加してみたい方、バディをやってみ

備したことで、企業からの冷蔵・冷凍食品や農家さんの野菜

ですね！）

どもと大人がペアになって遊んだり話したりしながら細く長

たい方、プログラムに興味のある方は、まずは

などの受け入れが可能になり、今日も冷凍の肉まんや、ワン

町役場の隣にフードバンクやファミリーサポートセンター、住

い関係性を築くプログラム。

サイトを覗いてみてくださいね

タン、冷蔵庫にはネギなどがたくさん保管されていました！

民活動支援センターが設置されているので、ワンストップの

2020年に都内で始まったこの取り組みは、既に40組以上の

また保護者からお金を受け取らない完全寄付型のプロジェ

また町内の全国食肉学校や群馬県食肉卸売市場（食肉セン

支援活動ができ、住民と行政が密接に連携できる環境が整っ

バディが活動していて、子どもにもバディにも保護者にも良い

クトなので、寄付の募集にもご協力をお願いします。なぜ保

ター）から大きなブロック肉が届くこともあるんだとか。

ているのが玉村町の素晴らしいところ！風通しの良さと機動

変化が出ているそうです。

護者から参加費をいただかないのか、We are
Buddies の思いもぜひご一読を

▲
▲
▲

力の高さは本当に羨ましいです。

▲
▲
▲

玉村町では以前からフードドライブ運動を行っており、主とし

ちなみに、業務用の冷蔵・冷
凍庫のリース料は月４万円で
県の1/2補 助となっています。
県内では玉村町を含め９市町
村でフードバンクを実施してい
ますが、フードロスの削減にも
つながるこの動きがもっともっ
と広がりますように！^ ^
ペアになった２人は、月に２〜３回程度、共に時間を過ごしま

NPO 法人 Mam's Style が運営する
【子育てと仕事楽しむママの家】にお邪魔しました！
敷島公園のすぐ隣、絶好のロケーションにあるこちらでは
「シャツ１枚でできる母子循環支援」を実施しており、皆さん

【子ども商店株式会社】の販売会

す。公園に行ったり博物館に行ったり、カフェに行ったり。オ
ンラインでお話ししたり画面越しに遊んでもオッケー！
送り迎えもバディがしてくれて、しかも参加費は無料という素

2021.8.24

から寄付していただいた衣類や本、生活雑貨を困窮家庭には

NPO 法人 Mam's Style 主催の「子ども商店株式会社」の

無償で、それ以外の家庭には有料で再利用していただくこと

販売会。

で、誰でも気軽に参加できる循環型の支援を行っています。

夏休みの間に子どもたちが、どんな商品をいくらで売る

捨てる前に寄付するも良し！購入して支援するも良し！！

のか、アイデアを出し合ったり、実際のお店の調査をし

自分の行動が誰かの支援に繋がるって素敵ですよね ^ ^

たり、看板やポップを手作りしたりと時間をかけて準備
してきたそうです。
会場では、子どもたちが元気に接客してくれて、商品の
特徴やおすすめポイントを説
明してくれたり、バスボム作り
では作り方を丁寧に教えてく
れました。チラシを配って呼
び込みをする営業係もいたり
して本当の会社さながらです。

３カ月3800円で持ち帰り放題のサブスクリプションプランも

子どもたちの生き生きとした

あるそうです。是非ご利用ください。その他、ミシンカフェや

姿に元気をもらえますね！

絵本の読み聞かせなど随時開催しています。

と仕事楽しむママの家】でした！

【NETSUGEN アライアンス】始まりました！
群馬県庁32階官民共創スペース「ネツゲン」月額会員の
皆さんに朗報です (*^_^*)
11月１日から、ネツゲンと連携する県内のコワーキング
スペースを無料で利用できるようになりました！
現在は県内11のコワーキングスペースが対象となってい
ますが、これからもっと増える予定です。
またアライアンス連携施設の会員になっている皆さん
も、ネツゲンを無料で利用でき、セミナーやイベントに
も無料で参加することができます。
是非テレワークやコワーキングにご利用ください。
みなかみや中之条でワーケーションに利用するのも素敵ですね！

『NETSUGEN』とは…
県庁32階に整備された官民共創スペース。月額会員になると、コワーキングスペースや打合せ

誰かと話したい、悩みがあるという人もいつでも大歓迎。
誰でも安心して立ち寄れる、そんな温かい雰囲気の【子育て

敵なプログラムです。

スペースを自由に利用できるほか、事業プレゼンのサポートを受けられたりセミナーのアーカイ
NPO 法人 Mam's Style

ブをいつでも視聴できるといった利点があります。

詳細と連携施設は
こちら

ぐんまちゃんのアニメ
県が３億2000万円をかけて制作している
【ぐんまちゃんアニメ】
が１0月３日からスタートしました！

ぐんま女性議員政策会議
ラクターに育てていきたいとのこと。
（ちなみに、ぐんまちゃんがゆるキャラグランプリで優勝した翌

2021年７月29 日

群馬テレビ、TOKYO MX、テレビ神奈川、テレ玉、チバテレ、

年の2015年に関連商品の売上額は191億円でした）

とちぎテレビ、サンテレビ、KBS 京都の全国８放送局のほか、

多額の予算を投入する以上、来年度以降の売上高を厳しく

県内の女性議員有志で構成するぐんま女性議員政策会議

きこもる心理や間隔遮断の実験結果、気づきと声かけの重

ｄTVとアニメタイムズの動画配信サービスでも配信されます

チェックしながら、ぐんまちゃんアニメの効果を検証していく必

の令和３年度総会と研修会を開催しました！

要性、どのような声をかけるべきかを学びました。

(*^_^*)

要があります！

県内の女性議員割合（2019 年12月時点）は、県議会8.0％、

コロナ禍で子どもも大人も様々なストレスを感じています。

市議会13.0％、町村議会7.7％とまだまだ低く、女性議員が

メンタルの相談や不登校の相談も増えています。自分の周

ゼロの議会もあります。

りにいる人たちの変化に気づいて、共感と感謝の声をかけ

済効果につなげることを目的としています。

少 数 派というだけで議 会の中でも様々な苦労があるの

ることができる、みんながゲートキーパーになることが大

2020年の『くまモン』の関連商品の売上額は1,698億円とも言

で、女性議員政策会議では党派を超えて女性議員のネット

切ですね！

われており、ぐんまちゃんも『くまモン』に負けないくらいのキャ

ワークをつくり、情報共有や議会活動の支援、女性議員を

このぐんまちゃんアニメは、ぐんまちゃんのブランド化の一環で

ぐんまちゃんアニメ
公式サイト

取り組んでいるもので、ぐんまちゃんのブランド力を上げて経

増やす活動などを行っています。地方議会では生活に密着

GACHi 高校生×県議会議員 ～政治を知らなきゃソンをする！～
若者の政治への関心を高めるために議員が高校に出向いて学

意見交換では、鋭い質問の嵐。

生と意見交換をする【GACHi 高校生×県議会議員】で桐生高

● 選挙カーが学校の周りを回ってリスニングの授業に支障が生

校にお邪魔しました。

じた。学校やイベントを行っている場所の近くでは選挙カー

今年から桐生高校と桐生女子校が合併して新生高校としてス

の音を下げるなど、学業や市民活動の妨げにならないように

タートした桐生高校は、学年によってクラス数や制服などが違う

するべきでは？

した女性の視点が特に重要なので、女性議員がしっかりと

大小原さんの講座はこちらからも
ご覧いただけます

活躍できる環境を整えていきたいですね！
コロナ禍で女性や若年層の自殺者数が増加している一方
で、県内の相談窓口の認知率やゲートキーパーの認知率は
まだまだ低い状態です。まずはしっかり周知に取り組む必
要がありますね。

ものの、ワンチームとして新しい学校を作っていこうという生徒

● 選挙中に学校の校門の前でチラシをまくのはダメじゃないの？

第３次群馬県自殺総合対策行動計画
（自殺対策アクションプラン ）

や先生たちの意気込みがビシビシ伝わってきました！

● 魅力度ランキングを上げるためにはどうしたら？

【 目標 】

● なぜ議員になろうと思ったの？

2023年までに自殺者数を2017年比で20％減少させる

● 選挙でゲンを担ぐ食べ物は？
● 児童虐待防止のためにどんなことをしているの？
● 医療費の無料化、太田市は18歳までなのに桐生市は15歳ま

でなのはなぜ？市町村の格差も無くしてほしい。
● 若い議員が少ないのはなぜ？若い世代は選挙で勝つのが難

しいの？
などなど、時間が足りなくなるくらいたくさんの質問をいただき
ました。
若者は世の中に関心を持っているし、しっかり考えている。その
若い力を活かせる地域社会を一緒に作っていきたいですね！
今日お話ししたのは高校１年生。
まだ選挙権はありませんが、こうした取り組みをきっかけに少し
でも政治に関心を持ってもらい、若い世代の投票率の向上に繋
がれば嬉しいです^ ^

GACHi とは…
群馬県議会アクティブ・シチズンシップ・ハイスクール
の略です。平成 29 年度から実施している取り組みで、
今年度は県内の18の高校に県議会議員が分担してお
邪魔する予定です。

● こころの健康相談統一ダイヤルの認知率

38.3%
（2017年）➡ 目標60％以上（2023年）

研修会のテーマは
「教育イノベーション」と
「高校教育改革と入試制度の改善」、
「ゲートキーパー講座（自殺対策）」について。
教育関係では、１人１台 PC の市町村ごとの活用方法の違
いや教員のサポート状況、ＡＩ時代に必要となる非認知
能力、高校入試が前期後期制から本検査制（１回制）に変
わった場合の合否の発表
（中学校の卒業式までに
結果 がわかるかどうか）
についてなど、子育て中
の議 員 から各自治 体 の
実情に 基づ いた 活 発 な
意見が交わされました。
ゲートキ ーパー 講 座 で
は、実際に手を動かした
りコミュニケーションの
ワークを行いながら、引

● ゲートキーパーの認知率

11.4%
（2017年）➡ 目標20％以上（2023年）

活動報告

Facebook &
BLOG

主な地元活動・参加行事

8月 1日 ぐんまプレキッズ2021ボ
ランティア
8月 3日 WOMANSHIFT オンライ
ン勉強会（講師：越直美
前大津市長 ）
8月 5日 議会運営委員会
8月 6日 臨時議会 / 手をつなぐ作
品展＠下川淵公民館
8月 7日 やっくまデイキャンプ
8月 8日 室 沢棚 田サポーター 倶
楽部（棚田の草取り）/
あの日のオルガン
8月 10日 選挙区検討委員会 /
県議会タブレット研修会
8月 11日 フードバンクたまむら視察
8月 15日 磯部花火大会
8月 17日 前橋中央倫理法人会モー
ニングセミナー卓話 /
前橋文学館「さくたろうの
いきものずかん」/
脱炭素勉強会
8月 19日 議会運営委員会 /
前橋青年会議所8月例会
8月 20日 臨時議会
8月 24日 子ども商店株式会社
8月 25日 けやきウオーク献血
8月 27日 月一常任委員会
8月 27日 画廊翠巒【居城達志展 】
8月 28日 ぐんまプログラミングア
ワード2021
8月 29日 土屋文明記念文学館「宮
沢賢治展 」
9月 1日 WOMANSHIFT オンライ
ン勉強会「コロナ禍にお
ける女性の貧困 」
9月 2日 NPO 法人 Mam's Style 訪問
9月 4日 2021年群馬県人権啓発講座
9月 7日 ワークスタジオプラス開所式
9月 11日 やっくま9 月例 会「宇宙
飛行士」/ 前橋青年会議
所成功体験授業
9月 12日 手話推進議員連盟オン
ライン勉強会
9月 14日 前橋中央倫理法人会モーニ
ングセミナー / 議会運営委
員会 /リベラル議員団会議

み

ん

9月 17日 前橋青年会議所9月例会
9月 18日 ワンワールドシェアハウス
9月 20日 星峠棚田の稲刈り
9月 21日 議会運営委員会 / 本会議
9月 23日 カフェなにも訪問
9月 25日「女性の政治参加で社会
を変える」講演会
9月 26日 オンラインセミナー
「障害者差別解消法改正
されてどうなるの？」
「子どもシェルターってど
んなところ？」
9月 27日 一般質問
9月 28日 一般質問
9月 29日 はるもにあ学園説明会
9月 30日 議会運営委員会 / 一般質問
10月 1日 We are Buddies 打合せ
10月 2日 家庭教育応援フォーラム
10月 3日 食料消滅講演会（講師：
鈴木宣弘先生 ）
10月 4日 環境農林常任委員会
10月 5日 環境農林常任委員会
10月 6日 リベラル議員団会議 /
朔太郎音楽祭実行委員会
10月 7日 DX に関する特別委員会
10月 9日 第73回前橋まつり
10月 11日 議会運営委員会
10月12日 本会議（討論）/
鈴木あつこさんと語る会
10月17日 朔太郎音楽祭2021
10月18日 環境農林決算分科会
10月19日 環境農林決算分科会現
地調査
10月22日 前橋青年会議所10月例会
10月26日 決算総括質問
10月29日 議会運営委員会 / 青少年と未
来をつなぐ教室（東中学校）
10月 31日 高崎青年会議所70 周年
記念式典
11月 1日 本会議
11月 3日 ぐんまマラソンボランティア
11月 4日 GACHi
11月 6日 政 研フォーラム研 修 会
（カーボンニュートラル
の実現に向けて）
11月 7日 We are Buddies 説明会

サポーター・ボランティア募集

な

お

い

Akira

で

よ !!

OGAWA

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!

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。
）

ワークスタジオ群馬

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

（自立訓練）
の課題など、まだまだ不

投稿日：2021年７月21日

十分なところが多いと感じます。
東京とは異なり公共交通が圧倒的

天川大島の駅前にある就労移行支

に不足している地方ではどんな仕

援施設【ワークスタジオ前橋】
にお

組みが必要なのか。テレワークの強

邪魔しました！

みなどコロナ後の群馬にどういった

就労移行支援施設は「障害者総合

ビジネスモデルを創っていくのか。

支援法」に基づいて、一般企業での

群馬ならではの支援の在り方をしっ

就労を目指す障害者に職業訓練や

かり考えていきたいですね！

就職支援を行う福祉サービス事業
所です。

ワークスタジオ
群馬 HP

ワークスタジオでは、ビジネス研修
やPC スキル、施設外での就労訓練
といった一般的な支援だけでなく、
哲学を学んだり、多彩な講師による
セミナーや各種イベントを実施した
りと、多種多様な機会が用意されて
いて、個々のやるきを引き出す仕掛
けがたくさん！
部屋に入ると利用者さんが大きな
声であいさつをしてくれて、一人ひと
りの「変わりたい」という気持ちとそ
れを実現するための本気のサポー
トを感じました。
また、就労がゴールではなくて、就
労はあくまでも日常の一部に過ぎ
ないことから、自立訓練にも重きを
置いていて、自立訓練スタジオや就
労支援型グループホームも設置して
いるとのこと。障害者が働きながら
幸福な日常を送れることを目指す
笠井代表の想いにとても感銘を受
けました(^^)
群馬県の新・総合計画でも「誰一
人取り残さない」というのが大きな
テーマとして掲げられており、障害
者雇用の促進や障害者が当たり前
に普通の生活を営むことができる

One Worldシェアハウス
投稿日：2021年９月18日
前 橋 の 街 中にオープンした One
World シェアハウスの見学会 & 交
流会に参加させていただきました！
オーナーの佐藤 祥平さんにシェア
ハウスを作ったきっかけやコンセプ
トを紹介をしていただき、その後の
ワークショップではみんなの夢を共
有。
（今日は小学生、大学生、社会
人までたくさんの夢や価値観が聞
けてとても刺激を受けました！）
最後はカラーボックス作りのお手伝
い。みんなで協力すれば、あっとい
う間に出来上がり〜！
このシェアハウスが、国籍も性別も
関係なくいろんな人がつながってお
互いの人生をシェアできる、そんな
素敵な拠点になるといいですね♪
交流会は定期的に開催しているそ
うなので、是非参加してみてくださ
い^ ^

支援や環境整備が求められている
一方で、就労移行支援の現場を見
ると、送迎の問題や就労後の支援

〒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

