
５月記者懇談会 

 

令和２年５月 25 日（月） 

 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） 

・女性の就業相談事業について （企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

女性の就業相談事業を昨年６月４日から始めて１年が経ちました。 

令和元年度の実績報告をさせていただきます。 

（資料に基づき説明） 

本年度も就業相談を続けて行っていますが、人が集まれない状況ですので、今回オンラ

インセミナー「オンラインサロン」を６月２日と１６日に企画しました。就業相談員とお

集まりいただいたお母様方で、座談会方式にて進めていきたいと考えています。相談場所

の子育て支援センターにお母様方が中々行けない状況ですので、子育て支援センターの先

生方にもこのオンラインサロンへ参加いただき、手遊びやぬり絵など、遊びの要素を取り

入れ今回初めて開催するものです。 

（資料に基づき説明） 

就業相談については、今年も２町村で女性の就業支援を行っていきたいと思います。 

（資料参照） 

 

記者）現在、相談対応は何処で行っていますか。 

⇒予約制で、役場の会議室や文化センターを使用したり、状況によっては南箕輪村

で行ったり、２町村で協力して行っています。 

記者）現在、仕事はありますか。 

⇒４月時点では企業様から正規職員の求人募集がありましたが、この状況ですので

今後求人がどの程度になってくるか懸念されます。 

 

・農ある暮らしを楽しむ事業の展開について （産業振興課 未来農戦略係） 

６月１３日（土）から農ある暮らしを楽しむ「みそ部」が始まります。農薬や化学肥料

を使用しない大豆作りから味噌作りを楽しんでいただく事業です。新型コロナウイルス感

出席者：みのわ新聞、長野日報、伊那ケーブルテレビ、中日新聞、信濃毎日新聞 

事務局：那須 



染拡大防止のため一度は中止の判断をしましたが、

状況も変わってきてましたので、当初予定していた

日程で実施することを決定しました。５月 29 日ま

で部員を募集し、実施にあたってはマスクの着用、

拡声器を使用し参加者の距離を保つ等の対策を検

討しております。 

（資料に基づき説明） 

「箕輪町農産物等販路拡大事業補助金」について

説明します。 

こちらは農産物の販路を拡大するため、10 万円を上限に経費の２/３を補助するものです。

以前からある補助金ですが、本年度対象を拡大し、箕輪町産農産物に付加価値をつける取

組みを行う方を新たに対象にしました。補助対象事業につきましても、インターネット販

売環境整備や加工の試作等も新しく対象としています。 

（資料に基づき説明） 

伊那ケーブルテレビ様のご協力により、もみじチャンネルで家庭菜園の講座を放送して

います。例年月１度の講座を開いていましたが、本年度は新型コロナウイルス感染拡大の

観点より人を集めての講座は開催せず、テレビ放送にて講座を行っていくというものです。

媒体は、伊那ケーブルテレビ様で放送していただくのと、町ホームページにも動画をアッ

プしています。講師は北部営農組合様にお願いし、５月 23 日（土）から放送されています。 

 

記者）始まったのは平成 30 年４月と聞きましたが、国庫補助事業ですか。 

   ⇒町独自の事業です。 

  利用実績があまりなかったので、より多くの方に利用されるように制度改正した

ものです。 

 

・成人式について（文化スポーツ課 生涯学習係） 

 令和４年４月から、成人となる年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられることから、

令和４年度からの成人式の対象年齢を検討するための調査をしました。 

 （資料に基づき説明） 

 調査した結果、年代別に見ても「今と同じ 20 歳が良い」という回答が多数を占めました。

理由としては、各年代とも「18 歳だと受験や就職活動等の忙しい時期に重なると思われる

ため」が上位にきています。 

 このような結果を踏まえ、対象年齢について今後検討したいと思います。 

 

 令和２年８月 15 日に予定していた成人式ですが、この度の新型コロナウイルス感染状況

を鑑み、延期することにしました。 

 県内での感染状況は比較的落ち着いてきてはいますが、県外からの帰省が予想されるこ



と、東京など一部の地域では今でも感染が確認されていることから、早期収束が見通せな

いことから、参加者の安全を最優先し今回の結論に至りました。 

 今後の開催については、成人式実行委員会にて正式に決定をと考えていますが、現時点

では令和３年１月を考えています。 

記者）本年度の成人式対象者は何人ですか。 

⇒令和２年度の対象者は 274 人です。 

記者）今年の実行委員会は、まだ開催していないですか。 

   ⇒６月４日（木）に開催する予定でしたが、延期としました。 

メンバーは決まっていませんが、実行委員会形式をとるかどうか検討する準備会

という位置付けでの開催予定です。 

 記者）成人式延期の通知は、対象者へは発送済ですか 

   ⇒本日郵送する予定です。 

記者）調査のことでお聞きしますが、今後の具体的な決定までのスケジュールは 

⇒まだ検討中です。 

 

町長コメント 

 当町においては、本日より学校が再開されました。２週間ほど分散登校等行ってきまし

たので、本日から完全実施としております。基本的なコロナ対策は実施していますが、教

室での授業となると難しい部分もあります。その点も見ながらの完全実施となりますので、

皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

 特別定額給付金の現在の状況ですが、対象世帯

9,866 世帯のうち受付が 7,310 世帯 19,258 人で

77.1％の受付が終わりました。順調に事務は進んで

おり、今週中にかなりの額の給付が終了すると思っ

ております。今週中に 19 億 2 千万円ぐらいまで給

付できると思います。オンライン申請等においても、

当町では混乱は出ておりません。 

 持続化給付金については基本的には商工会でと

思っておりますが、町も声を掛けて窓口で支援させ

ていただいています。 

雇用調整助成金については、社労士の方にご協力いただいて無料で相談するという手続

きもさせてもらっています。 

 目下の課題はいくつかありますが、ひとつは外国人対策がなかなか進まなず難しい状況

にあります。特に外国人の皆様の住宅の課題、就業の課題、学校の課題等について現在調

査しており、今週末までに対策を練り直したいと思っております。一番の課題は、派遣会

社が各企業からの派遣切れを受けてしまっていることが一点、それと派遣会社そのものが

住宅を借り上げていますので、派遣会社と外国人との間に契約はありますが、大家さんと



の関係にはなく住宅確保給付金の対象外となっています。住宅の確保ができないことが非

常に大きな問題となっており、これは制度の課題でもあるので致し方ない部分ではあるが

何とかならないものかということと、就業も町内では難しくなってきており、他地域に行

くというのもありますが、お子さんがいたりご夫婦で生活の本拠をここにしている方もか

なりいらっしゃいますので、そのような方々への支援も考えてないと、経済的な面も含め

て困難が生じそうです。箕輪町独自の問題ではありませんが、他市町村と比べると人口に

占める割合が高い町でありますので、出来る限りのことをとりまとめていきたいと思って

おります。 

 企業関係は、町関係の制度資金、通常の資金も含めて60件ほどの貸出しをしていること、

国や県の制度を使うのにあたってのセーフティーネットの認定が 70 件ほどと、都合 130

件となりますので、当町の事業所の数からすると相当の数の方が困難を伴っていると思い

ます。もう少し現状を調べなければと思っております。 

 最後に、今お配りをしました「新型コロナウイルス感染症を期に行う寄附金」について、

今週からお願いしていきたいを思っております。通常の寄附のほかに、今回の感染症を期

に寄附を行いたいという町民の声も寄せられており、受け皿をつくりたいと思っておりま

す。ここでは、箕輪町にお住まいの皆様でご協力いただける方にご支援いただきたいとい

うことであります。使い方の指定については、基本的には危機管理に関わる部分で、感染

症や災害対策に関わる避難所等で必要な備品の整備であります。新型コロナウイルスと災

害ということを考えた時に現状の備蓄では間に合わないということもあります。テント型

のカーテーションとかダンボール型のパーテーションも含めて、現在備蓄がございません。

現状の中でやっていくには苦しい部分もありますので、ご協力いただければというもので

あります。それと第２波、第３波もあり得るとされていますので、予防対策として保育園・

小中学校等における予防対策に関わる事前備蓄もできればということで、寄附金のお願い

をさせていただきます。今週中に制度を整えて、総務課を中心に受付をしていきたいと思

います。もちろん、この寄附金がなければ今申し上げたようなものが配備できないという

訳ではないので、事業化するものはしたいと思っております。 

 ６月議会が来週から始まります。国の第２次補正が今週中に見えてこれば、その辺の財

源も使いながら補正をもう一度掛けたいと思っております。この間の臨時議会で町として

するべきものはしてありますが、少し不足している部分がありますので、国の状況を見な

がら、出来ればもう一回補正を掛けたいと思っております。その際にはご報告しますので

よろしくお願いします。 

 

記者）外国人への対策で、今週中に課題に対して調査結果が出るということですが、そ

の調査内容がどのようなものかということと、その調査結果はプレスリリースで

公表される予定でしょうか。 

町長）特に外国人が雇用されている企業の現在の状況と、外国人の皆様の住宅がどのよ

うな状況になっているかということ、それともう一つは困窮度。６月に入ります



と住民税と国民健康保険税の徴収が始まります。新たな納付書が手元に届き始め

ますので、そのことによって状況が分かってくるのではないかと思っております。

その辺を全体として見ながら、どこから手をつけたらよいのかということです。

定住している方が元々かなりいるのですが、定住している方のお子さんたちは日

本語が話せても、親御さんは話せないとか書けない。例えば新しい職場に行きた

くても書類が書けないということもあり、そういたところにも手を入れていかな

ければ。話すことが出来ても日本語で表現で出来ないというのが非常に問題で、

事業所の皆さんも採用のまな板に乗らないとうことがあるようですので、その辺

も含めて何かしなければいけないということと、外国人の方に支援制度があるこ

と自体も届いていないということがあるようですので、その辺の全体像を見直さ

なければいけないと思っています。プレスに出せるかどうかは分かりませんが、

状況は把握するつもりでおりますので、また取材には応じていきたいと思います。 

 

記者）住宅確保給付金の手続きについては、現在役場に相談があったものは社会福祉協

議会やまいさぽに繋ぐというやり方ですか。 

町長）そういうことです。自分で家賃を払っている方はいいのですが、企業に払ってい

る皆様、給与の中に入ってしまっている皆様については、賃貸借契約がそこにな

いので手が出せないようです。６月７月になると住む場所もないということもあ

りますので、大至急やらなければいけないと思っています。 

 

記者）いわゆる派遣切りにあってしまった方は、今は派遣会社が契約しているところに

とりあえずは住めているという状況なのでしょうか。 

町長）今のところは住めている状況ですが、そんなには長く住めないという状況で、派

遣会社が派遣切りにはあっているが耐えているといった状況にあるのだと思いま

す。それももう少しという状況のようですので、その後のことをどうするかとい

うことではないでしょうか。 

 

記者）住宅確保給付金について、制度上受けられない方に対して、具体的に町としては

どのようなことが出来ると考えていますか。 

町長）住宅の斡旋は出来ると思っていますが、家賃に対する支援に踏み切れるかという

のは、難しい問題だと思っています。 

 

記者）寄附金の件についてですが、受け皿を自治体がつくるということは、他でもやっ

ていることなのでしょうか。 

町長）やっていると思います。今回の新型コロナウイルス感染症対策関係でやっている

ところもいくつもあります。都道府県レベルでもほとんどがやっていると思いま

すし、市町村レベルは調べたわけではありませんが、基本的には新型コロナウイ



ルス対策で募るということです。 

    やはり、皆で揃えていかなければいけないものがあるという発想なのですが、救

急的な避難所等は、皆さんの住んでもらう場所でもあるので、ご寄附いただける

のであればお願いをするというものです。 

 

記者）寄附金は、いくらからでもよいですか。 

町長）結構です。 

 

記者）今日から学校再開ということですが、小中学校のこの間の学習の遅れについて、

どのように埋めていくお考えですか。 

町長）学習の遅れはあると思います。学習保障は学校再開にあわせて行わなければいけ

ないと思いますが、それより以前に子ども達の生活習慣について、家庭だけでは

十分に対応できない部分もあったかと思いますので、心の問題も含めて、少し学

校に慣れてもらうというところから始めていかなければと思います。 

 学校で考えていただき２週間分散登校をしたりしてきましたので、今日からの完

全実施にも対応できると教育長も言っております。先ずは生活への慣れと学習に

対する不足した分を出来るだけ早く取り戻すため、夏休みも短縮するようですの

で、そこまでがんばっていただきたいと思っております。 

 それともう一つは、学習保障はいいのですが、行事等が皆なくなってしまってい

ますので、少しでも子ども達に学校生活に潤いを与えたり、思い出になるような

行事を一つでも二つでもと、お願いはさせていただいております。 

 

 記者）成人式が延期になってしまったことに対して、町長よりコメントをお願いします。 

町長）本来ですと実行委員会を作って、皆さんの総意で決めてもらうものであります。

しかし、この状況でありますので、町として方向を出させていただきました。 

   箕輪町に帰ってきて皆で成人式をしたいという思いで毎年やっておりますので、

今回実施を出来ないのは本当に残念であります。 

その分を含めて新型コロナウイルス感染症が収束した段階で、一応は来年の１月

早々を予定しておりますが、皆さんと一緒にお会いしたいと思っております。 

   今回は、本当に残念です。 

   対象者への通知では、１月ということは申し上げません。実行委員会で決めるこ

とになっていて町は裏方に徹していますので、おそらく明記しないと思います。

事務方では提案させていただく内容は決まっていますが、日程までは言いません。 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和２年５月 25日（月） 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 

・女性の就業相談事業について（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 

 

 

 

 

・農ある暮らしを楽しむ事業の展開について（産業振興課 未来農戦略係） 

 

 

 

 

 

・成人式について（文化スポーツ課 生涯学習係） 

 

 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

次回開催日程  ６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

2日 火 10：00～11：00 子育てママのオンラインサロン① 企画振興課 内233

3日 水 14:30～ 連絡事務嘱託員長会 役場 総務課 内106

4日 木

5日 金

6日 土 9：00～12：00 自然講座 町内 博物館 79-4860

7日 日

8日 月

9日 火

10日 水

11日 木

12日 金

10：00～12：00 梨オーナー　袋かけ作業 選果場～各園 産業振興課 内165

10：00～12：00 第１回　みそ部（種まき） 上古田圃場 産業振興課 内165

14日 日

15日 月

16日 火 10：00～11：00 子育てママのオンラインサロン② 企画振興課 内233

17日 水 分館役員人権研修会 交流センター 公民館 79-2178

10：00～11：00 子育てママのオンラインサロン② 企画振興課 内233

18日 木

19日 金

20日 土 8：00～10：00 第４回　交流菜園（生育指導・追肥） 長田菜園 産業振興課 内165

21日 日

22日 月

23日 火

24日 水 9：00～11：25 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 内136

25日 木 14:00～14：30 ふれ愛遊び（セ） 子育て支援センター 子育て支援センター ７１－１５６０

26日 金

公民館サポーター養成講座 文化・交流センター 公民館 79-2178

10：00～12：00 ぶどうオーナー　開園際 高田氏ぶどう園 産業振興課 内165

28日 日 10：00～15：00 おいでよ夢まちフェスタ 文化センター・交流センター 企画振興課 内233

29日 月 PM みのわ健康アカデミー集団健康講座（楽脳フィットネス） 交流センター 健康づくり支援係 内130

30日 火

令和２年６月行事予定表 2020/5/1

13日 土

27日 土






































