
11 月記者懇談会 

 

令和元年 11 月 25 日（月） 

 午前 11 時 203 会議室 

 

 

 

 

町長月間予定 総務課 

記者）木下保育園の地元説明会はだいぶ差し迫った説明会になるのか。 

町長）実施設計が中間的なものですがほぼ終わり、配置や規模が決まってきたので、区民 

   の皆さんに対する説明会という事で実施をさせて頂きます。 

記者）特別職の報酬等審議会は諮問か。 

町長）議会議員についての報酬が再度検討という事になっていましたので、これについて 

   諮問させて頂きます。 

 

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

（12/21）豊島区箕輪町交流事業 アンサンブル演奏会 in 箕輪（博物館） 

箕輪町では東京都豊島区との交流を進めていますが、今回初めて文化・芸術交流を目的

に豊島区にある東京芸術劇場から芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミーの皆さんによ

るクリスマスコンサートを 12 月 21 日（土）、町文化センターで開催します。コンサートは

全席指定、入場無料です。11 月 26 日（火）から町文化センターで入場券を配布します。 

 なお、今回の事業に合わせてウインド・オーケストラ・アカデミーの皆さんによる箕輪

中学校吹奏楽部の技術指導も行うことになっています。 

記者）中学生の指導はいつ実施するか。 

⇒指導を行うのは、コンサート当日になります。 

 

松本山雅 FC ホームタウン化について（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

松本山雅調印式が、12 月 5 日（木）午前 10 時から役

場 203 会議室で行われます。松本山雅 FC の社長や事業

部長等の皆さんにお越しいただき、確認書の調印、タイ

アップフラグの贈呈、ユニホームの贈呈、ガンズくんボ

ードの贈呈等が予定されています。 

 

 

出席者：みのわ新聞、長野日報、伊那ケーブルテレビ 

事務局：社本、荻原 



12 月 7 日（土）のホームタウンデーでは、午前 11 時からホームタウン各市町村の PR

ブースで観光協会による観光 PRや特産品、推奨土産品の販売、もみじちゃん抽選会、おも

てなし牛乳の配布等を予定しています。また、ピッチ内イベントとして、町長あいさつや

キックインセレモニーもが予定されています。 

 

健康づくり推進条例について（健康推進課 健康づくり支援係） 

健康づくり推進条例は、令和 2 年 1 月 1 日施行という

事で 12 月議会に上程します。 

条例制定の背景として、急激な少子化や人生 100 年時

代を迎えようとしていること、地域の繋がりの希薄化など、

人の健康だけでなく人の健康を支える地域づくりも大切

ということから、人と地域の健康づくりの両面を捉え条例

を策定しました（条例の詳細については、別紙資料参照）。 

 

 

町長コメント 

町として今年は、町村レベルでは殆ど策定をされていない、健康に係る受動喫煙防止条

例と健康づくり推進条例の２本を策定しました。健康寿命をどうやって延伸していくかと

考えた時に、バックボーンに条例が必要だということ、また、単に体の健康・心の健康と

いうことだけではなくて、地域の健康といったことを取り入れることで、地域の元気さ、

それが１人１人の健康に繋がるということを引き出したいという思いで策定するものです。

12月議会で審議いただき、１月１日から施行したいと思っています。条例制定をする以上

はこれに係る事業化やイベントといったことをこれから考えていかなければなりません。

３月にはイベントが実施予定で、これがキックオフイベントになると思っていますが、来

年度以降の事業化についても検討を進めて参りたいと思っています。 

 

町長への手紙などについて（企画振興課 まちづくり政策係） 

町長への手紙は、現在（11 月 11 日時点）44 人の方から 62 件のご意見等を頂いていま

す。高齢者対策やみのちゃんバス、交通安全対策等について要望・意見がございました（状

況等については、別紙参照）。 

続いて「まちづくり地区懇談会」の開催結果ですが、15 区で開催し、参加者数は 458 人

でした。頂いたご意見・提言等は、実施時期が 9～10 月でしたので、防災訓練や台風につ

いて多くのご意見を頂きました（開催結果の詳細は、別紙参照） 

 

記者）町長への手紙もどちらもですが、寄せられた意見や意見に対する回答について、 

   ホームページ等で広く公表するといった予定はあるか。 

 



⇒12 月の広報紙で町長への手紙の状況等は掲載します。ホームページについても、

今後は広報紙と同じような形で掲載したいと思っています。地区懇談会につきま

しても、結果についてホームページに掲載しますが、意見についてどう反映した

かについてはまた予算の時期にお示ししていきたいと考えています。 

 

 

町長コメント 

「中央道バス停の有料化について」 

中央道バス停の駐車場の件についてですが、中央道のほとんどのバス停が有料化をして

きています。無断駐車といったことが非常に増えていて、地域の皆様にも影響があるとい

うことから、来年度、有料化にしていきたいと考えています。町の土地もありますし、一

部借用している土地もありまので、どうやって有料化するのか現在検討をしております。

当初予算には、必要な部分は計上をし、来年度の途中からになると思いますが、有料化し

たいと思っています。料金については、１日単位にするのか、また、月極めも含めて検討

したいと思っています。 

町内の方だけが利用する場所ではありませんが、箕輪町が無料ということもあり、多く

の町外の方が駐車場を利用されています。今までは、高速バスを出来るだけ使ってもらう

という意味合いで無料化してきました。その意味合いは、これからもあると思うので、他

の市町村との関係や路上駐車の防止対策、また、長く停める方もいるので、車の安全など

を考えると、有料化はやむを得ないという判断をさせて頂きました。詳細については、予

算編成の時に調整を行っていきたいと考えております。 
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次回開催日程  12月 25日（水）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合せ先

1日 日 13:30～ 秋川雅史コンサート 箕輪町文化センター 文化スポーツ課 70-6601

2日 月 町議会12月定例会開会 議場 議会事務局 内311

13:30～
民生委員・主任児童委員辞令伝達並びに
福祉事務調査専門委員委嘱書交付式

講堂 福祉課 内127

13:00～14:00 みのわ健康アカデミー見学会 げんきセンター 健康推進課 内130

14:30～ 連絡事務嘱託員長会 大会議室 総務課 内106

16：00～ 区長会 大会議室 区長会 内105・106

10:00 松本山雅ホームタウン調印式 203会議室 文化スポーツ課 70-6601

13:00～14:00 みのわ健康アカデミー見学会 げんきセンター 健康推進課 内130

6日 金

13:00～ 古田人形芝居定期公演 文化センター　ホール 文化スポーツ課 70-6602

13:00～16:00 リオオリンピック銅メダリスト荒井広宙体力づくり教室 ながたドーム 文化スポーツ課 70-6601

13:10～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

松本山雅ホームタウンデー 松本アルウィン 文化スポーツ課 70-6601

10:30～16：00 町後援事業　おいでよ♪おでかけ夢町フェスタVol．5 地域交流センター おいでよ実行委員会 内233

11:30～14:30 楽園信州移住相談会 東京交通会館 Ｕ・Ｉターン推進係 内232

11:00～14:00
第５回　みのわキッチン
（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

9日 月

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

13:30～ 2020年農林業センサス調査員説明会 役場講堂 総務課 内107

11日 水 13:30～ 2020年農林業センサス調査員説明会 役場講堂 総務課 内107

10:30～12:00 〈新規〉女性の起業セミナー③起業をみんなでシミュレーション 文化センター研修室３ 企画振興課 内233

19:00～ 2020年農林業センサス調査員説明会 役場講堂 総務課 内107

10:10～11:30 ふれ愛あそび なごみ～な 子育て支援センター 71-1560

20:00～ 年末飲酒運転防止パトロール 役場正面玄関 総務課SC推進室 内103

9:00～12:15 三館連携 子ども冬まつり 文化センター・地域交流センター 箕輪町公民館・図書館・博物館 79-2178

13:00～ 2020年農林業センサス調査員説明会 役場講堂 総務課 内107

15日 日
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「町長への手紙」実施状況について 

 

「町長への手紙」は、日頃町民の皆さんが町政について考えていること、気がついたこと、

困っていることなどをお寄せいただき、町政に参加いただこうというものです。 

 今年８月にスタートし、皆さんからいただいた手紙は、11 月 11日現在、44 人の方から 62

件の提言、意見をいただきました。 

○概要 

 ・意見を寄せていただいた方、差出方法の内訳（全 44人） 

居住地 人数  差出方法 人数 

町内 ４０  はがき ３０ 

町外 １  封書 ６ 

不明 ３  メール ５ 

計 ４４  電子申請 ３ 

   計 ４４ 

 

○提案・意見区分 

・２件以上あった意見 

内容 件数 

高齢社会対策について（免許返納・生活支援など） 5 

みのちゃんバス・伊那本線バスについて 3 

交通安全対策について 3 

職員の対応について 3 

保育環境について 3 

セーフコミュニティについて 2 

観光について 2 

合葬式墓地・樹木葬について 2 

住所表記について 2 

若者・女性の人材育成について 2 

道路沿いの草木の管理について 2 

・その他主な意見 

 ・博物館について ・自転車で遊べる場の確保について 

・スマートフォンの活用とスマートフォンの講座開催について 
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 〇提言・意見に対する回答 (一部抜粋) 

（提言１）跡を継ぐ者がおらずお墓を守っていけない人が増えているので、合葬式墓地を整備したら

どうですか。 

（回答）電話等でも合葬墓地についての問い合わせがあり、規模や埋葬数を含め現在検討を行ってい

ます。建設費用が高額であることから、需要と供給のバランスの判断が難しいですが、社会構造の

変化の中で合葬墓地は有用であると考えています。 

（提言２）携帯電話からスマートフォンに切り替えましたが、様々の機能の利用法が分かりません。

これから様々な活用が考えられるので、高齢者向きにスマホの勉強会を行ってみてはどうですか。 

（回答）高齢者向けの講座について、来年度早い時期に実施できたらと考えています。また、携帯電

話販売各社も個々人のニーズに応じた教室を開いていますので、ご利用いただければと思います。 

（提言３）住所表記について、中箕輪の範囲が広すぎ分かりづらいので、区名に変えてはどうですか。 

（回答）以前から町名のかな書きや、中箕輪、東箕輪の大字表示について改善を求める声があるとこ

ろです。変更をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要となります。まずは住民の皆様の機

運の高まりが必要となりますが、何より変更に必要な行政経費及び影響を受ける民間の経費を考え

ると困難な状況にあると考えます。 

（提言４）箕輪町に子供から大人まで自転車で遊べる場所を作りたいと思っており、適地を探してい

ます。 

（回答）自転車は、保育・教育分野での活用のほか、まちづくりにも有用資源と捉えています。今後、

活用策を検討していく必要があります。「自転車で遊べる場所」の検討可能な場所として、ながた

自然公園内や現在使用していない旧保育園の土地などありますが、今回の提案に沿って活用できる

ような用地がありましたらご提案いただければと思います。 

 

企画振興課まちづくり政策係 

☎79-3111 FAX79-0230 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kizai@town.minowa.lg.jp 








