
６月記者懇談会 

 

令和元年６月 25 日 

 午前 11 時 00 分 大会議室 

 

 

 

 

町長月間予定 総務課 

  月間行事予定の説明 

 

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

・（７/６）プロから学べるトレーニングプログラム 

（健康推進課 健康づくり支援係） 

 パーソナルトレーナーに指導をしてもらえるトレー

ニングプログラムが始まります。初回 7 月６日開催で以

降毎週土曜日にげんきセンター（沢）で、カウンセリン

グからトレーニング、在宅トレーニングのレクチャーま

で、計 1 時間程度のプログラムが１回 500 円で受けら

れます。 

 

・（７/14・15）あおぞらレストランについて 

（産業振興課 未来農戦略係） 

 地域おこし協力隊の三浦隊員による、農業応援団計画

の一環として食のイベントが行われます。古民家箕澤屋

を会場に、２日間で延べ 8 店舗の箕輪町、辰野町、南箕

輪村のシェフが「カレー」というテーマで普段お店では

提供しない料理を提供し、町内外の方に上伊那北部３町

村の PR と食材の新たな食べ方についての PR などを行

います。 

 

・平成 30年度 住民満足度調査、17歳町民意識・生活実態調査結果について 

（企画振興課 まちづくり政策係、若者・女性活躍推進係） 

 両調査について設問ごとに説明。住民満足度調査では、町への愛着度を感じている方が

73％、生活に満足度をしている方が 71.9％といった結果となりました。17 歳町民意識・

生活実態調査では、愛着度、満足度ともに調査開始以降初の増加という結果になりました。 

（調査結果は箕輪町ホームページをご覧ください） 

 

 

 

出席者：信濃毎日新聞、長野日報、みのわ新聞、伊那ケーブルテレビ 

事務局：社本、荻原 



・平成 30年度 ふるさと寄附金について（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 平成 30 年度の実績については、寄附件数 4,649 件、寄附金額 57,257 千円で、前年度

と比較していずれも増加となりました。また、クラウドファンディングも実施し、1,031

千円の寄付金額があり、みのわもみじカップフェンシング大会に活用しました。 

今年度の取組みとして、新たな申込みサイト（楽天）の追加や新たな返礼品の開拓など

を行い、寄附の獲得につなげます。 

 

記者）寄附件数が増えた要因と人気の返礼品は何か。 

  ⇒人気返礼品は、コシヒカリ（5kg×２袋）、信州十四豚ハム・ソーセージセット、 

梨（南水）、8 割そば、10 割そばなどが人気の返礼品でした。魅力的な返礼品と効果 

的な PR の実施が増加した要因だと思っていますので、引き続き効果的な取組みを行 

いたいと思います。 

 

町長コメント 

「住民満足度調査等の結果について」 

 住民満足度調査の愛着度、満足度については、昨年度と比べると微減となり、住民の皆

さんの行政や地域に関する関心や注目度が薄くなったとすれば、残念に感じます。 

今回の結果については、考えていかなければならないことだと思っています。満足度の

微減については、経年変化の範囲だと思っていますので深刻になることはないと思ってい

ます。愛着度については、このところ社会増減が多く、転出入が多いということもあり、

長年箕輪町に住んでいない方もいますので、この影響も含めて考えていきたいと思います。  

一方、17 歳町民意識・生活実態調査については、愛着度や満足度について大きく増加し

ました。こちらの調査も数値の変化は、経年変化の範囲という部分もあると思いますが、

今の高校２～３生は、ふるさと箕輪学を学んできた最初の世代ですので、その世代の郷土

に対する愛着などが、伸びているとしたら嬉しく感じます。もう何年か様子を見てみない

と経年変化なのかそうでないのかという違いがわかりませんが、気持ちの部分で子どもた

ちに愛着信を持ってもらえるとありがたいと思います。 

「ひきもりの調査結果について」 

 県からひきこもりについての調査結果が公表されました。調査結果では、ひきこもりの

数が全県で 2,290人、率で言うと0.2％という数字が県の全体の数字として示されました。

県の調査では、箕輪町のひきこもりの人数は 7 人となっていますが、県の結果からすると

少なくとも 50 人くらいはひきもりの方がいる計算になります。町でも、ひきこもりやニー

トについては課題が大きいということで、県の調査結果がでる以前に健康推進課で調査を

し、ひきこもりの数は 21 人という結果もでています。 

不登校からひきこもりに進む方が多いということなので、窓口をしっかり決めて対応し

ていく必要があると考えています。家庭環境の問題などあって、民生児童委員さんだけで

は対応が難しいので、役場の保健師や関係ある専門職員がフォローしていく体制をとって

いかなければなりません。また、県の相談窓口の周知やひきこもりがいるご家族の横のつ

ながりをどう作るかといったことも考えていきたいと思います。 



「箕輪町受動喫煙防止条例について」 

6 月議会が終了し、受動喫煙についての条例が成立し 7 月１日施行となります。喫煙の禁

止区域について看板の設置や全戸配布による PR などを行い、町民の皆さんに禁止区域など

確認していただき、ご協力をいただきたいと思います。 

他の市町村にはない取組みですので、住民の皆さんに理解していただかないとことが進

んでいきません。まずは、理解をしていただけるように努めていきたいと思います。また、

7 月１日には、看板等が必要な場所には看板の設置をしていきたいと思います。 

 

「防災について」 

 6 月議会の中で、多くの議員さんが防災についての質問をされていました。地域・地区防

災について多くの議員さんに関心を持ってもらったことは、大変ありがたいことです。  

防災や災害、避難について各地域や区で計画を立てていかないといけないですし、地区防

災計画も作成していかないといけないと思っていますが、なかなか理解が進まなかったと

ころです。今回のことが、１つのきっかけとなってくれるとありがたいと思います。福与

区は、モデル地区として地区防災計画を作成していますが、他の区にもできるようにして

いきたいと思います。 
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５ 質疑 

 

次回開催日程  ７月 25日（木）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

1日 月 10:30～ 生活改善協議会 文化センター 文化スポーツ課 70-6602

2日 火

3日 水 9:30～11:00 保育園開放日のんたん 沢保育園 子ども未来課 内125

13:30～ 連絡事務嘱託員長会 講堂 総務課 内106

15:00～ 区長会 講堂 区長会 内105・106

5日 金

9:00～12:00 町内の遺跡＆長野県宝の土器見学会 町内及び博物館 博物館 79-4860

9:00～12:00 〈新規〉プロから学べるトレーニングプログラム げんきセンター（沢） 健康推進課 内130

11:00～17:00 信州で暮らす、働くフェア 東京交通会館 U・Iターン推進係 内232

13:00～15:30
第69回　社会を明るくする・青少年健全育成推進
上伊那北部地区大会

文化センター 総務課 内105

8:30～10:00
第４回　おでかけキッチン
（地域おこし協力隊　三浦隊員事業）

にこりこ朝市（予定） 産業振興課 内165

8:30～ 区民運動会(対象：沢区民） 沢グランド 沢区 79-2141

8:30～12:00 箕輪中部小学校4年3組水道施設見学 箕輪ダム・箕輪浄水場 水道課 内185

10:00～12:00
ママのための再就職応援セミナー①
パソコンの基礎操作を学んで不安解消！

南箕輪村　こども館 企画振興課 内233

9日 火 14:00～15:30 ペアレントトレーニング⑤ 保健センター 子ども未来課 79-0007

10日 水

11日 木

12日 金 8:30～13:00 箕輪北小学校４年２・３組水道施設見学 箕輪ダム・箕輪浄水場・箕輪浄水苑（終末処理場） 水道課 内185

6:30～ 町内グラウンドボランティア作業（２回目） 番場原・沢・上古田運動場 文化スポーツ課 70-6601

10:30～15:00 〈新規〉男女共同参画フォーラム 文化センター 企画振興課 内233

10:00～11:30 〈新規〉第２回　みそ部（畑の管理） 上古田圃場 産業振興課 内165

10:00～12:00 絵本作家川端誠さん絵本ライブ 世代間交流室（なごみ～な） 図書館 79-6950

13:30～15:30 絵本作家川端誠さん講演会 地域交流センター 図書館 79-6950

14日 日 11:30～15:00 〈新規〉あおぞらレストラン 古民家箕澤屋敷地内 産業振興課 内165

15日 月 11:30～15:00 〈新規〉あおぞらレストラン 古民家箕澤屋敷地内 産業振興課 内165

16日 火 8:30～13:00 箕輪北小学校４年１組水道施設見学 箕輪ダム・箕輪浄水場・箕輪浄水苑（終末処理場） 水道課 内185

17日 水

8:30～12:00 箕輪中部小学校２組水道施設見学 箕輪ダム・箕輪浄水場 水道課 内185

13:30～
信州もみじ湖（箕輪ダム）発電所建設工事起工式
（対象：東箕輪区長）

箕輪ダム管理棟 長野県企業局

8:30～12:00 箕輪中部小学校１組水道施設見学 箕輪ダム・箕輪浄水場 水道課 内185

14:00～16:00 介護予防セミナー2019 文化センター 福祉課 70-6622

10:00～12:00
ママのための再就職応援セミナー②
写真撮影、面接に合わせたメイク講座

南箕輪村　こども館 企画振興課 内233

20日 土 8:00～10:00 第5回　交流菜園（育成指導・追肥） 長田菜園 産業振興課 内165

21日 日 10:00～14:00 若者チャレンジ講座「タイ料理講座」 保健センター 調理室 公民館 79-2178

22日 月 8:30～13:00 箕輪東小学校４年生水道施設見学 箕輪ダム・箕輪浄水場・箕輪浄水苑（終末処理場） 水道課 内185

23日 火 14:00～15:30 ペアレントトレーニング⑥ 保健センター 子ども未来課 79-0007

24日 水 中学校西駒ヶ岳登山 学校教育課 70-6603

25日 木 中学校西駒ヶ岳登山 学校教育課 70-6603

26日 金

27日 土 13:00～21:00 第31回みのわ祭り（雨天翌日） 松島仲町周辺など 商工観光推進室 内158

28日 日 9:00～ 大出マスつかみ祭り（対象：区内の子供） 深沢川（Ｒ153より100ｍ上流） 大出分館

29日 月

30日 火

31日 水 10:00～12:00 一日こども図書館職員 図書館 図書館 79-6950

13日 土

令和元年7月行事予定表

木

19日 金

8日 月

18日

2019/6/24

7日 日

4日 木

6日 土
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健康推進課　健康づくり支援係　　　☎79―3111（内線130）

著名人の専属トレーナーを担当してきた
パーソナルトレーナーが指導します

トレーニングの流れ　　※写真はイメージです

　日頃、ご自身の健康のために何か活動していますか？
　特に平日は仕事で帰りが遅かったり、週末はお子さんの部活動や習い事
の送り迎えなど、なかなか自分の身体のことを考える余裕がない世代の皆
様は、「運動したい！」と思っていても、なかなか機会がなくて運動できず
にいるのではないでしょうか。
　そんな方でも毎週土曜日に気軽に参加できて、しかも累計3万人を超え
るパーソナルトレーニング実績のあるトレーナーの指導を受けられるプロ
グラムが、7月6日（土）からスタートします！

トレーナー所属

※開催日程等、詳細は町HPでご確認ください。
〈長野県　地域発元気づくり支援金活用事業〉

一般社団法人
日本スポーツサポートベース
Japan Association of Sports Support Base

受付　毎週土曜日午前9時〜正午にお越しください。
　　　※都合により変更になる場合もございます。

終了（1時間程度のプログラムです）

1回 500円
対象：20歳 以上の箕輪町民

事前申込不要
※参加者多数の場合事前申込制

に変更となります。

カウンセリング（約10分）
参加者の日ごろの取
り組みや目標につい
てお尋ねします。お
伺いした情報を基に
トレーニングメニュ
ーを作成します。

マシンを使用したトレーニング（約40分）
げんきセンタートレ
ーニングマシンを利
用して、個人の体力
に合わせたトレーニ
ングを実施します。

在宅トレーニングメニューのレクチャー（約10分）
実際にトレーニング
をした際の様子やそ
れぞれの目標に応じ
て、ご自宅で取り組
むことのできるトレ
ーニングメニューに
ついてのレクチャーを受けます。

毎週

土曜日

プ
ロ
か
ら
学
べ
る

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

げ
ん
き
セ
ン
タ
ー（
沢
）で

7
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
！
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ふるさと納税について 

 

2019.6.25 

みのわの魅力発信室 

 

１．平成 30年度実績 

〇寄附件数：4,649 件（前年比 約 45％増） 

〇寄附金額：57,257 千円（前年比 約 17％増） 

 

○平成 30年度寄附金指定使途の内訳 

区 分 件 数 寄附金額 

1. 安心して子育てできる環境整備 1,956 24,235,500 

2. 安全・安心なまちづくり 241 2,564,000 

3. 健康寿命延伸のため取組み 179 2,063,000 

4.「ほどほどの田舎暮らし」移住・定住の推進 245 2,524,000 

5. 環境にやさしいまちづくり 352 4,292,000 

6．若者や女性が活躍するまちづくり 210 2,229,000 

7．自治体におまかせ 1,466 19,350,000 

  4,649 57,257,500 

 

 

２．寄附金額及び件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
寄附金額（千円） 1,810 2,000 1,700 530 205 365 5,361 29,270 67,611 49,139 57,257
寄附件数（件） 24 5 3 4 3 10 452 2,848 4,414 3,205 4,649  

（千円） 
（件） 
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３．ガヴァメントクラウドファンディング 平成 30年度実績 

○寄附件数：27 件 

○寄附金額：1,031 千円 

   ○寄付金の使途：「みのわもみじカップフェンシング大会」に活用 

 

４．今年度の取組み 

   ○新たな返礼品の開拓 

   ○申込みサイトについて、「ふるさとチョイス」に加え、新たに「楽

天」と契約 

   ○広報活動の実施 

・ＰＲ用パンフレットの作成、配布（予定） 

・ターゲットを明確にした各種媒体による広告の実施（随時） 

・プレスリリースの実施（随時） 

   ○平成 31年４月１日からの使い道 

    １．若者、女性及び子育て世代のＵ・Ｉターンの促進 

    ２．安全安心なまちづくり 

    ３．安心して妊娠、出産及び子育てのできる環境整備 

    ４．学力向上及び郷土愛の醸成 

    ５．健康増進及び健康寿命延伸 

    ６．安心できる福祉のまちづくり 

    ７．農林業、商工業及び観光の振興 

    ８．自治体におまかせ 


