
◎「県議会だより」は年４回発行しています。
　次号は、令和３年11月７日（日）発行予定です。
◎「県議会だより」についてのご意見を政策広報課までお寄せください。
☎027-897-2891   027-243-4211 giseisaku@pref.gunma.lg.jp

県議会ホームページ
県議会の最新情報は公式SNSでも発信しています。

検索検索 ↑
群馬県議会

県議会では、
行っています。

弔電を自粛する申し合わせを

◎本会議・委員会開催日程

※会期は予定ですので、変更される場合もあります。(開会はおおむね午前10時からです。）

令和３年第３回定例会のご案内
会期は９月21日から12月14日の予定です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
議場での傍聴はご遠慮いただき、
テレビやインターネットによる中継をご覧ください。

テ レ ビ ★群馬テレビ 午前10時～ 〈生中継〉
本会議（質疑及び一般質問）をご覧いただけます。

本会議（全日程）と決算特別委員会総括質疑をご覧いただけます。

◎県議会中継

インターネット ★県議会ホームページ「議会中継」
〈生中継〉〈録画〉

◎議長・副議長就任記者会見を行いました
　５月24日に新たに議長に就任した井
田泉議員（写真左）と副議長に就任した
安孫子哲議員（写真右）が記者会見を行
いました。
　井田議長は、県執行部の動きに後れを
取らないよう、議会改革を進める考えを
示したほか、議会のデジタル化や政治家
を志したきっかけ、これまでの議員活動
で印象に残った出来事などについて、記
者の質問に答えました。

◎ 過去の県議会だよりは
こちらからご覧ください。 スマートフォンは

こちらから

◎県 議 会 だ よ り は
　スマートフォン等で
ご覧になれます。
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本会議
（委員長報告･議決・閉会）

その他の委員会の構成
＊◎印は委員長、○印は副委員長です。

、党明公は）公（、明令は）令（、馬群ルラベリは）リ（、党主民由自は）自（＊
。すまし表を会水如は）如（、代時新は）新（、会心裕は）裕（、党産共本日は）共（

議会運営委員会
議会がスムーズに運営できるよう、議会運営の
全般について協議を行います。

図書広報委員会
議会の広報、議会図書室の運営について協議を
行います。

議会基本条例推進委員会
議会基本条例の理念を実現するため、議会改革等
について協議を行います。

◎萩原　　渉（自）
　星名　建市（自）
　中島　　篤（自）
　大和　　勲（自）
　今泉　健司（自）

○泉沢　信哉（自）
　水野　俊雄（公）
　金井　康夫（自）
　川野辺達也（自）

中沢　丈一（自）
後藤　克己（リ）
小川　　晶（リ）
井田　泰彦（令）

◎橋爪　洋介（自）
　あべともよ（令）
　相沢　崇文（自）
　秋山健太郎（自）

○斉藤　　優（自）
　酒井　宏明（共）
　神田　和生（自）

福重　隆浩（公）
本郷　高明（リ）
亀山　貴史（自）

◎狩野　浩志（自）
　中島　　篤（自）
　川野辺達也（自）
　八木田恭之（リ）

○伊藤　　清（自）
　金井　康夫（自）

加賀谷富士子（リ）
　神田　和生（自）

星名　建市（自）
藥丸　　潔（公）
泉沢　信哉（自）
金沢　充隆（令）

◎ 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会

審査事項

委員構成

◆新型コロナウイルス感染症の警戒度、緊急事態宣言に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の検査・医療体制に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の県民生活への影響に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の産業への影響に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の教育への影響に関すること
◆ウイズコロナ、アフターコロナに関すること

◎星野　　寛（自）　○中島　　篤（自）　狩野　浩志（自）　橋爪　洋介（自）
　角倉　邦良（リ）　　水野　俊雄（公）　あべともよ（令）　酒井　宏明（共）
　松本　基志（自）　　八木田恭之（リ）　秋山健太郎（自）　牛木　　義（自）

4つの特別委員会が設置されました。 特別委員会は、県政の特に重要な特定事件を審査するために設置し、
議会としての意見・提案をまとめます。

新型コロナウイルス感染症対策について、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◎ デジタルトランスフォーメーションに関する特別委員会

審査事項

委員構成

◆行政のデジタルトランスフォーメーションに関すること（行政改革を含む）
◆県民生活のデジタルトランスフォーメーションに関すること
◆産業のデジタルトランスフォーメーションに関すること
◆教育のデジタルトランスフォーメーションに関すること

◎久保田順一郎（自）　○金井　康夫（自）　星名　建市（自）　伊藤　祐司（共）
　井下　泰伸（自）　　藥丸　　潔（公）　小川　　晶（リ）　斉藤　　優（自)
　相沢　崇文（自）　　金沢　充隆（令）　亀山　貴史（自）

デジタルトランスフォーメーションについて、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◎ 地方創生・ブランドに関する特別委員会

審査事項

委員構成

◎岩井　　均（自）　○川野辺達也（自）　岸　善一郎（自）　穂積　昌信（自）
　井田　泰彦（令）　　加賀谷富士子（リ）　今泉　健司（自）　大林　裕子（裕）
　森　　昌彦（自）　　入内島道隆（如）　高井俊一郎（自）

地方創生及び群馬のブランド化について、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◆官民共創コミュニティに関すること　◆地域課題解決に関すること
◆スポーツによる地域創生に関すること　◆アーティスティックGUNMAに関すること
◆温泉文化に関すること　◆群馬のブランド化に関すること
◆公共交通に関すること

◎ 脱炭素社会・新エネルギーに関する特別委員会

審査事項

委員構成

◎中沢　丈一（自）　○大和　　勲（自）　福重　隆浩（公）　後藤　克己（リ）
　萩原　　渉（自）　　金子　　渡（令）　伊藤　　清（自）　本郷　高明（リ）
　泉沢　信哉（自）　　矢野　英司（新）　神田　和生（自）

脱炭素社会及び新エネルギーについて、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◆「ぐんま５つのゼロ宣言」に関すること
◆SDGs17ゴールのうち　Goal７「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、
　　　　　　　　　　　　Goal13「気候変動に具体的な対策を」、
　　　　　　　　　　　　Goal15「陸の豊かさも守ろう」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関すること
◆脱炭素社会づくりに関すること
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本会議（質疑及び一般質問）をご覧いただけます。

本会議（全日程）と決算特別委員会総括質疑をご覧いただけます。

◎県議会中継

インターネット ★県議会ホームページ「議会中継」
〈生中継〉〈録画〉

◎議長・副議長就任記者会見を行いました
　５月24日に新たに議長に就任した井
田泉議員（写真左）と副議長に就任した
安孫子哲議員（写真右）が記者会見を行
いました。
　井田議長は、県執行部の動きに後れを
取らないよう、議会改革を進める考えを
示したほか、議会のデジタル化や政治家
を志したきっかけ、これまでの議員活動
で印象に残った出来事などについて、記
者の質問に答えました。

◎ 過去の県議会だよりは
こちらからご覧ください。 スマートフォンは

こちらから

◎県 議 会 だ よ り は
　スマートフォン等で
ご覧になれます。

月日 曜日 議事予定

特別委員会

特別委員会

9月21日

27日

28日

30日

10月4日

5日

7日

12日

18日

19日

火

月

火

木

月

火

木

火

月

火
決算特別委員会

（分科会）

本会議
（質疑及び一般質問）

本会議
（質疑及び一般質問）

本会議
（委員長報告･議決・決算提案説明）

常任委員会

常任委員会

月日 曜日 議事予定

10月26日

11月1日

11月24日

29日

30日

12月2日

6日

7日

9日

14日

火

月

水

月

火

木

月

火

木

火

本会議
（開会･提案説明）

決算特別委員会
（総括質疑・採決）
本会議

（決算委員長報告・議決）
本会議

（後期開会・提案説明）

本会議
（委員長報告･議決・閉会）

その他の委員会の構成
＊◎印は委員長、○印は副委員長です。

、党明公は）公（、明令は）令（、馬群ルラベリは）リ（、党主民由自は）自（＊
。すまし表を会水如は）如（、代時新は）新（、会心裕は）裕（、党産共本日は）共（

議会運営委員会
議会がスムーズに運営できるよう、議会運営の
全般について協議を行います。

図書広報委員会
議会の広報、議会図書室の運営について協議を
行います。

議会基本条例推進委員会
議会基本条例の理念を実現するため、議会改革等
について協議を行います。

◎萩原　　渉（自）
　星名　建市（自）
　中島　　篤（自）
　大和　　勲（自）
　今泉　健司（自）

○泉沢　信哉（自）
　水野　俊雄（公）
　金井　康夫（自）
　川野辺達也（自）

中沢　丈一（自）
後藤　克己（リ）
小川　　晶（リ）
井田　泰彦（令）

◎橋爪　洋介（自）
　あべともよ（令）
　相沢　崇文（自）
　秋山健太郎（自）

○斉藤　　優（自）
　酒井　宏明（共）
　神田　和生（自）

福重　隆浩（公）
本郷　高明（リ）
亀山　貴史（自）

◎狩野　浩志（自）
　中島　　篤（自）
　川野辺達也（自）
　八木田恭之（リ）

○伊藤　　清（自）
　金井　康夫（自）

加賀谷富士子（リ）
　神田　和生（自）

星名　建市（自）
藥丸　　潔（公）
泉沢　信哉（自）
金沢　充隆（令）

◎ 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会

審査事項

委員構成

◆新型コロナウイルス感染症の警戒度、緊急事態宣言に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の検査・医療体制に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の県民生活への影響に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の産業への影響に関すること
◆新型コロナウイルス感染症の教育への影響に関すること
◆ウイズコロナ、アフターコロナに関すること

◎星野　　寛（自）　○中島　　篤（自）　狩野　浩志（自）　橋爪　洋介（自）
　角倉　邦良（リ）　　水野　俊雄（公）　あべともよ（令）　酒井　宏明（共）
　松本　基志（自）　　八木田恭之（リ）　秋山健太郎（自）　牛木　　義（自）

4つの特別委員会が設置されました。 特別委員会は、県政の特に重要な特定事件を審査するために設置し、
議会としての意見・提案をまとめます。

新型コロナウイルス感染症対策について、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◎ デジタルトランスフォーメーションに関する特別委員会

審査事項

委員構成

◆行政のデジタルトランスフォーメーションに関すること（行政改革を含む）
◆県民生活のデジタルトランスフォーメーションに関すること
◆産業のデジタルトランスフォーメーションに関すること
◆教育のデジタルトランスフォーメーションに関すること

◎久保田順一郎（自）　○金井　康夫（自）　星名　建市（自）　伊藤　祐司（共）
　井下　泰伸（自）　　藥丸　　潔（公）　小川　　晶（リ）　斉藤　　優（自)
　相沢　崇文（自）　　金沢　充隆（令）　亀山　貴史（自）

デジタルトランスフォーメーションについて、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◎ 地方創生・ブランドに関する特別委員会

審査事項

委員構成

◎岩井　　均（自）　○川野辺達也（自）　岸　善一郎（自）　穂積　昌信（自）
　井田　泰彦（令）　　加賀谷富士子（リ）　今泉　健司（自）　大林　裕子（裕）
　森　　昌彦（自）　　入内島道隆（如）　高井俊一郎（自）

地方創生及び群馬のブランド化について、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◆官民共創コミュニティに関すること　◆地域課題解決に関すること
◆スポーツによる地域創生に関すること　◆アーティスティックGUNMAに関すること
◆温泉文化に関すること　◆群馬のブランド化に関すること
◆公共交通に関すること

◎ 脱炭素社会・新エネルギーに関する特別委員会

審査事項

委員構成

◎中沢　丈一（自）　○大和　　勲（自）　福重　隆浩（公）　後藤　克己（リ）
　萩原　　渉（自）　　金子　　渡（令）　伊藤　　清（自）　本郷　高明（リ）
　泉沢　信哉（自）　　矢野　英司（新）　神田　和生（自）

脱炭素社会及び新エネルギーについて、一体的、横断的、集中的に審査を行います。

◆「ぐんま５つのゼロ宣言」に関すること
◆SDGs17ゴールのうち　Goal７「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、
　　　　　　　　　　　　Goal13「気候変動に具体的な対策を」、
　　　　　　　　　　　　Goal15「陸の豊かさも守ろう」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関すること
◆脱炭素社会づくりに関すること
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おか もと ゆき や

◇第２回臨時会は、４月16日に開催されました。
　知事から、豚熱発生を踏まえた緊急対策や愛郷ぐんまプロジェクト第２弾
に係る７億1,630万円の一般会計補正予算案が提出され、４人の議員による
質疑が行われました。
　関係する常任委員会が開催され、付託議案について審査が行われました。
　常任委員会の審査結果について、委員長から報告された後、議案の採決が
行われ、知事から提出された１議案は、可決されました。

◇第３回臨時会は、５月19日に開催されました。
　知事から、県営ワクチン接種センターの設置・運営に係る36億9,907万円
の一般会計補正予算案が提出され、議会からは、委員会提出議案として、群
馬県議会委員会条例の一部を改正する条例案１件が発議されました。
　５人の議員による質疑が行われた後、関係する常任委員会が開催され、付
託議案について審査が行われました。
　常任委員会の審査結果について、委員長から報告された後、議案の採決が
行われ、知事から提出された１議案は、可決されました。また、委員会から
発議された条例案１件も、可決されました。

◇第２回定例会は、５月24日から６月15日までの23日間にわたって開催さ
れました。

【議　案】
　５⽉24⽇には、知事から、PCR検査機器などを整備する医療機関への支援
や、コロナ禍で不安を抱える女性や生活に困窮している方への支援などの新
型コロナウイルス感染症対策や、畜産物の輸出促進支援など、当初予算編成
後に内示があった事業について予算化し、合計で68億4,475万円の増額とな
る一般会計補正予算案や監査委員の選任など計29議案が提出されました。
　また、６⽉２⽇には、まん延防止等重点措置による営業時間短縮要請や外
出自粛要請の影響を受けた事業者への支援などに係る39億2,148万円の増額

となる一般会計補正予算案が、６⽉11⽇にはまん延防止等重点措置の解除後
の営業時間短縮要請などに係る79億1,956万円の増額となる一般会計補正予
算案が追加提出されました。
　議会からは、特別委員会の設置に係る議案や意⾒書案２件の計３議案が発
議されました。

【正・副議長選挙及び各委員会委員の選任】
　開会⽇には、議長・副議長の選挙、議会運営委員の選任、特別委員会の設
置、常任・特別などの各委員会委員の選任が行われました。（２面及び４面参照）

【質疑及び一般質問】
　12人の議員による質疑及び一般質問のほか、追加提出議案について５人の
議員が質疑を行いました。

【常任委員会・特別委員会】 
　各常任委員会、各特別委員会が開催され、付託議案や所管する事項などに
ついて審査・調査を行いました。

【議　決】
　閉会⽇には、常任委員会の審査結果などについて各委員長から報告が行わ
れた後、議案及び請願について討論と採決が行われました。
　知事から提出された34議案は全て可決・承認・同
意され、議会が発議した３議案も可決されました。
また、３件の請願が採択されました。

◇可決された主な議案
○令和３年度群⾺県一般会計補正予算案
　《第６号・第７号・第７号［追加提案分］・第７号［追加提案分（その２）］》
○群⾺県家畜伝染病予防法関係⼿数料条例の一部を改正する条例
　　知事認定獣医師が行う豚熱の予防的ワクチン接種に係る⼿数料を定めよ
うとするもの

◇可決された意⾒書
○温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排⽔規制に関する意⾒書
○地⽅たばこ税の一部を分煙環境整備に活⽤できる制度の整備を求める意⾒書

第２回臨時会・第３回臨時会のあらまし第２回臨時会・第３回臨時会のあらまし第２回臨時会・第３回臨時会のあらまし

第２回定例会のあらまし第２回定例会のあらまし第２回定例会のあらまし

第２回臨時会・第３回臨時会のあらまし第２回臨時会・第３回臨時会のあらまし第２回臨時会・第３回臨時会のあらまし

第２回定例会のあらまし第２回定例会のあらまし第２回定例会のあらまし

今号には、「ぐんま広報７月号」が折り込まれています。ぜひご覧ください

７⽉から出荷される群⾺県産の夏秋キャベツは、
全国⼀の出荷量を誇ります。

キャベツ畑（嬬恋村）

請願・陳情の
手 引 き は
こ ち ら

第２回定例会開催第２回定例会開催第２回定例会開催

新型コロナウイルス感染症対策などに
総額186億８千万円余の補正予算案を可決
新型コロナウイルス感染症対策などに
総額186億８千万円余の補正予算案を可決
新型コロナウイルス感染症対策などに
総額186億８千万円余の補正予算案を可決

第２回定例会開催第２回定例会開催第２回定例会開催

新型コロナウイルス感染症対策などに
総額186億８千万円余の補正予算案を可決
新型コロナウイルス感染症対策などに
総額186億８千万円余の補正予算案を可決
新型コロナウイルス感染症対策などに
総額186億８千万円余の補正予算案を可決




