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平成二十八年のＮＨＫ大河ドラマに『真田丸』が決定
されました。東吾妻町は古くから真田家とゆかりのある
地で、町内にあった武田三堅城のひとつである岩櫃城が
真田家の吾妻郡統治の中心として役割を果たしてきまし
た。また、岩櫃城はかの有名な真田幸村が幼少期を過ご
した城と云われております。その後、岩櫃城は一国一城
令 に よ り 破 却 さ れ、 新 た に 原 町 が 作 ら れ 今 年 で 町 割 り
四百年を迎えます。
今までは、地元の各団体が岩櫃城跡・岩櫃山を中心に
活動を行ってきましたが、昨年は商工会青年部を中心に
実行委員会組織を立ち上げ、岩櫃城に関連する事業とし
て『岩櫃城忍びの乱』を開催しました。また、吾妻郡で
初めてプロジェクションマッピングも行いました。
そのような背景から、役場としても『真田丸』を契機
として東吾妻町をＰＲしていくのに何かできないかと課
を横断して職員を募集したのが真田丸東吾妻町職員
ミーティングです。二十代から五十代までの幅広い年齢
層の職員が集まりました。昨年十二月より活動をはじめ、

『真田丸』を中心に集う職員ミーティング

今年の七月二十六日に、プレミアム商品券の販売促進事
業と真田丸を融合し、岩櫃城の歴史とプロジェクション
マッピング・ダンス・音楽が一体となった「岩櫃乱舞（イ
ワビツライブ）
」を前記の忍びの乱実行委員会と開催し
ました。併せて関連のある「岩櫃城破却・町割り四百年
記念花火大会」等を行ったところ、多数の来場者により
盛況に実施できました。今までであれば、業務に関係な
ければ意見も言いづらかったところでしたが、職員ミー
ティングで課を超えてアイディアを出し合い、商工会や
観光協会、ボランティアなど各種団体の協力があって実
施できたことだと思います。
これからも、組織や事業の枠にとらわれず、参加者の
目線にたって、来年一月からの『真田丸』放映にむけて
地元各団体や町民のみなさんと力を合わせて町を盛り上
げていきたいと思います。
最後に、今秋にも岩櫃城忍びの乱秋の陣が予定されて
おります。多くの方がお越しくださいますようお待ちし
ております。 
（東吾妻町上下水道課 日野辰彦）

本誌は再生紙を使用しています。

神流町長

田

村

利

心を癒やす魅力ある
まちづくりに向けて

恐竜センター

自然環境を活かして
そのような中ではあります
が、自然豊かな西上州の山々に
囲まれた環境と、関東一の水質
を誇る清流「神流川」を活かし
ていきたい。
特に神流の清流の魅力は、都
市との交流人口を増やすことに
より、神流町の魅力を広め、ひ
いてはＩ・Ｕターン者の獲得に
大いに活用できると考えており
ます。

男

神流の涼

はじめに
全国で最初に「鯉のぼり」を
当地域は、古くは江戸幕府の
神流町は、
「鶴舞うかたちの 直轄地（天領）として上野国甘 イベント化した元祖として知ら
群馬県」として上毛かるたに謳 楽郡山中領に属し、市制町村制 れ、また、日本で初めて恐竜の
われているその右翼に位置し、 が施行された明治二十二年に神 足跡化石が発見されたことから
平成十五年四月、旧万場町と旧 川村、中里村となりました。神 「恐竜王国」としても名を馳せ、
中里村の合併により誕生しまし 川村は大正十五年に万場町とな 近年では、その恵まれた自然を
た。
り、各々の住民交流や物流も盛 活かしつつ、町民の温かいおも
んに行われ、一体的生活圏を形
成し、百十数年の歴史を営々と
刻んでまいりました。
しかしながら、合併したとは
いえ人口二千人あまりの神流町
は、さらなる人口減少、高齢化
により日本創成会議の推計では
消滅可能性自治体の一つに数え
られています。

町村トップ通信

てなしの心で迎える「神流マウ
ンテンラン＆ウォーク」や、正
に川遊びの原点ともいえるイベ
ント「神流の涼」などの交流事
業も積極的に行っております。
このように「人」と「自然」
が調和した神流町を身近に感じ
ていただくとともに、小さい町
ながらも「住んでみたい」
、
「住
んでよかった」と実感できるよ
うなまちづくりの実現に向け、
更なる工夫と努力を重ねてまい
ります。

今後のまちづくり
行政は、住民一人ひとりの将
来を考えていかなければなりま
せん。住民生活が一分の間断も
なく流れているように、神流町
においては、豊かな恵まれた自
然を活用し、今まで育んでき
た「鯉のぼりの里」
・
「恐竜の里」
を地域のアイデンティティとし
て位置付け、先達より受け継い

だ地域の大切な財産を、未来永
劫継承して行かなければならな
いと、町長として決意を新たに
しております。
先に記しましたとおり、神流
町は自治体規模において非常に
小さく、地域の高齢化が著しく
進行し、活力の減退が危惧され
ておりますが、私は町長として
次の政策をまちづくりの目標理
念として掲げ邁進してまいる所
存であります。
「コンパクトな
まちづくり」
、
「産業振興と雇用
機会の創設」
、
「人口増の施策」
、
「若者から高齢者向けの町営住
宅の充実」であります。
これらを町の重点施策とし
て、現在ある資源を最大限に活
かし、人々の心を癒やす魅力あ
るまちづくりに邁進したいと考
えておりますので、更なる御支
援御助力を賜りたくお願い申し
あげます。

鯉のぼり祭り
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教育を核と し た
地域の活性化とそのメリット
〜その時、自治体と住民は〜

た地域の活性化を進めていく考

付金を活用して、教育を核とし

方創生に向けて創設した新型交

担当大臣が二〇一五年七月に地

彼女らは教育を重要視していま

労働者です。当然ながら彼ら

カラーやノマドワーカーは知識

方と言えるでしょう。ホワイト

えを示しました。
まさに来年度、 す。子どもにとって良い環境を

振興でした。確かに仕事がない

えば、ものづくりを通じた産業

地域活性化、地域おこしと言

しょう。

もピンと来る人は皆無でしたで

とした地域の活性化〟と言って

恐らく数年前に、
〝教育を核

元に、どんな影響があるか。地

校が無くなったら、地域に、地

の、地方の高校です。もし、高

は、地域に、通学圏内に唯一

かし統廃合が進んでいる高校

電車で他の高校に通えます。し

特に高校の統廃合が進む場所は

村からの高校魅力化は全国に飛

再興への挑戦〜〟参照）市区町

の高校が一校統廃合されても、 島の学校〜隠岐島前発ふるさと

離島中山間地域です。仮に東京

び火し、ついには石破地方創生

す。
（岩波書店〝未来を変えた

口増加などに貢献しているので

についても言及します。

するために必要な自治体の姿勢

を核とした地域の活性化を実施

について論じます。また、教育

域の活性化がもたらすメリット

本論文では教育を核とした地

いる取釜宏行氏は〝移住の問い

ホワイトカラー・ノマドワー

てくるような知識労働者である

とです。
つまり、
自ら仕事を持っ

地域が候補になるのは自然なこ

とき、良い教育が実施している

件でしょう。移住先を選定する

求めて移住を考えるとき、良い

と人口を維持できません。しか

域から産業が無くなる時ほど、

言えば、
都市部で仕事に溢れた、 業主として、または小さい会社

合わせの際に、子どもを持つ親

二〇一六年は教育による地域活

し、仕事だけでは今までの人口

影響範囲を想像できないでしょ

を起業して生活しています。彼

の場合は、必ず教育の質、とり

教育を受けさせることは必要条

減少・流出をまかなうほどのＵ

う。無理もありません。今まで

ら彼女らは毎日会社に定時に出

性化元年となるでしょう。

Ｉターンは期待できないと私は

教育を核とした地域の活性化が

自分の住む地域に仕事がない労

わけ高校での教育の質について

二

考えています。なぜなら、これ

語られませんでしたし、多くの

働者家族が仕事を求めて地方に

勤する必要はありません。ほと

慎

からの地域の未来を担う意欲が

地域で実践されてきませんでし

移住するケースが多かったよう

聞かれることが多い〟といいま

岡

あり積極的な若者のＵＩターン

た。そもそも、高校は市区町村

んどの会議はスカイプで済ませ

す。その声を受けて、大崎上島

藤

を惹き付けるには、
〝ただ仕事

の管轄外で、
協働が困難でした。 に思えます。しかし、現在の移

ます。重要な会議のみクライア

町では広島県立大崎海星高校の
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がある〟では移住も定住もしな

住は少し異なるようです。最近

ント先まで行きますが、ほとん

魅力化を町長や校長のリーダー

そして、一年間に統廃合される

※１

ホワイトカラー・ノマドワーカー家族
の移住定住促進

に仕事を生み出します。個人事

※２

は地域の教育力の向上が必要な

のです。インターネットの普及

により移住の必須条件が〝仕事

があること〟ではなくなってき

ています。広島県大崎上島町で

定住・移住促進の窓口となって

ホワイトカラーやノマドワー

ンターネット時代の新しい働き

家族との時間を過ごします。イ

一貫なのです。リクルートホー

教育の充実は移住や定住促進の

かつての昭和期の移住定住と

※３

カーの子育て世代を取り込むに

いからです。

しかし、現在、島根県立隠岐島

は仕事を求めてではなく、仕事

どはＳＯＨＯと呼ばれるオフィ

シップの元、先述の取釜氏らと

教育を核とした地域の活性化がもたらすメリット①

全国にある公立高校の数です。 前高校魅力化プロジェクトのよ

ごと地方に持ってくる移住が散

スで仕事をします。煩わしい飲

三千六百四十六、この数字は

うに市区町村が県立高校を魅力

見されます。
カーなどの知識労働者は、自身

第346号
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高校の数は五十四校前後です。 化している事例があります。廃
（平成十七年から二十五年まで） 校寸前の高校から奇跡の復活を

のスキルやノウハウ、経験を元

み会にも参加する必要もなく、 推進しています。地域における
遂げたばかりではなく、地域の

このままでは、十年間で六〜七

校に一校は無くなる計算です。 活性化、子育て世代の移住、人

特 集

企業は広がっていますが、全社

方ができる在宅勤務を導入する

や介護などを念頭に多様な働き

がなくても利用可能です。育児

で、子育てや介護といった理由

度を導入します。全社員が対象

ら上限日数のない在宅勤務制

ルディングス（ＨＤ）は十月か

ます。

く現実の風景になろうとしてい

る、そんな日々が夢物語ではな

夕方からはまちづくりに参加す

宅勤務が可能です。将来、一流

などで出社が必要な日以外は在

勤務を選んだ社員は重要な会議

体的・精神的に寝たきり）
になっ

に体調を崩し不活発症候群（身

ミュニティが崩壊し、その機会

世界最先端の仕事をしながら、 名です。東日本大震災で地域コ

企業の社員が地方に住み、昼は

ていた高齢者が身体的なリハビ

ホームが無くなった逸話は、有

て働き始めました。やがて老人

場所と出番を与えられ、率先し

ムに入っていた高齢者たちが居

の人が入り込めない。そのよう

先生のみ。学校は閉鎖的で地域

学校教育に関わるのは学校の

て地域のつながり・絆を強化し、 齢化、
財政難などを題材として、

に資するとともに、活動を通じ

地域住民の生涯学習・自己実現

の学びを支援するだけでなく、

地域の方々に話を聞いた上で、

課題、まさに人口減少や少子高

近年、高校では地方や地域の

二、課
 題発見・解決型キャリア
教育の拡大

有名です。

出番作りによって快復した話も

リではなく、地域での居場所と

員が原則、上限なく在宅勤務が
できる制度は珍しいです。在宅
教育を核とした地域の活性化がもたらすメリット②

な感覚をお持ちの方も多いとは

地域の教育力の向上を図る狙い

地域の人に居場所と出番を創る

思いますが、最近は大きく変

地域特有の課題を発見し解決案

それは地域の担い手・就業人口

で設置が推進されています。（文

のコミュニケーションが地域の

わってきています。その理由は

する地域課題発見解決型キャリ

の確保です。鳥取大学の筒井准

を考え、地元の大人たちと実行
学校地域支援本部のコーディ

ア教育が盛んです。普段はない

人に新たな居場所と出番を作り

科省より）
ネーターが学校と地域住民の橋

高校生と地域の方々とのコミュ

教授によると、
〝高校生が地域

学校地域支援本部と地域課題発
見・解決型キャリア教育の拡大
です。

渡し役になり、学校支援活動を

ます。

するイメージが持て、生徒の進

固有のことを学ぶと地域で活躍

ニケーションが生まれます。こ
味がある住民が学校に関わる

教育を核とした地域の活性化がもたらすメリット③

推進します。つまり、教育に興

学校地域支援本部とは地域住

チャンスとなります。多様な側

一、学校地域支援本部
民などの参画により、学校の教

うか。居場所と出番は人を活性

出番ができるのではないでしょ

した。メリット③の地域の担い

期的なメリットについて論じま

メリット①②では比較的、短

リア教育に期待をしています。 生徒の進路意識に影響を与える

リットです。私は、前述のキャ

手を育てる、は中長期的なメ

自身の居場所と出番を見つけ、

とを学ぶ中で、ふるさとに自分

路意識が高まる〟との研究結果

をつくり、様々な学校支援活動

化します。徳島県上勝町の葉っ

育活動を支援する仕組み
（本部） 面と機会で地域の人に居場所と
を実施する仕組みと組織を指し

ぱビジネスでは地元の老人ホー

があるそうです。地域固有のこ

ます。地域で学校を支援する仕

地域の担い手を育てる

組みづくりを促進し、子供たち
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そうです。

なり関係・交流人口を増やせれ

ラスです。これらがきっかけと

も〝自分の地域の価値再発見〟

また、教育移住は地元の生徒に

高校の例を見てみましょう。

生徒を受け入れている隠岐島前

るのも隠岐島前での学びがあっ

だいたおかげだ。今の自分がい

た。海士町の方に関わっていた

自分の人生の目標も見つけられ

前より好きになった。結果、地

に誇りを持つようになった。以

思う。島外生がきっかけで地元

たいという気持ちは高まったと

するのが当然のように、ふるさ

学生です。彼は島外から来た生

先して行い、自分から行動する

隠岐島前高校出身で東洋大学

たから。だから、
恩返しとして、 元である西ノ島に帰って、地元

一言で言えば、教育を学校教

ば、移住促進につながります。 の良い機会です。

力を身につけられた。更には、 徒との交流をきっかけに〝帰り

に進学した石井佑布子さん。〝中

をもっと元気にしたい、と思う

とにブーメランのように恩返し

島留学制度を使って島外から

学生まで、埼玉には自分の居場
海士町の力になる仕事をした

育に押し付けず、地域の住民が

この恩返しの想いの総和こ

しょう。

《ノマドは遊牧民の意》自

※１ ノマドワーカー

フード店などでノートパソ

く、 喫 茶 店 や フ ァ ー ス ト

宅や会社のオフィスではな

ランのような人財という意味で

コンやタブレット型端末な

インターネットを介したテ

※２ スカイプ

どを使って仕事をする人。

す。子供たちを学校だけに押し

たちが一丸となって、子供たち

付けるのではなく、地域の大人

自分の地域に帰ってくるブーメ

外に送り出すことで、
かえって、

地域と共に力の限り、応援し、

は、高校生を学校だけでなく、

が合言葉になっています。これ

教育を核とした地域の活性化を実施する
ために必要な自治体の姿勢

所がないと感じていた。限られ

ようになった。
〟と話します。

ネスとして認定されている。

い。
〟と彼女は将来隠岐島前で

ノーベル平和賞のムハマド＝ヌユス氏からソーシャルビジ

た人間関係のなかで窮屈に生活

践家にも選出され、地域人材ネットにも登録された。

をするようになるでしょう。

山県の推薦を受けて総務省の選ぶ地域活性化で活躍する実

一丸となり地域総がかりで子供

2015年、北海道、大阪府、島根県、広島県、沖縄県、岡

一時的にせよ教育移住によっ

テレビや雑誌など多くのメディアに取り上げられている。

働く保育士を目指しています。

島中山間・僻地の公立高校のモデルとして全国でも有名。

を送っていた。しかし、隠岐島

参画した島根県立隠岐島前高校魅力化プロジェクトは、離

たちに関わる姿勢です。全国の

に取り組んでいる。

て地域外の生徒は、将来、地域

現在は行政・自治体とコラボし、教育を通じた地域活性化

このような島外生との交流を

る。

前でボランティア活動をする中

バイザーを務めた。塾・予備校の再生事業にも参画してい

高校魅力化プロジェクトでは、 そ、地方創生の鍵に疑いないで

信教育大手のベネッセコーポレーションでも教材開発アド

で仕事をする優秀な人材の候補

の指導や教材・プログラム開発や講義を自ら実施する。通

生になります。
働く場所や地域、 〝ブーメラン人財〟という言葉

大学院での研究がきっかけでキャリア教育、社会人基礎力

通じて、島で生きる覚悟を決め

会人まで指導。

た西ノ島出身の島前高校出身の

20年間の現場での指導経験を持ち、小・中・高・大・社

で、沢山の人と関わって自分

科修了。

の居場所を見つけられ、消極的

1975年生まれ。慶應義塾大学院SFC政策・メディア研究

仕事の幅を広がり、地域にはプ

（ふじおか・しんじ）

近藤弘志くん。彼も法政大学の

藤
株式会社GGC代表取締役

の学力や志、人間性、社会性、

際電話でも無料で使用可

は無料で、遠距離通話・国

レビ電話システム。使用料

れらの力を育まれた生徒たちは

能。使用方法も容易です。

社会に通用する力を育てる。こ

大学や社会人となって、様々な

形態。

模のオフィスで仕事をする

を活用して、自宅など小規

（ small office home office
）
パソコンやインターネット

※３ ＳＯＨＯ

場で力を発揮するでしょう。当

然ながら評価されます。評価さ

れた時に、
〝自分が評価されて

いるのは、ふるさとが、あの町

が、私を育ててくれたから〟と

ふるさとを思い出し、親孝行を

第346号
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岡

慎

二

だった性格がボランティアを率

プロフィール

唐澤保険局長を訪問し、停止中

上京し、塩崎厚生労働大臣及び

町村会長及び清水市長会長らが

承された。

と新規患者の受け入れ再開が了

会議が七月二日に開かれ、治療

なお、厚生労働省の先進医療

再開を要請した。

における重粒子線治療等の早期

要望書を塩崎大臣に渡す貫井町村会長と清水市長会長

だった群馬大学医学部附属病院

長会では、六月二十四日、貫井

群馬県町村会および群馬県市

群馬大学医学部附属病院における
 重粒子線治療等の早期再開を要請

都市・農村共生社会創造

シンポジウム 群馬を開催

本会は、最近の農村志向の動

てもらうことを目的として、『都

を議論し、町村の現場で生かし

人が参加

きを確実なものとするためには

市・農村共生社会創造シンポジ

町村長・町村議会議長等

どうすべきか、都市・農村共生

ウム 群馬』を七月二十八日に

109

in

社会がいかに重要であるかなど

基調講演（小田切氏）
情勢説明（嵩氏）

徳美氏による「地方創生とは何

事務局長の嵩和雄氏による地方

びふるさと回帰支援センター副

ディスカッションを行った。

のか〜」をテーマとしたパネル

山村に何を求め、期待している

を志向する次世代の人々は、農

代受入れに対する姿勢〜農山村

ネラーに迎え、
「農山村の次世

協力隊の本間優美氏の三人をパ

森美子氏及び片品村地域おこし

氏、神流町観光案内所職員の藤

実行委員会事務局長の多田朋孔

ターとし、十日町市地域おこし

ネーター、嵩氏をコメンテー

その後、小田切氏をコーディ

勢説明が行われた。

か？ ―田園回帰との関係を考

パネラー（多田氏、
藤森氏、本間氏）

移住の現状と課題についての情

パネルディスカッション

える ―」と題した基調講演及

明治大学農学部教授の小田切

した。

群馬県市町村会館において開催

in
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平成26年度群馬県市町村総合事務組合 一般会計決算概要
８月19日
（水）
に開催された群馬県市町村総合事務組合議会平成27年第２回定例会において、
平成26年度一般会計決算が認定されました。

歳

出

歳入歳出差引残額
財政調整基金等繰入額
うち退職手当基金繰入額
消防補償等基金繰入額
消防賞じゅつ金基金繰入額
自然災害救助基金繰入額
非常勤職員公務災害補償基金繰入額
平成27年度繰越額

収入済額（円）
6,081,785,236
219,298,173
11,250,000
188,156,170
0
1,600,000,000
35,637,614
42,772,167
0
8,178,899,360

歳

入

款・項
分担金及び負担金
消防共済基金支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
組合債
歳入合計

912,279,238円
873,123,000円
867,131,000円
1,953,000円
1,892,000円
2,147,000円
0円
39,156,238円

支出済額（円）
302,520
74,074,804
6,726,641,960
6,494,431,483
219,446,445
0
10,000,000
2,764,032
0
277,445,838
0
188,155,000
0
7,266,620,122

隆

ポイントなど、議会議員にとっ

て必要な知識を学んだ。

今成

当選議長の紹介

邑楽郡明和町

佐藤 勇二

八月十日 当選

甘楽郡下仁田町

九月十四日 当選

新議員研修会開催

県町村議会議長会は、六月

二十六日（金）
、前橋市・群馬

県市町村会館において、この

一年間の町村議会議員初当選

者を対象とした新議員研修会

を開催した。

この研修会は、毎年この時

期に開催しており、本年は統

一地方選挙もあり、五十二人

の新議員及び十八人の議会事

全国町村議会議長会
議事調査部 副参事
小西 正太氏

務局職員が参加し、小西講師

「地方議会の制度と
運営について」

から会議規則や委員会条例の

【研修科目】

款・項
議会費
総務費
事業費
退職手当給付費
消防公務災害補償等費
消防賞じゅつ金給付費
自然災害救助費
非常勤職員公務災害補償費
学校医等公務災害補償費
消防共済基金掛金
公債費
積立金
予備費
歳出合計

県内の「町村長の主張」を中心に、全国町村会の各種要望、各種研修日程等を掲載しています。
・本会定期総会における宣言及び決議
・過去の宣言及び決議
・道州制の導入に反対する特別決議（全国町村会）
・災害共済事業の案内
・平成27年度本会主催の研修日程
・平成27年度町村職員研修ガイド
・市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）研修一覧

7  群馬自治
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・市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）研修一覧
・自治大学校研修計画
・群馬自治掲載コラム
・おすすめの一冊
・個人情報等保護関係
・関係団体へのリンク

佐則

小さくてもキラリと光る
村づくりを目指して
金井

の面積を八〇九㌶に拡張、およ

群馬県町村議会議長会副会長
（榛東村議会議長）

除くと一番小さな村です。地理

くりをすることでは一致してお

皆さんご存じの通り、地方自

ります。

治は首長と議会の二元代表制に

なっており、議決機関である議

会は執行部をチェックし、団体

の意思を決定する役割と政策提

案する役割を持ちます。ここで

和三十五年六月、旧演習場一部

原駐屯地が開設されました。昭

思っております。ヘリコプター

に多く報道され、村民も誇りに

林火災などでの活躍はマスコミ

火災害、各地で発生している森

本大震災、昨年起きた御嶽山噴

前提に議論を重ねて合意形成し

つまり、議会は多様な意見を

て決定します。

集約したものが議会の意思とし

すが、様々な議論を経てそれを

際、表決権は議員個々にありま

び三〇㌶を買い上げ前橋予備士

人口は平成二十七年七月現

約一三〇㌶は農地として関係者

の飛行訓練における騒音などが

ていくことが重要であります。

的条件や年間降水量が少ないた

在一四六七〇人、平成七年は

が払い下げを受け、この一部が

問題視されますが、災害派遣

このため、議員に求められる最

井村と相馬村大字広馬場が合併

留意すべきは、執行部に対峙す

置し、北は渋川市、東は吉岡町、 一二五五一人で一六・九％の伸

現在北関東一のぶどう郷を誇っ

や、民生協力、国際貢献活動な

も重要なことは、自分の意見・

官学校が開設されました。昭和

びです。平成十九年度までは周

ています。残りは総理府所管財

ど自衛隊の任務を考えれば、基

主張を持ち、その上で多様な意

め、かつては水源に乏しかった

辺都市のベッドタウンとして人

産となり現在まで演習場として

地は必要であります。明治時代

見に耳を傾け冷静に議論し是々

し新桃井村が発足。そして、箕

るのは議員でなく、議会であり

口増加がありましたが、以後ほ

使用しています。昭和三十七年

から今日まで続く基地との良好

非々で判断することになります。

二十年十月、米軍に接収されま

ぼ横ばいで推移しております。

一月、自衛隊組織の大幅な見直

な関係もあり、今後も自衛隊と

これには議員は勉強し、研修を

地域でしたが、今では用水路の

この小さな榛東村の大きな特

しが行われ、相馬原駐屯地に四

の共存共栄を図ってまいります

積み重ね力量を高めてレベル

郷町の新田中、新田下の二地区

徴として、陸上自衛隊相馬原駐

県を管轄する第十二師団司令部

が、この小さな村が自主・自立

アップをしなくてはなりません。

ます。最終的な可否を決する

屯地および相馬原演習場の存在

が置かれました。現在でも全国

して歩むことができる大きなポ

本議会は、より一層の創意工

した。昭和三十三年六月、米軍

があります。相馬原演習場の変

自治体中、村に師団、旅団司令

イントになってくるのではない

により、有効な政策を推進し、

発達で豊かな田園が広がり、農

東南は前橋市、南西は高崎市に

遷は、明治四十三年七月、御料

部が置かれているのは榛東村が

でしょうか。

小さくてもキラリと光る村づく

を加え、昭和三十四年八月一日

接し榛名山の東麓にひらけ、東

地四〇三㌶の払い下げを受け陸

唯一です。平成十三年三月、「防

さて、時に意見の相違による

りのために全力を尽くしてまい

から返還され、翌年四月、相馬

西約一〇㌔㍍、南北約四・五㌔

軍演習場が開設されました。大

衛大綱」の見直しが行われ「空

議論を戦わせながらも、首長も

ります。

業を中心として商工業が発達し

㍍と細長い形をしており、面積

正十一年、隣接する御料地の払

中機動性を高めたヘリ旅団第

議会も住民福祉の推進を目指

ます。
地勢は群馬県のほぼ中央に位

自衛隊ヘリ

てきました。

は二七・九四平方㌔㍍で関東地

い下げと民有地の買い上げを行

十二旅団」に改編されました。

し、安全で安心な住みよい村づ

村」が誕生し現在に至っており

方では島嶼部（ 小さい島 ）を

い六七六㌶の演習場となりまし

ヘリ旅団に編成された十二旅

夫をし、執行機関と真摯な議論

た。昭和十五〜十六年、民有

団は、新潟県中越沖地震、東日

駐屯地正門

地一三三㌶を買い上げ、演習場

に村民から公募による「 榛東

榛東村は、昭和三十二年、桃

議会から一燈
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四百年という節目の年で

二（一六一六）年）の没後

十一（一五四三）年〜元和

を 築 い た 徳 川 家 康（ 天 文

権であった江戸幕府の礎

にもおよぶ超長期安定政

を見ない、二百五十年以上

〇一五）年は、世界史上類

今 年、平 成 二 十 七（ 二

一 冊 」 は、
【
「 決 戦！ 関 ヶ

が、今 回 の「 お す す め の

前置きが長くなりました

原展」が開催されました。

らかにする展覧会「大関ヶ

いる関ヶ原合戦の全貌を明

記念し、この誰もが知って

では、家康の没後四百年を

文化博物館、福岡市博物館

戦の裏に隠されたもう一つ

関ヶ原合戦の全体像や、合

た競作長編で、
最終的には、

てしまった決戦を熱く描い

ら、僅か一日で決着が着い

で日本史上最大でありなが

ら、各作家の個性ある文体

それぞれ違う武将の視点か

家七人が、章ごとの短編で

作品は、今を時めく人気作

歴史好きの人も、そうで

早川秀秋を描いています。

軍の運命を握る男として小

が今までと違った観点で両

本屋大賞受賞作家の冲方丁

そして、日本ＳＦ大賞・

証します。

敗北が必然だったのかを検

る矢野隆が、
それぞれ著し、

シナリオ小説も執筆してい

かなど、あれやこれを自問

戦略づくりを進めていける

域の声を生かした魅力ある

の組織をどう動かせば、地

てどうあるべきか、おのれ

まとめる者、束ねる者とし

もに、武将と同じく地方を

い時代に思いを馳せるとと

の武将の生き様に触れ、遠

が描く、個性あふれる七人

11月13日㈮

群馬県市町村会館

町村会役員室

県選出国会議員との懇談会

11月17日㈫

東京都

グランドアーク半蔵門

町村長研修会

11月18日㈬

東京都

グランドアーク半蔵門

全国町村長大会

11月18日㈬

東京都

ＮＨＫホール

定期総会

平成28年 ２ 月 ９ 日㈫ 群馬県市町村会館

大研修室

監査委員全国研修会

10月 ７ 日㈬～ ８ 日㈭ 東京都

役員会

10月15日㈭～16日㈮ みなかみ町

メルパルクホール

議員研修会

10月30日㈮

吉岡町

吉岡町文化センター

町村議会議長全国大会

11月11日㈬

東京都

ＮＨＫホール

議会広報研修会

11月27日㈮

群馬県市町村会館

自答してみても良いのでは

理事会

な い 人 も、こ の 秋 の 夜 長

特別会議室

の物語にも繋がり、読みや

群馬県市町村会館

ないでしょうか。 （Ｉ）

群馬県市町村会館501研修室

平成28年度法令外負担金等規制委員会 11月13日㈮

武将たちに負けず劣らずの

私自身、歴史小説という

町村総務、財政及び企画担当課長研修会 11月 ４ 日㈬

大会議室

緻密な作戦を練ったのであ
ろう作家たちの企みに見事
に引き込まれてしまったと
いうところでしょうか。
東軍の武将である徳川家
康を伊東潤が、織田有楽斎
を天野純希が、可児才蔵を
吉川永青が、
それぞれ著し、
なぜ東軍が構成され、そし

に、戦国時代を終焉させた

と、昔の言い回しとか、覚

他方、負けた西軍の武将

群馬県市町村会館501研修室

に、七人の油ののった作家

原」複数著者・講談社刊・

千六百円＋税】を紹介させ

天下分け目の戦いが「関ヶ

えづらい人物名などに辟易

である石田三成を直木賞受

ていただきます。

原合戦（慶長五（一六〇〇）

しますし、歴史的知識も乏

賞作家の葉室麟が、宇喜多

これからの主な行事予定

すく、大変楽しめました。

す。

当時の日本の支配者をこ

年）
」であったことは、皆

しいため、その場の情景を

秀家を上田秀人が、島津義

の家康に決定付けるととも

さんご存知のことと思いま

うまく思い浮かべられずな

弘を
『戦国ＢＡＳＡＲＡ３』

て勝利したのかに迫りま

す。

どで、歴史小説は敬遠しが

などの若者に人気のゲーム

す。

今年四月から十月にかけ

ちな領域なのですが、この

場

会

程

日

群馬県町村議会議長会関係

複数著者著
講談社

て、江戸東京博物館、京都

10月29日㈭
町村税務担当課長研修会

全国町村会館
関東町村会トップマネジメントセミナー 10月 ６ 日㈫～ ７ 日㈬ 東京都

場
会
程
日
群馬県町村会関係

決戦！関ヶ原
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