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今、ぐんまに住まう。
～移住者も引きつけるその魅力～
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移住で始まるそれぞれの

ぐんま暮らしの 声
群馬に移住を決めた人にはどんな思いがあったのでしょうか。
移住を決めたきっかけ、暮らしの変化などをインタビューしました。

移 住 者
voice

移住希望地ランキングにおける群馬県の全国順位の推移 県外からの移住者
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各市町村で把握できた範囲の移住者数であり、実際の移住者数と一致
するものではありません

過去最高過去最高

１位　静岡県
２位　福岡県
３位　山梨県　
４位　長野県　
５位　群馬県

第５位第５位
14位 14位

15位
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5位

　新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、首都圏の企業を中心にリモートワークが普及する
とともに地方への移住に関心が高まっています。こうした流れを受けて、都内に近く、恵まれた住
環境が整っているなど、暮らしやすい本県が改めて多くの人たちから注目されています。
　また移住者が増加すると、県内消費の促進などによる経済波及効果や人口増に伴う地域の維持・
活性化なども期待されます。コロナ禍で人々の生活様式が変化しつつある中、移住先として関心が
高まる群馬県の魅力を再発見・新発見してみませんか。
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、首都圏の企業を中心にリモートワークが普及する
とともに地方への移住に関心が高まっています。こうした流れを受けて、都内に近く、恵まれた住
環境が整っているなど、暮らしやすい本県が改めて多くの人たちから注目されています。
　また移住者が増加すると、県内消費の促進などによる経済波及効果や人口増に伴う地域の維持・
活性化なども期待されます。コロナ禍で人々の生活様式が変化しつつある中、移住先として関心が
高まる群馬県の魅力を再発見・新発見してみませんか。
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順位（抜粋）
1
2
3
4
5
13
29
41
48

草津
下呂
道後
別府八湯
登別
伊香保
万座
みなかみ18湯
四万

群馬県
岐阜県
愛媛県
大分県
北海道
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県

温泉地名 所在地
第36回（2022年度）「にっぽんの温泉100選」

しし まま

20年連続

1位！！
20年連続

1位！！
20年連続

1位！！

　上越新幹線と北陸新幹線が走っており、鉄道交通
の結節点である高崎駅を中心に各方面へのアクセス
が便利です。

　恵まれた自然環境や立地条件を生かし、令和３年
は生産量全国５位以内の農畜産物が21品目あるな
ど、多種多様な食材が生産されています。

　過去の約100年間で発生した震度４以上の地震回
数が近隣の都県に比べて少ないことが分かります。

　首都圏に近く、企業の進出が進み、産業が集積し
ていることも要因の１つとして考えられます。

　豊富な湯量とさまざまな源泉、良質な泉質など、
個性豊かで魅力的な温泉地が数多くあります。

　全国平均を100とした場合、群馬県は96.6と全国
で２番目に低く、物価が安いといえます。

出典：総務省小売物価統計調査（R3）出典：内閣府県民経済計算（R1）出典：農林水産省統計調査（R3）・特用林産基礎資料（R3）、（一財）大日本蚕糸会調べ（R4）

気象庁「地震データベース」を基に作成
観光経済新聞社主催

注目されるその理由は？　
　都内から約100㌔という立地条件や自然災害の少なさ、心安らぐ大自然とさまざまな温泉地など、群馬の魅力は盛りだくさんです。こうした本県な
らではの強みを生かし、首都圏の移住希望者や企業をターゲットとして、将来的な移住につなげていきます。

　今後、県では、より多くの人に移住先として選んでもらえる
よう、都内へのアクセスの良さを生かし、転職を伴わない移住や、
地方に興味や関心がある人たちの移住なども進めていきます。  
　具体的には、ワーケーション

※１
をきっかけとした都内の企業と

地域との関係づくりや、気軽に情報が得られるオンラインセミ
ナーの開催などを、市町村や県内移住支援者、相談窓口である

「ふるさと回帰支援センター」などと連携し「オールぐんま」
で取り組んでいきます。

ぐんま暮らし
ブランド化推進

◆ 今 後 の 取 り 組 み の 例 ◆
ぐんまでテレワーク
推進プロジェクト

群馬県への関心の高まり

移 住 支 援 金

移住希望者に向けた情報発信や
相談体制、移住者の県内受け入
れ体制のさらなる充実 など

企業と地域の継続的な関係構築につ
ながるワーケーションの紹介や商談
会 など

東京圏からテレワーク移住や
起業、就業などをする移住者
への支援

単身

もらえる移住支援金

ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？

60万円
世帯100万円+α

ふるさと回帰支援センターの
職員の皆さん

ふるさと回帰支援センターの
職員の皆さん

ふるさと回帰支援センターの
職員の皆さん

ぐんまで
何か起き

てるの？？

ぐんまで
何か起き

てるの？？

ぐんまって面白そう！ぐんまって面白そう！

実は魅力的なエリアなんだね！
実は魅力的なエリアなんだね！

※２

群馬県が移住先として注目！
■ 過去最高の５位に躍進！

■さらなる移住者の増加を目指して 

※認定NPO法人ふるさと回帰支援センター（東京都千代田区有楽町）調べ（R3）

※１ ワーケーション…w
ワ ー ク

ork（労働）とv
バ ケ ー シ ョ ン
acation（休暇）を組み合わせた造語で、観光地やリ

ゾート地などでテレワークを活用し、働きながら休暇を取る過ごし方のこと
※２ テレワーク…情報通信技術（ICT）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方
のこと

　「移住希望地ランキング
※
」では、過去最高の５位（関東地方で

は１位）と大きく順位を上げています。
　これは、新型コロナウイルスの感染拡大により、対面でのイ
ベント開催が難しい中、市町村をはじめ各関係機関と連携して、
オンラインによるイベントの開催や、県内外での出張相談など
に積極的に取り組んできたことが考えられます。
　県外からの移住者も過去３年間では右肩上がりで増加してい
ます。

2023年（令和５年）２月５日発行（2）



県庁ぐんま暮らし・外国人活躍推進課　　027-226-2371☎問い合わせ先

移住で始まるそれぞれの

ぐんま暮らしの 声
群馬に移住を決めた人にはどんな思いがあったのでしょうか。
移住を決めたきっかけ、暮らしの変化などをインタビューしました。

移 住 者
voice

　群馬県への移住を考える人のための「ライフスタイルW
ウ ェ ブ

EBマガジン」。
今群馬に住んでいる人も、魅力を再発見できます。

移住に関するイベント情報、移住者インタビューを発信！ 県内各地の充実したテレワーク施設を紹介！

　「オフィスで働く」が当たり前ではなくな
った今、あなたらしく働ける場所はどこです
か。県内39カ所のテレワーク施設や新しい
働き方を、豊富な写真で紹介しています。

グ ン マ テ レ ワ ー ク

▲詳しくはこちらから ▲詳しくはこちらから

NN
ネ ツ ゲ ンネ ツ ゲ ン
ETSUGENETSUGEN（前橋市）（前橋市）

長田 樹郎さん長田 樹郎さん

ぐんま暮らしは
魅力が満載です！

表紙掲載の長田さんをはじめ、
移住者のインタビューや動画などを発信中！

「打合せスペース（紫）」「打合せスペース（紫）」

「打合せスペース（グレー）」「打合せスペース（グレー）」

　職場が千代田区なので東京に住んで
いましたが、パートナーとの同居を機
に高崎市に移住しました。移住を考え
始めた頃は、通勤時間が長くなるなど、
不安でいっぱいでしたが、２年ほどか
けて不安や問題点を１つずつ解消・解
決していきました。家を購入する際、
駅近くでも東京と比較して広くて安い
ですし、新幹線での約50分の通勤時
間は自分の時間に充てられます。群馬
は自然が豊かで、趣味の山登りも日帰
りで行けます。実際に群馬で暮らして
いく中で新たな発見もあり、充実した
日々を楽しんでいます。
　また平日は仕事帰りに同僚と会食し
たり、休日は新たにできた群馬の友人
を自宅に招いたりして過ごしていま

す。同僚や友人が都内から小旅行を兼ねて遊びに来てくれることもあります。
東京での人間関係は維持したまま、群馬で人や地域のつながりがプラスされ、
人生がより豊かになりました。

キャリア維持（アップ）×移住
　自宅の最寄り駅である高崎駅は新幹線が止まる本数が多いなど利便性が
高く、家を出てから１時間20分程度で職場に着きます。放送局に勤めてい
るため、勤務時間が不規則になりがちですが、それほど負担なく通えてい
ます。
　群馬に移住したいけど、東京での仕事を辞めなくてはと不安に思ってい
る人がいれば、群馬に移住しても仕
事を続けキャリア維持（アップ）をす
ることが十分可能です。また東京
に住んでいて群馬に帰ってきたい
と思っている友人や親族がいれば、
私のように東京に通っている人も
いるので、群馬への移住の後押し
をしてみてはいかがでしょうか。

移住して見つけた、暮らしを楽しむ工夫

移住で生活が豊かに
　植物から抽出した天然オイルである「エッセンシャルオイル」の製造販
売業を起業したいと考え、国内外さまざまな場所を検討しました。みなか
み町に以前来た際に大自然に圧倒された記憶が残っており、改めて訪れて
みると、ユネスコエコパーク

※
に認定されていることもあり自然と住民が調

和して共生している姿に共感しました。また地域の人たちとの交流を深め
るにつれて、町民の親身で温かい人柄に引かれ移住を決めました。
　移住に当たっては、まず町役場の移住相談窓口に相談をしました。担当
者は自身も移住してきた人で「移住をした後に後悔をしないよう、いろい

ろな人に会ったり場所を見たりし
てじっくり検討してほしい」など、
移住者の視点に立ったたくさんの
助言をいただきました。担当者に
地域の人たちを紹介してもらい情
報収集することができたため、こ
れから始める生活面や起業につい
て具体的にイメージすることがで
きました。
　雪国での生活が初めてだったた

め最初は大変でした。すぐそばに大
自然があり、美しい景色を見たり、
地元の人から四季折々の野菜をもら
ったりすることが、これほどまでに
生活に豊かさを与えてくれるという
ことを、肌で感じられるようになり
ました。

地域の一員として
　移住後は地元の人たちと交流し、
みなかみ町の良さを知るにつれて、
この地域に一層関われればという思
いが芽生え、消防団に入団し活動し
ています。
　今後は、商品の販売を通してみな
かみ町の魅力を発信し、町の素晴ら
しさを世界中に広め、多くの人に訪
れてもらうことで、地域活性化に貢
献できればうれしいです。
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発想を変えて楽しむ「転職なき移住」

心をつかまれた雄大な自然と人の魅力

▲休日は山登りなど、趣味のアウトドアを満喫して
いる（四

あずまやさん
阿山から嬬恋村方面を撮影）

▲化学薬品などを使用せず、自然の恵みを使った
エッセンシャルオイルを製造している

都内のFMラジオ局「TOKYO FM」
で主に広報を担当。昨年の夏に東京
都から高崎市に移住し、現在は新幹
線で通勤している。渋川市出身。

令和２年４月に関西からみなかみ町に移住。
翌月には「Licca」を立ち上げ、地元の間伐
材などを活用した精油を製造・販売してい
る。総一郎さん京都府・早也花さん大阪府
出身。
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※ユネスコエコパーク…生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的としたもので、日本では10地域が認定されている
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、首都圏の企業を中心にリモートワークが普及する
とともに地方への移住に関心が高まっています。こうした流れを受けて、都内に近く、恵まれた住
環境が整っているなど、暮らしやすい本県が改めて多くの人たちから注目されています。
　また移住者が増加すると、県内消費の促進などによる経済波及効果や人口増に伴う地域の維持・
活性化なども期待されます。コロナ禍で人々の生活様式が変化しつつある中、移住先として関心が
高まる群馬県の魅力を再発見・新発見してみませんか。

た住た住た
いまいまいます。す。す。す。す。す。す。
伴う伴う伴う地域地域地域の維の維の維持・持・持・・・・持・・・持・持・・・
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、首都圏の企業を中心にリモートワークが普及する
とともに地方への移住に関心が高まっています。こうした流れを受けて、都内に近く、恵まれた住
環境が整っているなど、暮らしやすい本県が改めて多くの人たちから注目されています。
　また移住者が増加すると、県内消費の促進などによる経済波及効果や人口増に伴う地域の維持・
活性化なども期待されます。コロナ禍で人々の生活様式が変化しつつある中、移住先として関心が
高まる群馬県の魅力を再発見・新発見してみませんか。
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今、ぐんまに住まう。
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　最大２万円相当のマイナポイントの受け取りができるマイナンバーカ
ードの申請期間が２月末まで延長になりました。県では、県内の商業施
設の特設ブースでマイナンバーカードの申請サポートを行っています。
利用した人にはクオカード500円分を贈呈！またオンラインで申請し
た人には「クオカードP

ペ イ

ay」を先着10万人に贈呈します。さらに抽選
で１万人に県の特産品などが当たるプレゼント企画を実施しています。
主な出張特設ブース

他　詳しくは、キャンペーン特設サイトをご覧ください
問　県マイナンバーカード申請促進キャンペーン事務局（　027-210
-8101）

　２月15日（水）に開会します。本会議の様子は、県議会ホームページで
中継する他、質疑および一般質問は、群馬テレビでも生中継します。ぜ
ひご覧ください。
日・議事予定

開会時刻　午前10時（予定）
問　県議会事務局政策広報課（　027-897-2892）

　本県は全国有数のこけしの生産地で、伝統にとらわれず、木の風合い
や木目、木肌を生かしながら自由なデザインで創作されているのが特徴
です。木の美しさやぬくもりを
感じられる個性豊かなこけしを
ご覧ください。
日　２月７日（火）まで　午前
１０時～午後６時
※７日は４時まで
所　県庁（前橋市大手町）
内　出品された全作品の展示や
作家による「近代こけし」の即
売など
申し込み方法　当日、会場に
問　県庁観光魅力創出課（　０
２７-２２６-３３８６）

申告期間　２月16日（木）～３月15日（水）
申告先　
・個人の住民税…市役所・町村役場
・個人の事業税…県行政県税事務所
※所得税の申告書を提出する人は、個人の住民税、個人の事業税の申告
は不要です。ただし、必ず所得税の申告書の「住民税・事業税に関する
事項」欄に必要事項を記載してください
他
・期限間際は、窓口が混雑しますので、早めに申告を済ませてください
・自宅や職場から申告ができるe

イータックス

-Tax（国税電子申告・納税システム）を
積極的に利用してください
・個人の住民税、個人の事業税、所得税の納税には口座振替制度があります
問
・所得税の確定申告…県内の税務署
・個人の住民税…市役所・町村役場
・個人の事業税…県行政県税事務所

日　２月11日（土）、12日（日）　午前10時～午後４時
※12日は３時まで
所　県庁、群馬会館（いずれも前橋市大手町）
内
・作品展示…公募した「マンガ」「４コマまんが」「アニメーション」「イ
ラスト」の入選・入賞作品144点の展示・上映。11日に授賞式を行い
ます
・ぐんコミ…漫画やイラストなどを主題とした同人誌や手作り作品などの販売
・痛

いたしゃ
車展示…アニメなどのキャラクターが描かれた車を展示

・コスプレ…さまざまなキャラクターをまねて変装・変身する「コスプレ」
をして撮影を楽しめます

※コスプレをした人を撮影する場合
は必ず本人の許可が必要です
￥　無料
※コスプレ参加は有料です
申し込み方法　当日、会場に
※一部事前申し込みが必要なイベン
トがあります
他　詳しくは、県教育文化事業団
ホームページをご覧ください
問　県教育文化事業団（　027-
224-3960） 特別審査員賞 イラスト部門 大賞（一般）

「ただいまの灯
あか

り」周
し ゅ う

憂

昨年度の上位入賞作品

創意あふれる作品の展示や手作り作品の販売など、さまざまな企画でマンガやアニメーションを楽しめます。

☎

☎

☎

☎

直

直

商業施設 開設期間
けやきウォーク前橋（前橋市文京町）

２月28日（火）まで
イオンモール高崎（高崎市棟高町）
スマーク伊勢崎（伊勢崎市西小保方町） ２月10日（金）～20日（月）
ベルクフォルテ太田店（太田市脇屋町） ２月７日（火）まで
ヤオコー桐生相生店（桐生市相生町） ２月28日（火）まで
アゼリアモール（館林市楠町） ２月５日（日）、８日（水）～28日（火）

日程 議事予定

２月

15日
（水） 本会議（開会・提案説明）

21日
（火）

本会議
（質疑および一般質問（代表））

22日
（水） 本会議（質疑および一般質問）

27日
（月） 本会議（質疑および一般質問）

28日
（火） 本会議（質疑および一般質問）

日程 議事予定

３月

２日
（木）

常任委員会
（４・５年度関係）

３日
（金）

常任委員会
（４・５年度関係）

７日
（火） 特別委員会

10日
（金）

本会議
（委員長報告・議決・閉会）

確定申告はお早めに！ 県議会「第１回定例会」

マイナンバーカードの申請はお早めに！全群馬近代こけしコンクールの出品作品を展示します

GUNMAマンガ・アニメフェスタ
グ ン マ

　11月24日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更・中止となる可能性があります。また新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳
しくは をご確認いただくか、お問い合わせください。

　１月26日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更・中止となる可能性があります。また新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いし
ている場合があります。詳しくは をご確認いただくか、お問い合わせください。

凡　例 申し込み方法など

○問い合わせの際は、番号を間違えないようにお願いします
○ は群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/）から検索してご覧ください
○ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課（027-243-3600）へ

日  日程・時間 休  休館日 所  場所 内  内容
対  対象・資格 ￥  費用 他  その他 申  申込先
問  問い合わせ先 定  定員（　 先着　　 抽選　　 選考）
受  受付・申込期間（　 必着　　 消印有効）

　 直接・持参 　 郵送 　 電話 　 Ｅメール
　 ファクス 　 郵便番号 　 フリーダイヤル
　 電子申請受付システム（https://s-kantan.jp/
    pref-gunma-u/）

Information

先
必 消

抽 選

直 郵 Ｅ☎
フ〒Ｆ

シ

ぐんま広報は
こちらから

視覚に障害がある人のために「ぐんま広報」の点字版、テープ版およびCD版（デイジー）を発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課（　027-226-2162）
までお問い合わせください

☎
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●事前に準備しておくと良いもの
・体温計
・薬（常用している薬や解熱鎮痛剤など）
・新型コロナ抗原定性検査キット
・近隣の診療・検査外来の情報
・日持ちする食料（５～７日分を目安）

　日頃から、体温や体調を確認することは、健康管理の観点で重要です。
また引き続き、基本的な感染対策の徹底やワクチン接種に加え、発熱など
の体調不良時に備えて、事前に備えをお願いします。

体外診断用
医薬品

第１類
医薬品 研究用

陽性が判明した場合の支援窓口

◀県健康フォローアップセンター　　027-225-2125
　午前８時30分～午後５時30分（土・日曜日、祝日を含む）

◀陽性者登録窓口（キットでの自己検査陽性による登録に関する問い合わせ）
　　050-5530-2901　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を含む）

◀県受診・相談コールセンター　　0570-082-820
　上記時間帯以外で、体調悪化時の急を要する場合

「研究用」は国に承認されていません

　「研究用」として市販されてる検査キットは、国の承認を受けていな
いため性能などが確認されたものではありません。「医療用」もしくは「一
般用」のキットを使用してください。

　発生届の対象外となる人は、県ホームページから陽性者登録フォーム
への登録をお願いします。

　体調が気になる場合などに自ら検査するために用いる検査キットには
「体外診断用医薬品」と「第１類医薬品」と表示されており、いずれも
国が承認した医薬品です。

　誰もが新型コロナウイルスに感染する可能性があるため、自然災害へ
の備えと同様に日頃から食料品や日用品、医薬品などを備えておきまし
ょう。普段から少し多めに食品を買っておき、使った分だけを買い足し、
常に一定の食材をストックしておくことがお勧めです。

～備蓄について～

一覧は
こちらから

▲

問 県庁感染症・がん疾病対策課　　027-226-3407☎

☎

☎

☎

種類 医療用 一般用

外箱などの表示 体外診断用医薬品 第１類医薬品

購入場所 薬局 薬局または店舗販売業
（ドラッグストア）

インターネット販売 なし あり（一部）

薬剤師からの情報提供 義務 義務

国が承認したものを
選びましょう

新型コロナウイルス関連情報

県感染症情報
T
ツ イ ッ タ ー
witter

県ホーム
ページ

最新情報はこちら

　２月１日から３月18日はサイバー
セキュリティ月間です。インターネ
ットを悪用した詐欺やサイバー攻撃
による情報流出などに注意し、必要
な対策を行いましょう。
対策
・W

ウ イ ン ド ウ ズ
indowsなどのOS、アプリケー

ションソフトやセキュリティソフト
は常に最新の状態にする
・身に覚えのない電子メールやショ
ートメッセージに注意し、添付ファ
イルなどは安易に開かない
・パスワードは複雑にし、複数のサ
ービスで使い回さない
・二要素認証を導入する
相談先
・サイバー犯罪情報・被害相談専用
電話（　080-2350-0001）
※午前８時30分～午後５時15分
（土･日曜日、祝日を除く）
・総合相談電話（　027-224-80
80　短縮ダイヤル#9110)
※24時間受け付け
問　県警察サイバーセンター（　
027-243-0110）

　県内で販売された宝くじの売上金
の約40％が県に納められ、子育て支
援や、医療・介護の充実など、さま
ざまな事業に役立てられています。
宝くじはぜひ県内でお買い求めくだ
さい。
販売期間　３月３日（金）まで
抽せん日　３月10日（金）
内
・バレンタインジャンボ宝くじ…１
等＝２億円、１等の前後賞＝５千万
円　など
・バレンタインジャンボミニ…１等
＝２千万円、１等の前後賞＝５百万
円　など
￥　１枚300円
他　インターネットからも購入でき
ます。詳しくは、宝くじ公式サイト
をご覧ください
問　県庁財政課（　027-226-20
94）

　麻しんや風しんに感染すると、発熱
や発疹などの症状が現れます。特に
麻しんは感染力が強く、重症化すると
命に関わる怖い病気です。予防接種

は、忘れずに受けましょう。
麻しん・風しん無料接種期間
・１歳の誕生日から２歳の誕生日の
前日まで
・平成２８年４月２日から２９年４月１
日生まれの子どもは３月３１日まで
他
・無料接種期間以降は費用がかかり
ます
・３月１日から７日は子ども予防接種
週間です
問　県庁感染症・がん疾病対策課
（　０２７-２２６-２６１５）

　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）は人体
に有害な物質で、国際条約や法律
で、新たな製造・使用を禁じ、その
処分期間も定めています。昭和52年
３月以前に出荷された事業用の蛍光
灯・水銀灯には、ＰＣＢを使用した安
定器を内蔵しているものがあります。
　ＰＣＢを使用した安定器は３月末ま
でに処分しなければなりません。事業
所内に古い照明器具が残っていません
か？未調査の場合は、至急調査をお
願いします。処分期間を過ぎると、
事実上処分することができなくなる
他、行政処分の対象になる可能性が
あります。

問　県庁廃棄物・リサイクル課（　０
２７-２２６-２８２４）

　この資金は地域社会の発展に寄与
する事業を展開するＮＰＯ法人を支援
するため、県が金融機関と協力して実
施する融資制度です。
対　次の全てに該当するＮＰＯ法人
・県内に事務所がある
・県内で活動している
・県税を完納している
資金用途　設備資金、運転資金
融資限度額
・設備資金…２千万円
・運転資金…500万円
融資期間
◯設備資金
・建物の新改築…10年以内（うち据
え置き期間１年以内）
・一般事務機器などの設置購入…７
年以内（うち据え置き期間１年以内）
◯運転資金…５年以内（うち据え置
き期間１年以内）
利率
・県信用保証協会の保証なし…年
1.7％以内
・県信用保証協会の保証付き…年
1.4％以内
※別途、保証料が必要です
申込期間　随時
申　銀行、信用金庫、信用組合
※事前に県のヒアリングを受けること
が必要です
他
・担保・保証人については、融資をパスワードは複雑にしましょう

忘れずに受けましょう

☎

☎

☎
☎

☎

☎

▶体調不良時の備えと相談先の確認を

▲

国が承認した検査キットを選びましょう

インターネットのセキュリ
ティ対策をしましょう

お買い求めは県内で！「バレ
ンタインジャンボ」宝くじ

入園・入学前に麻しん・風し
んの予防接種を

PCB使用安定器の処分期間
が終了間近です

NPO活動支援整備資金をご
活用ください

お知らせ

日程 議事予定

３月

２日
（木）

常任委員会
（４・５年度関係）

３日
（金）

常任委員会
（４・５年度関係）

７日
（火） 特別委員会

10日
（金）

本会議
（委員長報告・議決・閉会）

※ここに示す情報は１月26日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県・市町村の広報紙・ホ
ームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください
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スポーツ・文化情報

県広報番組のお知らせ

　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。

ラジオ番組（エフエム群馬）

問　県庁メディアプロモーション課（　027-226-2167）☎

毎週月～木曜日 午後５時50分頃
●ぐんま情報トッピング

●ワイグルP
プ レ フ

REF
毎週月～木曜日 午前８時57分頃

　５月に開催されるＧ７広島サミットの関係閣僚会合に併せて、デジ
タル・技術大臣会合が群馬県で開催されます。
　　４月29日（土）、30日（日）　　　　Ｇメッセ群馬（高崎市岩押町）
　　「Ｇ７サミット」は、仏、米、英、独、日、伊、加（議長国順）主
要７カ国とＥＵの首脳が参加し、その時々の国際情勢や地球規模の課
題について、意見交換を行う国際会議です。日本で７年ぶりの開催と
なるサミットに併せて、各分野の国際課題について議論される関係閣
僚会合が全国14の都市で開催され、群馬県ではデジタル分野の優先事項をテーマとして「デ
ジタル・技術大臣会合」が開催されます。
　　県庁イベント産業振興課（　027-897-2707）問

日
内

所

Ｇ７群馬高崎デジタル・技術大臣会合が開催されます
日程 開始時刻 会場 対戦相手

２月18日（土） 午後２時 正田醤油
スタジアム群馬 ブラウブリッツ秋田

日程 開始時刻 会場 対戦相手

２月５日（日） 午後３時５分 太田市運動公園
市民体育館 シーホース三河

群馬クレインサンダーズ試合情報

日程・演奏会名 開演時刻 会場 内容

2月18日（土）
東京特別公演

午後３時
（２時開場）

サントリー
ホール

（東京都港区）

指揮：小
こ

林
ばやし

研
けん

一
いち

郎
ろう

バイオリン：神
かみ

尾
お

真
ま

由
ゆ

子
こ

曲目：チャイコフスキー／
バイオリン協奏曲 ニ長調 
作品35　他

演奏会情報

問 群馬交響楽団事務局　　 027-322-4316☎

問 群馬プロバスケットボールコミッション     0276-50-1962☎

ザスパクサツ群馬試合情報

問 ザスパ　　  027-225-2350☎
県民参加型
イベントを
開催予定！

３月下旬

３月末

☎

知事コラム山本
一太の

　昨年12月16日、17日の２日間にわたり、各分野のオピニオンリーダーや気
鋭のゲストによる議論を通じて新たな価値を世界に発信する「湯けむりフォー
ラム2

ニーゼロニーニー

022」を草津温泉で開催しました。
　過去２回のフォーラムは、新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開
催となりましたが、今回、初めてリアルでの開催が実現しました。
　第１日目は、河

こう

野
の

太
た

郎
ろう

デジタル大臣が基調講演に登壇。知事である私との
対談では、デジタル社会における戦略について議論を交わしました。楽天グ
ループの三

み

木
き

谷
たに

浩
ひろ

史
し

会長からもビデオメッセージをいただいた他、群馬交響
楽団のアンサンブル・コンサートやAKB48のミニライブなどのエンターテ
インメントなど、盛りだくさんの内容でした。
　第２日目も、各分野の第一人者による６つの分科会や、Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeのビジネ
ストーク番組「R

リ

e:H
ハ ッ ク

ack」の特別収録など、多彩な企画が展開されました。
　大勢の皆さんのご協力により、「知性と感性を刺激する」空間を創出するこ
とができたと考えています。最も重要なこ
とは、ここで行われた議論や、ここで生ま
れた構想を具体的な形にしていくこと。私
自らが先頭に立って、この取り組みを進め
てまいります。そして、より多くの皆さん
に「湯けむりフォーラムに参加したい」と
思っていただけるようなイベントに進化さ
せていきたいと考えています。

群馬県から世界に向けて群馬県から世界に向けて
新たな価値を発信する新たな価値を発信する

オンライン対談する山本一太知事（左）と
河野太郎デジタル大臣

受ける金融機関や県信用保証協会と
相談して決めることになります
・事業計画や返済計画の実行性が十
分でないと判断された場合、融資が
できないことがあります
問　県庁県民活動支援・広聴課（　
０２７-２２６-２２９1）

　会社を退職したなどの理由によ
り、国民健康保険に加入する際、加
入の届け出が遅れると、さかのぼっ
て保険税を支払ったり、医療費が全
額自己負担となったりする場合があ
ります。
　また新たに職場の健康保険に加入
する際には国民健康保険の脱退の手
続きが必要です。脱退の届け出が遅
れたまま医療機関を受診した場合、
国民健康保険分の医療費を返還する
手続きが必要になったり、保険税が
二重に請求されたりする場合があり
ます。
　加入・脱退は住所地の市役所・町
村役場の窓口で、速やかに手続きを
しましょう。
問　住所地の市役所・町村役場国
民健康保険担当課、県庁国保援護課
（　027-226-2673）

　地球温暖化を防止するためには、
温室効果ガスを２０３０年までに半減、
２０５０年までに実質ゼロにしなければ
なりません。
　そこで県公認環境SDGsファシリテ
ーター

※
からSDGsや気候危機などの

基礎知識を、カードゲームで楽しく学
びませんか。
　開催希望の申し込みを随時受け付
けています。自治会や企業、団体な
どどなたでも申し込めます。
※ファシリテーター…参加者に発言を促した
り場を円滑に進めたりする進行役

他　費用が生じる場合があります。
詳しくはお問い合わせください
問　県庁環境政策課（　０２７-２２６
-２８２１）

所在地・間取り・募集戸数・家賃
募集案内をご覧ください
対　現在住宅に困っている人
※収入制限などがあります
※詳しくは、募集案内または県住宅
供給公社ホームページをご覧ください
受　２月１５日（水）まで
申し込み方法　所定の申込用紙
申込用紙・募集案内配布場所　県住
宅供給公社（前橋市紅雲町）、県庁県
民センター、県土木事務所、県保健
福祉事務所、市役所・町村役場など
他　入居者は公開抽選で選定します
※毎月抽選を実施しています。また
随時申し込みを受け付けている団地
もあります。詳しくはお問い合わせく
ださい
問　県住宅供給公社（　０２７-２２３
-５８１１）

日　2月15日（水）　午前10時～正
午、午後１時～４時
※午前はオンライン相談、午後は対
面相談で相談時間は約30分間
所　県庁（前橋市大手町）
内　外国人材の雇用方法、在留資
格の手続き、従事可能な仕事内容、
定着に向けた支援などについて行政
書士に相談できる個別相談会
定　各回８社
￥　無料
受　2月8日（水）まで
申し込み方法　　または所定の申
込用紙を添付し
他　詳しくは　をご覧ください
問　県庁ぐんま暮らし・外国人活躍

推進課（　027-226-3396　　
gunkurashi@pref.gunma.lg.jp）

日　2月17日（金）　午前11時～午
後６時、18日（土）　午前10時～午
後４時
所　県庁（前橋市大手町）
内
・ベトナム民族衣装「アオザイ」の
試着体験
・現地の魅力を紹介するパネル展示
・伝統舞踊や伝統武術のショー

・グルメや雑貨などの販売
・子どもも楽しめるビンゴ大会、塗
り絵　など
￥　無料
申し込み方法　当日、会場に
他　詳しくは　をご覧ください
問　県庁地域外交課（　027-897
-2982）

日　2月18日（土）　午後１時10分
～４時
所　県社会福祉総合センター（前橋
市新前橋町）
内　養育費、面会交流、親権、慰謝
料、借金など離婚に関する諸問題につ
いて、弁護士に相談できる個別相談会

☎

☎

☎

☎

☎

☎

先

シ

直

E

E

県営住宅の入居者募集

外国人材受け入れ相談会

ぐんまベトナム交流祭

国民健康保険の加入・脱退は
速やかに

環境S
エスディージーズ

DGs・脱炭素をカー
ドゲームで学びませんか

弁護士による養育費などの
相談会

催し・募集

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、群馬交響楽団定期演奏会（３月25日）のチケット（２枚組み）を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
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施設名 ２月 ３月

①近代美術館
所　高崎市綿貫町
休　月曜日
　　０２７-３４６-５５６０

②館林美術館
所　館林市日向町
休　月曜日
　　０２７６–７２–８１8８

③歴史博物館
所　高崎市綿貫町
休　月曜日、2/13～3/31
　　０２７–3４６–５５２２

④自然史博物館
所　富岡市上黒岩
休　月曜日、2/14～17
　　０２７４–６０–１２００（事前
予約制・オンライン予約）

⑤土屋文明記念文学館
所　高崎市保渡田町
休　火曜日（３/21を除く）、3/ 
22～24
　　０２７–３７３–７７２１

施設名 ２月 ３月

⑥日本絹の里
所　高崎市金古町
休　火曜日、2/6、8、15～17
　　０２７–３６０–６３００

⑦月夜野きのこ園ぐんま
昆虫の森・新里
所　桐生市新里町鶴ヶ谷
休　月曜日、2/28、3/1、2
　　０２７７–７４–６４４１

⑧ぐんま天文台
所　吾妻郡高山村中山
休　月曜日
　　0279–70–5300

⑨カネコ種苗ぐんまフラ
ワーパーク
所　前橋市柏倉町
　　0１２０–１１８７–３８

共通事項
時間　①～⑥…午前9時30分～午後5時（①～⑤の入館は4時30分まで）、⑦…午前9時
30分～午後4時（入園は3時30分まで）、⑧…午前10時～午後4時（入館は3時30分ま
で、3月からは4時30分まで）、夜間（午後6時～9時、3月からは7時～10時）は要予約、
⑨…午前9時～午後4時（3月1日からは5時まで）
料金　中学生以下は無料。その他はお問い合わせください
※障害者手帳などをお持ちの方とその介護者（１人）は無料です。証明できるものをお持
ちください

美術館・博物館などの催し ※休館日・開館時間など、詳しくは事前に各施設へお問い合わせください

～4/9

～4/2

ぐんまの自然の
「いま」を伝える

毒のある
生きもの大図鑑

 ～2/5

～2/14

昆虫たちの冬越し展
フォトコンテスト作品展

虫たちの季節がやってきた
－早春編－

～2/26 3/3～4/16

～2/12 3/18～5/28

星空さんぽ

2/18
～2/12

～2/12

2/1～23 2/25～3/5

3/18

星空さんぽ

ニューイヤーガーデン
ヴァレンタイン

移動水族館
「スターライトアクアリウム」

四季折々のフォトコンテスト

～2/5

3月20日～7年3月31
日までリニューアル工事
のため全面休園します

２月13日～3月31日ま
で展示室の設備改修の
ため臨時休館します

群馬の絹展

2/9～13

まゆクラフトと絹の作品展

2/18 ～4/10

2/18～3/5 3/18、19

アザレア展

☎

☎

☎

☎

☎

☎

フ

☎

☎

アートのための場所づくり
1970年代から90年代の群馬におけるアートスペース

山中現展 描かれた詩
やまなかげん

日本凧めぐり
－山鹿 郷土凧コレクション－

たこ

やま が

昭和のくらし

群馬県文学賞
受賞作品展示

特別展示
古今和歌集・新古今和歌集写本

寺村サチコ展－羽化－
てらむら

文学者の愛用品 －７Bの短くなるを愛しつつ使ふ－

～3/21

問 群馬交響楽団事務局　　 027-322-4316

問 群馬プロバスケットボールコミッション     0276-50-1962

対　ひとり親家庭の父母、離婚を考
えている人
定　５人
￥　無料
申し込み方法　　、　。住所、氏名、
ひとり親家庭・離婚検討中など状況
をお知らせください
他　相談時間は１人約30分間を予
定しています
申・問　県母子家庭等就業・自立
支援センター（　027-255-6636
   gunboshi@boshikai-gunma.jp)

日　２月18日（土）、19日（日）　午
前10時～午後５時
※19日は４時まで
所　Gメッセ群馬（高崎市岩押町）
内　地球にも優しい、少し先の「未
来の暮らし」がＧメッセ群馬に大集
合！科学・お笑い・音楽・ファッシ
ョンとともに、新時代に触れてみま
せんか。サンシャイン池

いけ
崎
ざき

さん・市
いち

岡
おか

元
げん

気
き

先生など豪華出演者が多数登
場します
￥　無料
申し込み方法　当日、会場に
他　詳しくは　をご覧ください
問　県庁グリーンイノベーション推進
課（　０２７-８９７-２７９７）

　５人のアーティストが県内のAIR
（アーティスト・イン・レジデンス）
に滞在しながら、地域で作品制作な
どを行った成果を展示します。
日　２月21日（火）～26日（日）　午
前９時30分～午後５時
※入館は４時30分まで
所　県立近代美術館（高崎市綿貫町）
内　江

え
上
がみ

越
えつ

さん（現代美術）、頭
とうやま

山ゆ
う紀

き
さん（写真）、小

お
野
の

澤
ざわ

弘
こう

一
いち

さん（陶
芸）、山

やま
本
もと

千
ち

愛
あき

さん（現代美術）、佐
さ

藤
とう

令
は る な

奈さん（絵画）の作品の展示
￥　無料
申し込み方法　当日、会場に
問　県教育文化事業団（　027-
224-3960）

　「男性だから・女性だから」などと
いう誰にでもある無意識の思い込み
「アンコンシャス・バイアス」を解消し、
キャリア開発に生かすためのセミナー
を開催します。
日　３月８日（水）　午前10時～正午

所　オンライン（Z
ズ ー ム

oom）
内　「『アンコンシャス・バイアス』を知
る、気づく、対処する～ＳＤＧｓ『ジェン
ダー平等』を実現するために～」をテー
マに、アンコンシャスバイアス研究所認
定トレーナー菊

きく
地
ち

陽
よう

子
こ

さんによる講演
定　20人
申し込み方法　　。氏名、　をお知
らせください
申・問　県男女共同参画センター

（　027-224-2211　  sanka
kuse@pref.gunma.lg.jp）

　看護職員として県立病院への就職
を検討している人へ、病院の概要説
明、勤務条件・給与の説明、看護部
紹介などを行います。
日　３月11日（土）
・午前の部…午前10時～11時50分
・午後の部…午後１時30分～３時
20分
所　オンライン（Zoom）
対　県立病院への就職を検討して
いる看護学生や既卒者など
定　１00人
受　３月５日（日）まで
申し込み方法
問　県庁病院局経営戦略課（　
027-226-2717）

☎

☎
E

E

E

☎

☎

☎

☎

☎

先

E

直

直

先

先

シ

群馬AIRアートプロジェク
ト2022成果発表展

アンコンシャス・バイアスセミナー

未来の暮らしに触れてみよう
「脱炭素ライフスタイルフェア」

県立病院オンライン説明会
の参加者募集

江上越「達磨」ⓒEtsuEgami

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程や内容が変更になる可能性があります。また県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場規制やマスクの着用をお願いしてい
る場合があります。詳しくは をご確認いただくか、お問い合わせください
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　は群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/）から
検索してご覧ください



1月号の答えは「ウサギドシ（ウサギ年）」でした。応募総数は2,303通でした。たくさんのご応募・ご意見をありがとうございました。

応募方法
はがき、ファクス、Eメールまたは「ぐんま電子申請受付システム」。①パズルの
答え ②郵便番号 ③住所 ④氏名（ふりがな）⑤年齢 ⑥今月のぐんま広報へのご
意見・ご感想 ⑦希望の賞品名を書いてください（Eメールは件名に「クロスワー
ドパズル2月」と記入してください）

応 募 先
・は が き　〒371-8570 メディアプロモーション課クロスワードパズル係
・ファクス　027-243-3600
・E メール　crossword@pref.gunma.lg.jp
・電子申請　https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/
※右図から読み取れます

応募期限
2月15日（水）消印有効
※ファクス、Eメール、電子申請は15日送信分まで

賞　品
近代美術館、館林美術館、歴史博物館、自然史博物館、土屋文明記念文学館、
日本絹の里、ぐんま天文台、月夜野きのこ園ぐんま昆虫の森・新里、ぐんまち
ゃんトートバッグ、ぐんまちゃんグッズ、ぐんまちゃんノート２冊組み、ぐん
まちゃんオーガニックコットンタオルはんかち、群馬交響楽団定期演奏会（３
月25日）
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます

A
4

2

5 6

9

1

3

DF

C

E

B

7

8

A B FEDC

答え：Ａ～Fを順番に並べると？

正解者の中から抽選で「県有施設の無料ご招待券
（２枚組み）」などを各５人にプレゼントします

抽選で賞品をプレゼント！

※次の中から希望のものを１つ明記してください

クロスワードパ ズル  1 丸太を組み上げて建造した家屋
 2 期限に達すること。「保険が〇〇〇

になる」
 3 素手や素足で、突いたり蹴ったりし

て相手と争う武道
 5 物をこすって洗う際に使う道具
 6 赤ら顔で鼻が高く、深山に住むとい

われる伝説上の妖怪

 
 1 筋道を立てて述べること
 2 子どもなどが母親を呼ぶ言葉
 3 中国本土、また民族の名前
 4 働く人。一家の生計を支える人
 7　他より優れていること。またそのよ

うな人
 8　握った酢飯に生魚などを組み合わせ

た日本食
 9　たんすや机、いすなど、日常の衣食

住のための道具類

たてのかぎ

よこのかぎ

県移動人口調査　令和４年12月１日現在

県人口  1,911,320人（対前月：-900人）
男     945,322人                965,998人

出生            949人　                 2,304人
　　　　817,047世帯

※出生・死亡は11月１日～30日

世帯数

女

死亡

クロスワードパズル応募時に寄せられた
ご意見・ご感想を紹介します

おたよりコーナー

※掲載された人には、ぐんまちゃんぬいぐるみス
トラップをプレゼントします

◆ 最近テレビでよく群馬でロケが行われた番
組を目にします。ロケ誘致を積極的にしてい
ることを知り、他県の人に群馬の良さを知っ
てもらえるすてきな取り組みだと思いました。
テレビ番組だけでなく「ミュージックビデオ」
も撮影がされているとは知りませんでした。
自然豊かでさまざまな顔を見せる群馬の魅力
を、映像クリエイティブで最大限に生かして
もらいたいです。　               （吉岡町　67歳）

◆ 「ぐんまちゃんお誕生日会2
ニーゼロニーサン

023」の記事を
読みました。昨年勤務先にぐんまちゃんが来
た際、ぐんまちゃんに「頑張って」と伝える
と「頑張る！」と手で反応してくれました。
とてもかわいくて癒やされました。これから
もぐんまちゃんの多方面での活躍を応援して
いきます。お誕生日おめでとうございます。
                                        （甘楽町　48歳）

チャツボミゴケ公園スノーシューハイキング

　真冬の夜空を彩る花火の打ち
上げを行います。寒さを忘れる
ほどの美しい花火に見入って、
冬の思い出をつくりませんか。
日　２月11日（土）　午後６時
30分～７時
所　昭和村総合運動公園（昭和
村糸井）
問　昭和村企画課
　　0278-24-5111

赤城大沼氷上ワカサギ釣り
　関東では数少ない氷上ワカサギ釣りを楽しめる赤城大
沼。周辺施設では、釣り道具のレンタルや餌の購入もで
きます。
日　３月下旬まで　午前７時～午後３時
所　赤城大沼（前橋市富
士見町）
問　赤城大沼漁業協同
組合
　　027-287-8511

ウィンターフェスティバル老神温泉びっくりひな飾り
　県内外より集められた、7千体を超えるひな人形が飾ら
れます。これほどたくさんそろうのは全国的にも珍しく、
さまざまな種類のひな人形を楽しめます。
日　２月18日（土）～３月26日（日）　午前９時30分～午
後４時
※３月26日は正午まで
所　利根観光会館（沼田
市利根町）
問　老神温泉観光協会
　　0278-56-3013

　12月から４月まで冬期閉鎖中ですが、イベントの参加
者に限り特別に入園が許可されています。一面の白銀の
世界をスノーシューで散策。幻想的な美しさを楽しめます。
日　３月31日（金）まで
所　チャツボミゴケ公園
（中之条町入山）
￥　12歳以上＝7,900
円、12歳未満＝6,900
円
問　中之条町観光協会
　　0279-75-8814

※「ググっとぐんま公式サイト」（https://gunma-dc.
net/）などに掲載されている観光情報の一部を紹介します。
詳しくはお問い合わせください

☎

☎

☎☎

ガイド

おでかけGuide

※この広報紙は、新聞折り込み（毎月第１日曜日）の他、県庁県民センター、県行政県税事務所、県立博物館・美術館・病院、市役所・町村役場、群馬銀行、東和銀行、農協、郵便局
（簡易郵便局を除く）、フレッセイ、セブン-イレブン、ファミリーマート、とりせん、イオンモール太田、ベイシア、アゼリアモール、ネッツトヨタ群馬で配布しています

古紙配合率70%以上、白色度70％程度の再生紙使用
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