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順調に行われているワクチン接種（邑楽町中央公民館）
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５月臨時会・６月定例会
議会の構成が決まる（正副議長・各常任委員等）
一般質問

５人の議員が町の考えを問う

・大賀孝訓議員

・松島茂喜議員

・小島幸典議員

・大野貞夫議員

・小久保隆光議員
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邑楽町議会のホームページに
アクセスできます
議会だよりなど議会に関することや
本会議の模様を動画による録画配信
でご覧いただけます

就任あいさつ

松村

議長

令和３年５月

潤
歳 ３
(期

)篠塚

思いであります。

現在、コロナ禍ということで、社会、経済環

境は未だかつてない大変厳しい状況にあり、議

決機関、行政監視機関としての役割を持つ議会

れております。議会の最高規範である議会基本

町民の皆さまには、
対しまして、温かいご

条例の理念に基づき、常に『町民に分かりやす

には、今まで以上に機能の充実、強化が求めら

支援とご協力を賜り、

い開かれた議会』を目指し、的確な施策の推進

平素より邑楽町議会に

心より厚く御礼申し上

に向け、町民の皆さまのご期待にお応えしてい

歳 ３
(期 新
) 中野

意見交換会』を開催させていただきました。
また、本年度９月議会からは、館林市・邑楽
郡内では先駆けとなりますタブレット端末を導
入し、ＩＣＴ化による議会機能の強化を図って
まいります。
コロナ禍にある現在、議会の役割と責任は、
ますます大きくなっております。それと同時に、
多くの課題が山積しておりますが、議長を補佐
し、さらに議会改革を進め、町民の皆さまの期
待に応えられるよう、努めていく所存でありま
す。
今後ともご指導を賜りますよう、心よりお願
い申し上げ、就任のごあいさつとさせていただ
きます。

い申し上げ、就任のごあいさつといたします。

今後ともご指導を賜りますよう、心よりお願

くため議会改革を進めていく所存であります。

げます。
日に開催された臨時会におき

まして、議員皆さまのご推挙を賜り、第 代議

松島 茂喜

副議長

であるとともに、職責の重さに身の引き締まる

長に就任させていただきました。身に余る光栄
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新しい議会構成決まる

潤
泰治

票
６票

５月 日に臨時会が開か
れ、議長に松村潤議員、副
議長に松島茂喜議員が選出
されました。また、各常任
委員会などの議会構成と一
部事務組合議会議員を選出
しました。選挙結果と議会
構成は左記のとおりです。

議 長
◎松村
小沢

（◎印が当選人）

選挙結果
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５月臨時会におきま
して、議員皆さまのご
推挙を賜り、副議長に
就任させていただきま
した。身に余る光栄で
あるとともに、その職
責の重さに身の引き締まる思いであります。
さて、邑楽町議会では、令和元年６月より
『町民に分かりやすい開かれた議会』を基本理
念として、議会改革を進めております。『邑楽
町議会基本条例』の制定をはじめ、『議会に対
する町民アンケート』の実施や『議会報告会・

８
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登 委員

島田 時男 委員

産業福祉常任委員会

小島 幸典 委員 小沢 泰治 委員
黒田 重利 委員長

総務教育常任委員会

大賀 孝訓 委員 大野 貞夫 委員
原 義裕 副委員長

都市建設課、農業振興課、農業
委員会、商工振興課、子ども支援
課、健康福祉課、安全安心課の所
管に関する事項について、調査及
び議案・請願などを審査するため
設置されています。

神谷 長平 委員 黒田 重利 委員
大野 貞夫 委員長

総務課、企画課、税務課、住民
課、会計課、教育委員会の所管に
関する事項及び他の常任委員会の
所管に属さない事項について、調
査及び議案・請願などを審査する
ため設置されています。

佐藤 富代 委員 塩井 早苗 委員
原 義裕 副委員長

議会広報委員会

町議会における審議の状況や議
会活動などを広く周知するため、
各定例会後に「おうらまち議会だ
より」を発行しています。委員会
では、原稿の作成やチェックなど
を行うため、編集会議及び校正会
議を開催しています。
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大賀 孝訓 委員 小久保 隆光 委員
瀬山 登 委員長

島田 時男 委員 黒田 重利 委員
佐藤 富代 副委員長

神谷 長平 委員
塩井 早苗 委員長
佐藤 富代 副委員長

瀬山
小久保 隆光 委員 松島 茂喜 委員

議会運営委員会
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総務教育常任委員会及び産業福
祉常任委員会の正副委員長と委員
の計６人で構成され、正副議長が
オブザーバーとして出席します。
議会運営に関する事項、議長の諮
問に関する事項などを担当し、議
会運営が円滑に運営されるよう審
議します。

No

早苗
富代

【一部事務組合議会議員】
行政の効率化などを図る
ため、関係する市町で特定
の事務事業を共同で処理し
ています。
邑楽館林医療事務組合議会
議員
塩井
佐藤
館林地区消防組合議会議員
小島 幸典
原
義裕

潤
貞夫
重利

大泉町外二町環境衛生施設
組合議会議員
松村
大野
黒田

潤
登

太田市外三町広域清掃組合
議会議員
松村
瀬山

潤

可決された議案
５月臨時会
【専決処分の承認】
邑楽町税条例等の改正
邑楽町都市計画税条例の改
正
「地方税法等の一部を改正
する法律」が、４月１日か
ら施行されたことに伴い、
専決処分された条例の改正
について、承認しました。

一口メモ
専決処分ってなに？
議会が議決をしなけ
ればならない議案につ
いて、町長が議会を招
集する時間的余裕がな
い緊急の場合に、町長
が議会に代わって処理
を行うことです。この
場合、次の議会に報告
し承認を求めなければ
なりません。

６月定例会
【人事案件】
教育委員会教育長の任命
教育委員会教育長の任命
について同意しました。
藤江利久さん（篠塚）
◆
固定資産評価審査委員会委
員の選任
固定資産評価審査委員の
選任ついて同意しました。
松原茂雄さん（中野）

◆
邑楽町議会会議規則の一部
を改正する規則
「標準」町村議会会議規則
の一部が改正され、議会へ
の欠席事由の整備及び議会
への請願手続きについて、
規則の一部を改正しました。

【契約の締結】
邑楽町立長柄小学校東校舎
トイレ及び内部改修工事
契約金額
５５５５万円
契約の相手方
邑楽町大字赤堀
株式会社 徳川組
◆
邑楽町立邑楽南中学校南校
舎トイレ及び内部改修工事
契約金額
１億７８０万円
契約の相手方
邑楽町大字赤堀
株式会社 徳川組

９２億１, ３０２万円

３億１, ６５２万円

８８億９，６５０万円

計

会

般

一

額

総

算

予

額

正

補

額

現

算

予

別

計

会

群馬東部水道企業団議会議
員
松村

【条例改正等】
邑楽町議会議員及び邑楽町
長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例
「公職選挙法の一部を改正
する法律」の施行に伴い、
条例を制定しました。
◆
邑楽町固定資産評価審査委
員会条例の改正
審査申出書等の書面への
押印及び署名について、納
税者等の負担軽減を図るた
め、条例の一部を改正しま
した。

■令和３年度補正予算額（６月）
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令和３年第１回邑楽町議会臨時会及び第２回邑楽町議会定例会

議

案

等

員

名

果

議

結
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

小島幸典
大野貞夫
小沢泰治
神谷長平
松村
潤
原
義裕
塩井早苗
松島茂喜
瀬山
登
大賀孝訓
黒田重利
小久保隆光
佐藤富代
島田時男

議席番号

No

提出議案と議員の賛否

第１回臨時会（５月）
承 認
第２号

専決処分の承認を求めることについて
（邑楽町税条例等の一部を改正する条例）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

承 認
第３号

専決処分の承認を求めることについて
（邑楽町都市計画税条例の一部を改正する条例）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

第２回定例会（６月）
同 意
第１号

教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

同 意
第２号

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可 決

議 案
第30号

邑楽町議会議員及び邑楽町長の選挙における選挙運動の公費負担に
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決
関する条例

議 案
第31号

邑楽町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

議 案
第32号

工事請負契約の締結について
（邑楽町立長柄小学校東校舎トイレ及び内部改修工事）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

議 案
第33号

工事請負契約の締結について
（邑楽町立邑楽南中学校南校舎トイレ及び内部改修工事）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

議 案
第34号

令和３年度邑楽町一般会計補正予算（第１号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

発 議
第２号

邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ 可決

※ ○･･･賛成
×･･･反対
議･･･議長（議事進行を行う議長は採決に加わりません。賛否同数の場合のみ議長裁決として賛否を表明します）

邑楽町議会ＩＣＴ化の推進へ向け
タブレット端末導入の研修会を開催

ことで、紙の使用量を減ら
し 環｢境負荷の低減 を｣図る
ことができます。また、資
料の共有、閲覧が瞬時にで
きるなど「効果的・効率的
な議会運営」や「議員活動
の充実」、議員の「ＩＣＴ
のスキル向上」が期待でき
ます。職員においても「業
務の効率化」を図ることに
なります。
邑楽町議会では、ＩＣＴ
化の推進により、議会活動
がさらに活発になるよう努
めて参ります。
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邑楽町議会では、９月定
例会から導入される、タブ
レット端末を利用した「ペ
ーパーレス会議システム」
の研修会を開催しました。

このペーパーレス会議シ
ステムは、邑楽町議会が進
めている議会改革の一つで
ある「ＩＣＴ化の推進」に
より導入されるものです。
これまで、議案書や常任
委員会の資料などは紙で配
付されていましたが、ペー
パーレス会議システムの導
入により資料を電子化する
研修会のようす

導入されるタブレット端末

一般質問

防災の進捗状況と

本年５月に災害対策基
本法が改正された。要
支援者に対する個々の避難
計画はどのように考えてい
るのか。
町長 要支援者を安全
に誘導できるようにし
ていき、皆さんが安心して
生活できるような環境をつ

上流下流というような
問題もあるが、町のど
こが危ないというマップを
単独で作ってもいいのでは
ないか。
安全安心課長 過去に
浸水や冠水があった場
所を現在のマップに表示す
るなど、分かりやすく改良
していきたい。

成をしていきたい。

行政改革について

邑楽町における自然災
算が必要になり、広域で考
害で一番危惧されるこ
えた方が費用対効果も見込
とは何か。
まれる。現状に合った防災
町長 ２点あるかと思
マップについては、群馬県
うが、１点は確率が非
減災対策協議会で提案して
常に高まっている首都直下
いる。
型地震。もう１点は利根川、
渡良瀬川の両河川に挟まれ
重ねて聞くが、内水氾
た本町では、内水氾濫など
濫のハザードマップに
の自然災害が想定される。
ついては、どの程度研究が
これらに対する危機管理体
進んでいるのか。
制を持っていなければなら
安全安心課長 現状の
ない。
防災マップを増刷して
おり、在庫状況などを確認
この二大河川に挟まれ
しながら改訂版の作成を検
た本町では、内水氾濫
討していく。
のハザードマップの必要性
が論じられてきたが、進捗
町のハザードマップの
状況はどうなっているのか。
改訂版はいつできるの
安全安心課長 本町は
か。
他市町に比べ下流域で
安全安心課長 無駄の
あり、町独自では多額の予
ないようなマップの作

大賀 孝訓
議員

くっていきたい。

群馬県の避難ビジョン
が作成されたが、町の
対応は。

避難行動を
より具体化したい

町長 避難行動を要支
援者の個別避難計画、
名簿作成についてはそろえ
てあるが、より具体化した
い。

学校における防災教育
をどのように考えてい
るのか。
教育長 幼小中の連携
により、学校に取り残
された子どもたちを無事に
親に返すという訓練も必要
と考えている。

社会インフラが、災害
に巻き込まれないよう
な国土強靭化地域計画の作
成はどこまで進んでいるの
か。

安全安心課長 現在、
コンサルタントと委託
契約をして、取りまとめを
している。庁内検討委員会
や審議会の答申、パブリッ
クコメントを経て、今年度
中に完成する予定である。

その他の一般質問
・行政改革について

避難の拠点施設である邑楽町中央公民館

6

一般質問

12

４月 日に開始した接
種予約では、電話を何
百回かけても予約が取れず、
多くの町民に迷惑を掛けた。
その状況下において、余剰
ワクチンの取り扱いを事前
公表することなく、町長と
教育長が優先的に接種した。
その理由は何か。
町長 ５月 日にキャ
ンセルが出て、ワクチ
ンが無駄にならないように
と担当から連絡が入ったた
めである。
教育長 副町長が接種の本
部長であるので、その指示
に従った。教育を預かる立
場として早めに打って、そ
の症状がどういうものなの
か知るということも大事だ
と思っている。
10

い。

それをなぜ積極的に話
さないのか。
副町長 そういった単
純ミスは公表していな

12

接種について

新型コロナワクチンの

23

それでは、５月 日の
接種開始まで、事前公
表するのに相当な期間があ
ったはずである。公表する
意志が全くなかったのか、
私が指摘するまで気が付か
なかったのか、どちらなの
か。
副町長 指摘を受ける
までそういった認識が
無かった。

※

不信感や不安感を町民
に与えてはならないこ
とは、行政の最低限の仕事
である。改めていただきた
い。現在の余剰ワクチンの
接種基準がクリアされた場

しなければなりません。

合の対象者はどんな設定か。 ※ワクチンを解凍…ワクチン
は冷凍庫で保管しているため、
副町長 当面の間はそ
のまま進めて行きたい。 使用する時は室温などで解凍

担い手不足の中、７月
末で高齢者の接種が完
了する。その後はいつ接種
できるのか町民は不安であ
る。早急な情報提供が必要
だと思うが。
副町長 その方向性が
明らかになった時点で
速やかに町民にお知らせし
たい。

接種順位も自治体の状
況で変化している。今
から方針くらいは、定めて
おく必要がある。接種開始
優先基準は、誰が、い
だったが、町長と教育長は
から１カ月以上経過したが、
つ、どこで定めたのか。 本当にそのキャンセル分で
見えてきた課題は何か。
副町長 ４月 日に開
接種したのか。
副町長 町民に対する
催した実施本部の会議
副町長 ５月 日は、
豊富で正確な情報提供
である。
１６０人の接種を予定
や、確実に接種の意向が確
していたが、受付用の名簿
そ ご
と集計表の間に齟齬があり、 認できる方法を検討したい。
１６５人分のワクチンを解
また、長期間にわたる医師
凍してしまった。
や職員などの勤務体制をど
う補償するのかが課題であ
る。

松島 茂喜
議員
全く残念である。町民
の気持ちを一つも酌ん
でいない。キャンセルが出
たので接種したという説明

7

19
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No

一般質問

全国で新型コロナウイ
ルス感染者が約 万２
千人、群馬県では約７千９
７０人、町では 人と聞い
ている。感染者の現状は。
健康福祉課長 群馬県
では６月 日現在、１
０３人が入院し、そのうち
の 人が重症。宿泊施設で
の療養者は 人と公表され
ている。また、変異ウイル
ス感染者については、６８
１件の報告があり、死亡者
は、県内発生のうち１４７
人となっている。
38

10

60

77

高齢者のワクチン接種
については、医師や看
護師が確保され、７月末に
は完了すると聞いているが
現状は。

10

新型コロナウイルス

方向を向いて行うほか、飛
沫が飛ばないように配慮し
ている。中学校においては
秋に合唱コンクールを予定
しているが、課題曲を歌う
際はマスクを着用し、練習
している。給食時は、まず
給食の前に手指を消毒し、
配膳当番は手袋を着用して
いる。給食は自分で取りに
行き、マスクを着用し、全
員が同じ方向を向き、マス
クを外し無言で食べるよう
にしている。部活動におい
ては、活動内容の制限や室
内では換気を徹底するほか、
運動をするときは間隔を十
分確保して活動している。
共用の道具は消毒を行い、
感染防止対策を常に心掛け
ている。

感染防止対策について

健康福祉課長
歳以
上の接種を希望する全
ての方に関し、７月末接種
完了の目途が立っている。
７月末までに接種できなか
ったら終わりということで
はなく、受けたくなった時
に接種の予約を取っていた
だくことが可能で、安心し
ていただけるかと思う。
学校生活について、声
を出す音楽教育での感
染防止対策は万全か。また、
給食時間や部活動での感染
防止対策はどのようにして
いるのか。
教育長 音楽の時は、
常にマスクを着用し換
気を行っている。合唱やリ
コーダーの演奏は子ども同
士距離を取り、全員が同じ

65

小久保 隆光
議員

新型コロナウイルス感
染症の後遺症に悩んだ
り、生活に追われた困窮者
への支援や対策は。

引き続き緊張感を
もって取り組む

町長 コロナに感染し
た方については、本人
の申請に基づき見舞金を交
付するが、町ではその方々
の把握はしていない。社会
福祉協議会では、生活再建
までの生活資金を貸し出す
小口生活資金の貸付など多
岐にわたり応援している。
感染防止に向け、今後も引
き続き緊張感をもって取り
組んでいきたい。

町のワクチン接種会場（邑楽町中央公民館）

8

一般質問

邑楽町のふるさと納税
の過去３年分の金額は
どのような額か。
総務課長 平成 年度
が１５６万円、令和元
年度が１千 万２千円、令
和２年度が１千２２８万５
千円である。

ふるさと納税の

スポーツなどの各種団
体を応援してもらい、
会をつくった方を含めたみ
んなが盛り上がるのではな
いか。そういう組織づくり
をどう思うか。

有効に活用できる
ように努める

町長 寄附されたふる
さと納税を有効に活用
できるように努めていくこ
とが、与えられた仕事だと
理解している。

子どもたちの給食費へ
の充当は可能か。
総務課長 給食費に充
てることは良いが、ど
の程度が良いのかなど、他
の事業との兼ね合いもあり
検討させてほしい。

ふるさと納税をしてく
れた人が、町の教育や
る会議などは設けていない。
産業などを知る意味で会を
寄附者から使い道の希望を
つくってもらいたい。また、
聞き、その結果を受け、該
寄附金がどう使われたのか
当するような事業へ割り振
見えるような組織をつくっ
っている。町では、個別の
てもらいたい。
事業へのふるさと納税は募
教育長 使い道を検討
っていない。今後、そのよ
する会だが、ふるさと
うな要請、要望などがあれ
納税は基金に積み、そこか
ば、その事業をふるさと納
ら割り振るので、予算書で
税の結果に応じて実施する
どのように使われているの
ようなことも検討したいと
かが分かり、健全に運営さ
思う。
れていると思っている。

使用箇所と目的は

寄附金の使途について
は、町の考えで使用場
所を決めているのか、それ
とも寄附者の意見か。
総務課長 ふるさと納
税の寄附を申し込むと
きに、６つに分かれている
使い道の中から希望するも
のを一つ選んでいただいて
いる。その意見を参考に、
ふるさと振興基金から該当
する事業へ総務課で予算を
割り振っている。

小島 幸典
議員
総務課だけでは、どの
ように割り振りの額を
決めているのか不透明であ
る。協議する団体に民生委
員児童委員などは参加して
いるのか。
総務課長 ふるさと納
税の割り振りを検討す

返礼品の決定方法は。

総務課長 寄附をする
ときに希望する品を選
択できるようになっている。

9

30

ふるさと納税された寄
附金のこれまでの具体
的な使途と、過去３年間の
総額は。
総務課長 各年ごとに
ふるさと振興基金に積
み立てをし、翌年度以降、
予算に繰り入れて使用して
いる。福祉事業やおうら祭
り、バスなどのふるさとづ
くりに関係するものに充当
している。３年間の総額は、
２千４４４万７千円になる。

町ホームページでふるさと納税を募る

60

168
No

一般質問

業務が多岐に渡る職場
であり、さらにコロナ
ウイルスで仕事量が非常に

11

30

町長 現時点では、増
員の考えはない。組織

50

の仕事をする上で、コロナ
の問題でいえばそのことに
精通をしている職員が必要
になる。職員を採用し、そ
の職員がいろんな問題を把
握するまで時間がかかり、
結果、専従職員の労力がそ
ちらへ向けられ本来の仕事
が後手に回ってしまう。健
康の問題もあるので、『十
分気を付けるように』と指
示はしている。コロナワク
チン接種については本部長
（副町長）を中心に、副本
部長（総務課長、健康福祉
課長）、その他職員が約
人、また、民生委員児童委
員、ボランティアの皆さん
の協力により事業が進めら
れている。

危機管理について

町の行政執行における
大野 貞夫
議員
新型コロナウイルス感
増え、時には夜 時近くま
染症対策の前面に立た
で仕事をしている実態があ
されている保健センターの
ると聞いた。センター長以
業務の概要について聞きた
外は女性で、 代が多く子
い。
育ての真っ最中である。仕
健康福祉課長 正規職
事を休まざるを得ない場合、
員は、センター長１人、 他の職員に負荷がかかると
保健師８人、管理栄養士１
いう悪循環もあったと聞い
人の計 人である。地域住
た。行政執行をしていく上
民に対し、総合的な保健サ
での危機管理が問われてい
ービスを提供する施設で、
る。今後も感染状況は続く
母子保健、健康づくり、精
のではないか。そういう点
神保健、食育、保健衛生の
では緊急事態である。自治
業務を行っている。それぞ
体は、町民サービスが主た
れの事業で妊娠期から高齢
る仕事であり、それには、
期、全ての住民が健康な状
ある程度のゆとりが必要で
態で日常生活を送る点で欠
ある。職場の労務管理はど
かせない施設である。
うなっているのか。職員の
増員を検討すべきではない
か。
10

役場の正規職員は、平
疲弊しないような状況をつ
成 年が１９６人、令
くることが、与えられた仕
和３年が１９５人、非正規
事だと思っている。
職員は２４１人である。一
年ごとの契約のため身分保
障が不安定な非正規職員が、
全職員の半数以上を占めて
いる。基本的には、正規職
員を増やす必要がある。効
率第一主義というのが典型
的な民間委託で、実際に行
っている自治体もあるが、
本来の自治体の仕事は公務
員としての職員が行うべき
である。９月議会で提案予
定の機構改革、それについ
ての充実した住民サービス
と第六次総合計画に基づく
まちづくり、この実現のた
めに思い切った人材の活用
が望まれると思うが。

町長 職員数は定員の
２割ほど少なくなって
いる。その結果、いろんな
問題を起こすようなことが
あってはならない。職員が

職員が疲弊しない
ような状況をつくる

24

町民の健康を守る砦の邑楽町保健センター

10

定年退職を機に野菜作り

年目になりまし

15

私は、定年退職後、毎日畑通いをして

います。もうかれこれ

た。畑は、亡き義父から受け継ぎました。

義父もその時は後期高齢でしたので『今

後、良かったら野菜作りでもしてみない

か』とのことでした。昔、私の両親も農

議会のうごき

業をしていたので手伝うこともあり、な

んとかできるかなと思い、快く受けまし

た。『好きこそ物の上手なれ』で、現在

に至っております。

畑では、七色畑的でいろいろな野菜や

果樹もやっています。年間を通して忙し

いですが、作物ができる楽しみを実感し

ています。妻も農作業に事細かに頑張っ

ており、毎日夫婦で畑仕事をしています。

畑があることによって私たち夫婦も、生

きがいがあり、体調も維持することがで

き、義父には感謝しております。この先

168

もできる限り頑張っていけたらと思って

おります。

No

浅沼

５月

７月

12日
13日
14日
21日
26日

１日 太田市外三町広域清掃組合議会
５日 タブレット端末操作説明会
６日 議会広報委員会編集会議
ペーパーレス会議システム操作説明会
全員協議会
７日 館林地区消防組合水防協議会
館林地区消防組合議会
９日 群馬東部水道企業団議会
１４日 議会広報委員会校正会議
１９日 ぺーパーレス会議システム操作説明会
２０日 全員協議会

議会運営委員会
総務教育常任委員会
全員協議会
臨時会
邑楽郡町村議会議長会臨時会

６月

２日 議会運営委員会
３日 総務教育常任委員会、産業福祉常任委員会
４日 全員協議会
１４日～１８日 ６月定例会 （本会議、議会運営委員会、各常任委員
会、全員協議会、議会広報委員会）
29日 大泉町外二町環境衛生施設組合議会

宏

（馬場大林・25 区）

産業福祉常任委員会正副委員長

邑楽町ワクチン接種会場・県営東毛ワクチン接種センター状況調査報告
６月８日、ワクチン接種を開始し１カ月が経過した町の接種会場は、当初
の配置から最短でシンプルな動線に進化していました。予約者の待ち合いも
民生委員児童委員の協力のもとスムーズに行われ、全体を通し経過観察まで
誰もが安心して接種できると実感しました。
６月23日には、東毛ワクチン接種センターを視察させていただき、予診票
のチェック体制の強化や1日に３回全体ミーティングを行うなど誤接種防止
に向け徹底された運営がされていました。
それぞれの会場が各々のスペースを有効に活用し､スムーズな接種が心掛
けられていることを知り､有意義な視察となりました。
産業福祉常任委員会 委 員 長 塩井早苗
副委員長 佐藤富代

東毛ワクチン接種センター

議会を傍聴しましょう

９月７日

次回の定例会は

（開会は原則、午前１０時

１7日を予定しています

から

一般質問は８日、９日を予定）

住所•名前•年齢を受付票に書くだけでどなたでも傍聴できます｡
役場庁舎１階ロビーのテレビにおいても､本会議の模様を中継し
ていますので､お気軽にご覧ください｡
議会の会議録（議事などの経過をそのまま記録したもの）は、
図書館、中央公民館、長柄公民館、高島公民館に置いてありま
す。また、ホームページでも会議録全文や本会議の様子を動画配
信により見ることができますので、ご覧ください。

邑楽町議会

詳しくは、議会事務局まで ４７－５０００
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、傍聴をご遠慮いただく場合があります。

11

の生まれは、鹿児島
あの景色は、今でも忘れま

頃はよく遊んでいました。

楽しく暮らしています。

り合った方たちに支えられ、

鹿児島県奄美大島

県奄美大島です。鹿

ています。奄美大島と聞く

縄本島のほぼ中間に位置し

メートル、鹿児島本土と沖

の仕事が忙しかったので、

したが、小学生の頃は両親

都品川区に引っ越しをしま

父の仕事の関係で、東京

です。

どもたちに見せてあげたい

思います。あの青い海を子

ので、今度行ってみたいと

と一緒に行ったことがない

奄美大島には、まだ家族

と小さな島を想像するかも

夏休みには妹と二人だけで

皆さんもぜひ奄美大島の

せん。

知れませんが、それほど小

飛行機に乗り、祖母が待っ
大自然の中で思いっきり遊

さくはなく面積は沖縄本島
奄美大島といえば、豊か

び、祖母の作る島料理を食

青い海を見に来てください。

な自然、そして美しい海で

べ、毎年夏休みの一カ月ほ

ている奄美へ行きました。

児島から南に約４００キロ

私

田部井 美穂

の８割ほどです。

す。祖母の家の目の前には

編集後記

群馬県の新型コロナウイルス感染

症拡大状況が、最近落ち着いてきた

12

《皆さまのご意見、ご要望など議会広報委員会までお寄せください。点訳版をご希望の方は、ご連絡ください。》

ように思います。５月の大型連休前

には、感染が再び広がり第４波に見

舞われましたが、まん延防止等重点

措置の適用により、飲食や観光など

さまざまな制約に多くの県民が理解

し、我慢し、協力した結果だと思い

ます。さらには、医療関係者のご尽

力により、ワクチンの接種が急ピッ

チで進められている効果も出ている

のだと思います。

さて、邑楽町議会では、議員の任

期４年の折り返し点を過ぎ、５月臨

時会において議長をはじめ常任委員

会などの議会構成、一部事務組合議

会議員などの改選を行いました。議

員各位が新たな気持ちでよりよい町

議会広報委員会は、引き続き同じ

づくりに取り組んでいきます。

メンバーで『分かりやすく、親しみ

のある議会だより』を皆さまにお届

記）

けしたいと思います。どうぞご愛読

（瀬山

をお願いいたします。

誤：山田孝之さん

正：山田孝行さん

潤

松村

議会議長

□発行人

群馬県邑楽町議会

□発行

TEL0276-47-5000

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 2570-1

邑楽町議会広報委員会

□編集

そして、夫の転勤を機に
邑楽町に越して来ました。
邑楽町は子育てがしやすく、
夫の両親や子どもの縁で知

16

おうらまち議会だより１６７号（令和３
年４月 日発行） ページ、わたしのふ
るさとのお名前に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

30

どを過ごしていました。

168

綺麗な海が広がり、小さい

No

（藤川・16 区）

奄美大島の青く美しい海

