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「耶馬溪しのぐ吾妻峡」と上毛かるたに謳われる吾妻
峡。その中を走る自転車型トロッコ「吾妻峡レールバイ
ク アガッタン」がコースを延長し、令和三年四月、本
格稼働を迎えました。
アガッタンは、八ッ場ダム建設に伴い付替えとなった
ＪＲ吾妻線の廃線敷を利用した体験型アトラクション
で、関東では唯一の自転車型トロッコです。美しい自然
の中、ガッタンゴットンとレールの音を響かせながら颯
爽と進んでいきます。
「田園コース」は、のどかな田園
地帯をゆったりと走り、「渓谷コース」は、新緑や紅葉
な ど 四 季 折 々 の 吾 妻 渓 谷 の 自 然 を 肌 で 感 じ つ つ、 風 を
切って走ります。旧国道よりもやや高い目線から臨む吾
妻渓谷は、これまでとは全く違った新鮮さがあります。
かつて日本一短かった鉄道トンネル「樽沢トンネル（七・
二㍍）
」をあっという間にくぐり抜け、その先、暗闇の
ひんやりとした「道陸神トンネル（四三二㍍）」を走り
抜ければ、八ッ場ダムのダイナミックな堤体が眼前に姿
を現します。

吾妻峡レールバイク
「アガッタン」
始動！

ダムエレベーターも稼働し始めたことで、八ッ場ダム
上流との連携もスムーズになりました。トロッコに乗り
ダムを目指すもよし、ダムサイト上からエレベーターで
下りて渓谷を散策するもよし、様々な楽しみ方が広がり
ます。
アガッタンの運営スタッフは地元の方々が中心で、 ｢
乗車した人に楽しんでもらいたい と
｣ いう想いのもと、
熱心に取り組み、地域の活性化にも結びついています。
トロッコが走る松谷地区では、以前猿による農作物の被
害があり、農家の方々は苦慮していましたが、運行が始
まり被害が減ったとの話も聞きます。荒れていた廃線敷
の草を刈り、整え、定期的に人が入るということが鳥獣
被害を減らすことにも一役買っているようです。八ッ場
ダムの完成、進む上信自動車道建設事業など、変化して
いく地域環境をどう活かし、地域の活力を生み出してい
くか。現在、そして十年、二十年先を見据えた、地域と
行政一体の取り組みが求められています。
（東吾妻町まちづくり推進課 酒井 文彰）

本誌は再生紙を使用しています。

「笑顔で輝く高山村」を
めざして

に村の活性化に繋がるものと大

教育関係では、最近のＩＣＴ

いに期待しているところです。

の進化に伴い、小中学校でのＧ

ＩＧＡスクール構想の実現に向

山々に囲まれ、盆地状の形状を

が占めていて、残り二四㌫弱が

本村は、面積の七六㌫を山林

た。おかげでその取り組みが認

的な取り組みをして参りまし

いる中、本村ではいち早く先進

けたＩＣＴ教育が必須になって

高山村は群馬県の北部に位置
成した村は、それはそれは里山

農用地や宅地等の面積となりま

められて、さらに県からの支

後藤 幸三

し、面積六四平方㌔㍍、人口
の素晴らしい風景を提供してく

す。基幹産業である農業の主な

高山村長

三千六百人の小さな村です。周
れます。

援を受け、小学校では「ＩＣＴ

活用促進プロジェクト」の拠点

メントとして期待が高まってお

な健康食品に、あるいはサプリ

が話題となっています。いろん

ツが注目を集め、その利用開発

フェノールの含有量が高いビー

にわたります。最近ではポリ

果樹その他リンドウ、菊等多種

していますが、その効果は確実

を受ける生徒には受験料を助成

それに伴い英語検定、漢字検定

ニー郊外の学校に、夏休み期間

す。また、国際化を受けてシド

が展開され、交流人口の増に繋

ら、観光交流館でいろんな事業

に海外研修を実施しています。 も中心地の周辺整備を進めなが

中の一週間、希望者全員を対象

げていきたいと考えています。

念願の圃場整備が始まり、専業

また、遅まきながら本村でも

環境施策に取り組んでいます。

品目拡大と生産量が増産できる

し、収益性の高い農作物の生産

るようにパイプハウスを貸し出

て、冬期間でも野菜栽培ができ

本村では農産物生産者に対し

観光案内等の機能を備えた施設

場、
カフェ・マルシェ・移住相談・

され、地場産品を活用した加工

合施設となる観光交流館が建設

年度は防災備蓄倉庫を兼ねた複

くり」事業を進めています。今

を目標とした「むらの中心地づ

みたい村、持続可能な村づくり

す。
農業への取組の一つとして、 盆地」を核とした百年先まで住

を進めているところでございま

が来春オープン予定です。今後

の創造に邁進して参ります。

向かって、
「笑顔で輝く高山村」

疑いもありません。未来の夢に

ます。必ず克服することに何の

にも打ち勝ってきた歴史があり

が、かつてのウイルスや病原菌

コロナウイルス蔓延中です

準備しているところです。

在、建設基金の積み増しをして

替えの時期にきております。現

年を経過して老朽化が進み建て

役場庁舎についても、築五十

農家からの期待が高まると同時

現在、本村では道の駅「中山

に出てきています。

観光交流館完成予想図

り、ビーツを使った特産品開発

マイモ、高山キュウリ、蕎麦、 校として授業が進められていま

コーン、干し芋用・種芋用サツ

作物は米、蒟蒻、枝豆、デント

囲を一〇〇〇㍍ほどの緑豊かな

町村トップ通信

道の駅「中山盆地」
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「ワーケーション」を考える
也

～地域や自治体の役割とは～
智

され、いつの時代にも修学旅行

わゆる「三密」を避けながら、

これからの旅や観光は、五つ

イルを地域とともに模索してい

対応した旅や観光の新たなスタ

るため、
「新しい生活様式」に

は「文化の力」や「教育の力」 豊かな旅、快適な観光を享受す

の力のどれか一つに突出するこ

く時代となっている。

が重視された。

となく、バランスの取れた政策
よる新たな刺激や感動、遊・快・

いえる。時間（仕事と休み）と

川

幅広いということだ。今回の新

楽・癒しなどを通じ、からだや

場所・空間（自宅と地方）の使

梅

型コロナウイルスによる自粛期

こころの活力を得、再創造への

コロナ禍における行政施策と

い方によって概念整理すると分

教授

間中には、後者のことを考えた

エネルギーを充たす

してにわかに取り上げられつつ

研究開発推進機構

観光学の特徴の一つは、国の

か。
移動の制限がとかれたとき、 ⑤教育の力…旅による自然や人

方が少なくなかったのではない

とのふれあいを通し、異文化へ

國學院大學

インバウンド推進や地域の観光

の理解、やさしさや思いやり、 あるのが「ワーケーション」で
成の機会を広げる

張）に休暇を組み合わせたの

ある。
業務を目的とした旅行
（出

欧米ではコロナ禍以前から

かりやすいことが分かる。

～ニューノーマル時代のたびのあり方

「ワーケーション」とは

が求められる。我々生活者もい

振興をどうするか、といったマ
せを感じた人も少なくなかった

家族の絆を深めるなど、人間形

はじめに

自分へのご褒美の旅や家族との
ものと思われる。

クロな政策レベルの領域から、 気兼ねなく自由に旅行できる幸
節目旅行をどうするかといった
ミクロな個人レベルの領域まで

にも及ぶという、業界団体の提

や交流、さらには健康や教育面

合わせたのが「 ワーケーショ

目的とした旅行に業務を組み

やビジネストラベルの潮流と

スタイルがマイス（ＭＩＣＥ）

、
「 余暇と仕事 」
「旅」
がもたらす効果・効用は、 が「ブリージャー（ Bleisure
）
」 「 仕事と余暇 」
経済的な側面だけでなく、文化 （ビジネス＋レジャー）
、休暇を を効率良く組み合わせたライフ

発展による雇用の拡大、地域や

できる

整備・保全など、幅広い貢献が

にも比較的分かりやすい造語で

も米国発の造語である。日本人

てバカンスを過ごすといったラ

を帯同し、終了後は家族そろっ

での国際会議に夫が婦人や家族

主要な旅行会社の業界団体で

言とはいえ、その多様な側面に

『旅の力』には次の五つの効果・

④健康の力…日常からの離脱に

なっていた。例えば、リゾート

ある（一社）日本旅行業協会は、 国の振興、貧困の削減、環境の
効用があると指摘している。

「ワーケーション」の概念は、 代以来、本音と建前を上手く使

イフスタイルであるが、日本で

図︱１に示すとおりであるが、 い分けて旅をしてきた日本人に

あることもあって、国や地方自

とっても公と私の区分は難し

は公私混同を理由になかなか普

捉え方は人それぞれで、「ブリー

かったようだ。

治体の新たな施策として注目さ
ナ禍と同じ旅行・観光は「不要

ジャー」だけでなく、「テレワー

求められるバランス

①文化の力…色々な国や地域の
歴史、自然、伝統、芸能、景観、
生活などについて学び楽しみつ

応じてその比重を変えてきた。 不急」とされた。戦後すぐに外

ク」との違いも特に区分せずに

及しなかった領域であった。古

貨獲得のための「経済の力」に

使われているのが実態であると

れているものと思われる。

②交流の力…国際あるいは地域

京オリンピック開催時には「交

中で
「旅行ノ自粛徹底ヲ期スル」 期待が高まり、一九六四年、東

戦時中は貨物輸送が優先される

流の力」や「健康の力」が注目

つ、それらの発掘・育成・保存・

間における相互理解、友好の促

とされ、主要駅には旅行統制官

この五つの力は、時代時代に

進を通じ、安全で平和な社会の

が置かれた。まさに今回のコロ

振興に寄与できる

改めて気づかされる。

ン（ Workation
）
」
（ワーク＋バ
ケーション）と言われ、いずれ

改めて
「旅の力」
について考える

３

実現に貢献できる

２

③経済の力…旅行・観光産業の
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※基本的には休暇がベース

業務配分多

政（ 通信 ）関連で企業のテレ

る。まずは総務省であるが、郵

した支援策を積極的に進めてい

政府もワーケーションに関連

大したい地域・自治体の論理が

そして交流人口、関係人口を拡

土交通省でもテレワークの実態

の支援事業を実施している。国

てワーケーションやテレワーク

は、
「働き方改革」の一環とし

良しの施策が
「ワーケーション」 で、経済産業省や厚生労働省

まさに一致した三方ならぬ四方

調査やＭＩＣＥ等との関連でブ

る。内閣府も地方創生の関係

に関連する施策展開を進めてい

を推進するとともに、関係人口

空・宿泊など関連事業者の論理、 る「ふるさとテレワーク」など

るなど国民や社会への普及促進

置づけ、新聞一面広告を展開す

ケーションとブリージャーを位

だ観光需要の回復策としてワー

観光庁ではコロナ禍で落ち込ん

支援、推進している。そして、

温泉旅館でのワーケーションを

め、キャンプ場、グランピング、

ションの可能性を発信するた

環境の豊かな地域でのワーケー

省は国立公園や温泉地など自然

業務配分少

「ワーケーション」を取り巻く
社会情勢と国の支援策

そうした中で、事務所での
どうせ働くなら自宅ではなく快

であると言えるであろう。

適な環境の中でという働く側の

を進めている。

表－１ 「ワーケーション自治体協議会」の会員一覧

リージャー導入に関する状況調

出典：温泉まちづくり研究会
（
（公財）
日本交通公社）

査を実施している。また、環境

ワーケーション

ワーク導入を支援したり、地方

テレワーク

のサテライトオフィスを支援す

「tele＝離れた所」
＋「work＝働く」

化や滞在化に繋げたい旅行・航

「work＝仕事」＋「vacation＝休暇」

出張
リゾートテレワーク

地方
休み

サテライトオフィス
での仕事
ブリージャー
「business＝仕事（出張）」＋「leisure＝レジャー」
福利厚生
レク

企業合宿
研修
チームビルディング
CSR

在宅勤務
自宅
休み

「密」を避けたい企業の論理、 論理、平日対策など需要の平準

図－１ 「ワーケーション」の概念整理

４
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「ワーケーション」に
関連した地方や民間の動き
ションに対する自治体の助成
金、補助金の紹介も含めて新た

は、ワーケーションを受け入れ

ている。二〇一九年十一月に

方の自治体も活動を活発化させ

国の動きに呼応するように地

おり、
“観光”以上、
“移住”未

進協議会などの設立が相次いで

ン協会や日本ワーケーション推

発である。
（一社）
ワーケーショ

一方、民間サイドの動きも活

業専門のニュースメディア「ト

ション実践ガイド」は、観光産

生しており、例えば、
「ワーケー

ン専門のニュースメディアも誕

している。さらにワーケーショ

なマーケット開拓にチャレンジ

る全国の自治体が「 ワーケー
を設立した。現在、表︱１に示
ションが可能な地域・施設を紹

また、利用者に対してワーケー

者、不動産会社、さらには全国

航空会社や旅行会社、鉄道事業

ション自治体協議会（ＷＡＪ）
」 満での地域支援を進めている。 ラベルボイス」
が運営している。
すように、一八二（一道二十二

ション情報が提供されている。

の地方自治体の最新のワーケー

介するサイト、例えば Flato
な
どが創設されており、ワーケー

うに、
「既に実施した」が五㌫、

体の論理が先行している印象が 「やってみたいと感じるがまだ

受け入れを進めたい地域や自治

現在は、どちらかといえば、 側のニーズは、図︱２に示すよ

～地域・自治体の役割とは

今後の課題

県百五十九市町村）が会員とし
て参加している（令和三年四月
三十日現在）
。
ワーケーションの普及・促進
を図るため、
１）Ｗ
 ＡＪ主催の情報交換会や
会員自治体によるワーケー
ション体験会の実施

強い。ただ、
ネット環境
（ Wi-Fi
） 実施できていない」が一八㌫、
を整備し、仕事が出来るよう机 「興味はあるが現実的に難しい

受け入れを進める地域や自治

体の役割は、まずは来訪する企

業や働く人々のニーズを丹念に

調査、把握すること、そして自

分達の地域の価値を高めるあら

ゆる工夫を凝らすことであろ

う。具体的には地域のヒト・モ

ノ・情報をワーケーションで来

訪する人々に「繋ぐ」こと、そ

こに新たな力が生まれ、新たな

二〇二五年日本国際博覧会

る設備を整えれば、受け入れで

や椅子を揃え、多少自炊も出来

である。とはいえ、
今のところ、

はワーケーション実施は少数派

ない」が三四㌫であり、現実に

く場だけでなく、快適に泊まる

方の中小企業は少ないことや働

ではないか。

域や自治体に求められているの

用意、提供する役割こそが、地

地域の価値が創出され、明日に

（大阪・関西万博）等のメガ

きるといった安易な考えでは先

たい／興味があるという人は約

にとっても働く側にとっても、 実施はしていないが、やってみ

が思いやられる。一方、企業側

六割に上ることも事実であり、 場・暮らす場の重要性も明らか

２）
東 京二〇二〇オリンピック・
パラリンピック競技大会や

イベントに向けた、地方での

福利厚生を含めた新しい制度が

となってきている。一泊二食の

注：本稿は、群馬県町村会からの
要請により、全国町村会「町村週
」の巻頭コラム（拙稿）
報 No3155
を大幅に加筆したものである。

チングの機会をできるだけ多く

生まれてくる。信頼できるマッ

繋がる気づきや活力、創造力が

ワーケーションの共同ＰＲ

確立されているわけではないた

今後のワーケーション普及には

宿泊スタイルだけでは多様な利

と感じる」が四四㌫、
「興味が

３）全
 国のワーケーションに関
する統一的な情報発信手段

め、いざ実施となると経費負担

各方面での努力が必要である。

の検討

の割合など課題は山積している

４）そ
 のほか、ワーケーション
の普及・促進に向けた取り組

ことは明らかであろう。

用者のニーズには対応できない
ことも現実である。
ワーケーションに対する働く

は、大都市の大企業に多く、地

ワーケーション可能な企業
みの検討
などを行うこととしている。
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出典：「テレワークとワーケーションに関する意識調査2020」株式会社INFORICH

1958年、新潟県生まれ。1981年（財）
日本交通公社入社。地域計画室長、研
究調査部長、理事・観光政策研究部長。
約40年にわたって全国の観光地の活性
化や観光計画の策定、観光地経営、観
光まちづくりなどに取り組む。2018年
立教大学観光学部特任教授を経て2020
年４月から現職。筑波大学大学院客員
教授、東京女子大学非常勤講師。国土
交通省、観光庁、文化庁などの委員を
務める。著書に『観光地経営の視点と
実績』
（丸善出版、2019年）
、
『観光まち
づくり～まち自慢からはじまる地域マ
ネジメント』
（学芸出版社、
2009年）など。
現在、
日本観光研究学会会長。
技術士（建
設部門／都市及び地方計画）
。

■興味がない

教授
研究開発推進機構
國學院大學

■興味はあるが現実的に難しい
と感じる

44%

梅川智也（うめかわ ともや）

■やってみたいと感じるが
まだ実施できていない
18%
34%

■既に実施した
5%

６

プロフィール
図－２ 「ワーケーション」に対するニーズ

５

群馬県町村会臨時総会

（昭和村長）
監 事 黒岩 信忠

（大泉町長）

監 事 村山 俊明

「群馬県安中総合射撃場」の
早期開場を山本知事へ要望

群馬県町村会及び群馬県市長

会では、六月九日、茂原町村会

川場村長並びに清水市長会長が

長及び猟友会会員でもある外山
なお、任期は、令和三年五月

知事は、
「安中総合射撃場のラ

両会からの要望に対し、山本

ての要望を山本知事に行った。

総合射撃場」の早期開場に向け

群馬県庁を訪れ、
「群馬県安中

（草津町長） 二十四日まで。

二十五日から令和五年五月

正 副 会 長 及び
監 事 の再 任 を承 認
群馬県町村会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、
書面審議により臨時総会を開催
した。
議事として、本年五月二十四

イフル射撃場については、現在

日で任期満了となる正副会長及
び監事の選任の承認が提出さ

行っている騒音調査及び今後着

今年度の当初予算に調査費を措

い。クレー射撃場については、 置した」と回答した。

く 完成させ、オープンさせた

れ、五月十三日開催の理事会で
黒岩監事

工する外構工事をできる限り早

村山監事

選任された正副会長及び監事が
異議なく承認された。
会 長 茂原 荘一
（甘楽町長）

当選町村長紹介

レッキング。座右の銘は平櫛田

町生まれ。五十八歳。趣味はト

一九六二年七月二十五日大泉

量る」
。感銘を受けた本は「誇

は「功の多少を計り彼の来処を

行・軽登山・ＤＩＹ。座右の銘

誰がやる」
。感銘を受けた本は

りについて」
。

村生まれ。五十九歳。趣味は旅

一九六一年十一月十六日上野

黒澤

栄

熊川副会長

「涙が出るほどいい話」
。

堤副会長

（左から）茂原町村会長、清水市長会長、
山本知事、外山村長

八郎

上野村

町村会

中（彫刻家）の「俺がやらねば

村山

（嬬恋村長）
盛吉

俊明

大泉町

副会長 熊川
副会長 堤

茂原会長
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令和３年度

サマージャンボ宝くじ＆サマージャンボミニ
「宝くじ公式サイト」でも買える！

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われ、
群馬県の市町村では
○長期貸付事業…とっても低利でオトクです。
○職員研修助成事業…さらなる能力向上のためぜひご活用ください。
○災害交付金事業…災害時の市町村を応援します。
○魅力あるコミュニティづくり助成事業…活発な自治会活動を応援します。
○財源マニュアル、市町村税の基礎知識、やさしい公職選挙法…事務必携ですね。
などに活用されています。

収益金は、都道府県ごとの発売実績などに応じて配分されます。
ぜひ、群馬県内の宝くじ売場でお買い求めください。
お問い合わせ先 公益財団法人群馬県市町村振興協会 TEL027(290)1350
http://www.npogunma.net/gunma-shinko/
8
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県町村議会議長会

会 長 に仲 澤 上 野 村 議 長 を再 任
月二十五日に開催を予定してい

群馬県町村議会議長会は、五
び新型コロナウイルスの感染が

の適用対象地域とされたこと及

町が「まん延防止等重点措置」

（大泉町議会議長）

監 事 田邉 信雄

（片品村議会議長）

監 事 千明 道太

（玉村町議会議長）

副会長 三友美惠子

（中之条町議会議長）

副会長 山本 隆雄

（上野村議会議長）

臨時総会を書面審議
た臨時総会について、県内十市
拡大していることに鑑み、開催
方法を変更し、書面審議により
開催した。
総会では、本年六月一日で任
期満了となる本会役員選任の承
認について審議され、次のとお

なお、任期は、令和三年六月

研修会では、本会職員から次

の内容について説明した。
【研修内容】
「議会運営等に関する

事例研究について」

本会事務局課長 河野 哲也
「令和三年度

本会事業等について」

本会事務局係長 今西 恵子

小山 久利

当選議長の紹介
北群馬郡榛東村

中野喜久勇

四月二十日 当選
甘楽郡甘楽町
吾妻郡嬬恋村

土屋 幸雄

四月三十日 当選
の二年間。

黒岩

巧

角田 文雄

田邉 信雄

千明 道太

松村

潤

六月十一日 当選

今村 好市

五月二十一日 当選

邑楽郡邑楽町

五月十四日 当選

利根郡片品村

五月十三日 当選

邑楽郡大泉町

五月十三日 当選

利根郡川場村

五月十一日 当選

吾妻郡長野原町

五月十日 当選

岩﨑 信幸

五月七日 当選
北群馬郡吉岡町

二年ぶりの開催となった。

拡大防止に細心の注意を払い、 邑楽郡板倉町

度はコロナ禍における感染症の

言の発令により中止され、今年

研修会は、昨年度は緊急事態宣

毎年この時期に開催するこの

三十三名が出席した。

研修会を開催し、十九町村から

局の事務局長及び職員を対象に

館において、県内町村議会事務

月二十三日、前橋市・市町村会

群馬県町村議会議長会は、四

議会事務局長・事務
局職員研修会を開催

り役員人事が承認された。

千明監事

二日から令和五年六月一日まで

田邉監事

会 長 仲澤 太郎

山本副会長

仲澤会長
三友副会長

議長会役員の異動

延山 宗一（板倉町）

三月三十一日 理事退任

千晴（榛東村）

四月一日 理事就任

柿沼 英己（千代田町）

南

四月十九日 副会長退任

四月十九日 理事退任

浅沼 克行（長野原町）

五月十一日 理事退任

島﨑 紘一（下仁田町）

五月十三日 理事退任

小菅 秋雄（川場村）

五月十三日 監事退任

卓（草津町）

五月十四日 理事就任

中野喜久勇（甘楽町）

黒岩

五月十七日 理事就任

五月十七日 理事退任

山田 庄一（みなかみ町）

角田 文雄（川場村）

五月十七日 理事就任

岩﨑 信幸（吉岡町）

五月十九日 理事就任

三友美惠子（玉村町）

六月二日 副会長就任

千明 道太（片品村）

六月二日 監事就任

六月二日 監事就任

田邉 信雄（大泉町）
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昭和村は赤城山の西北麓に広

藤井

貞充

平成十年三月には、昭和イン

しています。

昭和村議会議長

コロナの終息と明るい村づくりを

砦も残っています。
また、沼田城から森下宿を

通って、長井坂城をぬけ前橋、 ターチェンジが供用開始とな

がる高原地帯で東西一〇・八㌔
㍍、南北九・八㌔㍍の扇の形と

パーには朝収穫されたレタスが

り、村の新たな玄関口が開設さ

開店にならびます。まさしく、 求められております。

江戸へ行った沼田街道は参勤交

工業団地には、優良企業四社が

なっており、面積は六四・一四

進出され、地域経済を支える村

な住環境の整備が引き続き強く

現在では、沼田街道に代わり

れました。これに近接する関屋

関越自動車道が赤城高原を通過

代も通り繁盛しました。

地形は、赤城山から片品川、

平方㌔㍍です。
利根川に向かってなだらかな傾

この計画を滞りなく進めるに

さて、本村では、野菜の産地

す。議会としても参加行動して

などの多くの意見行動が必要で

野菜の産地
「やさい王国昭和村」
村の基幹産業の農業は、主に

としての特性や四季折々の素晴

いきたいと思います。

の重要な存立基盤となっていま

二つの大きな土地改良事業に

らしい景観を活かした魅力ある

さて、昨年から拡大している

斜をなしており、片品川の両側

て形作られてきました。昭和

村づくりを進めるため、昭和村

新型コロナウイルスにより、議

は、村民、関係団体及び村職員

標高は、
海抜二六〇㍍から一、

三十五年には、赤城北麓土地改

第５次総合計画を策定し、
「み

すが、いよいよ全国的にワクチ

んなでつくろう元気な昭和村」 会活動も大きく制限されていま

であります。

四六六㍍で五〇〇㍍から八〇〇

良事業により、約六〇〇㌶の畑

を掲げ、実現に向けた政策を推

す。

㍍付近までは、赤城高原の畑作

が整備され、昭和五十六年から

地帯です。

事業着手した赤城西麓土地改良

戦後の入植増反地でもあるこ

下でも有数な農業地帯へと発展

高い施設栽培も可能となり、県

き、大規模農業による収益性の

路網の整備や農業用水も利用で

備されました。これにより、道

会情勢は、年々大きく変化して

ナウイルスによる影響など、社

生に加え、昨年からの新型コロ

候の変化に伴う大規模災害の発

よる人口減少の一層の進行や気

しかし、最近の少子高齢化に

と、そして、村民の福祉の向上

のニーズに的確に対応するこ

早くなると思われますが、住民

これから、益々社会の変化が

福祉の充実や快適で安全、安心

の進化に努力していきます。

村内においては保健、医療、 村」の更なる発展と昭和村議会

ております。

を遂げております。

を目指しつつ「やさい王国昭和
朝採りが有名で、首都圏のスー

量は日本一をほこり、
レタスは、

中でも、こんにゃく芋の生産

います。

が出来る日が来ることを期待し

ンの接種が始まり、通常の生活

が形成されています。

日本一の生産量を誇るコンニャク芋の収穫

進しております。

には、日本でも有数の河岸段丘

赤城山の裾野に広がる昭和村

事業では、約一、二〇〇㌶が整

とから、耕作面積も大きく標高
差を活用した各種野菜供給地と
して発展しております。
地形的な位置では、昔から利
根沼田地方への玄関口としての
役割がありました。
歴史的には、
岩下清水古墳群、
森下古墳群など数多くの古墳が
築造されており、古代から人々
の営みがありました。戦国時代
の攻防戦が残したいくつかの城
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議長随想

総合事務組合通信

６

○支給額
退職報償金は、消防団員として５年以上勤務して退
職した者（死亡による退職の場合にはその者の遺族）
に、階級及び勤務年数に応じて支給します。
支払基礎階級は、退職した日に属していた階級にな
ります。ただし、退職した日に属していた階級より上
位の階級に属した期間が１年以上ある場合は、その上
位階級とします。また、退職した日に属して階級及び
その階級より上位の階級に属していた期間が１年に満
たないときは、その階級の（団員は除く）直近下位の
階級となります。

非常勤消防団員に対する退職報償金支給事務
○共同処理と退職報償金制度
本組合で行っている共同処理事務はいくつかありま
すが、その中の１つが「非常勤消防団員に対する退職
報償金の支給事務」です。
共同処理団体はそれぞれの事務で異なりますが、非
常勤消防団員に対する退職報償金支給事務に関して
は、県内の31の地方公共団体について共同処理を行っ
ています。
≪共同処理団体≫
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、
渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、
吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾
妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、
大泉町、館林地区消防組合

退職報償金支給額

○退職報償金とは
退職報償金は、退職した消防団員の多年の労苦に報
いるために設けられた功労金としての性格を持つ金銭
給付です。昭和39年度に消防団員の処遇改善措置の一
環として創設されました。

群馬県町村会関係

団長

239

344

459

594

779

979

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

部長及び班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

（平成26年４月１日適用）

日

程

会

場

第１回町村職員採用統一試験

７月11日
（日）

実施町村の指定会場

人事評価実務研修会

７月20日
（火）

市町村会館

大研修室

理事会

８月18日
（水）

市町村会館

特別会議室

８月26日
（木）

市町村会館

大会議室

第２回町村職員採用統一試験

９月19日
（日）

実施町村の指定会場

町村長行政視察

10月11日
（月）
～ 12日
（火） 神奈川県

町村税務担当課長研修会

10月下旬

市町村会館

501研修室

町村総務、財政及び企画担当課長研修会

11月上旬

市町村会館

大研修室

理事会

11月11日
（木）

市町村会館

特別会議室

県関係国会議員との意見交換会

11月16日
（火）

東京都

グランドアーク半蔵門

町村長研修会

総合事務組合議会

第２回定例会

湯河原町

東京都

グランドアーク半蔵門

東京都

ホテルニューオータニ

理事会

令和４年１月13日
（木）

市町村会館

特別会議室

定期総会

２月15日
（火）

市町村会館

大会議室

会計管理者研修会

２月22日
（火）

市町村会館

501研修室

複式簿記（入門）研修会

３月２日
（水）

市町村会館

501研修室

市町村会館

議長会役員室
特別会議室

群馬県町村議会議長会関係

日

程

７月16日
（金）

会

理事会

７月21日
（水）

市町村会館

全国町村議会広報研修会

９月22日
（水）

東京都

理事会

10月22日
（金）

市町村会館

町村監査委員表彰式・全国研修会

10月26日
（火）
～27日
（水） 東京都
東京都

シェーンバッハ・サボー
特別会議室

LINE CUBE SHIBUYA
（渋谷公会堂）

町村議会議長全国大会

11月10日
（水）

町村議会広報研修会

11月18日
（木）
・19日
（金） 市町村会館

全国町村議会事務局職員研修会

11月24日
（水）

東京都

場

これからの主な行事予定

11月17日
（水）

全国町村会創立100周年記念式典及び全国町村長大会 11月17日
（水）

決算監査

（単位：千円）

勤務 ５年以上 10年以上 15年以上 20年以上 25年以上
年数
30年以上
10年未満 15年未満 20年未満 25年未満 30年未満
階級

明治神宮会館
大研修室

シェーンバッハ・サボー

正副会長会議

令和４年１月７日
（金）

市町村会館

議長会役員室

理事会

１月14日
（金）

市町村会館

特別会議室

全国町村議会広報クリニック

２月15日
（火）

東京都

定期総会

開催日未定（２月中旬又は３月下旬） 市町村会館

全国町村議員会館
大会議室
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