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域で、家庭で、それぞれの個性と能
力を発揮できる 「男女共同参画社
会」 を実現するためには、皆さん一
人一人の取り組みが必要です。この
機会に、私たちの周りの男女パートナ
ーシップについて考えてみませんか。
問 県庁生活こども課（ ☎０２７-２２
６-２９０２）

お知らせ
県テレワークサイトがオープン

県内のテレワーク・コワーキング
施設、約30カ所をまとめたポータル
サイトがオープンしました。施設の
サービス内容や周辺情報、利用者の
感想の他、県内の温泉やキャンプ場
の位置情報なども掲載しています。
ぜひご覧ください。
問 県庁ぐんま暮らし・外国人活躍
推進課
（ ☎ 027-226-2371）
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試練を乗り越え、未来を切り拓
試練を乗り越え、未来を切り
拓く
ほりぐちきょう じ

先月９日、高崎市出身で日本屈指の総合格闘家である堀口恭司選手が来訪。
じんたい

久々に言葉を交わしました。堀口選手は右膝前十字靭帯断裂と半月板損傷の大
ラ イ ジ ン

けがを克服し、2020年12月、日本の総合格闘技団体「RIZIN」バンタム級
タイトルマッチで、強敵に見事勝利し王座を奪還しました。その不屈の闘志や

精神力は「ポジティブ・シンキング
（前向き思考）
」から来ていると強く感じます。
堀口選手の「最後まで諦めない姿勢」は、多くの格闘技ファンのみならず、

新型コロナウイルスとの厳しい長期戦を強いられている私たちにも、大きな勇
気とエネルギーを与えてくれています。あらゆる試練を乗り越え、未来を切り
し どうじん

拓いてきた堀口選手の姿は、群馬県が育成を目指す「始動人」そのものです。

久々の対談では、最新の試合や今後の目標、また県の未来構想など幅広い

話題で盛り上がりました。今後、新しい群馬

を創造する知事の挑戦にもさまざまな形で協
力してもらえることになりました。堀口選手

6月から7月は「薬物乱用防
止広報強化月間」です

のふるさとを思う気持ちに改めて深く感銘を
受けました。堀口選手に負けないよう、これ

「薬物乱用」とは、社会のルール
から外れた方法で覚醒剤や大麻、Ｍ
ＤＭＡなど薬物を使うことです。
昨年の県内における覚醒剤や大麻
などの違法薬物の検挙数は２２２人
で、県内においても違法薬物がまん
延しています。
特に若年層での大麻の乱用が増加
しており、昨年、全国の警察が大麻
に関連した事件で検挙した20歳未満
の人は、994人と過去最多でした。
「１回くらいなら」という安易な気
持ちが人生を狂わせることになりま
す。恋人や友達などから甘い誘いが
あっても「ダメ、絶対」ときっぱり断
り、絶対に違法薬物と関わらないよう
にしましょう。
問 県警察本部組織犯罪対策課（ ☎
０２７-２４３-０１１０）

県民防犯運動を実施します

6 月11日から20日まで「県民防
犯運動」を実施します。県内各地
で、さまざまなイベントや啓発活動
を行います。
地域や家族との絆を深めて犯罪被
害を防ぎましょう。
運動重点
・子供・女性が被害者となる犯罪被
害の防止
・ オレオレ詐欺を始めとする特殊詐
欺被害の防止
問 県警察本部生活安全企画課
（☎
027-243-0110）

6月23日から29日は「男女
共同参画週間」です

平成11年６月23日に男女共同参
画社会基本法が公布・施行されたこ
とを踏まえ、国では毎年この１週間を
「男女共同参画週間」としています。
本県は、市町村の審議会などの委
員や自治会長に占める女性の割合が
全国最下位です。
男性と女性が職場で、学校で、地

からも「ポジティブ・シンキング」で群馬県
をもっとドキドキ・ワクワクする場所にする
ため、全力で取り組んでまいります。

6月は廃棄物適正処理推進
強化月間です

県では、廃棄物の不法投棄や不法
焼却などの不適正な処理を防止する
ため、６月を 「廃棄物適正処理推進
強化月間」と定めています。
期間中、休日監視パトロールやヘリ
コプターによる上空からの監視、啓発
活動など適正処理に向けた取り組み
を集中的に実施します。
廃棄物の不適正な処理は、未然防
止と早期発見がとても重要です。地
域の環境を地域で守っていくため、廃
棄物の不適正処理を見かけたら、日
時や場所などの情報提供にご協力を
お願いします。
・自宅近くで廃棄物の焼却と思われ
る行為を見かけた
・出張先で廃棄物の投棄と思われる
場所を見つけた
問 県産業廃棄物110番（ フ０１２０
-８１-５３２４）、県庁廃棄物・リサイ
クル課（ ☎０２７-２２６-２８６6）、県
環境森林事務所、県環境事務所

出典：政府広報オンライン

3年連続受賞！

広報番組のお知らせ

令和4年全国広報コンクール

ユ ー チ ュ ー ブ

YouTube ・ テレビ番組

ぐんま広報が入選

自治体の広報媒体などを対象とした全国広報コ
ンクール（日本広報協会主催）において「ぐんま広
報３年12月号」が広報紙の都道府県・政令指定
都市部で、入選しました。おととし、昨年に引き
続き、3年連続の受賞となります。
紙面の色使いや特集内容の深掘りなど、見やす
く、伝わりやすい工夫をした点が評価されました。
これからも、県民の皆さんが興味や親しみを持
ち、手に取りたくなるような広報紙を目指してい
きます。
問 県庁メディアプロモーション課（ ☎ 027-

226-2162）

●配信中！日経テレ東大学
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Re:Hack旅

労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、毎年４月 1
日から翌年３月31日までの１年間を
単位として計算されます。事業主は、
期限までに手続きをお願いします。
手続き方法 所定の申告用紙、電子
イー ガ ブ
申請システム「e-Gov」
※申告用紙は事業主宛てに、５月中
に送付済みです
手続き期限 ７月11日（月）まで
他

・手続きが遅れると、政府が労働保
険料・一般拠出金の額を決定し、さ
らに追徴金（労働保険料・一般拠出
金の10%）を課すことがあります
・手続きは、電子申請および電子納
付が便利です
・詳しくは 「e-Gov」 ホームページ
をご覧ください
問 群馬労働局総務部労働保険徴
収室（ ☎ 027-896-4734）、県内
労働基準監督署・各公共職業安定
所、県庁労働政策課（ ☎０２７-２２６
-３４０２）

スポーツ・文化情報
ザスパクサツ群馬試合情報
日程

開始時刻

６月12日
（日）

午後６時

会場

対戦相手

栃木ＳＣ
正田醤油
７月２日
（土） 午後７時30分 スタジアム群馬 アルビレックス新潟

問 ザスパ
なり た ゆうすけ

にしむらひろゆき

出演 成田悠輔、西村博之（ひろゆき）
、山本一太知事
配信 日経テレ東大学
（YouTube チャンネル）

●ADオグリの事件簿

お ぐり ゆ

い

草津温泉を舞台に AD オグリ（⼩ 栗 有 以 AKB48）が草
ひ

ほん そう

☎ 027-225-2350

群馬ダイヤモンドペガサス試合情報
日程

６月５日
（日）

開始時刻

会場

午後５時

対戦相手

福島レッドホープス

６月７日
（火）

信濃グランセローズ

津の魅力に惹 かれつつ、事件解決に奔 ⾛ する姿にハラハ

６月15日
（水）

6月26日
（日）
午後４時～５時15分
（テレビ東京）

６月17日
（金）

新潟アルビレックスＢＣ

６月30日
（木）

福島レッドホープス

ラドキドキするリトリート×ミステリードラマ。

ラジオ番組
（エフエム群馬）
製作の様子を
動画で公開中

山本一太知事（右）と堀口選手

県の事業や施策、イベント情報など、県政に関する情
報をお届けします。
プ

レ

高崎城南
６月16日
（木） 午後５時30分 野球場

問 群馬スポーツマネジメント

☎ 027-386-6088

定期演奏会情報

フ

●ワイグル PREF

毎週月～木曜日 午後８時57分頃

●ぐんま情報トッピング

▲

毎週月～木曜日 午後５時50分頃

問 県庁メディアプロモーション課

☎ 027-226-2167

福島レッドホープス

日程

開演時刻

会場

内容

指揮：ガエタノ
・デスピノーサ、
みなみ し おん
午後４時
高崎
バイオリン：南紫音 曲目：ラロ
６月25日
（土）
（３時開場） 芸術劇場
／スペイン交響曲 作品21 他

問 群馬交響楽団事務局

☎ 027-322-4316

プレゼント
クロスワードパズルの正解者の中から抽選でザスパクサツ群馬（ホーム戦（10月まで）
）
、群馬ダイヤモンドペガサス（今シーズンホームゲーム共通）
、群馬交響楽団
東毛定期演奏会（７月24日 太田市民会館）のチケットをそれぞれ５人にプレゼントします。詳しくは８ページをご覧ください

