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みなかみ町は利根川の源流をその懐に抱き、変化に富
んだスケールの大きな自然を手の届く範囲で感じること
ができます。本町は二〇一九年七月一日、国からＳＤＧ
ｓ未来都市に選定されました。国は、地方自治体による
ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを推進していくことが
重要であるとの考えのもと、ＳＤＧｓの理念に沿った具
体的な取り組みを推進しようとする地域の中から、経済・
社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して、
達成に向けた持続可能な開発を実現するポテンシャルの
高い地域を選定しています。
本町は、二〇一七年六月にユネスコのプログラムのひ
とつであるユネスコエコパークに登録されており、ユネ
スコエコパークではＳＤＧｓ達成に向けた先導的な取り
組みが求められていることから、「水と森林と人を育む
みなかみプロジェクト ２０３０」と題して、「自伐
型林業の推進と森林資源の活用による環境保全みなかみ
ＢＲモデル構築事業」を提案し、国にＳＤＧｓ未来都市

みなかみプロジェクト２０３０～

みなかみ町第二期ＳＤＧｓ未来都市計画

～水と森林と人を育む

として認めていただきました。本町が今まで取り組んで
きた事業と、これから率先して取り組んでいく事業を、
経済・社会・環境の三側面で相互につなぎ、森林資源を
活用した稼ぐ力の強化と循環経済の確立、地域に根差し
た特色ある教育の推進と関係人口の増加、森林・里山整
備と木質バイオマス利用促進を、町が統合的に取り組ん
でいくものです。
本町の取り組みは、環境保全のみならず通年での安定
した雇用の創出と定住促進、地域内での経済の循環、鳥
獣害の軽減といった地域課題の解決に向けた足がかりと
なるものです。本町の最大の財産である美しい自然と里
地里山を核とした、観光・商工業・農林業・教育・健康・
福祉・エネルギーなど様々な分野を横断的かつ有機的に
連携し、地域を経営するという観点で相乗効果を創出し、
ユネスコエコパークとＳＤＧｓの理念に基づく持続可能
なまちづくりを推進していきたいと考えています。
（みなかみ町 総合戦略課 須田 啓介）
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ターの整備を進めており、令和

移住を促進しています。また、

また、当町の面積は、県内四

で、一ヶ月間にわたって町内の

五年度の運用を目指していま

お出迎えいたします。

いただけるよう四季折々の花が

の拠点施設
「中之条ガーデンズ」 り、来場者は、延べ三十万人と

が、四月には、花のまちづくり

中之条町長

なかのじょう」を目指して

「自然と文化が響きあう みんなの故郷

中之条町は、群馬県北西部に
位置する人口約一万五千二百人
の町です。
上毛かるたの「よ」でお馴染
みの「世のちり洗う四万温泉」
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ちづくりビジョン」を策定し、 として、国内外のアーティス

人口の増加」
「健康増進」
「福祉
の充実」
「財政の健全化」とい
う六つの重点目標を設定し、施
策を展開しています。
３ 地域資源を生かす
昨年度は、地域のお祭りをは
じめとする伝統行事、
「中之条
まちなか５時間リレーマラソ
ン」など町のイベントのほとん
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境の充実」
「産業の振興」
「交流

求められています。

２ まちづくりのコンセプト

廃校を活用した木の駅プロジェクト
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舶や航空機の登場により、水の

とを意味している。分かりやす

イム転換が起きるべきであるこ

ゆる面において革命的なパラダ

私たちの社会生活のありとあら

せてきたのである。今日のデジ

人類にとっての世界観を一変さ

もできなかった世界が、私たち

の登場前の人類からすれば想像

考えることができよう。それら

ることができるようになったと

ことはできずとも、空を移動す

なったし、人が単独で空を飛ぶ

移動することはできるように

ゴール設定を語られてしまう残

技術の登場や飛躍的な進歩は、 のか」という「手段」に閉じた

の前に既に存在する。革新的な

念な例も散見される。そのよう

ジタル技術を使って何を目指す

も、結局その先に、
「特定のデ

いが、そのような場合であって

言葉や文字では表現する例も多

はなく「手段」に過ぎない」と

には「デジタルは、
「目的」で

現在、ＩＴ企業や有識者の中

」も一つの答えとなり
Digital
うる」と。

う続ける。
「ＤＸの先には、
「 No

く言えば、
「世界が変わってい

上を「歩く」ことはできずとも、

及、通信技術の高度化など）が

る」のである。

私たちは、まだ見ぬ「ＤＸ」の世界を
どう目指すのか？ ～これからの公務
変革に向けたアプローチを考える～

進み始めた時期と符合している

ＤＸが求められる背景

龍一

デジタル・トランスフォー
のだ。

箕浦

メーション（ＤＸ）という言葉
生活や仕事のあらゆる面にデ

はなかろうか。

パクト」をもたらしているので

そのような「世界を変えるイン

したものと言えよう。

を、非常にシンプルで端的に表

は、ＤＸのあるべきアプローチ

「人は水の上を歩けるのか」 タル技術の目覚ましい進歩は、 な中で、先ほどの三上氏の説明

（一社）官民共創未来コンソーシアム理事

が、連日「バズワード」のよう
に飛び交っている。新型コロ

活できないようになっている。 いつつも、冷静に考えれば、船

ナウイルス感染症（ Covid-19
私たちは、 という問いや「人は空を飛べる
） ジタル技術が浸透し、
が発生して以来、行政において 日々、これらの技術なしでは生 か」という問いには、少々面喰
もＤＸも大きな課題とされてい

る。
どこもかしこもＤＸである。 様々な分野でのデジタル技術活

ＤＸだからといって、最初か

使うかよりも、ここで一旦立ち

International Institute for ている。しかしながら、この
私たちが周囲の世界観の変化
我が国では、
次々
） 三十年近い間、
Management Development
「使う」 に気付くためには、技術をどう
という国際機関が毎年発表して と生まれる新しい技術を

Ｘを考える際の道筋を「ＤＸ－

いて、感服した。三上氏は、Ｄ

ＤＸを非常に明解に説明されて

監とご一緒した際に、三上氏が

合によっては、アナログとの併

べきゴールを設定した上で、場

いうことが必要となる。向かう

ジタルとアナログのバランスと

く、目的に応じた手段選択、デ

ＤＸへのアプローチとは？

ことばかりに奔走し、それらの

止まって冷静に周りを見つめな

Ｄ＋Ｄ」という数式で表現され

ＩＭＤ（国際経営開発研究所

いる主要国の国際競争力の比較

技術の進歩が周囲の景色を一変

がら、あらゆるテクノロジーが

らデジタルにこだわるのではな

を見ても、平成の序盤から順位

していることに気づかないまま

: 用は日進月歩の勢いで進み続け

を落とし始めた日本は、今日に

用という道筋やデジタルを選択

デジタル技術の活用には相応以

たのである。つまり、ＤＸから

何をすべきかのＸ（ トランス

上のコスト（初期投資やランニ

基盤として支えてくれる世界の
うとしていたのかを改めて再確

た、アナログにはアナログの良

で、必要に応じて「デジタル」 ングコスト）が必要となる。ま

フォーメーション）を考えた上

さもある。ＤＸの時代であって

で過ごしてきたのではないだろ
今日言われるデジタル・トラ

認し、そこに至るまでの道をデ

の使い方を考える、という趣旨

至るまで中下位を低迷してい

ンスフォーメーションの本来の

ザインし直すことなのではない

である。そして、三上氏は、こ

一旦「デジタル」を引き去り、 しないという道筋もあるのだ。

力の面で順位を落とし始めたの

意味は、
「技術を活用する」と

だろうか。

中で、本来私たちが何を目指そ

は、奇しくもＩＣＴ革命と言わ

いうフェーズではなく、それら

うか。

れる革命的な技術の進歩（携帯

の技術の存在が前提となって、

る状況にある。日本が国際競争

電話の普及・小型化、インター

先日、長崎県の三上建治政策
ネットの普及、パソコンの普
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民が対話をする中で、役場の職

請時にテレビを通じて職員と市

するという発想だけでなく、申

に申請用のデバイスとして活用

を行政手続に活用する際に、単

例えば、今後、家庭のテレビ

ならないという事態に、一刻も

校をしばらく休校にしなくては

ろう。しかし、感染症対策で学

用を進めていくことは必要であ

でも、教育現場でのデジタル活

は、真の教育のＤＸを進める上

備が進められた。中長期的に

全国の学校に Wi-Fi
など通信
網の整備やタブレット端末の配

が、結局、足元で一番必要だっ

くてはならないという思い込み

と、ＰＣを使って通信を使わな

だ。
「ＤＸ」
（デジタル）という

短期間に対応可能であったはず

はるかに容易であり、はるかに

提付きではあるが、技術的には

の協力が得られれば、という前

はずなのである。テレビ局など

るなどのやり方だってあり得た

もう一つのゴールになるのだ。

うにすることが、今後のＤＸの

高い仕事に注力・専念できるよ

高い貢献ができるような価値の

から解放し、住民に対してより

皆さんを煩雑な事務処理や雑務

る。志高く能力の高い公務員の

雑務を強いて来たという点であ

行政職員にも煩雑な事務処理や

を強いていたのと同様に、実は

る。

となる例が少なくないのであ

求めていた書面そのものが不要

そもその手続自体、又は押印を

ローをデザインし直せば、そも

たのかを改めて見直して業務フ

手続がそもそも何のためであっ

必要とした手続の多くは、その

とは言えないのである。押印を

も、
「アナログ」＝「悪」では

員が画面の向こう側にいる市民
早く子供たちの学びを再開する

をめぐっての誤送金事案が発生

末の調達や通信網の整備、教員

であるとか、組織的なチェック

した。その過程においてフロッ

の習熟など、時間と費用を要す

メーションでより重要なのは、 どり着くための合理的な道筋を

が足りなかったとか、様々なこ

ないのだ。

をリモートでサポートするとい

たことに対応できなかった事例

先ごろ、ある自治体で給付金

うやり方もあるかもしれない。 ためのアプローチとしては、端
観光地などでの様々な情報提供
る今回のようなアプローチでな

描いてやればいいのである。も

とが指摘されている。しかし、

ピーディスクが利用されていた

をすべてスマホなどで検索・閲

くとも、例えば地元テレビ局な 「デジタル」ではなく「トラン

ちろん、予算や人的リソースな

この問題についてもどのような

そういうゴールを描くことさ

覧可能であるからと言って、デ

スフォーメーション」なのであ

どの制約もあり、その他の様々

えできれば、あとは、そこにた

ジタルで完結させるのも、必ず

どの協力を得て、各家庭のテレ

る。

データの扱い方が必要であるか

デジタル・トランスフォー

しも適当ではない。観光地を歩

ビを通じて教員の授業を放送す

な制約もあるだろうから、段階

を考える前に、今日の技術を

とも言えよう。

きながら、いちいちスマホの画

的・計画的に進めていくことが

面を開いて検索したり地図を確

行政のＤＸをどう設計するか？

認するという作業は、必ずしも

ろうか。このように実際のＤＸ

発想が必要となるのではないだ

せながら案内を提供するという

内標識などともうまく組み合わ

はずだ。従来のような街頭の案

案外ストレスを感じる人も多い

外でスマホの画面を見るのは、

ては、手続不要で自動的に必要

も、要件に該当する市民に対し

うになることでもない。そもそ

ば、手続がデジタルで行えるよ

きるようにすることでもなけれ

で今まで以上に簡便に手続がで

あろうか。それは、役所の窓口

サービスの提供の形は、どうで

年後、二十年後の理想的な行政

行政のＤＸを考えた場合、十

運営において市民に多くの不便

はいけないのは、従来の行政

きがちである。しかし、忘れて

ザーにとっての利便性に目が行

重要性が注目され、市民ユー

ばしば「サービスデザイン」の

行政のあり方を考える際に、し

付けるべきである。ＤＸ時代の

続や雑務の縮減もゴールと位置

務」やそれに伴う煩雑な事務手

同時に、行政内部の「窓口業

かし、これは全く本質的な対応

所も多かったと考えられる。し

省略するという形で対処する役

をそのままに、
「押印」だけを

た。
その結果、
従来の業務フロー

る押印（ハンコ）が悪者とされ

められた際に、出社の妨げとな

感染症対応のテレワークが進

ンプルに考えることである。

くための道筋を、できるだけシ

ゴールを決めてそこにたどり着

取組ではないことに留意が必要

えられるが、必ずしも本質的な

進める上では重要な第一歩と考

行政におけるペーパーレス化を

けのタブレット端末の配備は、

り入れられている会議のためだ

なお、いくつかの自治体で取

るかを考えることが、ＤＸの発

ように業務フローをデザインす

なミスが発生しないよう、どの

必要となろうが、
大事なことは、 使ってこのような残念な人為的

を進めていくには柔軟な発想と

なサービスが案内され、提供さ

快適ではない。明るい日中の屋

工夫が求められるのである。

れることがゴールとなるのでは

なかろうか。

新型感染症の影響で学校が休

想方法なのである。

校になる事態に接し、にわかに
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である。ＤＸの世界では、誰も

それぞれ固有のデバイスが必要

とも考えられよう。ただ、市町

ろうか。

形で申請を処理する仕組み」（通

）や、他の
ここまで道筋を描いた上で、 称「書かない窓口」

自治体で導入された「自分の端

村単位でのそのような端末の配

操作が不慣れな方に対するサ

備はコスト面からは非効率であ

末（パソコンやスマホ）で予め

となるような設計は、望ましく

ポートや個別相談が必要な方に

入力したデータをＱＲコード化

ないのである。
るから、整備の在り方は考える

対しては、アシスタントのため

して役所で読み取ることにより

がどのようなデバイスであって

必要がある。むしろ、コンビニ

の人員を配置してサポートすれ

データ入力済みの申請書を印刷

もアクセスできることが望まし
いのであり、特定の目的ごとに
エンスストアの複合端末のよう

ばよいのである。

ドの問題も、道筋を書く段階で

よく言われるデジタルデバイ
イスの操作に不慣れだったりす

バイスを持たなかったり、デバ

る段階においては、デジタルデ

う。テレビの活用が可能となれ

ことも技術的には可能であろ

あるデジタルテレビを活用する

スを活用したり、多くの家庭に

とデジタルが併用されるような

在するからといって、アナログ

デジタルデバイドの問題が存

からデジタルに一本化できてい

の申請に係る業務フローを入口

言えないものの、すべての市民

それ自体は、厳密にはＤＸとは

デジタルデバイドにどう対応するか？

な役所の外にある既存のデバイ

考慮するのではなく、シンプル
るいわゆる「情報弱者」に対し

できるようなアプローチ」は、

に道筋を描いた上で、後から必

ば、全国のほとんどの家庭で、 申請手続きのフローはもはや終

元総務省職員。退職後は、ワークスタイル変革やワー

ケーション推進、DX、若手公務員の人材育成などの分
野でフリーランスのコンサルタントとして活動中。
国家公務員時代には、総務省でオフィス改革やワーク
スタイル変革、若手の人財育成に取り組み、2018年の人

事院総裁賞
（職域部門）を受賞し、天皇皇后両陛下に拝謁。
中央省庁初の、
自治体との短期交換留学（奈良県川上村）
も実現するなど、様々なアイデアを行動に移し、2017年
の日本行政学会では、
「機動力の高いナポレオン型管理
職」として紹介される。
本職以外でも、2019年にはワーケーション自治体協議
会（WAJ）の設立に寄与するなど、新しい時代の地方
創生やデジタルシフトへの取組にもライフワークとして
尽力。
現在は、
（一財）地域活性化センターのシニアフェロー
として地方公務員の人材育成に取り組むほか、（一社）
官民共創未来コンソーシアム理事を務める。

で導入された「窓口で職員が市

北海道北見市や埼玉県深谷市

ローチと考えられる。

ては注目に値する優れたアプ

実現するためのアプローチとし

まとめ

大きな変革を成し遂げるに

これまでのように、ひとつの失

民に変わってデータを入力する

るという点で、段階的にＤＸを

ては、銀行のＡＴＭのような行

公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹
地域力創造アドバイザー
（一財）地域活性化センター 人材開発シニアフェロー
（一社）官民共創未来コンソーシアム理事
（一社）日本ワーケーション協会特別顧問

わりにしなくてはならない。

政用の端末を公民館や図書館、 家に居ながらにして手続を行う
ことも可能となるのではないだ

要な対応を考慮すれば良いので
駅などの公共施設に配備するこ

ある。

龍一（みのうら りゅういち）
箕浦

おいても、これからの社会の発

においても、各地方公共団体に

組織は多くはないのである。国

だＤＸを完璧に実現できている

おいては、民間企業も含め、未

かもしれない。だが、我が国に

となってしまうものも見られる

その過程においては、一見無駄

を、ぜひご理解いただきたいも

で見守るべき取組」であること

さんにも、そのような「長い目

のではないだろうか。市民の皆

方が、行政も議会も求められる

び、前に進んでいくような考え

しても、躓いても、そこから学

な態度で臨むのではなく、失敗

じらを立て、揚げ足を取るよう

は、試行錯誤は必要であろう。 敗、一つの無駄にいちいち目く

展の基盤となるＤＸの実現に向

けたチャレンジが進んでいる。 のである。
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市民が手続きをする必要があ

プロフィール

令和４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/
6
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群馬県町村議会議長会臨時総会を開催

開会挨拶をする仲澤会長

名に感謝状が贈呈された。

年六月以降の本会役員退任者七

選任について承認された（ 任

長及び松村潤邑楽町議会議長の

副会長に角田川場村議長
監事に山田みなかみ町議長
及び松村邑楽町議長を選任
群馬県町村議会議長会は、五
月二十六日午後二時から前橋

期は、いずれも令和四年五月

り総会を閉じた。

最後に山本副会長の挨拶によ

までの残任期間）
。

続いて議事では、欠員となっ

選任を行い、第二順位の副会長

市・市町村会館大会議室におい

に角田文雄川場村議会議長、監

二十六日から令和五年六月一日

新型コロナウイルス感染症拡大

事に山田庄一みなかみ町議会議

て臨時総会を開催した。
総会は、 ていた副会長と監事二名の補欠
防止のため出席者を限定し、町

き、町村議会議長研修会を開催

臨時総会の閉会後、引き続

に本会議における不測の事態へ

進め方について講義があり、主

師に招き、議長としての議事の

町村議会議長研修会を開催

村議会議長及び各郡町村議会議
長会事務局長の計三十名が出席
した。
はじめに、仲澤会長（上野村
議会議長）の開会挨拶の後、昨

した。

の対応について解説を行い、出

席者は熱心に耳を傾けた。

平野

研修会は、全国町村議会議長

「議会運営について
議長としての議事の進め方」

会議事調査部の平野誠参与を講
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氏

誠

全国町村議会議長会
議事調査部参与

角田副会長
山田監事
松村監事

構成する関東町村会は、四月

県及び山梨県の八都県町村会で

玉県、千葉県、東京都、神奈川

茨城県、栃木県、群馬県、埼

為さぬなりけり（上杉鷹山）
」
。

らぬ 何事も 成らぬは人の

銘は「為せば成る 為さねば成

野草、花木・蕎麦打ち。座右の

村生まれ。七十四歳。趣味は山

一九四七年十二月十五日高山

当選町村長紹介

十八日、山梨県富士吉田市にお
いて任期満了に伴う会長選任を
なるために』
（松下幸之助）

感銘を受けた本は『素直な心に

一九五〇年六月三十日東吾妻
町生まれ。七十二歳。趣味は
登山。座右の銘は「一日生涯」
。
感銘を受けた本は『 坂の上の
雲』
。

睦男

四十名が参加した。

ら議会事務局長及び事務局職員

は『人間万事塞翁が馬』
。

ルフ、スポーツ観戦。座右の銘

村生まれ。六十八歳。趣味はゴ

一九五三年七月二十五日南牧

右の銘は「百忍通意」
。

ガーデニング、ボクシング。座

原町生まれ。五十一歳。趣味は

一九七一年四月二十九日長野

萩原

また、研修終了後には出席者
ス感染症拡大防止のためオンラ 【研修内容】

から自己紹介を行った。

月二十二日、議会事務局長・事

イン開催となり、二十二団体か 「最近の地方議会の新たな課題

研修会は、新型コロナウィル

長野原町

務局職員研修会を開催した。

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

で。

日から令和五年七月三十日ま

任期は、令和四年七月三十一

町村会長が選任された。

行い、新会長に本県の茂原荘一

後藤

恒喜
中澤

当選議長の紹介

四月一日 当選

邑楽郡千代田町 小林 正明

議長会役員の異動

堀口 正敏（明和町）

三月三十一日 理事退任

新議員研修会を
開催

群馬県町村議会議長会は、去

る六月二十二日、前橋市・市町

村会館において新議員研修会を

開催した。

研修会は毎年、六月定例会を

終えたこの時期に過去一年間に

初めて当選した町村議会議員を

田邉 信雄（大泉町）

三月三十一日 監事退任

対象として開催しており、今回

会から議事調査部参与の赤羽正

講師には、全国町村議会議長

会事務局職員七名が出席した。

は三町村から議会議員六名、議

四月一日 理事就任

四月一日 理事退任

柿沼 英己（千代田町）

小林 正明（千代田町）

四月一日 理事就任

の諸原則、議員の権限・義務と

法氏を招き、議会の権限、会議

五月十六日 副会長退任

資格、本会議の運営など地方議

藤井 貞充（昭和村）

五月十六日 理事退任

会の仕組みと運営について講義

があり、出席者は熱心に耳を傾

千明 道太（片品村）

五月十六日 監事退任

けた。

環

赤羽 正法

全国町村議会議長会
議事調査部 参与

氏

「地方議会の制度と
運営について」

五月十六日 理事就任

中野喜久勇（甘楽町）

五月十六日 理事退任

相馬 政之（南牧村）

五月十七日 理事就任

～議員のなり手不足、

河野 哲也

議会の個人情報保護～」
事務局次長

事務局課長補佐 亀田

本会事業等について」

「令和四年度

長谷川最定

高山村
東吾妻町

南牧村

幸三

茂原町村会長
関東町村会長に
就任
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豊かで活力ある
村づくりを目指して

し日本百名山の一つでもありま

川場村は群馬県の北部に位置
農業体験研修や川場村の同学年

んが二泊三日の移動教室で訪れ

毎年区民の小学校五年生の皆さ

に進み中学生については現在百

ましたが年々少子化の波が確実

に教育には熱心に取り組んでき

の子供は川場の宝」を合い言葉

文雄

す武尊山の南麓にある自然豊か
の児童と都会では体験出来ない

人を下回るまでになりました。

角田

な村です。面積は八十五㌔平方
アウトドアを満喫してもらって

川場村議会議長

㍍ですが八五㌫が山林・原野で
います。

の流れは早く今年で四十周年に

事業を展開してきましたが、時

世田谷区と多岐にわたる交流

たちの身体や精神の発達に対応

開校を目指しております。子供

構想」を策定し令和七年四月の

ため「川場村小中一貫教育基本

さい頃からの重要な課題である

村の発展・教育は子供たちの小

昔から教育は百年の計であり

あります。昭和六十年に「農業
方針として事業を促進してきま

なりこれを機に末永く交流事業

して子供たちの将来のために議

プラス観光を」村づくりの基本
したが昭和五十六年に東京都の

に世田谷区では令和三年十一月

協定が締結され世田谷区では、 を展開することを誓いあうため

世田谷区と区民健康村相互協力

にそして川場村でも令和四年二

員としても微力ながら応援して

川場村を第二のふるさととして

月に関係者出席のもと盛会裏に

場村の森林資源を多きく活用す

より地域の皆様の協力を得て川

事業でもあります新拠点構想に

り込まれている川場村の大きな

川場村の第四次総合計画に盛

終わりましたがこの協定は田園

た。大磯町議長及び私の祝辞で

書の署名と手交が行われまし

にて両自治体による力強い協定

県大磯町と珍しくクルーズ船上

に関する協定の締結式が神奈川

域の活性化に向けた包括的連携

この様な素晴らしい場所での締

村議会議員としても微力ながら

を目的とするものです。我々も

けた緊密な相互連携を図ること

安定した交流を望みます。

持つ地域経済の活性化と住民の

帰路に向かいましたが大磯町の

結式に参加し、ただただ感動し

の友好的な交流事業とは別に地

また、川場村では世田谷区と

行きます。

業の幸せに満ちた心温まる交流

る役場庁舎の建設が本年度四月

プラザ施設の管理運営を、きっ

事業を希望するものです。

に着工して令和五年秋の完成を

かけとして両地域の活性化に向
そして川場村は昔から「川場

目指しています。

第373号

11 群馬自治
⃞

記念事業を展開しました。本事

世田谷区との交流

川場村計画概要パース部分

議長随想

群馬県町村会（群馬県市町村総合事務組合）事務局職員の募集
※詳細な受験資格、試験内容、勤務条件などは、群
馬県町村会ホームページ（https://gck.gr.jp/）の
「群馬県町村会（群馬県市町村総合事務組合）事
務局職員の募集」をクリックし、ご覧ください（７
月１日更新予定）。
１
２
３
４
５
６

７

職 種：一般事務職
採用予定人数：若干名
採用予定日：
令
 和５年４月１日（群馬県市町村総合事務組合
職員として採用）
年齢要件：平成５年４月２日以降に生まれた人
受験資格
４
 年制大学を卒業した人又は４年制大学を令和
５年３月に卒業見込みの人
試験日・試験方法
第 １次試験：令和４年10月９日（日）・基礎能
力検査、事務能力検査、パーソナリティ検査及
び作文試験
第
 ２次試験：令和４年11月中旬又は下旬（予定）
・
面接試験（第１次試験合格者のみ）
試験会場
前橋市元総社町335-8 群馬県市町村会館

群馬県町村議会議長会関係

新議員研修会 群馬県町村議会議長会関係
各郡町村会・議長会事務連絡会議
決算監査
議会事務局長・事務局職員研修会
理事会
全国町村議会議長
・副議長研修会
全国町村議会事務局職員研修会
理事会
臨時総会
全国町村議会広報研修会
新議員研修会
町村監査委員表彰式・全国研修会
決算監査
理事会
理事会
全国町村議会広報研修会
町村議会議員研修会
理事会
町村議会議長全国大会
町村監査委員表彰式・全国研修会
町村議会広報研修会
町村議会議長全国大会
町村議会広報クリニック
町村議会広報研修会
全国町村議会事務局職員研修会
正副会長会議
正副会長会議
理事会
理事会
定期総会
全国町村議会広報クリニッ
ク
全国町村議会広報クリニック
定期総会

申し込み方法・期間
８月８日（月）から９月９日（金）まで
※郵送の場合は、９月９日（金）の午後５時必
着のものに限り受け付けます。
９ 提出書類
「申込書及び受験票」

、「自己紹介書・志望理由
書」、「卒業見込書（卒業証明書）」
※「申込書及び受験票」は、群馬県町村会 総
務課で交付します。
※「申込書及び受験票」には、写真（縦40ｍｍ
×横30ｍｍ）２枚を貼付してください。
※「自己紹介書・志望理由書」
は、
群馬県町村会ホー
ムページからダウンロードしてください。
10 「申込書及び受験票」の交付
群馬県町村会 総務課において、８月１日（月）
から交付します。
郵送希望者は、封筒に「試験申込書請求」と赤
字で書き、120円切手を貼った送付先明記の返
信用封筒（Ａ４版）を同封し、下記住所へ８月
31日（水）まで必着でお送りください。
11 問い合わせ先
群馬県町村会 総務課（〒371-0846 前橋市元
総社町335-8）
TEL 027-290-1352（河野・今西・菊池）

日
会
場
日 程程
会
場
４月７日
（水）
市町村会館
特別会議室
７月10日（日）
実施町村の指定会場
４月12日
（月）
〜15日
（木） オンライン開催
７月14日（木）
市町村会館 大研修室
４月21日
（水）
市町村会館 特別会議室
７月中旬
市町村会館 大会議室
５月13日
（木）
市町村会館
特別会議室
８月16日（火）
市町村会館 501研修室
５月24日
（月）
市町村会館
大会議室
６月14日
（月）
市町村会館
大研修室
８月17日（水）
市町村会館 大会議室
７月８日
（木）
市町村会館 501研修室
８月18日（木）
市町村会館 特別会議室
７月11日
（日）
実施町村の指定会場
９月18日（日）
実施町村の指定会場
７月中旬
市町村会館
大研修室
８月上旬
市町村会館
大研修室
10月下旬
市町村会館 501研修室
８月18日
（水）
市町村会館
特別会議室
11月上旬
市町村会館 大会議室
８月26日
（木）
市町村会館 501研修室
11月上旬
市町村会館
大研修室
９月19日
（日）
実施町村の指定会場
11月４日（金）
市町村会館湯河原町
特別会議室
10月11日
（月）
〜12日
（火） 神奈川県
10月
下旬
市町村会館
501研修室
11月16日（水）
東京都 グランドアーク半蔵門
11月 上旬
市町村会館
大研修室
11月17日（木）
東京都 グランドアーク半蔵門
11月11日
（木）
市町村会館 特別会議室
11月17日（木）
東京都
ホテルニューオータニ
11月16日
（火）
東京都 ホテルグランドアーク半蔵門
令和５年１月12日（木）
市町村会館
特別会議室
11月17日
（水）
東京都
ホテルグラン
ドアーク半蔵門
11月17日
（水）
東京都
ホテルニューオータニ
２月上旬
市町村会館
大会議室
令和４年１月13日
（木）
市町村会館
特別会議室
２月15日（水）
市町村会館 大会議室
２月15日
（火）
市町村会館 大会議室
２月22日（水）
市町村会館
501研修室
２月22日
（火）
市町村会館 501研修室
３月上旬

市町村会館

501研修室

日
程
会
場
日 程
会
場
６月22日（水）
市町村会館 501研修室
４月７日
（水）
市町村会館 特別会議室
７月15日（金）
市町村会館 議長会役員室
４月23日
（金）
市町村会館 501研修室
７月22日（金）
多野郡上野村
東京都
LINE CUBE SHIBUYA
（渋谷公会堂）
５月19日
（水）
８月１日（月）
東京都 シェーンバッハ・サボー
５月21日
（金）
市町村会館
特別会議室
５月下旬
市町村会館
大会議室
９月20日（火）
東京都 シェーンバッハ・サボー
６月23日
（水）
市町村会館 501研修室
10月26日（水）～ 27日（木） 東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
７月16日
（金）
市町村会館 議長会役員室
10月27日（木）
市町村会館 特別会議室
７月21日
（水）
市町村会館
特別会議室
９月22日
（水）
東京都
シェーンバッハ・サボー
11月１日（火）
吉岡町文化センター
10月22日
（金）
市町村会館
特別会議室
11月９日（水）
東京都 NHKホール
10月26日
（火）
〜27日
（水） 東京都 LINE CUBE SHIBUYA
（渋谷公会堂）
11月24日（木）
市町村会館
大研修室
11月10日
（水）
東京都 明治神宮会館
11月25日（金）
市町村会館 大研修室
11月18日
（木）
・19日
（金） 市町村会館
大研修室
11月24日
（水）
東京都
シェーンバッハ
・サボー
令和５年１月13日（金）
市町村会館
議長会役員室
令和４年1月７日
（金）
市町村会館
議長会役員室
１月20日（金）
市町村会館 特別会議室
１月14日
（金）
市町村会館 特別会議室
２月14日（火）
市町村会館
大会議室
２月15日
（火）
東京都
全国町村議員会館
２月16日（木）
東京都 全国町村議員会館
２月中旬
市町村会館
大会議室

これからの主な行事予定

群馬県町村会関係
群馬県町村会関係
各郡町村会
・議長会事務連絡会議
第１回町村職員採用統一試験
町村新規採用職員研修会
人事評価実務研修会
理事会
知事と町村長との意見交換会
理事会
人物試験評価者研修会
臨時総会
自動車事故処理及び災害共済関係事務担当者打合せ会
総合事務組合議会 第２回定例会
消防団員等公務災害補償に関する事務打合せ会
理事会
第１回町村職員採用統一試験
第２回町村職員採用統一試験
人事評価実務研修会
町村監査委員研修会
町村税務担当課長研修会
理事会
知事と町村長との意見交換会
人物試験評価者研修会
町村総務、財政及び企画担当課長研修会
第２回町村職員採用統一試験
理事会
町村長行政視察
町村税務担当課長研修会
県関係国会議員との意見交換会
町村総務
・財政・企画担当課長研修会
町村長研修会
理事会
全国町村長大会
県関係国会議員との意見交換会
理事会
町村長研修会
全国町村会創立100周年記念式典及び全国町村長大会
定期総会
理事会
総合事務組合議会 第１回定例会
定期総会
会計管理者研修会
町村会計管理者研修会
複式簿記
（入門）
研修会
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