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町村 ︱ 人口減少時代を生き抜いていく力 ︱
彌

神流町では、昭和六十年、日本初となる恐竜の足跡化

石が発表され（旧中里村）
、これを契機に恐竜による町

（村）おこしとして、
「恐竜王国」を宣言し、昭和六十二

年に恐竜センターがオープンしました。以来、県内外の

多くの恐竜ファンに愛され、今年五月一日に開館三十二

東京大学名誉教授 大森

草津町／黒岩 信忠 町長

ゴルとの交流が始まり、モンゴル恐竜に関しては、国内

役割も果たし歴史を重ねてきました。

中 で も 恐 竜 オ リ ジ ナ ル フ ィ ギ ュ ア は、
「

第２ステージへ

産業建設課

川の音（ね）
」

新井 勝之）

指します。おもしろく楽しい第２ステージへ！今

（神流町役場

!!

め、新元号とともに恐竜の町の新たな第２ステージを目

す。これからもお客様に満足いただける魅力づくりに努

いう町独自の地域資源を生かした事業展開を推進しま

や「はこだたみキャンプ場」と連携を図り、
「恐竜」と

さらに、町内の宿泊体験施設「古民家

づくりを推進していきます。

相互交流を深め、ネットワークを生かした恐竜による町

した。本町を含む五自治体で恐竜に関する情報を共有し、

県御船町）でつくる「にっぽん恐竜協議会」に加盟しま

（北海道むかわ町・兵庫県篠山市・兵庫県丹波市・熊本

また、昨年十二月には、恐竜化石が発掘された自治体

くの皆様に楽しんでいただけると思います。

の自然空間の提供など、新しい恐竜センターの魅力を多

は、地元農産物を使った食事と、清流神流川を望む癒し

恐竜の町

務所の改修工事を実施しました。新設した屋外テラスで

国の地方創生拠点整備交付金を活用し、食堂・売店・事

そんな恐竜センターも施設の老朽化が目立ち、昨年度、

」として、他にはない、リアルで精巧な商品とし
Kanna
て、お客様から高い評価をいただいております。

Made in

発見されるなど、小さな町の観光施設ですが、博物館的

２０１１の開催、化石発掘体験地では、新種恐竜の歯が

で 最 も 充 実 の 施 設 と 自 負 し、 恐 竜 化 石 特 別 展 や 恐 竜 展

年を迎えようとしています。この間、施設の拡充やモン
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付加価値を高めるまちづくり
岩 信

により入込客をＶ字回復
黒

忠

国連主催「アジア景観賞」受賞（2017年）

そして、耐震補強が必要となっ
ていた湯もみ公演を行う「熱乃湯」
についても、お客様の安全を第一
に考え、二〇一五年に大正ロマン
漂う建物へと建替え、湯畑を囲む
街なみの再生を行ってきました。
また、湯畑を囲む街なみが整備
されたことから、二〇一六年から
二〇一七年にかけて、唯一無二の
湯けむりのゆらぎを演出するデザ
イン照明を整備し、湯畑や西の河
原公園を幻想的な空間に仕上げま
した。
この結果、宿泊する日本人女性

草津町長

天皇陛下の御譲位と皇太子殿下
出しております。
の御即位により、年号の改元がな
私が町長に就任した二〇一〇年
されるとともに、新たな御代が始
当時、草津温泉へお越しになる
まることに対して、慶賀の意を表
観光客の入込客数は、全盛期の
します。
三百万人から二百六十五万人にま
また、五十六年ぶりに東京で開
で落ち込み、町全体に閉塞感が
催されるオリンピック・パラリン
漂っておりました。
ピックが、いよいよ来年に迫り、
こうした状況の中、私はビジネ
県内の観光業や飲食業、サービス
ス感覚を行政にも取り入れなが
業などは、インバウンドによる経
ら、温泉街の風情や情緒をできる
済効果も期待されるところであり
だけ残し、一〇〇年先を見据えた
ます。
まちづくりにとりかかりました。
さて、草津町は、良質で豊富な
先ず、二〇一一年から湯畑再整
湯量の温泉と雄大な自然があり、 備事業として、温泉街の中心、一
古くから日本随一の温泉観光地と
等地であるにもかかわらず、約
して名を馳せ、その中心には常に
二十年間見窄らしく放置されてい
「湯畑」の存在がありました。そ
た駐車場を廃止し、敷地内に残さ
して、湯畑から放射状に延びる通
れていた無残なコンクリート擁壁
りや路地が街なみの骨格を形成
の修景や無計画に建てられた電
し、旅館やみやげ物店などが軒を
柱、小柱といった負の要素を一つ
連ね、温泉街の風情や情緒を醸し
ずつ取り除きました。
続いて、二〇一三年には明治中
期まで実在し、
草津五湯として「源
頼朝」ともゆかりがあるとされる
「御座之湯」を木材の品質にもこ
だわりながら再建しました。
次に、二〇一四年には、浴衣姿
で温泉街の風情を肌で感じていた
だくため、木回廊と石畳を敷いた
昭和レトロの雰囲気を思い出すよ
うな棚田をイメージした「湯路広
場」を新たに誕生させました。
畑

湯

やカップルからも大変好評をいた
だいているところであります。
こうした温泉街の街なみをイン
ターネットに接続できる環境であ
れば、二十四時間どこからでも草
津温泉の湯畑や西の河原公園、白
根山などの観光名勝がその場で楽
しめるようユーチューブにライブ
配信を行い、国内外から一日二万
アクセスを超える閲覧をいただい
ているところであります。
こうして、今ではバブル期を凌
ぎ、三百二十一万人を超えるお客
様がお越しになり、行列の絶えな
い温泉観光地へと生まれ変わりま
した。

地蔵再整備イメージ（通路整備）

地蔵再整備イメージ（源泉小屋）
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この様な取り組みが国内外
か ら も 注 目 さ れ る よ う に な り、
二〇一七年には、県内初となる都
市景観大賞（国土交通省主催）や
アジア景観賞（国連主催）を受賞
することができました。
また、二〇一八年のプロが選ぶ
日本の温泉地一〇〇選では、十六
年連続日本一にも選ばれました。
そして、二〇一九年からは、湯
畑、西の河原と並ぶ草津の観光名
勝の一つ、地蔵源泉湯畑周辺の再
整備に着手し、新たな一颯を注入
しながら、さらに温泉街の魅力を
高めていく所存であります。
私は常々まちづくりにとって大
切なことは、その地域の歴史を紐
解きながら、時代の積層が感じら
れ、そこで暮らす人々との生活と
が相まってヒューマンスケールの
街なみが形成されることが重要で
あると思っております。
草津温泉へお越しになるお客様
が普段感じ得ない風情や情緒、文
化に触れ、その感動が笑顔や歓声
に変わり、温泉街に賑わいを生む
ことで、町全体の活力に繋がるも
のと信じております。
「草津よい
とこ一度はおいで」と謳われ、徳
川八代将軍吉宗公も江戸城まで運
ばせ、入湯した草津の湯。いつの
時代も笑顔と賑わいの絶えない
本物の観光地であると云われるよ
う、今後も更に創意工夫を凝らし
ながら、走り続けたいと考えてお
ります。
皆様もぜひ時計の針を止めて、
情緒あふれる「湯のまち草津」へ
お越しいただきますよう心よりお
待ち申し上げます。
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町村―人口減少時代を生き抜いていく力―
大

むしろそうであるがゆえに、住

民のつつがない日常生活の維持

にとって、最大の「セーフティ

ネット」は自治体としての町村

れには、法人としての自治体を

東京大学名誉教授

の認証を都道府県に申請するの

存続させていこうという堅固な

が存在していることである。そ

である。この意味で合併は市町

各市町村でどのくらい減るかを

年から二〇四〇年の三十年間に

三十九歳の若年女性が二〇一〇

ト」の第一弾であった。二十〜

臣）で、いわゆる「増田レポー

氏（ 元岩手県知事・元総務大

あった。筆者の代表は増田寛也

は「二〇四〇年 地方消滅」で

を引く論文が掲載された。表題

二〇一三年十二号に世間の耳目

総 合 雑 誌『 中 央 公 論 』 の

守り通そうとする意思をもつ限

治体としての町村を断固として

支える責任を果たすために、自

村の関係者が、住民の暮らしを

が、困難に耐えかね、気持ちが

ば、それは、首長・議員・住民

村が消滅することがあるとすれ

もし人口減少の進展によって町

し、認証を受ける必要がある。

協議をし、都道府県に申請を出

は手続きがいる。関係市町村が

であった。地方交付税交付金の

て気がかりは地方交付税の動向

ても財政力が小さい町村にとっ

たことは否めない。なんといっ

をした町村が多かっ
存続を放棄する場合である。町 「店じまい」

萎えて、自治体としての町村の

確保なしには、ほとんどの町村

しに不安を募らせて、自治体の

県にせっつかれ、暗い財政見通

い起こしてみれば、国や都道府

「平成の大合併」の軌跡を思

め、為替変動による調整メカニ

体の場合は通貨発行権がないた

て調整される。ところが、自治

のもとでは、為替の変動によっ

の経常収支は、変動為替相場制

けることはできない。国民経済

いし、その境界で「関税」をか

行権と金融政策の自由をもたな

ている。自治体は、日本円の発

北海道の一円と同じ価値をもっ

人口減少で町村は消滅しない

村の自主的判断によっている。 意志が必要である。

推計し、若年女性が半減し、か

り、町村は消滅しない。

人口減少にもかかわらず、否、

つ二〇四〇年に人口が一万人以

れば、その自治体自体の存続が

ある自治体の人口が減り続け

に瀕するという見方であった。

て小規模町村は「消滅」の危機

まる」とした。人口減少によっ

民を新たに設立する自治体へ包

せ、他方で消滅しない土地と住

は一方で既存の自治体を消滅さ

設であれ、編入であれ、合併と

を想起すれば、すぐわかる。新

収に大きな相違がある。通貨発

地域間では生産性を反映して税

ろめたさを感じる必要はない。

かし、そのことにいささかも後

このことは「平成の大合併」 の財政運営は成り立たない。し

民が稼いだ所得から税金を徴収

徴税権をもっている。しかし、 的に生産性が高い東京などで国

自治体は「地方政府」であり

し、
生産性が低い地方を中心に、

仕組みが整備されている。圧倒

を補うために「地方交付税」の

国では、地域間の生産性の違い

ズムが働かない。そこで、わが

地方交付税制度の不可欠性

下になると推計される自治体

危ぶまれる事態は考えられる。 摂することである。この合併を

行権は日本銀行（国）がもち、 地方交付税交付金として分配さ
町村が協議をして、新たな法人

できない。あくまでも、関係市

円」で統一され、
東京の一円は、 の交付金も使って住民の暮らし

自治体にはない。通貨は「日本

（町村）は「消滅の可能性が高

しかし、自治体は法人であり、 国や都道府県は強制することは
法人である自治体は自然には消

れている。地方の自治体は、そ
滅しない。法人の廃止と設立に

第360号

3 群馬自治
⃞

特 集

た
「新地方分権構想検討委員会」 生を閉じてしまうような住民が

国は、
「スマート自治体への

るため名称を「地方共有税」に

財 政 調 整 制 度 の 必 要 性 は、 布への「入口」までは税である

の提言」を参照）
。いかに財政

転換 」を推奨しているが、そ

を支える公共サービスを行って

が、国の財布から地方の財布へ

力指数の低い町村でも、地方交

一人もいないことこそを町村の

ユーロでの危機を想起すれば一
の「出口」では「税」という表

付税制度がある限り、堅実な財

れは「 society
５・０」
（第四次
産業革命）の推進、端的にはＩ

誇りとしたい。

目瞭然である。ユーロ圏に加盟

現になじまず、地方でその財源

政運営をしながら自治体として

ＣＴやＡＩの開発と活用を意味

が二〇〇六年五月八日にまとめ

してギリシャやイタリアが財政

を必要に応じて調整し、融通し

の存続を図っていくことができ

た「地方財政自立のための七つ

収支だけではなく経常収支も赤

合うことから、「出口」では「地

している。これは、人口減少に

変更し、さらに国民から国の財

字に陥ったのは、徴税権はある

る。この地方交付税制度が廃止

伴う人手不足を補うための方策

いる。

けれども、通貨発行権がなく、 方共有税調整金」とすべきもの

されることなど考えられない。

の一つであり、省力化に役立

つ。同時に、いかにＡＩ化が進

定水準の行政サービスを、国民

立基盤を維持し、国で定めた一

を制定し、
すべての自治体は
「人

をきっかけに、人口減少に歯

国は、
「増田レポート」など

ている。高齢化と人口減（若者

な人口の集中を是正しようと、 町村の実践例は既によく知られ

止めをかけ、東京圏への過度

はの発想と努力の蓄積である。

ごと創生法 」
（ 以下、創生法 ） の流出）に直面した町村ならで

二〇一四年に「まち・ひと・し

いま国は、大都市を中心とし

人を呼び込む、そういう小規模

し、地域の個性と魅力で外から

お金が地域で回る仕組みを工夫

かれるようなＳＩの宝庫であり

とを横につないで事を成してい

が必要である。町村こそ、人び

いくことができる能力）の育成

に読み取り、協調的に行動して

、人間同士の相互
intelligence
関係の中で他者の感情を共感的

んでもＡＩに置き換えられな

が全国どこで生活しても享受で

口ビジョン」と「戦略計画」の

たい。時代は、地域の資源・人・

人口減少時代を生き抜く

である（ 地方六団体が設置し

経済危機による地域間格差が拡
大しても、それを均衡化する財
政調整制度がないからである。

きるようにするためのものであ

策定を要請された。自治体は、 た圏域行政体制を強調し始めて

ユーロ危機が財政調整なき通貨

る。原資は国税という形で徴収

国から発せられ矢継ぎ早の「技

に基づくセーフティネットであ

治体の「連帯」
「自立」の精神

したがって、地方交付税は、自

て、住民と共にあらゆる努力を

に即した地域課題の解決に向け

き抜いていくため、各地の実情

村としては、人口減少時代を生

体で共有している財源である。 それぞれに取り組んでいる。町

し維持していくことが求められ

空間」
（地域共生社会）を形成

のつながりの中で生きていける

が連携・協働して、
「人が人と

町村役場を含め多様な活動主体

区住民の自治が及ぶ範囲で、市

落生活圏」とかいうように、地

村も、無理や不利にならない形

体制の整備を構想している。町

とで都市機能等を維持確保する

自治体間で有機的に連携するこ

いは圏域を越えた都市・地方の

を中心とした圏域単位で、ある

フルセット主義を排し、大都市

国は、個々の市町村が行政の

地方交付税は、地域社会の存

ると考えることができる。その

していく以外にない。地域の資

ている。社会的孤立のうちに人

人財」を求めている。

いるが、
圏域というのであれば、 団体を連携・協働に導く「横串

い人間力、例えばＳＩ（ social

されているものの一部となって

統合の悲劇であると言われる理

いるが、それらは本来地方の固

「日常生活圏」とか「集
術的助言」に戸惑いながらも、 まず、

由である。

有財源であり、また、自治体全

ため国（上）から地方（下）に

私の拠点をつくり、できるだけ
ものではないことを明らかにす

「交付する（恩恵的に与える）
」 源を巧みに生かし、小さな公共
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るからである。

市と農山漁村の共生の推進にあ

有意義である。連携の根拠は都

の都市自治体との交流・連携も

とは考えられる。また、遠隔地

で、こうした連携体制を組むこ

町村の名で行われ、効力は町村

る。この代替執行では、事務は

代替執行制度が設けられてい

都道府県による市町村事務の

要になる。この点では、すでに

の補完・支援機能のあり方が重

しない町村にとっては都道府県

努力を励まし支援することこそ

うした町村の存在を認め、その

る限り、その意思を尊重し、そ

ている住民とその代表機関があ

さくともそこで生き抜こうとし

なくとも、どんなに財政力が小

え方に徹し、どんなに人口が少

に協働して自治を担うという考

村のために存在し、市町村と共

う。その際、都道府県は、市町

の制度を使っていけばよいだろ

なニーズがあるのであれば、こ

に帰属する。もし町村側に切実

係においても「地域共生社会」

が生じやすい外国人住民との関

なければならない。誤解と反目

していく社会関係を築いていか

住民として受け容れ、共に暮ら

求めるとともに、外国人を地域

は、国にしっかりとした対策を

化共生」であるが、町村として

起こる。理念的にいえば「多文

育の問題あるいは福祉の問題が

方の問題、子供が生まれれば教

ゴミ出しなど地域での付き合い

ば、言葉の問題、住居の問題、

してきて日本で暮らすとなれ

さらに、大都市周辺には位置

を基本的任務とすべきである。

がたい。特殊合計出生率を置換

て日本人人口が減ることは避け

児数の減少によって、全体とし

国では、未婚化・晩婚化・出生

住と移転の自由があるから、外へ

アンバランスである。何人にも居

代が少なくなるという人口構成の

就職時期を若者が流出し、現役世

町村にとっての悩みは、就学や

ている。

水準の二・〇七にまで回復させ

婚と出生が結びついているわが

の実現が大切な地域課題となっ

わたる）東京大学名誉教授

彌（おおもり
大森

宝の島」
）をはじめとする町村

の大半が鹿児島県伊仙町（
「子

出生率が二を超えている自治体

られるのは必至であるが、この

も「奇策」もなく、苦戦を強い

方である。大自然との共生、伝統

村の人びとの誇りと共生の暮らし

とは、外の人びとを引きつける町

る。その際、なによりも大切なこ

らの移転を推進することはでき

はできないが、Ｕターンなど外か

ようとする政策には「決め手」 の移転を無理におしとどめること

であることは銘記されてよい。

理法を改正し外国人人材を増や

人手不足を補うために出入国管

帰」の促進要因となる。

その生き方の風情こそが「田園回

信条として泰然と暮らしている、

人口が減少する中で、国は、 文化の継承、人と人の支え合いを

そうとしている。外国人が入国
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国籍法が血統主義をとり、結

プロフィール

1940年、旧東京市生れ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。
法学博士。東京大学教授、東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長、
千葉大学教授、放送大学大学院客員教授を歴任。専門は行政学・地方自
治論。地方分権推進委員会専門委員・くらしづくり部会長、自治体学会
代表運営委員、日本行政学会理事長、特別区制度調査会会長、都道府県
議会制度研究会座長、内閣府独立行政法人評価委員会委員長、社会保障
審議会会長・同介護給付費分科会会長などを歴任。現在、地域活性化セ
ンター「全国地域リーダー養成塾」塾長、全国町村会「道州制と町村に
関する研究会」座長、
「ＮＰＯ地域ケア政策ネットワーク」代表理事など。
近著に、『老いを拓く社会システム』（2018年、第一法規）
、
『人口減少時
代を生き抜く自治体』
（2017年、第一法規）
、
『町村自治を護って』
（2016年、
ぎょうせい）、
『自治体の長とそれを支える人びと』
（2016年、
第一法規）
『自
、
治体職員再論』
（2015年、ぎょうせい）
、
『政権交代と自治の潮流』
（2011年、
第一法規）、
『変化に挑戦する自治体』
（2008年、第一法規）
、
『官のシステム』
（2006年、東京大学出版会）など。

未来への投資を着実に進め、
群馬らしさを活かした
豊かな社会の実現に向けて
平成 年度群馬県当初予算について

正明
大澤

〔当初予算の規模〕
平成三十一年度の一般

〔重点施策〕

それでは、平成三十一年度予

国と連携し、生活再建事業の一

日も早い完成を目指して参りま

す。

続いて、総合計画の三つの基

本目標に沿って、主な事業につ

完成と新たな産業・雇用の創出」 いて申し上げます。

まずは、
「
『Ｇメッセ群馬』の

し上げます。

会 計 当 初 予 算 の 総 額 は、 算の五つの重点施策について申
七五一一億二〇〇〇万円であり
ます。
平成三十年度当初予算に比べ

基本目標の一点目は、
「人づ

本県の優れた拠点性を活か

少子化が進む中、教育の質の

であります。

特別会計に移管した平成二十年

して、県内産業のさらなる発

維持・向上や学校の活性化のた

て二・五％の増で、制度融資を
度以降では、最大の予算規模と

展や新たな産業の創出、若者

くり」であります。

なっております。

や女性の雇用創出を図るため、 め、桐生高校と桐生女子高校、

当初予算の主な財源について

〔当初予算の財源〕

を統合し、二〇二一年四月に二

二〇二〇年春の開所に向けて、 また、桐生南高校と桐生西高校

でありますが、平成三十一年度 「Ｇメッセ群馬」の整備を進め

引き続き着実に推進するととも

額となる見込みです。

の地方財政対策にあわせて、減

税についても、平成三十一年度

対策債をあわせた実質的な交付

また、地方交付税と臨時財政

見込んだところであります。

初予算を下回る二四五〇億円と

ち込みなどにより、三十年度当

めるための取組を推進します。

ション開催による経済効果を高

助を新設するなど、コンベン

ながる主催者の取組に対する補

強化することや、県内周遊につ

業者の受注獲得に向けた取組を

活動を充実させるほか、県内事

コンベンションの誘致や広報

支援、資質向上のため、様々な

ど、介護人材の参入促進や定着

人に対する日本語学習支援な

的研修や、技能実習生等の外国

て、介護未経験者に対する入門

また、介護人材確保対策とし

つの新たな高校として開校する

に、近年、大規模な自然災害が

ます。

各地で起きていることから、防

の県税収入は、法人関係税の落

平成三十一年度は、県政の羅

取組を実施します。

学した本県出身の医学生を、県

医師確保対策では、県外へ進

ための整備を進めます。

針盤であります、群馬県総合計

災・減災対策を拡充することに

加が今後も見込まれる一方で、 据えた生活再建の推進」であり

次に、
「八ッ場ダム完成を見

画「はばたけ群馬プランⅡ」の

ついて、検討を進めて参りまし

また、社会保障関係経費の増

最終年度となります。今回の予

生推進交付金を含む国庫支出

厳しい財政状況にあっても、 に取り組む必要もあり、地方創

度には、いよいよ八ッ場ダムの

経過しましたが、平成三十一年

調査着手以来、六十年以上が

のための総合的な取組を進めて

地域や診療科における偏在解消

するなど、医師の県内定着と、

めの新たな修学資金制度を創設

内の臨床研修などに誘導するた
未来への投資を着実に進め、群

金、交付税措置の割合が高い有

完成を迎えます。

ます。

馬らしさを活かした豊かな社会

利な県債、財政調整基金以外の

防災・減災対策について集中的

特に、来春の開所に向けた群

の実現に向けて、しっかり取り

とといたしました。
馬コンベンションセンター「Ｇ

参ります。

地元住民の方々が安心して暮

基金の活用などにより、財源の

東部児童相談所・一時保護所

組む予算として編成したところ

については、二〇二〇年四月の

メッセ群馬 」の整備と、平成

らせるよう、また、地域振興に

であり、名称は、
『ぐんまの未

つながるよう、地元の皆さんや

三十一年度の八ッ場ダム完成に

向けた生活再建事業について、 来実現予算』といたしました。

ころであります。

確保に努め、予算を編成したと

を目指して、全力で取り組むこ

た。

群馬県知事

算編成に当たっても、総仕上げ

〔当初予算編成の基本方針〕

31
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開所に向けた整備を進め、相談

床室のプライバシー保護のため
して参ります。

ど、農畜産物の輸出を更に促進

トロと連携した支援を行うな

な自然環境や歴史文化、蓄積さ

就任当初、私は、本県の豊か

引退することといたしました。

ヘリの導入や特別養護老人ホー

あります。この点でもドクター

することも県政の重要な使命で

ムの充実、災害に強い県土づく

の改修に対する補助を開始する

れた高度なものづくり技術、恵

りなどを推進して参りました。

とともに、老朽化が進む施設の
本県伝統の蚕糸業の活性化を

まれた立地条件と整備された社

さらに、人口減少の中にあっ

体制の強化と、中央児童相談所

図るため、人工飼料センターの

会基盤、さらに、多彩で優れた

ても、本県が持続的に発展する

一時保護所における定員超過の

機能強化やＧＭカイコの実用化

人材など、先人から受け継いで

ために、交通ネットワークの結

大規模修繕を行うための補助枠
有害鳥獣対策では、農林業被

研究などの取組を更に進めま

きた限りない可能性を積極的に

解消を図ります。
昨年四月に特別支援学校高等部
害の軽減や、市街地出没を抑制
す。

障害者への対応については、 を拡充します。
の未設置地域を解消したところ
するための取組を更に進めて参

節点にあるという本県の拠点

ですが、現在、仮設校舎で生徒

活かして、本県を大きく羽ばた

ります。

二〇二〇年四月から六月に開

を受け入れている藤岡特別支援

の交流拠点として、群馬コンベ

性を活かし、
「人・モノ・情報」

ンションセンター「Ｇメッセ群

かせたいと考えました。

それから三期十二年の間、県

催される「 群馬デスティネー

政の主役である県民の皆様の声

基本目標の三点目は、
「産業

に向け、本年四月から六月にか

」
活力の向上・社会基盤づくり」 ションキャンペーン（ ＤＣ ）

学校高等部について、二〇二〇
年四月から新校舎で生徒を受け

このほかにも、県政の様々な

馬」の整備を進めているところ

課題に全身全霊をもって取り組

にしっかりと耳を傾け、県民の

施してきたところであります。

んで参りましたが、
「魅力あふ

けてプレＤＣを開催し、広報宣

まず、本県の未来を担う子ど

れる群馬」の実現に向けて必要

新たな在留資格の創設に伴い

であります。

本県の魅力づくりの一つとし

もたちのため、少人数学級の充

となる基盤が整い、将来への道

あわせて、障害者の就労先・

入れるための整備を進めます。

て、県内に多く存在する装飾の

実やスクールカウンセラー全校

筋をつけることができたと考え

であります。

また、留学生等の実態調査、 優れた神社やお寺について、必

配置など、きめ細やかで質の高

目線に立った県政を推進するこ

要な学術調査を行い、その価値

い学習環境を整えるとともに、 ております。これも県民の皆様

伝、誘客対策、受入体制整備を

や魅力をＤＣにあわせて発信す

中学校卒業までの子ども医療費

予想される外国人材の受入増加

円滑な受入を支援するための市

るとともに、郷土学習にも活か

実習先の開拓や農福連携をさら

町村向け研修会の開催など、外

していきます。

とを肝に銘じ、様々な施策を実

国人材の受入環境整備や県内で

進めます。

集中豪雨や台風などによる自

暮らしていくための支援を実施

に対応するため、情報提供や相

然災害の未然防止、被害軽減を

します。

に進めるなど、障害者の就労に

図るため、国の緊急対策を積極

集中的に取り組んで参ります。

山事業などの防災・減災対策に

の交通まちづくり戦略に基づ

できる社会への転換を図るため

自動車以外の移動手段も選択

れた市町村などが実施する相手

ともに、ホストタウンに登録さ

本県の魅力を世界に発信すると

ンピックの聖火リレーを通じて

また、オリンピック・パラリ

ら自立した生活を送れる社会を

が、将来に夢と希望を抱きなが

また、障害のある子どもたち

に取り組みました。

もを産み育てられる環境づくり

完全無料化など、安心して子ど

参りますので、引き続き県政運

全力を尽くして職責を果たして

月までの残された任期いっぱい

し上げます。

り、この場をお借りして感謝申

の御理解と御協力のおかげであ

を開設します。

認知症施策においては、専門

き、新たに県内バスへの交通系

国との交流事業を支援します。

営に御理解と御協力を賜ります

ます。

で安心な暮らしづくり」であり

基本目標の二点目は、
「安全

向けた取組も強化して参ります。 談を多言語で行う総合相談窓口

的に活用して、道路や河川、治

職による相談機能の強化や、若

ＩＣカードの導入支援や、路線

目指して、特別支援学校の整備

県民生活の安全・安心を確保

申すまでもありませんが、七

年性認知症支援の取組の拡充な

バスの自動運転実証実験などを 〔おわりに〕
以来、県政運営の舵取りを担っ

ど、更なる推進を図って参りま

よう、お願い申し上げます。
て参りましたが、今期をもって

を入れて参りました。

や障害者の就労支援などにも力
農畜産物の輸出に取り組む生

私は、平成十九年の知事就任
産者を育成するとともに、ジェ

実施します。

高齢者施設等の整備への支援

す。
では、特別養護老人ホームの多
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は、多年にわたり、地方自治の

進展のために大きな役割を果た

してこられた方々であり、長年

のご労苦に対し、深く敬意を表

しますとともに、心からお祝い

を申し上げます。

じめ、各郡町村会関係者等約

おいて、県内二十三町村長をは

前橋市・市町村会館大会議室に

知事が「長い間ありがとうござ

町村長の協力に感謝した。大澤

三期十二年の県政運営に対する

災地では、全力を挙げて復旧・

で甚大な被害がもたらされ、被

け止めてもらいたい」と述べ、 震などの自然災害が生じ、各地

が狂ってしまったが、思いは受

本県においても、昨年一月に

復興に取り組んでおられます。

さて、昨年も、大阪北部地震、

四十人の出席のもと群馬県町村

いました」と締めくくると、大

この町村会総会での引退表明を

数日前に七月の知事選に出馬

退出する際には、町村長全員が

知事は、
来賓祝辞の中で「今日、 に、大澤知事が総会の会場から

しないことを表明した大澤正明

起立し万雷の拍手で見送った。

きな拍手が湧き起こった。さら

地や河川も多く、災害を受けや

ている活火山を有し、急峻な山

二十四時間体制で常時監視され

噴火した草津本白根山のように

すい地域でありますから、住民

の尊い生命、身体及び財産を守
本日ここに、定期総会を開催

大澤知事、橋爪県議会議長、仲

め、防災・減災対策のなお一層

き、県との防災体制の連携を深

爪県議会議長にもご協力いただ

るため、ご来賓の大澤知事、橋
いたしましたところ、ご来賓の

澤町村議会議長会長におかれま

忙しい中、ご参集いただき、誠

の皆様方におかれましても、お

厚く御礼申し上げます。町村長

助の精神の下、全力で被災自治

内各町村が一致団結し、相互扶

安全・安心を確保するため、県

非常時においては、被災住民の

体への支援を尽くさねばなりま

を挙行いたしますが、表彰を受

は、急速な少子高齢化や人口減

一方、町村を取り巻く環境

せん。

けられる皆様方におかれまして

の後、自治功労者への表彰式典

ご来賓各位ご臨席のもと、こ

にありがとうございます。

かわりませず、ご臨席を賜り、 の充実強化を図るだけでなく、

しては、公務ご多端の折にもか

茂原会長
定期総会開会あいさつ要旨


前々から決めていた。
（二月六

七月の豪雨、北海道胆振東部地

会定期総会が開催された。

二月十四日、午前十時から、 日付けの新聞報道により）予定

大澤知事

「この場で引退を表明する予定だった」


群馬県町村会定期総会

開会挨拶を述べる茂原会長
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少、基幹産業である農林業の衰

ていかねばなりません。
べた私どもの決意や政府等に強

本日の総会では、以上申し述

抱え、また、総じて税源にも乏
く求めていく事項を示した宣

退など依然として多くの課題を
しく、厳しい財政運営を余儀な
言・決議も提案させていただき
お願いいたします。

ますので、
よろしくご審議の程、

くされております。
こういった大変厳しい状況に
はありますが、町村長には、先
伝統、美しい景観や自然環境な
たが、この群馬県町村会も歴代

てきた」という言葉を使いまし

先程、
「先人たちが守り伝え

どを次世代に引き継ぐという大
町村長の奮励のお陰で、本年

人たちが守り伝えてきた文化や

きな責務があります。
こ の 責 務 を 全 う す る た め、 十二月をもちまして創立百周年

地域資源を活かした施策や田園

極果敢に取り組み、地域特性・

なものとし、直面する課題に積

国主義の台頭、
敗戦からの復興、

足から一世紀、関東大震災、軍

馬県町村長協議会」としての発

一九一九年・大正八年の「群

を迎えることとなります。

回帰の流れを加速させる施策を

高度経済成長、平成の大合併な

我々は、相互の連携を一層強固

展開するとともに、町村の子供

たちが我が町・我が村に「愛着」 ど様々な時を重ねてきました。
本年は、百年の歴史を振り返

二十八日には、創立百周年記念

と「誇り」を持てる町づくり・

町村が、自主性・独自性を発

式典を開催させていただきます

るとともに、新たな百年に向

揮し、創意工夫を凝らした様々

ので、ご来賓各位も含め、ご予

村づくりに全力で取り組んで行

な施策を力強く進めていくため

定いただきますようお願いいた

けた出発点ともなり、十一月

には、何よりも地方交付税等の

します。

く必要があります。

自主財源の安定確保が重要で

結びに、本日お集まりの皆様
のご健勝と益々のご活躍を祈念

開会挨拶に続き、一月二十四
日に開催された全国町村会自治

表彰受賞者二十六名及び一般表

者二名並びに群馬県町村会特別

が行われ、全国町村会表彰受賞

群馬県町村会自治功労者表彰式

功労者表彰式の表彰伝達並びに

が行われ、了承された。

三十一年度予算についても報告

平成二十九年度決算及び平成

生活協同組合群馬県支部会計の

密接な関係がある全国町村職員

また、群馬県町村会の運営と

超高齢化への対応に加え、地

最後に、我が国では少子化と

彰受賞者百三十三名を代表して

中澤恒喜東吾妻町長に表彰状及

び記念品が授与された。

を代表して黒岩信忠草津町長か

からの来賓祝辞の後、被表彰者

澤太郎群馬県町村議会議長会長

橋爪洋介群馬県議会議長及び仲

ものにして、県内における雇用

二十三町村が連携を一層強固な

因になっていることから、県内

であり人口減少を加速させる要

に向かう若者の地元離れが顕著

その後、
大澤正明群馬県知事、 方、特に町村においては都市部

ら謝辞を述べた。

議が行われ、いずれも原案のと

計予算、会費賦課徴収方法の審

事業計画、一般会計及び特別会

算認定並びに平成三十一年度の

会計及び特別会計の歳入歳出決

平成二十九年度の事業報告、一般

言を提案し、熊川栄副会長（嬬

の運動方針を闡明するために宣

ことから、群馬県町村会として

村づくりに取り組む必要がある

着」
と
「誇り」
を持てる町づくり・

供たちが我が町・我が村に「愛

長所や魅力を発信し、町村の子

表彰式典に続き、議事では、 の場づくりはもとより、町村の

おり了承され、可決決定された。

恋村長）が朗読、満場の拍手で

採択された。続いて、町村の自

主性・独自性を発揮した様々な

施策を着実に実施していくため

には継続的に安定した自主財源

の確保が必要であるとの意思を

表明し、これを国へ要請するた

めに決議を提案し、堤盛吉副会

長（昭和村長）が朗読、満場の

拍手で採択され、この宣言決議
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す。
国には、町村の生命線ともい

し、開会の挨拶とさせていただ
◇◇◇◇◇◇◇

きます。

うべき地方交付税をはじめとす
る一般財源の総額が確実に確保
されるよう、今後とも強く求め

決算審査を報告する村山監事

祝辞を述べる大澤知事
祝辞を述べる橋爪県議会議長
祝辞を述べる仲澤県町村議会議長会長

会した。

会長の挨拶により定期総会を閉

に送達することになり、熊川副

を衆参両院のすべての国会議員

過が見受けられ、人口減少を加

歳を中心とした若年層の転出超

動態を見ると、十八歳から三十

しかしながら、群馬県の人口

速させる要因となっている。

決 議
文化・伝統の継承はもとより、
食料の供給、水源涵養、自然環

税率の法定率の引上げを含め

安定的確保のため、地方交付

ること。また、地方交付税の

と。

連法案を確実に成立させるこ

ては、今通常国会において関

た抜本的な見直しを行うこ

制の柔軟化等により地方におけ

は、圏域行政の標準化及び二層
ある。

くことは、我々町村長の責務で

る町村を次世代に引き継いでい

した
「自治体戦略二〇四〇構想」 極めて大きな役割を果たしてい

きるよう、緊急防災・減災事

災・減災事業が確実に実施で

確保するとともに、町村の防

社会資本整備に十分な予算を

民の生命・財産を守るための

一．今
 後懸念される巨大災害や
複合災害に対応するため、住

以上、決議する。

認すること。

定機能病院として早期に再承

群馬大学医学部附属病院を特

保といった役割も担っている

一．県
 民の安全で安心できる生
活を維持確保するため、高度

群馬県の町村は、
地域の伝統・
る都市機能重視、圏域の中心市

そのためには、町村の財政力

業債の恒久化・拡充など十分

と。

文化を継承するとともに、豊か
重視の地方行政体制を構築しよ

をさらに高め、都市と農山村が

群馬県
町村会
 事業計画

医療の提供や医師の養成・確

な土地、水資源、優れた自然環
うとするものであるが、多様な

境の保全等、国民生活にとって

境等に恵まれ、これらを有効に

市町村の存在と市町村の自主的 「共生」しうる社会を強力に推

な財政措置を講じること。

一方、総務省の研究会が提示

活用し、地球温暖化の防止、水

し進め、国と地方が一体となっ

言

源涵養、食料生産、国土保全な
判断は何よりも尊重されなけれ

て、一億総活躍社会の実現に向

宣

ど国民生活の根底を支えるとい

ばならない。さらに、相対的に

けた更なる地方創生を実現して

う極めて大きな役割を果たして

町村部への投資が抑制されるこ

急速な少子高齢化、深刻な人

基本方針

後継者対策など就業対策の強

口減少による地域活力の低下、

とについて、群馬県町村会は、 いくことが重要である。
よって、町村の自主性・独自

化、医療や教育体制の充実等

報提供体制の充実や農林業の

一．移
 住や定住を希望する国
民のニーズに応えるため、情

いる。
また、町村という小規模自治

性を発揮した地方創生施策のさ

峻拒いたす。
我々群馬県の町村長は、相互

見渡し、住民ニーズをきめ細か

税源に乏しく脆弱な財政基盤、

がら、直面する課題に積極果敢

層強固なものとし、地方創生、

は、県内二十三町村の連携を一

こうした状況を踏まえ本会で

いる。

懸命な行政運営を町村は続けて

るよう、創意と工夫を凝らした

光り輝き、希望の未来につなが

しかしながら、地域の個性が

る。

然として大変厳しい状況にあ

による居住環境の整備を図

に取り組み、地域特性や地域資

一．森
 林環境税（仮称）及び森
林環境譲与税（仮称）につい

らなる展開のため、政府及び国

源を活かした施策及び田園回帰

記

の連携を一層強固なものにしな

く捉え、施策間の調整を図りや

の流れを加速させる施策を展開

一．町
 村が自主性・独自性を発
揮し様々な施策を着実に実施

基幹産業である農林業の衰退な

し、豊かで希望に満ちた住民生

していくためには、継続的に

ど、町村を取り巻く環境は、依

活と個性溢れる多様な地域づく

安定した自主財源の確保が必

り、田園回帰の流れを加速す

りに専心するとともに、町村の

要なため、
「まち・ひと・し

会議員各位におかれては下記事

すいという長所を活かした行政

子供たちが我が町・我が村に
「愛

ごと創生事業費」を拡充・継

項の実現を図るよう、強く要請

を展開することで、住民生活の

着」と「誇り」を持てる町づく

続するなど地方交付税等の一

体であるがゆえに、地域全体を

平成31年度
ること。

更なる質の向上をも目指してい

り・村づくりに全力で邁進する

般財源の総額を確実に確保す

決議を朗読する堤副会長

する。

る。

以上、宣言する。

ことをここに誓う。

宣言を朗読する熊川副会長
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減災事業など町村が責任を持っ

人口減少対策をはじめ、防災・
は、県当局、県議会及び本県関

内町村共通の諸問題について

⑵国若しくは県の諸問題又は県
る。

⑵町村監査委員研修を実施す

を実施する。

〈町村長三期〉
⑶共同通信社・インターネット 【自治功労者】

する情報等を適時に広報する。

もに、町村の魅力や政策を紹介

主張・要望を広くＰＲするとと

本会の健全な財政運営に資す

画、会務報告、予算及び決算等

治功労者の表彰並びに事業計

委員会及び税務専門委員会等に

独の調査研究事項は、総務専門

全国町村会の要請又は本会単

関東町村会主催の海外行政視察

とを目的とし、先進自治体等の

町村の行財政運営に資するこ

険、個人年金共済及び災害対策

必要に応じ実施するとともに、 動車共済、職員任意生命共済保

諸施策調査のための行政視察を

費用保険等の充実強化及び加入

済、職員住宅火災共済、職員自

総合賠償補償保険、団体生命共

有建物共済、公有自動車共済、

るため、町村の協力を得て、公

の審議を行う。なお、必要に応

より調査研究し、町村行政を充

に参加する。

情報提供活動

【特別表彰】

町長 黒岩 信忠

町長 中澤 恒喜

群 馬県
町村会表彰

東吾妻町

草津町

全 国町村会
表彰報告

て地域の実情に沿ったきめ細か
⑶町村新規採用職員研修を実施

ジャーナル」
、
「上毛新聞Ｗｅｂ

係国会議員に対し、要望又は意
⑷一般職員階層別研修等は、群

データベース」
、第一法規株式

な行政サービスを十分に担うた
方税財源の充実強化をはじめ、 決に努める。また、諸問題解決

馬県自治研修センターに委託し

会社・地方自治法及び地方公務

行財政情報サービス「４７行政

のための検討会を必要に応じ開
て実施する。

員法Ｗｅｂ検索並びに地方財務

する。

町村にとっての重要問題解決の
催する。

⑸専門研修は、行財政、税政及

見交換を行い、それらの問題解

ための政務活動に力を集中させ
⑶町村又は本会が関係する諸団

めの前提となる地方交付税・地

るとともに、町村の政策立案な

ク」並びに『群馬県職員録』を

実務大全「コンシェルジュデス

る。

び管理職等の研修を適宜実施す

⑷法令外負担金については、そ

体を支援する。

業、情報提供事業及び研修事業

どに役立てるための視察研修事
を充実させる。

各町村へ提供する。
共済事業

⑹今後の一般職員階層別研修及
法等を調査・研究する。

び専門研修等の在り方、運営方

令外負担金等規制委員会を必要

８ 行政視察

の抑制及び適正化のため、群馬

業
に応じ開催する。

県市長会と共同して設置する法

事
１ 総会

じ臨時総会を随時開催する。

実させるための資料を町村へ提

５ 調査研究

２ 役員会

希望町村の委託を受け、町村

推進を図る。

群馬県市長会と共同研究を行

課題に関しては、必要に応じ、 職員採用統一試験を実施する。

また、県下市町村共通の行政

９ 職員採用統一試験

正副会長会議及び理事会を随
時開催する。
３ 部会
町村に関する諸問題の調査研

究成果等を随時情報提供すると

する国又は研究機関の動向・研

⑴本会の活動及び地方自治に関

群馬県町村会創立百周年記念式

平成編』を編纂するとともに、 下仁田町

業として、
『群馬県町村会史

立百周年を迎えるため、記念事 〈管理職〉

岡田 恵子

久保田邦夫

正田 純史

ともに、本県町村の魅力をＰＲ

部会を随時開催する。

町村の法制執務及び政策法務

〃

〃

甘楽町

田村 昌徳

岩﨑 佳孝

小澤 嗣生

〃

榛東村

するための広報紙『群馬自治』 典を行う。

６ 例規支援
等を支援する。

を発行する。

産業振興部会及びブランド推進

７ 研修

⑵ホームページにより、本会の

光一

４ 政務活動

⑴町村長研修、副町村長・総務

林

⑴全国の町村に共通する問題

課長研修及び会計管理者研修等

平成三十一年十二月六日に創

謝辞を述べる
黒岩草津町長

受賞者を代表し表彰状を
受領する中澤東吾妻町長

は、全国町村会等の関係団体に

究を行うため、先進政策部会、 う。

群馬県町村会創立百周年記 〈医師〉
下仁田南牧医療事務組合
念事業

供する。

定期総会を年一回開催し、自

11
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参画して、その解決に努める。
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高山村

松井田順一

飯塚 順一

一場 正貴

飯塚 欣也

〃

〃

〃

下仁田町

〃

〃

神流町

清水 弥生

松本

実

工藤 陽介

小金澤修路

下山 光一

黒澤 雅樹

新井 明子

新井 勝之

〃

草津町

〃

〃

〃

〃

〃

〃

嬬恋村

小野真由美

萩原 健司

黒岩はるよ

黒岩 理恵

黒岩 一彦

下谷 博文

山﨑 一也

中村 吉宏

野寺 美枝

〃

〃

〃

〃

〃

〃

昭和村

〃

川場村

片品村

吉野まゆみ

綿貫 敦支

梶山 友則

関

真下 伸夫

小林

裕子

安藤 秀昭

戸部 正紀

永井 利和

千代田町

〃

〃

〃

〃

〃

明和町

〃

〃

板倉町

荻野 俊行

奈良 陽子

橋本 桂子

大室 直樹

田口 明利

高際 伸互

柿沼 康修

小野田英明

川島好太郎

佐山 秀喜

みなかみ町

貴

東吾妻町

金子喜一郎
〃
今井 幸江

山口 貴行

奥平 直生

〃

〃

山口

正

山口 英喜

中澤 真樹

〃

〃

〃

〃

〃

高橋 律子

石坂 貴夫

綿貫 芳昭

吉原 まみ

長谷川清美

小此木 猛

石橋 和樹

〃

〃

〃

〃

大泉町

〃

〃

藤見 和子

青木

浦野 泰広

持田 一也

堀本 俊行

須永 洋子

橋本

勉

岩井 秀司

〃

山口 智栄

〃
田村 深雪

〃

高山村

山岸

林

栄

隆文

〃

〃

玉村町

大堀

健

関口由美子

板倉 泰子

〃

〃

〃

高橋 豪紀

久保田真澄

井上千恵子

博

稔

〃
鈴木千奈津

〃

山﨑 徹也

落合
伊藤 良昭
〃

雅

〃

〃

宮﨑

〃

桑原 孝治
〃
〃

安濟 永伸

〃
功
佐藤 史行

〃

〃
髙柳
〃

石井

嬬恋村

玉村町
小野田博基
〃

佐藤 俊之

米山由美子

板倉町
神谷 哲男
〃

〃
瀬下 嘉彦
甘楽町
神宮

隆

中之条町

青栁 宏行

香川 正和

みなかみ町

〃
石井 朋子

明和町
栗原 弘明
〃

茂木

歩

均
南牧村

千代田町
田部井春彦
〃

橋本 宏海

邑楽町
半田 康幸

〃

〃
下仁田南牧医療事務組合
〃

〃

伊藤 博康

小須田絹子

武藤 勝年

〃

〃

彰

茂木 好江

富澤
〃

中島 明子

水出久美子

〃

〃

〃

荻原佐登子

田中 早苗

寺嶋 德郎

加辺 明美

〃

〃

〃

〃

〃

関根 聡子

中澤美由紀

中澤 敏光

星野 恵子

栗﨑

齊藤 成久

〃

〃

〃

〃

邑楽町

〃

大手 正伸

若井 邦香

中島 和美

山口 哲也

金井 孝浩

平井 理絵

青木

〃

〃

小池 和春

鈴木 伸恵

〃

〃

宮﨑 美穂

〃

金井由美子

〃

小林万里子

〈医師〉
前田 正毅

下仁田南牧医療事務組合
〈職員〉

荻原 匡人

〃

〃

小谷野浩一

川部 昌弘

西吾妻衛生施設組合

豊田儀平治

瀬山 康敬

明

〃

中島由紀子

〃

中井 茂樹

〃

小野田浩靖

代田

〃

【一般事務】

東吾妻町

小原 拓也

篠原 義和

〃

〃

聡

〈副町長〉

〃

〃

山本佳代子

〃

田中 えみ

板倉町

壽登

〃

割田 正明

〃

水出 正樹

副町長 堤

〃

今井 好子

〃

吉岡町

河瀬 昭世

〃

山本 元春

浅沼 伸行

三浦由妃恵

浩

榛東村

渡部 英之

〃

長野原町

片品村

吾妻東部衛生施設組合

吉岡町

原澤 藤美

髙橋 裕子

清

〃

宮﨑

〃

浅川 一夫

嬬恋村

〃
上野村
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若者の定住促進をテーマに
「ぐんま愛総括シンポジウム」
を
上毛新聞社と共催


と、キャンペーンのさらなる展

開に期待すること及び関係者へ
の御礼を述べた。

来賓の入内島敏彦県企画部長

は、
「若者が群馬の暮らしや仕

招く負のスパイラルが生じてい

によると、群馬県においては、 年人口の減少が更なる少子化を

の転出超過も拡大しており、若

子供たちが我が町・我が村に
「愛

の場づくりはもとより、町村の

値観や職業観を満足させる雇用

た定期総会において、若者の価

るべく魅力ある群馬の実現に力

いる。人口減少に歯止めをかけ

もってもらえるよう取り組んで

い、住み続けたいという思いを

事に魅力を感じ、群馬に住みた

県外に進学した県内高校出身者
る。

近年の群馬県の統計調査結果

のうち県内に就職する若者は約

は再び輝く時代を迎える、と市

策を増やしていくことで、地方

び込み、
「下り」優先の経済施

後援の群馬県市長会からは亀

を」と協力を呼び掛けた。

山豊文副会長（桐生市長）が「地

町村長や応募した一般県民の受

着」と「誇り」を持てる町づく

方への人の流れを加速させ、郷

講者に提言した。

群馬県町村会は、平成三十一

そして、その日の午後、若者

土群馬が定着の地として受け皿

その後のパネルディスカッ

三割にとどまっている。
さらに、

の定住促進をテーマとして上毛

となれるよう県、町村会との連

ションには、司法書士の泉純平

り・村づくりに全力で邁進する

新聞社と共催で「ぐんま愛総括

携を一層深めていきたい」と述

こと宣言した。

シンポジウム」を前橋市のヤマ

氏（高崎市）
、落語家の桂夏丸

氏（東吾妻町出身）
、モデルの

べた。
た。

主催者を代表して、茂原荘一

住に向け力の結集を誓った。

が集い、人口減少対策、若者定

キャンペーン協賛企業の関係者

キャンペーンを始めた。これか

新聞しか担えないという決意で

あり、それをつなぐ役割は上毛

一つとなって立ち向かう必要が

ムの交流会には、県、市町村、 自治体、企業、県民の皆さんが

にし、他の情報に埋もれない情

とが大切」
「地域の個性を明確

ず住民が地元の魅力に気付くこ

論説委員長が進行役を務め、「ま

壇。上毛新聞社の小渕紀久男・

なお、会場では「ぐんま就活

報発信が重要」などと語り合っ

午後一時からの基調講演で

準備フェア」
（上毛新聞社主催）

らも手を携え良い群馬をつくっ
する市町村の挑戦を上毛新聞社

は、不動産事業プロデューサー

町村会長（甘楽町長）が「キャ

の紙面等で紹介してもらってい

の牧野知弘氏が「老いる東京、 が同時開催され、就職活動を控

ていきたい」と挨拶後、
乾杯した。 た。

る。元気な群馬づくりには、若

ブースを回った。

甦る地方」
と題して講演を行い、 えた約百三十人の学生が企業

ンペーンでは、地方創生に邁進

正午から開催したシンポジウ 「人口減少は地域の崩壊を招く。 山田彩乃氏（桐生市出身）が登

上毛新聞社の内山充社長は

ダグリーンドーム前橋で開催し

年二月十四日の午前中に開催し

ぐんま就活準備フェアパネル展示

者の定住が必須で、これはキャ

ンペーンの理念に通じるもの」 地域の外から人や物、資金を呼

第360号

13 群馬自治
⃞

十代後半から二十代前半の女性

パネルディスカッション

町村職員採用統一試験実施案内

平成31年度

群馬県町村会が町村からの受託により、教養試験及び適性検査を第一次試験として実施し、その結果を委託町村へ通知するものです。

【日程・場所】
第１回

統一試験

第２回

統一試験

試験日：平成 31 年７月 28 日（日）
受付
８：30 〜９：15
適性検査（職場適応性検査）
説明 ９：25 〜
検査 ９：40 〜 10：00
休憩
10：00 〜 10：15
教養試験（教養：大学卒業程度）
説明 10：15 〜
試験 10：30 〜 12：30
場 所：町村が指定する会場

試験日：平成 31 年９月 22 日（日）
受付
８：30 〜９：15
適性検査（職場適応性検査）
説明 ９：25 〜
検査 ９：40 〜 10：00
休憩
10：00 〜 10：15
教養試験（教養：高校卒業程度）
説明 10：15 〜
試験 10：30 〜 12：30
場 所：町村が指定する会場

（口述・作文試験等は委託町村において行う。）

（口述・作文試験等は委託町村において行う。）

【提供問題】

（１）適性検査…職場適応性検査
出題数

150 題

解答時間

20 分

使用目的

公務員の職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係面での性格特性をみる

（２）教養試験…教養（大学卒業程度又は高校卒業程度）
出題数

40 題

解答時間

120 分

出題分野 時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題並びに文章理解、判断・数的推理、資料解
釈に関する能力を問う問題
※受験申込書の交付及び受付は、各町村役場において行います。
詳細については、受験を希望する町村の人事担当課にお問い合わせください。

平成31年度一般会計予算を決定
平成31年度一般会計予算を決定
群馬県市町村総合事務組合の平成31年度一般会計予算については、次のとおり決定しました。
款
１分担金及び負担金

項
１負

担

金

２消防共済基金支出金
１消防共済基金支出金
３県

支

出

金
１県

４財

産

収

補

助

金

入

附

金

６繰

入

金

７繰

越

金

８諸

収

入

１寄

入

１基
１繰

附
金

繰
越

金
入

金
金

１延
滞
金
２預
金
利
子
３貸 付 金 元 利 収 入
４町 村 会 等 負 担 金
５雑
入
９組

合
歳

債
入

１組
合

合
計

債

款
会

費

項

２総

務

費

１議
１総
２監
３事

業

会
務
査

管
委

費
理
員

費
費

費
１退 職 手 当 給 付 費
２消防公務災害補償等費
３消防賞じゅつ金給付費
４自 然 災 害 救 助 費
５非常勤職員公務災害補償費
６学校医等公務災害補償費

出

５寄

１議

歳

歳

１財 産 運 用 収 入

金額（千円）
4,414,431
4,414,431
251,741
251,741
3,750
3,750
50,100
50,100
1
1
957,327
957,327
36,000
36,000
43,400
1
96
1
43,301
1
3,500
3,500
5,760,250

４消防共済基金掛金
１消 防 共 済 基 金 掛 金
５公

債

費

６積

立

金

７予

備

費

歳

出

１公

債

費

１積

立

金

１予
合

備
計

費

金額（千円）
227
227
82,649
82,570
79
5,400,490
5,102,402
252,376
5,020
8,520
28,238
3,934
274,560
274,560
44
44
1,078
1,078
1,202
1,202
5,760,250
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群馬県町村議会議長会

定期総会を開催

開会挨拶をする仲澤会長

決算認定」
、
「平成三十一年度事

業計画」
、「平成三十一年度予算」

及び「平成三十一年度会費の額

及び賦課徴収方法」を原案どお

り決定した。

最後に髙橋副会長が宣言を、

佐俣副会長が決議を提案、いず

れも満場一致で採択し、髙橋副

会長のあいさつで閉会した。

励賞の編集・デザイン部門賞を

良賞を受賞した玉村町議会と奨

がえのない水や食料を安定的に

もとより国民生活にとってかけ

の町村は、国土や景観の保全は

美しい自然に恵まれた群馬県

言

受賞した榛東村議会に対する表

供給する公益的機能を果たしな

宣

彰伝達を行なった後、本会自治

ら祝辞を頂戴し、受賞者を代表

域の伝統・文化を守り、住民自

がら、住民同士が助け合い、地

功労者に対する表彰及び知事感

謝状の贈呈を行った。

続いて、来賓の大澤知事、橋

国町村議会議長会定期総会で町

して有馬高山村議会議長が謝辞

議事に入り、
「平成二十九年

村議会表彰を受けた千代田町議

度事業報告」
、
「平成二十九年度

を述べた。
伝達並びに第三十三回町村議会

会及び自治功労者に対する表彰

あいさつのあと、二月六日の全 （代理 堤県町村会副会長）か

仲澤会長（上野村議会議長） 爪県議会議長、茂原県町村会長

県町村議会議長会は、去る２月19日午前10時から群馬県市町村会館・大会
議室で定期総会を開催、県内町村議会議長をはじめ、関係者約50人が出席した。
広報全国コンクールで入選の優
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祝辞を述べる
大澤知事

祝辞を述べる
橋爪県議会議長

祝辞を述べる
堤県町村会副会長

謝辞を述べる
有馬高山村議会議長

宣言を朗読する
髙橋副会長

町村の子供たちが
「愛着」と「誇り」を持てる
町づくり・村づくりに全力で邁進

治の充実自治体として、住民の

会」を実現し、住民と共に町村
会が自主的な取組みを積極的に

ている。そのためには、町村議

として参画することが求められ

を惹きつける効果的・戦略的

等の活躍の推進、国民の関心

の抜本的強化、女性や高齢者

運動用のビラを頒布できるよ

また、町村も市と同様に選挙

選挙公営の対象とすること。

う制度化するとともに選挙公

の特長や地域資源等の潜在力を

な情報発信などの取組を積極

最大限に伸ばし、住民の幸福度
展開し、議会の魅力を高め、住

福度の高い理想の自治体への道
をさらに高める政策を提案しな

「居場所」と「出番」がある幸
を着実に歩んでいる。

一．国
 民の幅広い政治参加や
地方議会における人材確保の

営の対象とすること。

一．地
 方議会からの意見書につ
いては、法律により関係行政

観点から、さらに社会保障制

的に推進すること。

庁等の誠実回答の義務付けを

度の一つとして、厚生年金へ

民の信頼を得るとともに、議員

町・我が村に「愛着」と「誇り」 に立候補し活躍できる環境を整
えることが必要である。
こうした中、町村及び町村議
会が、自主性を発揮し、地方創

よって、政府及び国会議員各

することが必要不可欠である。

住民の声を広く汲み取り、議

を全うできるよう、日常的に

定及び執行機関の監視の使命

――――◇◇◇――――

以上、決議する。

と。

の法整備を早急に実現するこ

の地方議会議員の加入のため

明文化すること。

がら、町村の子供たちが我が

しかしながら、少子高齢化と
人口減少の同時進行により、農
全力で邁進することをここに誓

山村地域に所在する町村では、 を持てる町づくり・村づくりに
合計特殊出生率は東京などの都
う。
以上、宣言する。

市地域に比べ総じて高い水準を
維持しながらも、人口減少克服

生を積極的に進めていくには、 一．地
 方議会議員が地方議会に
課せられている団体意思の決

町村は、
自主財源の乏しい中、 位におかれては下記事項の実現

案審議、政策立案、行財政の

全国町村議会
議長会表彰

制度面及び財政面の基盤を強化

を図るよう、強く要請する。

監視及び調査研究等に努める

の「決め手」がない。さらに、

記

議

自ら徹底した行財政改革を断行

一．地
 方の共有税と言える地方
交付税の財源保障機能及び財

一．議
 員の兼業禁止の緩和、休
暇・休職・復職制度の整備、

決
し、少子・高齢社会への対応、

源調整機能に則り、地方財政

育児手当など手当制度の拡

一部の町村では、地域社会の

会議員の成り手不足等が問題と

生活関連社会資本の整備、
教育・

計画に町村の財政需要を適切

充、学校教育における地方議

一方、総務省の研究会が提示

民の価値観の変化等により、議

変化による自営業者の減少や住

した
「自治体戦略二〇四〇構想」 文化の振興、農林業の振興、資

なっている。

源循環型社会の構築、国土保全

に反映させ、地方交付税の総

会の啓発、保育スペースやバ

と。

旨を地方自治法に規定するこ

は、圏域行政の標準化及び二層

などの諸課題に積極的に取り組

額を確保すること。さらに、

【町村議会表彰】

制の柔軟化等により地方におけ

んでいるが、依然として厳しい

大幅な地方の財源不足が続い

リアフリー化等の施設整備な

千代田町議会

る都市機能重視、圏域の中心市

財政状況が続いている。

ていることから、地方交付税

ど幅広い層から多様な人材を

一方、
一部の町村においては、

重視の地方行政体制を構築しよ

議員の成り手不足の問題があ

の法定率を引き上げること。

うとするものであるが、多様な
市町村の存在と市町村の自主的

り、より幅広い層の住民が議員

確保するための環境整備を図
ること。

めた中で、町村も市と同様に

長野原町議会議員 豊田銀五郎

甘楽町議会議員

一．多
 様な人材の議会参加を促 【自治功労者表彰】
すため、供託金のあり方を含 〈議会議員二十七年以上〉

選挙運動用の自動車及び選挙

山田 邦彦
もに、都市から地方への移住・

運動用のポスターについて、 草津町議会議員

宮崎 公雄

交流を推進するため、若者を

町村議会表彰の伝達を受ける
髙橋千代田町議会議長

中心としたＵＩＪターン対策

しいひとの流れをつくるとと

の地方移転により地方への新

一．東
 京一極集中を是正するた
め、企業・大学・政府機関等

判断は何よりも尊重されなけれ
ばならない。さらに、相対的に
町村部への投資が抑制されるこ
とについては、峻拒いたす。
我々群馬県の町村議会は、人
口減少や議会議員の成り手不足
等の問題を解決するため、二元
代表制の真髄である「チーム議

決議を朗読する
佐俣副会長
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青木 一次

〈議会議員十五年以上〉
上野村議会議員
石井 輝雄

明和町議会議員
小島 幸典

今成

隆

邑楽町議会議長

南

髙橋 茂樹

しんとうむら議会だより
榛東村議会

群馬県町村議会
議長会表彰
【特別表彰】

仲澤会長が全国町村議会

コンクール〉

南牧村議会議員

南牧村議会議員

石井 忠吉

石井 武男

下仁田町議会議員 佐藤 公夫

東吾妻町議会議長 浦野 政衛

高山村議会議員

高山村議会議長

林

昌枝

有馬嘉太郎

員会館において定期総会を開催

二月六日、東京都・全国町村議

全国町村議会議長会は、去る

議長会監事に就任

入 選

し、欠員となった監事に、本県

優良賞

七月十七日までの残任期間。

任期は同日から平成三十一年

を選任した。

の仲澤太郎会長（上野村議長）
みなかみ町議会議長

小野 章一

東吾妻町議会議員 須崎 幸一
黒岩鹿二郎

羽生田宗俊
嬬恋村議会議員

みなかみ町議会議員

久保 秀雄

髙橋 茂樹

髙橋 市郎

し、それぞれの連絡協調をはか

県町村議会議長会をもって組織

町村議会議長で構成する都道府

全国町村議会議長会は、管下
玉村町議会議長

浅見 武志

り、地方議会の円滑な運営と地

みなかみ町議会議員
甘楽町議会議長

玉村町議会議員

野本 健治

佐俣 勝彦
玉村町議会副議長 石内 國雄

明和町議会議員

方自治の振興発展に寄与するこ

川島 吉男

とを目的に、東京の全国町村議

明和町議会議長

隆

大野 貞夫

今成

いる。

政策提案・要望活動等を行って

うとともに、政府・国会に対し

め、相互に緊密な情報交換を行

ど各団体共通の目的を果たすた

実強化や地方分権改革の推進な

員として、地方税財政対策の充

開しており、地方六団体の一

員会館を拠点に様々な活動を展

小島 幸典

邑楽町議会議員

青木 一次

知事感謝状贈呈
上野村議会議員

石井 輝雄

下仁田町議会議員 岩崎 正春
南牧村議会議員

明

中里 芳久
長野原町議会議員 牧山

一

甘楽町議会議員

嬬恋村議会前議員 熊川

卓

黒岩 忠雄
草津町議会副議長 黒岩

嬬恋村議会議員

邑楽町議会議長

明和町議会議員

神流町議会副議長 三澤 望太

〈議会議員十年以上〉

【一般表彰】

大野 克美

大久保 守

玉村町議会

たまむら議会だより
奨励賞
編集・デザイン部門賞

嬬恋村議会議員

嬬恋村議会議員

下仁田町議会議員 岡田 武二

千晴 〈議会議員二十三年以上〉

群馬県町村議会議長会理事

佐俣 勝彦

群馬県町村議会議長会副会長

下仁田町議会議員 岩崎 正春 〈町村議会議員特別表彰〉
南牧村議会議員
中里 芳久
明

甘楽町議会議員
長野原町議会議員 牧山
一

黒岩 忠雄 【町村議会広報表彰】

嬬恋村議会前議員 熊川
嬬恋村議会議員

浅見 武志

嬬恋村議会議員

卓 〈第三十三回町村議会広報全国

有馬嘉太郎

草津町議会副議長 黒岩
高山村議会議長
林

昌枝

高山村議会議員
東吾妻町議会議員 須崎 幸一

東吾妻町議会議長 浦野 政衛

みなかみ町議会議長

直

玉村町議会議長

野本 健治

本会自治功労者表彰を代表受領
する川島明和町議会議長

知事感謝状を代表受領する
小島邑楽町議会議長

小野 章一
みなかみ町議会前議員
森下
みなかみ町議会議員
久保 秀雄
みなかみ町議会議員

玉村町議会議員

髙橋 市郎

明和町議会議員
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広報コンクール入選の伝達を
受ける髙橋玉村町議会議長

広報コンクール奨励賞の伝達を
受ける南榛東村議会議長

全国議長会自治功労者表彰の
伝達を代表受領する
浦野東吾妻町議会議長
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ぶ」イベントには、雄大な浅
間山を望む丘に全国から愛妻
家が集合し、妻や恋人に愛を
叫んでいます。

滝

沢

俶

明

夏秋キャベツの収穫の様子

議員定数
嬬恋村の議員定数は平成
二十七年の選挙から十四名か
ら 十 二 名 に 削 減 さ れ ま し た。
削減に至る経緯は、嬬恋村が
財政危機を経験したこともあ
りますが、それ以上に議員に
対する住民の尊敬や信頼が薄
らいできた結果でした。
嬬恋村の議会は他町村に比
べて改革が遅れており、情報
化社会の中にありながら、議
会や議員の活動が住民に十分

ましたが、短期間に克服でき
たのは、職員や住民の努力は
もとより、キャベツという「外
貨」を獲得できる産業があっ
たからです。

嬬恋村議会議長

住民に信頼される議会へ
高原キャベツの村から

愛妻の丘でのイベント「キャベチュー」

村名の由来
嬬恋村の村名の由来は、日
本武尊の愛妻伝説にありま
す。日本武尊が東国遠征の帰
路、信州と上州の分水嶺「鳥
居峠」の地に立ち、海の神の
怒りを静める為に海中に身を
投 じ た 愛 妻「 弟 橘 姫 お
( とた
ち ば な ひ め 」) を 偲 ん で「 吾
嬬者耶」
（あずまはや）＝「あ
あ、わが妻よ、恋しい」と嘆
いた故事によると言われてい
ます。
ロマンに溢れる村名です
が、近頃はこの物語にちなん
で愛妻の聖地としても有名に
なり、毎年九月に開催される
「キャベツ畑の中心で愛を叫
キャベツの産地
嬬恋村は日本一の夏秋キャ
ベツの産地として有名です
が、 キ ャ ベ ツ の 歴 史 は 古 く、
昭和初期に田代地区の有志が
共同栽培を始めたことにさか
のぼります。
高冷地で水稲の栽培もまま
ならない環境で、戦後、馬鈴
薯の栽培からキャベツに移行
し、多くの先人の努力により、
嬬恋ブランドとしての産地が
築かれました。
先行する東北の産地と競争
するために、昭和四十年代か
らは国営農地開発事業などに
より農家の経営規模拡大を図
り、安定供給と品質向上によ
り、東北から九州まで販路を
広げ嬬恋ブランドを確立する
ことができました。
キャベツの生産は嬬恋村の
経済の柱であり、一時期、村
の財政状況の悪化が懸念され

届かず「議員は何をしている 首長の権限は大きく、同じ土
の か 」「 十 四 名 必 要 な の か 」 俵で対峙し議会の意思を村政
という世論を無視できません に反 映 させるには、このこと
でした。
が不 可 欠であったように思い
議会にとっては最も重要な ます。
定数の問題であり、一年かけ
て議論した結果、最後は賛成 信頼される議会へ
多数で二名削減に至りまし
以前、一般会計予算案を全
た。
会一致で否決したことがマス
しかしながら二名削減した コミにも取り上げられました
からと言って住民の信頼が回 が、この時は、嬬恋村の将来
復 す る も の で は あ り ま せ ん。 を左右する「地方創生総合戦
このことは議員の政治倫理の 略」実行の初年度で、人口対
問題でもあり、平成二十九年 策や子育て支援及び産業振興
九月議会において「嬬恋村議 など必要な新規施策や継続事
会 議 員 政 治 倫 理 に 関 す る 決 業の底上げを巡って、当局と
議」を全会一致で議決し、現 議会側とで考え方が対立しま
在、住民から尊敬され信頼さ した。
れる議員像を目指して活動し
結局、議会側が提案した保
ています。
育園、幼稚園の無償化、学校
教 材 費 の 無 料 化、 英 検 検 定 料
の 補 助、 給 食 費 の 無 料 化 と
いった施策が反映された予算
案に修正されましたが、この
時、初めて首長と議会の権限
が 対 等 に な っ た、 と 感 じ ま し
た。
また、この結果に対しては
議会も将来まで責任を負うこ
と に な り ま す が、 十 二 名 で
あったから全会一致で取り組
めたのかも知れません。
現在、嬬恋村議会では「信
なくば立たず」この言葉を議
員全員で共有することに努め
ています。

議員削減の影響
十四名から十二名に削減さ
れた結果の影響はどうか考え
ると、やはり 十四名 と十二名
では議会の運営に大きな違い
が生じます。良くも悪くも議
会の意思の決定は速くなりま
すが、極 端にぶれる可能性も
あります。
そこで、全員協議会や議員
懇談会を多用し議論を集約し
ていく、その手 続 きを踏 むこ
とで議会の意思を明確化して
いくことに努めました。
二 元 代 表 制 と 言 い ま す が、
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議長随想

スワローズは、国 鉄 直下の
チームではなく、孫 会社が
運営していたそうです）
。
このように、古くから密
接な繋がりがあったプロ野
球と鉄道ですが、この本で
は、黎明期から現在までの
プロ野球と鉄道の関わりに
ついて、 各 種 資 料 を 検 証・
考察するとともに、往時の
スター選 手たちが語るエピ
ソードなど様々な視点から

来年、二度目の東京五輪 その深い繋がりを紹介して
プロ野 球ペナントレース
が開幕したこの時季のおす が開催されますが、前回開 います。
す めの一冊 は、
【
「 プロ野 球 催の一九六四 年には、日 本
チームの遠征においても
と鉄道―新幹線開業で大き の プ ロ 野 球 十 二 チ ー ム 中、 鉄道は、必要不可欠で、新
く変わったプロ野球」
・田中 なんと半分の六チーム（南 幹線の開業による所要時間
正恭著・交通新聞社新書刊・ 海、阪 急ブレーブス、西 鉄 の短 縮は、チームだけでな
ライオンズ、近鉄バファロー く、そのファンに とって も
八百円＋税】です。
先日、事 務 所で、こんな ズ、阪 神タイガース、国 鉄 革命的な出来事だったと述
会話が交わされていました。 スワローズ）が鉄道会社を べています（広 島 東 洋カー
中 堅 職 員「 南 海 ホ ー ク オーナー企業としていまし プのセ・リーグ三連覇 も新
た（ＪＲの前身である国鉄 幹線開業・延伸と無関係で
スって知ってる？」
新人クン
「知らないです。
」 は、法律で鉄道以外の事業 はないのでしょうね）
。
南海ホークスとは、関西 が制限されていましたので、
時代の移り変わりの中
で、当 時、隆 盛 を 誇ってい
た新聞、映画、鉄道会社が
チームを手 放し、代 わって
食品やＩＴ関連会社が参入
してきています。
プ ロ 野 球 チ ー ム の 運 営、
維持には、多額の資金が必
要で、オーナー企業の職種
は、その時々の世相を繁栄
しています。
一時は、半分以上を占め
ていた鉄道会社関連のチー
ムですが、現 在では二チー
ムだけ（阪 神、西武ライオ
ンズ）となってしまいまし
た。
プロ野球の歴史を鉄道網
の整備と絡めて述べている
この本で、日本の産 業や企
業組織の栄枯盛衰にも思い
を馳せ、皆さんの組織の更
なる躍進に繋げていただけ
（Ｉ）
れば幸いです。 

の大手私鉄である南海電
気鉄道 傘下の一九八八年ま
で実在したプロ野球チーム
で、昨 年、二年 連続で日本
シリーズを制した福岡ソフ
トバンク・ホークスの 前々
身のチームです。
先程の会話で、知らない
と答えた新人クンが生れる
前に消滅したチームですか
ら、新人クンが知 らないの
も無理ないことですかね。

プロ野球と鉄道

田中正恭著
交通新聞社新書

群馬県町村会関係

日

程

会

場

4 月15日(月)〜18日(木)
4 月19日
（金）
4 月24日
（水）
5月7日
（火）
〜8日
（水）
5 月22日
（水）
5 月24日
（金）
6月3日
（月）
〜4日
（火）
7 月１日
（月）
7 月22日
（月）
〜23日
（火）
7 月28日
（日）
8月9日
（金）
8 月19日
（月）
8 月30日
（金）
9 月22日
（日）
10月 8 日
（火）
〜9日
（水）
11月 6 日
（水）
11月26日
（火）
11月27日
（水）
11月27日
（水）
11月28日
（木）
平成32年 1 月15日
（水）
2 月14日
（金）
2 月25日
（火）

市町村会館
大研修室
市町村会館
町村会役員室
市町村会館
特別会議室
吾妻郡中之条町
市町村会館
町村会役員室
市町村会館
特別会議室
東京都
全国町村会館
市町村会館
大研修室
東京都
全国町村会館
実施町村の指定会場
市町村会館
大研修室
市町村会館
町村会役員室
市町村会館
501研修室
実施町村の指定会場
茨城県常総市
・
栃木県茂木町
市町村会館
町村会役員室
東京都 グランドアーク半蔵門
東京都 グランドアーク半蔵門
東京都
NHKホール
前橋市
ラシーネ新前橋
市町村会館
町村会役員室
市町村会館
大会議室
市町村会館
501研修室

群馬県町村議会議長会関係
議会事務局長・事務局職員研修会
理事会
全国議長・副議長研修会
臨時総会、
議長・事務局長研修会
新議員研修会
決算監査
理事会
理事会
議員研修会
監査委員全国研修会
役員視察研修
県関係国会議員との意見交換会
町村議会議長研修会
町村議会議長全国大会
議会広報研修会

日 程
4 月12日
（金）
5 月27日
（月）
5 月28日
（火）
5 月30日
（木）
〜31日
（金）
6 月24日
（月）
7 月12日
（金）
7 月19日
（金）
10月23日
（水）
〜24日
（木）
10月25日
（金）
10月31日
（木）
〜11月 1 日
（金）
11月 7 日
（木）
〜8日
（金）
11月12日
（火）
11月13日
（水）
11月13日
（水）
11月18日
（月）

会
場
市町村会館 501研修室
市町村会館 議長会役員室
東京都 東京国際フォーラム
県内
市町村会館 大研修室
市町村会館 議長会役員室
市町村会館 議長会役員室
県内
吉岡町文化センター
東京都 メルパルクホール
千葉県 長生村議会・鋸南町
東京都 グランドアーク半蔵門
東京都 グランドアーク半蔵門
東京都 ＮＨＫホール
市町村会館 大研修室

これからの主な行事予定

町村新規採用職員研修
理事会
各郡町村会
・
議長会事務連絡会議
町村長研修
・
懇談会
理事会
臨時総会
関東町村会トップセミナー
人事評価実務研修会
関東町村会トップマネジメントセミナー
第１回町村職員採用統一試験
町村監査委員研修会
理事会
複式簿記
（入門）
研修会
第２回町村職員採用統一試験
町村長行政視察
理事会
県関係国会議員との意見交換会
町村長研修会
全国町村長大会
群馬県町村会創立100周年記念式典
理事会
定期総会
会計管理者研修会
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