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昭和33年12月20日 館林市裏宿（現大手町）生まれ。
館林市立第三小学校、館林市立第二中学校、
県立館林高校、早稲田大学卒業。
主な経歴

平成18年館林市議会議員初当選（平成29年まで 3期）
市民福祉常任委員会委員長、館林観光協会理事、
両毛六市議員懇談会会長、地方創生研究会会長
平成28年館林市議会副議長（平成29年4月まで）
平成29年群馬県議会議員初当選
平成30年文教警察常任委員会副委員長
令和元年産経土木常任委員会副委員長
社会奉仕

保護司、防災士、館林市体育協会郷谷支部
「ことばの指導教室」にかかわる検討委員

ご

挨

拶

日頃よりお世話になっております。皆様にはご健勝にて
お過ごしのこととお慶び申し上げます。また、四月の群馬
県議会議員選挙に於きましては、多くの市民の方々からの
ご支援ご協力により、二期目の当選を無事に果たすことが
出来ました。心より感謝と御礼を申し上げる次第です。
人生１００年時代といわれる長寿社会を迎えた現在、誰
もが幸せに心豊かな生活を送るためにも、そして未来への
責任を果たすためにも、『地域社会における諸々の課題を
一つ一つ解消していかなければならない』と改めて痛感い
たしておるところでございます。もとより浅学非才の身で

泉沢しんやの基本的考え方
安全で安心な住みやすい地域を実現するため、地域医
療や福祉の充実、また土地利用のあり方や快適な公共交
通機関の整備並びに農業や商工業の後継者育成、そして
自然との共存と調和等を皆さんと一緒に考え、持続可能
なこれからの地域社会づくりに尽力していく所存です。

≪本年度予算における館林地区の主な事業≫
◆ 本町中央通り線拡幅（社会資本整備）
◆ 新堀川改修（防災・安全社会資本整備）
◆ 県道山王赤生田線整備（社会資本整備）

はありますが、これからも皆様の声を県政に反映させるた

お知らせ

め、市と県のパイプ役として、なお一層気持ちを引き締め
『安全で安心して住み続けられる活力に満ちた故郷づくり』

第２回オータムコンサート

を目指し、懸命に努力をいたす所存でございます。
何卒、これからも変わらぬご支援ご指導を賜りますよう
心からお願い申し上げ、二期目のスタートに際しましての
決意とご挨拶といたします。

日時

令和元年10月13日（日） 午後２時

場所

三の丸芸術ホール

チケット販売（1, 000円）は８月下旬ごろ。
群馬県議会議員『泉沢しんや事務所』
〒374- 0023 館林市大手町４- 22
開所時間：AM 10: 00 〜 PM 4: 00（休：土・日・祭日・お盆・正月）
Tel&
Fax

0276- 73- 7338

E-mail :

shinya-iz 330@cc 9.ne.jp

令和元年５月 日の群馬県議会
での第２回定例会における一般
質問の内容をご報告させていた
だきます。

加があり、
非常に高い関心を持っていただいた。
昨年度は他県と連携しクビアカツヤカミキリを
含む特定外来生物の対策について国への要望を
行った。引き続き国及び関係都府県市町村等と連
携し、
早期発見早期駆除に取組み、
県民に対し被害
の実態による防除方法について周知につとめ、被
害の防止拡大に努めたい。

スギ赤枯病について
泉沢：平成 年度に発生したスギ赤枯病について、
本県でスギ赤枯病が発生した際の県の対応につい
てお聞かせください。

交通安全対策について
泉沢：交通事故を防ぐためには、運転者の交通安全意
識の向上を図ることが不可欠であると考えます。
県警
察本部による取組みについてお聞かせください。

県土整備部長：現在進めているＢＲＴ構想は、
東毛
広域幹線道路に定時制・速達性に優れたバスをＪ
Ｒ高崎駅から東武館林駅までの約 ㎞で運行さ
せ、新たな移動手段の構築と公共交通ネットワー
クの強化を目指すものである。
昨年度は基本コンセプトを定め、運行の区間や
停留所間隔、運行頻度などの基本事項について全
体計画として取りまとめた。検討２年目となる本
年度は、
運行本数や料金、
導入するバスの車両の検
討と共に停留所の詳細設計など、実現化に向けた
検討を進めていく。
来年度からは、
停留所などのイ
ンフラ整備やバス路線新設に必要となる国への運
行手続きなどを進め、４年目となる令和３年の運
行開始を目指している。

泉沢：現在の状況についてお聞かせください。

県土整備部長：停留所の設置場所については関係
市町からの提案を受け、
全体計画の中で、
現在 カ
所を予定しており、
概ねの位置を選定した。

線板倉東洋大前駅まで路線を延伸することについ
て、
考えをお聞かせください。

県土整備部長：まずは高崎駅から東武館林間を運
行開始させたい。
その運行後に、
状況を見て検討さ
せてもらえればと思っている。

泉沢： できるだけ早い実現を要望します。

群馬交響楽団の活動について

泉 沢： 小 林 研 一 郎 氏 に ど の よ う な 期 待 を 込 め て
ミュージック・アドバイザーへの就任を要請した
のかお聞かせください。

生活文化スポーツ部長：今年度から３年間の任期
で 小林 研一 郎氏 が群 馬交 響楽団 のミ ュージ ッ ク・
ア ドバ イザ ーに 就任 され た。演奏 プログ ラムの 編
制、
指揮者・ソリストの選定のほか、
群馬交響楽団の
芸術面全般にわたるアドバイスをいただくことと
なっている。
小林氏の長年の経験と曲に対する深い
洞察力を生かしたアドバイスにより、
群馬交響楽団
の力を引き出していただくことを期待している。

館林駅西口

警察本部長：県警察では群馬県交通安全条例の目
的である交通安全教育の推進による交通安全意識
の高揚と交通道徳の向上を期し、また交通環境の
整備を図ることにより県民生活の安全を確保する
活動を推進している。
具体的には群馬県交通対策協議会が策定してい
る平成 年度交通安全活動計画等に基づく各種対
策により交通事故防止の徹底を図っている。街頭
活動では関係機関・団体と連携し、
交通安全に関す
るチラシなどを直接運転者に手渡し、交通安全に
ついて再認識してもらう機会としている。
また、交差点での重大事故や子供が被害者とな
る交通事故を防ぐため、交通事故が多発している
交差点や通学路において、赤色回転灯を点灯させ
たレッドランプ警戒による街頭活動や交通指導取
締を実施している。

※施設の
「付近」
となる停留所含む

森林環境部長：スギ赤枯病は感染力が非常に高く、
周囲の健全な木に被害を拡大させる。苗木生産に
おいて最も注意すべき病気とされている。本県で
は 年６月に南牧村の造林地でスギ赤枯病を確
認。調査を行ったところスギ赤枯病の被害は 市
町村約 ヘクタールに及んでいる。
県の対応としては、スギ赤枯病発生の仕組みや
被害木の除去方法などについて林業従事者に対し
指導を行った。造林者が被害木を除去する場合や
植栽する場合、
必要な経費について支援を行った。

館林高等看護学院前

特定外来生物
「クビアカツヤカミキリ」
の
対策について

邑楽町役場

泉沢：利用する私達にとって、
非常に大切で関心の
高いところです。
ＢＲＴは、
定時性と速達性を兼ね
備えた新交通システムであると認識しています。
そのためには、
一般の車両に対し、
公共車両が優先
されるシステムが必要と考えますが、どのような
方式の導入を考えているのでしょうか。

ベイシア大泉店

泉沢：子供の安全を守るためには、
歩行者用信号機
の設置が必要であると考えます。設置状況につい
てお聞かせください。

BUSターミナルおおた

泉沢：スギ赤枯病の再発防止に向けた県の取組み
についてお聞かせください。

泉 沢： 大 規 模 イ ベ ン ト の 可 能 な Ｇ メ ッ セ 群 馬 が
オープンすることから、多くの県民が参加できる
群馬交響楽団の演奏会を開催してはいかがでしょ
うか。ベートーベンの第九交響曲を小林研一郎先
生の指揮の下、
開催してはと考えます。

西部工業団地
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泉町交差点

県土整備部長：ＢＲＴの運行に際しては、
定時制と
速達制が重要な鍵となる。ＢＲＴのバスが近接す
ると青信号を延長するというような調整を行う。
公共車両優先システム
（ＰＴＰＳ）
の導入を検討し
てるところである。今後交通管理者とよく打ち合
わせしながら詳細については進めていきたい。

境町駅

警察本部長：児童が交差点を安全に横断するため
には、児童の目線に近い位置に設置をされている
歩行者用灯器が有効であると考える。県内では本
年３月末現在、全ての信号機4221 機のうち約
%にあたる3557機に歩行者用灯器が設置を
されている。今後必要と考える場所には歩行者用
灯器の設置を検討していきたい。

宮郷工業団地

環境森林部長：赤枯病は苗畑での薬剤散布、
感染苗
木の除去、
出荷時の確認、
有林地での早期発見除去
が重要とされている。現在は調査研究を進めてお
り、今後は苗畑管理などについて関係者の聞き取
り調査をし、
再発防止の手引きを作成したい。

玉村町文化センター

生活文化スポーツ部長：本県の特色ある文化を磨
き上げ、
魅力を発信していくことを目的として、
多
様な文化と群馬交響楽団の演奏を融合した、新た
な事業を平成 年度から３年間の計画で実施をし
ている。
計画２年目の今年度は、
伝統芸能やオペラ
などとの共演を予定しており、集大成となる来年
度は、大規模な舞台演出が可能なＧメッセ群馬で
の開催を考えているところである。

伊勢崎高校西

17
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道の駅玉村宿

泉沢：高崎市から館林市の間が計画区間として構
想されているとのことですが、板倉町の東武日光

柴崎町交差点〜
卸売市場北入り口

ＢＲＴ
（バス高速輸送システム）
に
関する具体的な整備について

今井町北交差点西

31

泉沢：ＢＲＴの構想は、
計画段階に入っていると認
識しています。実現に向けた今後のスケジュール
についてお聞かせください。

Gメッセ群馬

統一地方選挙の投票率等を踏まえた
取組みについて
泉沢：統一地方選挙の投票率低下等を踏まえ、
県選
挙管理委員会と市町村選挙管理委員会による投票
率の向上に向けた連携が必要であると考えますが
いかがでしょうか。

芸術劇場

泉沢：特定外来生物
「 クビアカツヤカミキリ 」
によ
る桜や果樹等の被害に対する県の認識とこれまで
の取組みについてお聞かせください。
森林環境部長：クビアカツヤカミキリの被害は県
東部地域を中心に拡大し、
繁殖力も高いことから被
害の拡大を危惧している。
その被害についてはまだ
一般的に知られていないため、
一人でも多くの方々
に実態を知っていただくことが重要と考える。
県の取組みとしては、被害状況把握のため県内
全市町村を対象とした被害状況調査を行うと共
に、昨年４月に邑楽館林地域クビアカツヤカミキ
リ対策協議会を設立して、国の交付金を活用しな
がら対策に取組んできた。
講習会等を開き、
行政関
係者や緑化事業者などに対し、農薬やネットの巻
き付けによる防御、
被害木の伐倒など、
様々な情報
提供を行うと共に、
各種広報等により、
様々な機会
を通じて県民への注意喚起を行ってきた。

高崎駅東口駅前広場

県議会第２回定例会の一般質問におい
て、泉沢の質問に対して県は、高崎～館林
間で2021年度に導入する『バス高速輸送
システム（BRT）』の全体構想を公表した。
構想では「新公共交通機関」と位置付け、既
存の公共交通機関との連携を図りながら、
沿線の住民や働く人・学ぶ人が、自動車を
利用しなくても気軽に移動できる交通環
境を構築し、
「 新たな広域公共交通ネット
ワーク」の形成を目指している。
具体的には、東毛広域幹線道路の沿線に
あたる、高崎市・玉村町・伊勢崎市・太田市・
大泉町・邑楽町・館林市の４市３町を結ぶ
約53.7Kmの区間をBRTの路線とし、17箇
所の停留所を設置する。運行は午前６時か
ら午後11時頃を予定し、朝夕のピーク時に
は15分程度の間隔で、それ以外は30分間
隔での運行を検討している。そして、定時
性・速達性を確保するため、PTPS（公共車両
優先システム＝バスが近づくと青信号が
延びる仕組など）を導入し、他の公共交通
機関への乗り換えや、産業団地や学校、商
業施設等への通勤・通学などの利便性を確
保するとしている。また、関係する市・町・
団体等との協議会や分科会を早急に設置
し、
「 新公共交通機関」の効果と優位性が最
大限発揮できるよう充分な意見交換と意
志疎通を図り、運行計画・施設整備・車両選
定等を進めていく考えを示している。

◆ BRTの停留所
（案）

BRT 17箇所に停留所
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選挙管理委員会委員長：投票率向上のため、
有権者
により近い市町村選挙管理委員会との連携を強化
し、投票参加を促す啓発事業を効果的に実施する
必要がある。これまでも選挙時には様々な啓発を
行ってきており、市町村選挙管理委員会と連携し
た取組みを行っている。

（参考）
被害
被害樹種
被害
H 29
箇所数 本数 サクラ その他 ( 注） 被害本数
1 太田市
38
164
56
108
5
2 館林市
90
496
390
106 219
3 板倉町
19
33
32
1
4
4 明和町
32
311
108
203 123
5 千代田町
16
120
120
0
47
6 大泉町
32
194
186
8 105
7 邑楽町
28
192
181
11 179
合計：7市町
255 1,510 1,073
437 682

24

泉沢：県全域に拡大すれば、
県内の桜の名所が全滅
する恐れもあり、産業面では県内の果樹栽培農家
の方々に甚大な損害・損害を与えかねません。
県及
び国においても被害地域と連携を密にして、早急
に対策に当たらなければならない緊急事態になっ
ていると痛感しています。被害拡大を防ぐための
今後の県の取組みについてお聞かせください。

被害本数1, 510本
（サクラ1, 073本、
その他437本）

29

49

泉沢： 県民の投票参加を促すためには、小中学校
の段階から主権者教育を充実させる必要があると
考えますがいかがでしょうか。

市町村

No.

防除ネット
クビアカツヤカミキリ

29

教育長：主権者教育を小中学校の段階から体系的
に充実させることが必要である。県教育委員会と
しては選挙管理委員会など関係機関と連携協力
し、政治参画することの大切さや意義を子供たち
が実感を持って理解できる実践的な主権者教育を
充実させ、
将来の投票率向上につなげたい。

【調査期間：平成30年７月11日～８月27日】
(注）その他の内訳：モモ、
ウメ、
スモモ、
ハナモモ等

85

クビアカツヤカミキリ対策について

第２回定例会における一般質問の内容
森林環境部長：桜についてより防御効果の高い農
薬が５月 日に正式に登録された。この農薬はあ
らかじめ木に注入することで予防的効果が期待で
きる。
今後、
果樹への登録拡大についても検討して
いる。農薬の使用方法を含めた新たな防除対策の
実演講習会を４〜５月にかけて農政部と連携して
開催した。
この講習会には行政関係者の他、
緑化事
業者や施設の管理者など計３回で約250名の参
15
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