
1 月記者懇談会 

 

令和２年１月 22 日（水） 

 午前 11 時 203 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） 

（３/１）健康づくりシンポジウム（健康推進課 健康づくり支援係） 

１月に制定された「箕輪町健康づくり推進条例」のキック

オフも兼ねた、健康づくりシンポジウムが、町文化センター

と地域交流センター周辺で開催されます。シンポジウムや立

川らく朝氏による健康落語、松本山雅 FC によるウォーキング

サッカー、健康測定が行えるブースなど、どの世代にも参加

いただけ健康について考える機会となるイベント予定をして

います。 

 

記者）シンポジウムの参加者は具体的となっているか。 

  ⇒健康づくり推進条例の策定にも関わった町内企業の方や町が行っている健康づくり  

   プログラムのトレーナー、また、健康アカデミーＯＢの方などを予定しています。 

 

  

～農ある暮らし～ 町民菜園利用者の募集等について（産業振興課 未来農戦略係） 

来年度の町民菜園や講座付きの交流菜園の利用者を募集し

ます。募集期間は、２月 10日（月）から３月 10日（火）で

す。また、暮らしに必要なものを自給的に作る楽しさを体感

してもらう取組みとして、今年度から実施した「みそ部」に

ついても、来年度の参加者を募集します。今年度は町内外か

ら 14組 25人の方に参加いただいて、３月には、釜で大豆を

煮てみそを作る作業も体験いただきます。 

 

 

出席者：みのわ新聞、長野日報、伊那ケーブルテレビ、信濃毎日新聞 

事務局：社本、荻原 



町長コメント 

 

令和２年度予算については、町長査定が１月 21日までに終わり、本名予算の内示をしまし 

た。財政面でかなり厳しい予算となりそうですが、最終調整を行いプレス発表をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 

役場庁舎のネットワークダウンについて 

１月７～９日の間、役場庁舎のネットワークがダウンする事態が発生しました。ネットワー 

クの一部が故障し、その復旧作業を行っている際にも、様々な複合的な要素が発生しネットワ

ーク全体に影響を及ぼしたことや、本来ならスペア機能を果たすはずのサーバも使用できなく

なってしまったということがあり、今までにない長時間のダウンとなってしまいました。 

幸い、窓口業務はダウンしてしまったサーバ以外を使用することが多いため、住民の皆さん

に直接大きな迷惑をかけたということは無かったのですが、今後、システムをいかに単純化し

ていくか等、課題となっている部分について考えていかなければならいと思っています。 

今回の件とは別になりますが、情報システムの運用という部分で、来年度はＩＣＴ担当の係 

を作りたいと思っています。人材配置等の課題もあり、現在検討段階ですが、新設の係で情

報システム全体の運用を行っていきたいと考えています。 

 

貧困対策について 

貧困に関わる、困りごとや心配事の相談が増えてきていると感じています。相談が増えてい 

る現状から、困りごと等を一元的に窓口対応ができ、スムーズに担当課と連携がとれるシス

テムが必要だと思っています。そういった意味の窓口機能を、来年度以降、福祉課に設置し

たいと考えています。さらに、来年度は社会福祉協議会が、生活困窮世帯の子どもに対する

学習や生活の支援を実施していく予定ということもあり、どういった学習支援が行えるか、

町教育委員会でも体制等について研究をしているところです。こういった取り組みを行うこ

とで、困窮世帯への支援を広げていきたいと考えています。 

 

外国人対応について 

箕輪町で生活をされる外国の方が、増加しています。原因の１つには、労働力者不足があげ 

られます。景気は一時期よりはやや下降気味にあるとは言え、人手不足ということは否めない

こともあり、外国人が増えてきていると思います。 

こういった外国人に対して町では、ポルトガル語の相談員を配置していますが、相談件数が

増えていて、１人の相談員では対応しきれないという課題も発生しています。課題解決に向け、

来年度は翻訳機を導入し、少しでも多言語対応がスムーズに行えるようにしていきたいと思い

ます。３月には県から支援員を招き、生活相談会を実施する予定です。相談会で出た意見をま

とめ、町としてどんなことを対応しなければならないか確認を行いたいと思います。 

 



課題としては、防災や災害時の外国人対応があげられます。来年度導入予定の防災アプリは 

外国語対応行う予定ですが、各部局で持っているものが、言語対応ができているかどうか、

確認をし、不十分な部分は対応を行い、外国人が災害時に、日本人と同じ対応が取れるよう

に見直していきたいと思います。 

 

 

記者）外国人の貧困も増えているか。 

  ⇒企業にお勤めの方は、ある程度の待遇があって来ていると思いますが、企業を離れたり、 

自営を始められた方などは、問題を抱えていても相談が無いと把握ができない部分も 

あるので、仕組み等を考えていかなければならいと思っています。 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和２年１月 22日（水） 午前 11時 00分 

箕輪町役場  203 会議室 

 

１ 開会 

 

２ 町長月間予定 

 

 

３ 町の主なトピックス 

・（3/1）健康づくりシンポジウム（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

 

 

 

 

・～農ある暮らし～ 町民菜園利用者の募集等について（産業振興課 未来農戦略係） 

 

 

 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  ２月 21日（金）午後１時 30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 土

11:00～13:00
第６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

7:00～20:00 財産区議会議員一般選挙 各投票所 選挙管理委員会 内104

10:00～12:00
ママのための再就職応援セミナー⑦
働く前の準備万端セミナー

文化センター　研修室5.6 企画振興課 内233

育メン家事メンフォトコンテスト作品展示（～2/17） イオン箕輪店 企画振興課 内233

4日 火 19:00～ 財産区議会議員一般選挙　選挙会 役場3F講堂 選挙管理委員会 内104

5日 水

13:15～ 連絡事務嘱託員長会（最終）　13：00～写真撮影 大会議室 総務課 内106

14:00～ 区長会（最終） 大会議室 区長会 内105・106

7日 金 箕輪町観光協会「フォトコンテスト」一般投票（～2/18） 文化センター展示ホール 商工観光推進室 内157

10:30～11:30 おはなしこんにちは 図書館（世代間交流室なごみ～な） 図書館 79-6950

浜松市庄内協働センター祭り 浜松市庄内協働センター 企画振興課 内235

9日 日 浜松市庄内協働センター祭り 浜松市庄内協働センター 企画振興課 内235

10日 月

11日 火

12日 水 13:30～15:00 図書館講演会　「地球温暖化と気候の変化」 地域交流センター　研修室Ａ・Ｂ 文化スポーツ課　図書館 79-6950

13日 木 15:00～16:30 企業振興審議会 産業支援センターみのわ 研修室 商工観光推進室 96-8300

14日 金 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

13:00～15:00 美術講座「抽象画って何だろう？」 博物館 博物館 79-4860

11:00～12:00 育メン家事メンフォトコンテスト表彰式 イオン箕輪店 企画振興課 内233

16日 日 11:00～13:00
第６回　みのわキッチン（第１G)
（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

17日 月 育メン家事メンフォトコンテスト作品展示（～2/27） 役場玄関ホール 企画振興課 内233

13:30～15:00 第３回イクボスセミナー 産業支援センター 企画振興課 内233

18:00～19:30
上伊那北部観光連絡協議会
銀座ＮＡＧＡＮＯスーパープレゼンテーション

銀座ＮＡＧＡＮＯ 商工観光推進室 内157.158

PM
上伊那ファーマーズの集い
主催：上伊那農業委員会協議会

JA伊那本所 農業委員会事務局 内167

19日 水 15:30～ 中学生模擬議会 議場 議会事務局 内310

10:30～11:00 おはなしくまさん 図書館（世代間交流室なごみ～な） 図書館 79-6950

10:00～ 箕輪町観光協会「フォトコンテスト」審査会 文化センター展示ホール 商工観光推進室 内157

10:00～12:00 第１回終活セミナー 地域交流センター　研修室Ａ・Ｂ 町公民館 79-2178

15:00～17:00 みのわ未来委員会 文化センター 企画振興課 内113

22日 土 10:00～12:00 第２回終活セミナー 地域交流センター　研修室Ａ・Ｂ 町公民館 79-2178

23日 日

24日 月

25日 火

26日 水

15:00～ アカデミー卒業式 地域交流センター 健康推進課 内130

14:00～ ふれ愛あそび いろはぽけっと 子育て支援センター 71-1560

28日 金

29日 土 いろはぽけっとまつり いろはぽけっと 子育て支援センター 71-1560

18日 火

6日 木

2020/1/21令和２年２月行事予定表

15日 土

3日 月

2日 日

8日 土

20日 木

21日 金

27日 木



令和2年1月、箕輪町健康づくり推進条例が制定されました。
条例と聞くと何やら堅苦しいイメージですが、心配はいりません。
楽しいイベント、オイシイ食べ物を通して、条例の内容や
健康づくりについて考える1日に。

■箕輪町健康づくり推進条例紹介
■シンポジウム
[若い世代から健康づくりに取組むために]
働いていると職場と家の往復で、ジブンのカラダのこと
に意識が向かない…このシンポジウムではあなたの暮ら
しのヒントとなるようなライフスタイルについて、シン
ポジストの方々と一緒に考えます。

入 場 無 料
箕輪町健康ポイント対象事業

[50ポイント]

ACTION×オトナもコドモもタノシム
箕輪町もホームタウンの仲間入りした松本山雅FCに
よる全世代参加型イベントや、子供の能力を引き出す
多数のコンテンツを提供する㈳日本スポーツサポート
ベースによる体験プログラムなどを開催予定！
オトナもコドモも楽しめます

CHECK×ジブンのカラダを知る
3Dセンサを活用した歩行姿勢測定システムなど、
最新の機器で身体の状態を測定できる体験型コンテンツ
[歩行姿勢測定・血管年齢測定・体成分分析（インボディ） and more...]

EAT×オイシイフードブース
地元食材を生かしたカラダに良い食事。
美味しく食べて、農ある暮らしを感じましょう。
[出店店舗はHPで随時更新します]

ブースの
情報はHPで
随時更新します

ココロ×カラダの健康 [13:00-15:30] 箕輪町文化センター

タノシム×ツナガルエリア

ココロ
カラダ
タノシム
ツナガル

M
I
N
O
W
A

■ヘルシートーク・健康落語
　立川 らく朝 氏　落語家・医学博士

（笑いと健康学会理事・日本ペンクラブ会員）

1954年長野県に生まれる。
1979年杏林大学医学部卒業。慶應義塾大学医
学部内科学教室へ入局。主として脂質異常症
の臨床と研究に従事。慶應健康相談センター
（人間ドック）医長を務める。
2000年内科医をしつつも夢をあきらめきれず、
46 才にして立川志らく門下に入門、プロの落
語家として活動を開始。
2004年立川流家元、立川談志に認められ二つ
目昇進。
2015年半年間の立川流真打トライアル優勝を経
て、10 月 1 日真打昇進となる。
長年の診療経験と医学の知識を生かし、健康教
育と落語をミックスした「ヘルシートーク」、「健
康落語」、「落語&一人芝居」という新ジャンル
を開拓。
全国での公演に飛び回る毎日。

㈳日本スポーツサポートベース松本山雅FC

長野県地域発元気づくり支援金活用事業主催： 箕輪町　お問合せ： 健康推進課 健康づくり支援係 ☎７９－３１１１（内線130）［平日8:30-17:15］

家族で・仲間で
動ける格好で
お越しください！

2020.3.1[SUN] 11:00-16:00
箕輪町文化センター・地域交流センター・交流広場

健康づくりシンポジウム

33
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※�各事業とも、区画・組に余裕がある場合は
期間後も申し込み可能です。

申し込み：産業振興課 未来農戦略係　　☎79―3111（内線165）　mail：sangyou@town.minowa.lg.jp
� 町HPからも申し込みいただけます

農ある暮らしを楽しみませんか？
町民菜園利用者を募集します！　自然の中で野菜づくりをしてみませんか？

①町 民 菜 園
　専用の区画で野菜作りを楽しんでみませんか。育てた
野菜でお料理すると、おいしさも倍増です。
利用期間　　4月から翌年3月
　　　　　　※更新も可能です。
場　　所　　北原・二本松・原町北部・長田（新設）
料　　金　　1区画（約100m2）　1,600円／年

みそ部の参加者を募集します
　毎日の生活に欠かせない「味噌」を材料（大豆）から
作ってみませんか。
　1年間を通し大豆を育て・収穫し、大釜で煮る味噌を
作るまでの全過程を学ぶ講座です。
対　　象　　�5月から翌年3月までの1年間。全7回

（土曜日開催予定）に参加できる方
募 集 数　　15組（先着順）
料　　金　　1組あたり　4,000円　（お味噌5kgつき）
申込期間　　2月10日（月）から3月24日（火）まで

②講座付菜園（長田）
　農家から月1回程度の指導を受けながら、自分の区画で
野菜を育てます。夏野菜を中心に家庭菜園を始めたい人に。
利用期間　　4月から11月
場　　所　　長田（12区画）
料　　金　　1区画（約50m2）　4,000円／年
　　　　　　※�苗・資材代、講習代等を含みます。

申込期間　　2月10日（月）から3月10日（火）まで　　※申込者多数の場合は抽選になります。


