
３月記者懇談会 

 

令和２年 3 月 24 日（火） 

 午後１時 30 分 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） 

（５/29）町制 65周年記念事業 NHKラジオ番組「真打

ち競演」公開収録について（文化スポーツ課 生涯学習係） 

 箕輪町町制 65 周年事業 NHKラジオ番組「真打ち競演」

の公開収録を町文化センターホールで開催します。広報４

月号の発送日から観覧者の募集を行います。申し込みは、

往復はがきによる郵送で受け付けます。公開収録は、新型

コロナウイルスの感染状況によっては中止の場合もあり、

その際は、町 HP等で周知します。 

 

タクシー利用料金助成補助金交付事業について 

（福祉課 高齢者福祉係） 

在宅重度心身障害者のタクシー利用料金助成券交付事業

を、令和 2 年度から高齢者まで利用者を拡大することにな

りました。対象は、令和 2 年度中に満 75 歳の高齢者のみ

世帯、自家用車を保有していない世帯、本人及び世帯の全

員が住民税非課税である、これら 3 つの条件全てに該当す

る方が対象です。交付金額は、年額 12,000 円（最大）と

なります。 

 

記者）どのくらいの世帯を想定していますか。 

⇒自家用車を所有していない方の数字が読みづらいところですが、長野県で公表し 

ている運転免許の保有率等を参考にして試算した数が 400 人程度になるのではな 

いかと想定しています。条件がいくつかありますので、８割程度が該当になって 

くるのではないかと試算しています。 

出席者：みのわ新聞、長野日報、伊那ケーブルテレビ、信濃毎日新聞 

事務局：社本、荻原 



記者）対象は世帯になるか、それとも個人か。 

⇒条件としては世帯となっていますが、対象は個人です。お二人暮らしの方であれ 

ば、１人ずつの交付になります。 

   

町長コメント 

免許返納者への補助金は 1 万円でしたが、年間 100 人を超える方からの申請がありまし

た。その方々が、社会生活をする上で困難が伴いますので、一定の条件を付けざるを得な

いですが、助成を行っていきます。 

   

 

保育支援システムの導入開始について （子ども未来課 子育て支援係） 

保育園の業務支援のため ICT システムを導入し、4 月から順次運用を開始します。保育

業務支援システムは、今まで紙で管理していた、保育園の登園・退園管理、園児台帳や健

康記録等の管理、それから保育士が作成する週案や日誌、勤怠管理などの業務をシステム

導入で支援していくシステムとなっています。 

採用したシステムは、株式会社コドモンが運用している、クラウド上で運用するシステ

ムで、4,000 施設以上の保育園等で利用されているシステムです。保育士の業務の効率化

を行い、保育士の負担軽減を行い、子どもと向き合う時間をより確保するためにシステム

を活用していきます。 

 

記者）長野県で導入しているところはあるか。 

⇒私立の保育園はありますし、導入を検討している自治体もいくつかあるそうです 

が、県内では早い導入となります。また、役場の子ども未来課とも連携されてい 

るので、管理も出来るようになっています。 

 

木下保育園建設工事について 

3 月 17 日に地元区で説明を予定していた、木下保育園建設工事の説明会が新型コロナウ

イルス感染症の影響で中止となりました。そのため、説明会で使用予定だった資料を近隣

の住民の方にお配りしました。また、工事箇所の近くのお宅へは職員が直接伺って説明を

しています。 

 

令和元年度 住民満足度調査結果について（企画振興課 まちづくり政策係） 

20 歳以上の町民 1,000 人を無作為に抽出し調査を行い、550 人の方から回答を頂きまし

た。町への愛着度ですが前回の調査に比べて 6.5 ポイント増加し 79.5％の方が愛着を感じ

ているとの回答でした。生活の満足度についても、満足していると応えた方が 4.5 ポイン

ト増加して 76.7％の方が満足していると回答となりました。（その他の結果は、別紙参照） 

  



17歳町民意識・生活実態調査について  （企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

平成 13 年の 4 月 2 日から平成 14 年の 4 月 1 日に生まれた方 276 人を対象に調査を行

いました。回収率は、43.5％で前回と比べ 2.1％の増でした。主な結果ですが、箕輪町に

どの程度愛着を感じているかという質問に「強く感じている」「ある程度感じている」の回

答が 75％と前回に比べて 2.6％減少しているものの、平成 29 年度は下回らず 70％以上の

回答で安定したものになっています。今年度初めて設けた町への貢献度について、約 6 割

の方が町の役に立ちたいと答えています。（その他の結果は、別紙参照） 

 

町長コメント 

 新型コロナウイルス感染症関係は、学校の問題や経済対策など様々な課題がありますが、

1 番の課題となっていることは、役場職員が罹患した場合や町内で多数発生した場合に役場

が組織としてどういった動きをとるのかという点です。それと、学校に関係することや、

イベントなどについては、県から日々動向が送られてきているので、それらを踏まえて対

策会議等を実施してまいります。 

 

困り事相談窓口設置について 

困り事相談の窓口を、役場福祉課と社会福祉協議会に設置しました。景気の影響に左右

されているのか、貧困や生活困難の課題について様々な場所で相談されていると、最近特

に聞かれます。また、昨年外国人の方の事件もあったことから、困り事の相談窓口を 1 箇

所にし、その窓口から関係部署と連携するという形の窓口を設置しました。 

近年は、複合的な課題、例えば、病気と失業、離婚と暴力など簡単には処理できない課

題が発生している中で、行政がこれらの課題を把握しきれていないということもあり、ど

うやってこの問題に対応するかということを検討しています。困り事を抱えた皆さんは、

自ら SOS を発することが難しい状況が多く、SOS を発せられないことで課題が複合的に悪

循環しているケースが見られます。こういった方が相談窓口を知り SOS を発してもらい、

SOS を受けた部署が、庁内で情報共有して支援体制を確立していくための相談窓口にして

いく必要があると思っています。 

さらに、役場の各課の窓口には、相談票を設置します。相談票は、英語版、ポルトガル

語、やさしい日本語版を設置。この相談票を福祉課が受け付け、関係部署・機関等と連携

をとっていく形をとります。 

これらの取り組みが、うまく機能するかは難しい部分もあるとは思いますが、外国人の

方の課題も含めて、課題解決の取り掛かりとして取り組んでいきたいと思います。 

 

人口ビジョンについて 

地方創生総合戦略の後期に突入するということで、町の人口ビジョンについても補正を

いたしました。例えば、人口ビジョンの中で示されている箕輪町の人口推移ですが、2015

～2019 年の５年間は、100 人前後のマイナスで、ほぼ横ばいの状態が続いています。この



５年間は、地方創生を進めながら、何とか横ばいでやってきた５年間でした。これからの

５年間の人口は、何も対策を行わないと国の社人研が示す数値 23,008 人（2025 年）、町

の独自推計でも 24,330 人と減少してしまいます。人口減少施策等を実施すると、町の独自

推計 24,509 人となります。この 24,509 人が５年後の箕輪町の目標値です。 

町とすれば若干の人口減を見込みながら何とか現状を維持していきたいと思っています

ので、この数値を達成できるように、様々な施策を展開していきたいと思っております。 

 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和２年３月 24日（火） 午後１時 30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 

・（5/29）町制 65周年記念事業 NHKラジオ番組「真打ち競演」公開収録 

�（文化スポーツ課 生涯学習係） 

 

 

 

 

・タクシー利用料金助成券交付事業の拡大について（福祉課 高齢者福祉係） 

 

 

 

・保育支援システムの導入開始について（子ども未来課 子育て支援係） 

 

 

 

・令和元年度 住民満足度調査結果について（企画振興課 まちづくり政策係） 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

次回開催日程  ４月 24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 問い合わせ先

9：00～10：00 辞令交付式・年度初めの式 講堂 総務課 内105

13：00～ 地域おこし協力隊委嘱状交付式 町長応接室 企画振興課 内113

2日 木

3日 金 10：00～11：30 町内保育園入園式 各保育園 子ども未来課 内125

10：30～ 町内小学校入学式 各小学校 学校教育課 70-6603

13：00～ 箕輪中学校入学式 中学校 学校教育課 70-6603

13：00～ 地区巡回 町内６ヵ所 図書館 79-6950

5日 日

6日 月 7：15～ 春の交通安全人波作戦 イオン箕輪店前 総務課 内103

13：30～ 連絡事務嘱託員長会 大会議室 総務課 内106

18：00～ 前区長感謝の会 ながた荘 総務課 内106

8日 水 10：00～11：00 予算執行方針説明会 地域交流センター 企画振興課 内111

9日 木

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

11日 土 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

12日 日

13日 月 町内保育園家庭訪問(13～15日、16日予備日） 各保育園 子ども未来課 内125

14日 火

15日 水

16日 木 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

17日 金

9：00～ 萱野高原山開き 萱野高原 商工観光推進室 内157・158

9：00～11：00 第１回　交流菜園（オリエンテーション・畑作り） 長田菜園 産業振興課 内165

19日 日 9：00～ 第10回花街道まつり 上古田公民館付近 商工観光推進室 内157・158

20日 月 親子で運動あそび いろはぽけっと 子育て支援センター 71-1560

21日 火

22日 水 9：00～11：25 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 内136

13：30～16：00 保健補導員総会（講演会：内場廉先生） 文化センター 健康づくり支援係 内130

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

24日 金

25日 土 19：00～20：30 春の天体観測 博物館 博物館 79-4860

26日 日 10：00～15：00 消防団春季訓練 中部小グラウンド 総務課 内102

27日 月

28日 火 18：00～ みのわ健康アカデミーOB会同窓会 交流センター 健康づくり支援係 内130

29日 水

13:30～15：30 読育ボランティアネットワーク総会・研修会 交流センター研修室AB 図書館 79-6950

13：15～15：30 みのわ健康アカデミー入学式 交流センター 健康づくり支援係 内130
30日 木

令和２年４行事予定表 2020/3/23

18日 土

4日 土

1日 水

7日 火

23日 木














