
５月記者懇談会 

 

平成 31 年 5月 24 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） 

○MINOWAさんかくフェスタの開催等について（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

・MINOWAさんかくフェスタ 

 7 月 13 日に男女共同参画社会について考える機会とす

る「MINOWA さんかくフェスタ」が開催されます。町の

イクボス・温かボス宣言企業の紹介や子ども向け仕事体験

等のブースが設けられるほか、女優の菊池桃子さんを講師

に招いての特別公演会（事前申込制）、地域の方と考えるパ

ネルディスカッションも行われます。 

 

記者）特別公演会は、どういった方を対象としているか。 

  →講師に菊池さんを選んだ理由として、これからの 

   地域を担ってもらう 40代以上の男性に興味をもってもらえる方ということで、お招きを 

   する経緯があり、その世代をメインの対象と考えています。 

 

・ママの就業・お仕事相談 

 子育てをしながら再就職を希望しているお母さんの相談窓口を６月から開設します。相談窓口

を子育て支援センターいろはぽけっとに設置し、毎週火・木曜日に相談を受け付けます。相談窓

口については、南箕輪村と広域連携事業として実施しますので、どちらの窓口でも相談を受ける

ことができます。 

 

記者）今まで県で実施していた就業相談との兼ね合いは。 

  →今まで月 1回、県の事業として就業相談が箕輪町でも行われていました。これを拡大して 

   個別で実施したいということがあり、県は県で相談事業を継続して実施しますが、町とし 

   ても独自に実施いたします。 

 

 

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 



・女性活躍井戸端会議委員募集 

 男女共同参画を推進するための会議を実施しています。現在の委員の任期が 8 月に切れること

を受け、新たな委員の募集を行います。募集人数は５人程度、町内在住又は在勤の 18 歳以上の

方を募集します。 

 

○「川端 誠さん 絵本ライブ＆講演会」について（町図書館） 

 図書館とおはなし応援団の共催事業として、「落語絵

本シリーズ」等で有名な絵本作家の川端誠さんをお招

きして、絵本ライブと講演会を7月13日に開催します。

参加費は無料ですが、事前配布の入場整理券が必要で、

6 月 15 日から整理券の配布を行います。絵本ライブと

講演会の後にはサイン会や絵本の販売も予定していま

す。 

 

記者）対象は町内の方に限るか。 

  →町外の方も、ご聴講いただけます。 

 

町長コメント 

・受動喫煙防止条例について 

 受動喫煙防止条例については、現在パブリックコメントが実施されています。パブリックコメ

ントの結果を受けて、6月議会に条例を提出したいと思っています。 

健康増進法の一部改正が 7 月１日施行となりますので、それに合わせて条例を制定しますが、

県を含めても、県下で初めて条例を制定することになりそうです。町としては、それぞれの施設

をどういった位置付けにするかという部分があると判断して条例の制定を行います。 

条例の中身については、民間施設や企業等は適応範囲にしないつもりですが、不特定多数の方

が行くような公共の場所について、喫煙が禁止される場所なのか、受動喫煙の防止に努力をして

いただくことが必要な場所なのかといったことを具体的に明示していきたいと思っています。 

町の公共施設の喫煙を特別厳しくするといった条例にするつもりはありませんが、法では予定し

ていない外の施設、例えば、児童遊園や都市児童公園といった施設も条例では禁煙にしますので、

どの施設がどのような措置になるのかという点を町民の皆さんに周知を行っていきたいと思いま

す。 

 

・産業支援センターみのわについて 

 産業支援センターについては、開設してから１年が経過しましたので利用状況の報告をさせて

いただきます（詳細は、別紙産業支援センターみのわ参照）。全体的に見ると、町の商工会が隣に

あることや今年の 4 月に町の商工係を移管したこともあり、概ね順調に動いていると判断してい

ます。創業支援オフィスは、全てのオフィスが貸出となっています。コワーキングスペースにつ

いては、常時利用されている方もいて、多くの方に利用されていると思います。研修室について

も、利用回数が増えてきており、利用が進んできています。 



・松本山雅について 

 松本山雅については、ホームタウンのお話をいただいておりまして、何度か話をしてまいりま

した。今年の 1 月には、後援会の南信州支部がホームタウンにするためのキックオフイベントを

箕輪町で開催するなど、徐々にではありますが、盛り上がりを見せてきています。 

課題である、町のサッカー協会との連携について、町サッカー協会は、県内で法人化されてい

る２つの協会のうちの１つであり、活動も活発に行われていて、そういったところとプロスポー

ツをどういう風に考えるかということもあり、時間を置いていた部分がありましたが、サッカー

協会が取組んでいる事業等にもプロスポーツという目で一緒に活動できる状況になりました。ま

た、7 月のみのわ祭りには、トークショー等のイベントに選手や関係者に来ていただけることに

なっています。 

これらの点を踏まえて、今後ホームタウンとしての手続きを進めて行きたいと考えております。

今までは、プロスポーツを見るという立場でいましたが、プロスポーツを支えたり、活用したり

といった価値が非常にあると思いますので、町としてもそういった方向に一歩踏み出したいと思

っています。しかし、出資が必要という部分と J リーグの理事会を通して承認をいただかないと

できないことでもあるので、手続きが進められるか分かりませんが、町民の皆さんにお伝えしな

いといけない部分ということで、現時点での方向性の報告となります。 
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平成 31年５月 24日（金） 午前 11時 00分 
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５ 質疑 

 

次回開催日程  ６月 25日（火）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

8:00～10:00 第２回　交流菜園（棚づくり・苗植え） 長田菜園 産業振興課 内165

8:30～ 小学校運動会 中部・北小学校 学校教育課 70-6603

9:00～17:00 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ長野県高校総体1日目・県少年大会（中学生の部） 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

11:00～13:00
第２回　みのわキッチン（第２G)
（地域おこし協力隊　三浦隊員事業）

文化センター和室 産業振興課 内165

8:30～10:00
第３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 産業振興課 内165

9:00～12:00 自然講座「川から自然を考える」 沢川周辺（JA東箕輪支所集合） 郷土博物館 79－4860

9:00～17:00 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ長野県高校総体2日目 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

9:30～ 政策研究キックオフミーティング 地域交流センター　研修室A・B 企画振興課 内113

15:00～ 連絡事務嘱託員長会 ２階大会議室 総務課 内106

15:00～ 区長会 大会議室 区長会 内105・106

9:30～11:00 保育園開放日「のんたん」 松島保育園、木下南保育園 子ども未来課 内125

9：00～ 町議会６月定例会開会 議場 議会事務局 内310・311

5日 水

6日 木 14:00～15:30 子育て講座「上手なほめ方叱り方講座」 松島保育園 子ども未来課 79-0007

7日 金

13:00～16:00
【新規】信州花フェスタ2019
信州暮らし・移住相談Café

松本市広域公園（信州スカイパーク） U・Iターン推進係 内232

13:30～15:30 子どもスポーツ体験教室②（卓球） 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

9日 日 尚歯会(沢長寿者対象者） 沢公民館 沢区 79-2141

10日 月 8:30～12:00 箕輪南小学校4年生水道施設見学 箕輪ダム・箕輪浄水場 水道課 内185

8:30～13:00 箕輪西小学校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

14:00～15:30 ペアレントトレーニング③ 保健センター 子ども未来課 79-0007

12日 水

13日 木

14日 金

15日 土 13:30～15:30 子どもスポーツ体験教室③（ソフトボール） 番場原第１運動場（雨天時町体） 文化スポーツ課 70-6601

16日 日 15:00～ 消防懇談会（赤魚会）（消防関係者） 箕輪町交流センターみのわ（予定） 消防団正副分団長会 内102

17日 月

18日 火 18:30～20:00 地域コミュニティ活性化委員会 役場２０２会議室 企画振興課 内113

10:30～12:00 箕輪町ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ全国大会実行委員会 交流センター 文化スポーツ課 70-6601

13:30～15:00 読ボラ養成実践講座（わらべうた） 交流センター 図書館 79-6950

18:30～20:00 分館役員研修会 交流センター 公民館 79-2178

20日 木

21日 金 13：30～ 町議会６月定例会最終日 議場 議会事務局 内310・311

22日 土 13:30～15:30 子どもスポーツ体験教室④（スラックライン） 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

23日 日 11:00～13:00
第２回　みのわキッチン（第１G)
（地域おこし協力隊　三浦隊員事業）

産業振興課 内165

24日 月

25日 火 14:00～15:30 ペアレントトレーニング④ 保健センター 子ども未来課 79-0007

26日 水

27日 木

14:30～ アカデミー集団健康講座（医師講演） 役場３階講堂 健康推進課 内130

小学校音楽会 西小学校 学校教育課 70-6603

8:00～10:00 第4回　交流菜園（芽かき・育成指導） 長田菜園 産業振興課 内165

9:00～11:30 公民館サポーター養成講座 文化センター 箕輪町公民館 79-2178

13:30～15:30 子どもスポーツ体験教室⑤（ソフトボール） 番場原第１運動場（雨天時町体） 文化スポーツ課 70-6601

小学校音楽会 南小学校 学校教育課 70-6603

30日 日

平成31年6月行事予定表 2019/5/23

4日 火

2日 日

29日 土

28日 金

19日 水

11日 火

8日 土

1日 土

3日 月



男女共同参画社会基本法施行 20 年の節目を機に、幅広い年代の方が男女共同参画へ興味

関心を持ち、男女共同参画社会について考える機会とするイベントを開催します。 

ご家族そろってご来場ください。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

 日  時   令和元年７月 13 日（土） 10：30～15：00 

場  所    箕輪町文化センター 

スケジュール 

 10：30～15：00 女性起業者紹介・就業相談・イクボス・温かボス宣言企業等紹介 

イクメンフォトコン作品展示・男女共同参画パネル展示 

子ども向け仕事体験・工作体験・物販 ほか 

 13：00～14：10 特別講演会「人生をHAPPYに～女性からみる共生社会のこと～」 

講師 菊池 桃子 氏（女優・戸板女子短期大学客員教授） 

６月３日（月）から事前申込み開始・定員450人・先着順 

託児サービス有り（無料・要事前申込み・定員20人） 

14：20～15：00 パネルディスカッション「地域力×女子力 地域の未来を考える」 

参 加 料   無料 ※体験及び物販は、一部有料となります。 

そ の 他   本事業は、もみじちゃんスタンプラリー対象事業です。 

 

 

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

令和元年５月２４日 発信 

MINOWAさんかくフェスタの開催について 

箕輪町 

添付資料 有  無 

企画振興課 若者・女性活躍推進係 
（課長）毛利 岳夫 （担当）清水ちふ美 
電 話:0265-79-3111 （内線）233 
ＦＡＸ:0265-79-0230 
E-mail:katsuyaku@town.minowa.lg.jp 







就職・再就職を希望する女性を対象とした相談窓口を開設します。仕事と家庭の両立に関

する全てのことに、専門の相談員が個別に相談をお受けします。 

本事業は、南箕輪村との広域連携事業として共同実施し、どちらのセンターもご利用いた

だけ、同じ就業支援サービスを受けることができます。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

 

電  話  0265-96-8020 

 

 

 

  実施期間  2019 年６月～2020 年３月 

  対 象 者  箕輪町及び南箕輪村在住の女性 

  費  用   無料 

  そ の 他  事前予約は不要ですが、電話にて確認いただくとスムーズです。 

相談は、雇用保険受給（失業給付）における求職活動対象となります。 

【箕輪サポートセンター】 

相談日時  毎週 火・木曜日 10:00～15:00 

相談場所  子育て支援センターいろはぽけっと内 

電  話  080-1053-3775 

【南箕輪サポートセンター】 

相談日時  毎週 月～金曜日 9:00～16:00 

相談場所  子育て女性再就職トータルサポートセンター（こども館内） 

 

電  話  080-1053-3775 

 

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

令和元年５月２４日 発信 

 ママの就業・お仕事相談が始まります 

箕輪町 

添付資料 有  無 

企画振興課 若者・女性活躍推進係 
（課長）毛利 岳夫 （担当）清水ちふ美 
電 話:0265-79-3111 （内線）233 
ＦＡＸ:0265-79-0230 
E-mail:katsuyaku@town.minowa.lg.jp 



再就職トータルサポート
現在お仕事をされており、これから産休・育休を検討されている方から、
子育て中で再就職をお考えの方まで「仕事と家庭の両立に関係する全て
のこと」にご相談いただけます。

お問い合わせ先

長野県松本市島立 830-11TEL：0263-40-0234
厚生労働省 職業紹介事業許可：20- ユ -300004

平成31年度 箕輪町 女性就業支援事業／平成31年度 南箕輪村 子育て女性再就職トータルサポート事業

本事業は、箕輪町と南箕輪村の広域連携事業として共同実施されています。

開場時間：9:30-16:00
【 土・日・祝日を除く】

上記番号がつながらない場合はお手数ですが 平日9:00-17:00までご連絡ください。

0265-96-8020
0263-40-0234

「まっくん」
「もみじちゃん」

雇用保険受給（失業給付）における求職活動対象となります。

箕輪町
MINOWA TOWN Minamiminowa Village

上伊那郡南箕輪村4817-1こども館
子育て女性再就職トータルサポートセンター

お仕事などの相談
悩みや不安をご相談ください。

就職活動や子育てと仕事の両立が不安。自分の出来る仕事って何
だろう？など色々な悩みや不安をお聞きし、改善、解決を目指して
サポート致します。

就業に向けた準備
復帰まで安心して過ごすための準備

履歴書、職務経歴書などの書き方や面接に向けてのアドバイスを
致します。就職前の職場見学や体験等へご参加いただき仕事の流
れや職場の雰囲気を事前に知る機会もあります。

求人など情報提供
上伊那エリアを中心に情報提供

職種、就業場所、勤務時間など希望条件をお伺いし希望に見合う
求人情報をご紹介。短時間のお仕事や上伊那地区の企業との連
携の中で独自の求人情報もありますのでお気軽にご相談下さい。

就職・その後のサポート
サポートある復帰で安心

お仕事の開始から職場や仕事に馴染むまでサポートさせて頂きま
す。企業側への要望もお伝えさせて頂きます。
※採用は企業側の判断となりますので必ず採用を約束するものではありません
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南箕輪サポートセンター 箕輪サポートセンター

Minamiminowa Minowa

＜南箕輪村4817-1＞

相談時間：9時～16時（受付：15時） 相談時間：10時～15時（受付：14時）

電話： 080-1053-3775電話： 0265-96-8020
子育て支援センターいろはぽけっと内

＜箕輪町中箕輪松島8759＞

子育て女性再就職トータルサポートセンター（こども館内）

ご相談は毎週 ご相談は毎週

月 金 火 木～ ・

すべて無料でご利用いただけます。お子様を連れてお気軽にご相談下さい !

どちらのセンターもご利用いただけ、同じ就業支援のサービスを行っております。

身近でご相談いただけます！

安 心 し て 子 育 て で き る 準 備 を 一 緒 に

ママの就業
お仕事相談

※要件となる求職活動に該当する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

事業受託会社



町民の健康づくりを効果的に推進するための協議を行い、町民一体となって健康づくりに

取り組める地域を目指すため、箕輪町健康づくり推進協議会の委員を募集します。 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     添付資料 有  無 

 

 

 

 

 

募集期間  令和元年５月 24 日（金）～ ６月５日（水） 

応募資格  箕輪町に住所を有する成人の方で、協議会（年 3 回程度）に参加でき、

町の健康づくりについて協議し、取り組んでいただける方 

応募方法  ・委員応募用紙は、箕輪町役場健康推進課の窓口か、町ホームページ

から入手可能です。 

        ・所定の委員応募用紙に必要事項を記入の上、箕輪町役場健康推進課

まで提出してください。 

 選考方法  応募があった方の中から選考します。 

そ の 他  詳細は別紙「委員募集要領」のとおり 

 

箕輪町役場 健康推進課 プレスリリース  

令和元年 5月 24日 発信 

健康推進課 健康づくり支援係 
(課長) 柴宮 まゆみ (担当) 北原 美幸 
電 話：0265-79-3111 （内線）138 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：kenko@town.minowa.lg.jp 

箕輪町健康づくり推進協議会委員の公募について 

箕輪町 



活動内容 
• 町の男女共同参画計画に沿

ってアクションプランを進
めます 

• 女性活躍、男女共同参画に
ついて課題みつけ、解決方
法について提言します 

  町条例で定める額の報酬を支給します。 

 
 
 

男 女 共 同 参 画 ・ 女 性 活 躍 推 進 の た め の 

女 性 活 躍 井 戸 端 会 議   

 

 

開催予定 

年４回程度 
 

平日昼間、２時間程度 
 

（初回を８月初旬開催予定） 
 
任期/令和元年８月 ３日から 
   令和３年３月３１日まで 
 

男女共同参画って何？ 女性活躍ってどうして必要なの？ 
一緒に考え活動してみませんか 

 
申込期間 ６/３（月）～６/28（金） 
申込資格 箕輪町に在住または在勤の 
      18歳以上の男女 
申込方法 所定の応募用紙に必要事項を 
     記入して提出してください 
 

箕輪町役場  
企画振興課若者・女性活躍推進係 
電話0265-79-3111    
FAX0265-79-0230 
〒399-4695（住所記載不要） 

申
込
み
・
問
合
せ 

 



男女共同参画・女性活躍推進のための 

女性活躍井戸端会議って どんなことしているの？ 

女性に子育てや家事の負担
が多くかかり、お勤めした
り、地域の活動に参加しに
くいかも。 

イクメン講座をして
みましょう。 

ピザ作りをします。家でも、パパ
と子どもたちでママ作ってあげて
くださいね。 

母子手帳があるので、
イクメン手帳もあると
良いですね。 

男性が地区の役員などを担っています
ね。女性も活躍するためにはどうすれ
ば良いでしょうか。 

町 

                       

みんなで勉強したり、考えたりする必
要がありますね。 

女性が活躍するには、まだ
課題は多いですね。 第2期井戸端 

会議の委員は
2019年8月か
ら活動します 

井戸端会議とはみなさんが経験したことや、町民アンケートなどの結果から、課題

を洗い出し、解決するための取り組みを検討してきました。 

メンバー構成は30～80代の男性・女性。子育て中の方や企業勤務の方、移住経験

者、区役員等の知識経験者や経営者まで幅ひろいメンバー構成で活動しています。 

会議や活動の
一部を 

紹介します 

会 議 

活 動 

イクメン手帳完成！子育てアプリ
「みのむし」をみてください。 





 

 

 

 

川端  誠さん 

1952 年新潟県高田市（現・上越市）生まれ、絵本作家。

82 年のデビュー作『鳥の島』（ＢＬ出版）で第 5 回絵

本にっぽん賞を受賞。以来「落語絵本シリーズ」（ク

レヨンハウス）。『ぴかぴかぷつん』『森の木』「お

化けシリーズ」「野菜忍者シリーズ」『十二支のおせ

ち料理』『うえきばちです』『地球をほる』『槍ヶ岳

山頂』（ＢＬ出版）。『りんごです』『バナナです』

『いちごです』（文化出版局）など、全て自作自演で、

作品、シリーズごと多彩な世界を展開している。 

◆入場整理券配布 

2019年 6月 15日（土） 

箕輪町文化センター 展示室 10：00～12：00  

◆サイン会（絵本ライブ、講演会それぞれ終了後サイン会有） 

サインを希望する方は、当日来場順に整理券を配布します 

 （絵本の販売有り。すでにお持ちの書籍もＯＫ。） 

 

２０１9 13  土

日 

開演：10：30～11：30 （10：00開場） 

場所：箕輪町図書館 なごみ～な 

定員：80名 

■主催：箕輪町図書館 お問い合わせ：TEL（0265-79-6950） ■共催：おはなし応援団 

 

年 月 日 

◆6月 15日（土） １２時以降の入場整理券配布 

箕輪町図書館 10：00～18：00 （月曜日休館） 

※午前の部のみ１人 4枚まで  

絵本ライブ 講演会 ＆ 

絵本作家 

◆午前の部：絵本ライブ 

対象：小さなお子さんから大人の方 

◆午後の部：講演会 

開演：14：00～15：30 （13：30開場） 

場所：地域交流センターみのわ 研修室 AB 

定員：50名 

対象：小学生から大人の方 

7  

川端 誠（かわばた まこと）さんプロフィール 

 入場無料 


















