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３月記者懇談会 

 

令和３年３月 25 日（木） 

 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） 

・みのわ天竜公園トイレリニューアルについて（建設課 建設管理係） 

建設から約 30年を経過した、「みのわ天竜公園

トイレ」のリニューアル工事を実施しました。

「Clear（明るさ）・Clean（清潔）・Comfortable（快

適）・Charming（魅力的）」の４つのコンセプトの

もと整備改修を行いました。 

（資料に基づき説明） 

 

 

 

 

記者） いつから使えるようになっていましたか。 

  ⇒ ３月18日に町の検査、県の検査が終了し、3月 18日の夕方から使えるようになって

います。 

 

記者） トイレの広さは以前と変わっていますか。 

  ⇒ 広さは変わっていません。以前のトイレは屋根の軒があり大きく見えていましたが、

今回はそれがなくなり小さくなったように見えますが変わりません。工場で作り現場

で組み立てる方式です。 

 

記者） 個室の数は以前と変わっていますか。 

⇒ 多目的トイレが増え、ベビーベッドやベビーチェアを設置したのが新しい点です。 

 

 

・新型コロナワクチン接種について（健康推進課 健康づくり支援係） 

箕輪町の住民の皆様に１日も早く新型コロナワクチン接種をできる体制を整えたいと考え、長

野県のモデルケースに応募したところ箕輪町が選出されました。４月 12 日の週のいずれかの日

出席者：みのわ新聞、長野日報、信濃毎日新聞 

事務局：毛利、山口、原、大井、那須 
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にちにワクチンが１箱届き、４月19日（月）からワクチン接種を開始します。 

（資料に基づき説明） 

 

町長） 例外的に住民票の所在地外でもワクチン接種を受けられるとのことですが、 

    上伊那以外でも良いですか。 

  ⇒ 良いです。東京などでも良いです。 

町長） 全国的にそうなっているのですか。 

  ⇒ はい。厚労省からそのように通知が出ていますが、集団接種しかやらないという市

町村の場合は、主治医のもとで接種したくても受けられない場合があります。 

町長） 伊那市に主治医がいるという場合は、伊那市で受けても良いという事ですね。 

  ⇒ 例外的に良いです。上手く予約が取れるかは、その市町村の予約の取り方によって

変わるので、自分の市町村外で受けようとすると接種が遅くなる可能性があります。 

 

 

・役場庁舎の内線番号の変更及び各課直通電話の開設について（総務課 総務係） 

 約15年ぶりに、老朽化した電話交換機と職員が

使う電話機 207 台の更新工事を行いました。3 月

29日（月）から使えるようになります。今までは

代表電話のみでしたが、課ごとに直通電話が使え

るようになります。また、これまで内線番号が 3桁

でしたが 4 桁になります。代表電話は今後も使用

できます。新電話番号は広報４月号や町ホームペ

ージに掲載しています。（資料に基づき説明） 

 

 

・申請書等の押印見直し状況について（総務課 総務係） 

町で使用している申請書等の押印の見直しを行いました。町民の皆様から押印を求めている書

類様式総数が1,050。その中で、4月以降も引き続き押印をいただくものが 79、押印から署名に

変更するものが 262 です。残りの709 は押印を廃止し、記名（ゴム印、パソコンでの印字）のみ

で良くなります。4月 1日から押印が廃止されるものが377、すでに改正済みのものが 52です。

4月以降に順次改正していく様式が 280 あり、遅くとも令和 3年度の上半期までに改正を終了す

る予定です。 

 

記者） 各書類をホームページからダウンロードしていると思いますが、それも 4月 1日には

修正されますか。 

   ⇒ 順次行いたいと思います。 

記者） 書類のやり取りをする中でそういう説明をしていくというイメージで良いのですね。

わかりました。 
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町長） 79は引き続き押印する必要があるのですね。 

⇒ そうです。公金や契約書は地方自治法に定められていますし、国で定められているも

のは減らせません。 

記者） 法律行為の関係が多いという事ですね。 

   ⇒ 国と県が同じ基準でそれを踏襲しています。 

 

 

・地域おこし協力隊について（企画振興課 まちづくり政策係） 

 令和3年度地域おこし協力隊の募集を行い、3人

の募集に対して 8 人の方の応募がありました。そ

の中から3人の方（鶴崎智子さん、小島義央さん、

相澤純也さん）を内定させていただきました。令和

３年度は現隊員 1 人（太田清美さん）を含めた４

人で進めていきます。４月１日に太田さん、相澤さ

んの任命式があります。小島さん、鶴崎さんの任命

式は日程が決まり次第お知らせします。 

（資料に基づき説明） 

 

 

・令和２年度 住民満足度調査、１７歳町民意識・生活実態調査結果について 

             （企画振興課 まちづくり政策係、若者・女性活躍推進係） 

令和２年度 箕輪町住民満足度調査結果について 

 町内在住の20歳以上の町民 1,000 人を対象に無作為抽出で実施しました。その結果 559 人の

方から回答をいただき、回収率は 55.9％です。（調査時期：令和２年度 11 月 26 日～12 月 25

日）例年の調査に2点の設問を加えました。１つ目は新型コロナに関すること、2つ目は SDGｓ

に関することです。調査結果の要旨は４点です。①回答率は 55.9％で前年から微増です。②愛着

度、満足度ともに前年から上昇しています。特に満足度は全世代で70％を超え、過去５年で初と

なっています。③若者（20代）の愛着度は大きく減少しました。愛着心醸成が課題となると考察

されます。④新型コロナ政策について不満と思う割合は、13.9％でした。この結果から一定の効

果があったのではと推察されます。 

（資料に基づき説明） 

→「令和２年度 箕輪町住民満足度調査結果」は町ホームページから 

https://www.town.minowa.lg.jp/kikaku/keiei0007.html 

 

令和２年度 箕輪町 17歳町民意識・生活実態調査結果について 

町内在住の平成 14 年４月２日から平成 15 年４月１日に生まれた町民 269 人を対象に実施し

ました。有効回答数は 120 人、回収率 44.6％です。（調査時期：令和２年 12 月５日～令和３年

１月８日）調査結果の要旨は３点です。①全体的に、プラスの指標（町への愛着度、町への貢献

度、生活の満足度等）が前年度より上昇しています。特に、町への愛着度は、調査開始以来一番
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高い値が出ています。②新設の項目として、高校卒業後の希望進路について聞いたところ「大学

（県外）」が最多となっています。③もう一つ新しい項目になりますが、新型コロナウイルスにつ

いて聞いたところ 2 割弱の方が、「新型コロナウイルスの影響を受けた」と回答しております。

（資料に基づき説明） 

→「令和２年度 箕輪町17歳町民意識・生活実態調査結果」は町ホームページから 

https://www.town.minowa.lg.jp/kikaku/keiei0008.html 

 

記者） 住民満足度調査について、「満足度」が過去 5年で初めて70％を超えたとのことです

が、統計史上最高ではなく、近年で一番高かったということでしょうか 

⇒ その通りです。 

 

記者） 住民満足度調査の新型コロナに関する設問で、「効果があった施策」を聞いていますが、

足りていないと思われる施策を挙げるとするとどの項目にあたりますか。 

⇒ 今回の調査では、問 12 の中で「効果があったと思う施策」を、９つの施策の中から３

つ選んでいただきました。 

記者） 問 12 を踏まえたうえで、問 13 で新型コロナウイルスへの対応について、「満足度」

を聞いているということでよろしいでしょうか。 

   ⇒ はい。「満足している」が63.2％、「どちらともいえない」が約 20％となっています。 

記者） 「どちらともいえない」が約20％おり、一部の方は新型コロナウイルスへの対応に不

満があるのかと思いますが、全体的に見て施策が効果的に働いているといってよいとお

考えでしょうか。 

町長） 不合格ラインにはないと思いますが、合格ラインにあるかはわかりません。今回の新

型コロナは、すべての町民の皆さんに大なり小なり関係があったということだと思いま

す。町民の皆さんのおかれた立ち位置、経済的な影響によって、相当な差が開いている

のではないかという感じがします。大きく影響を受けた方についていえば、行政施策だ

けでは十分に生活の立て直しができない方もいると思いますので、この結果は致し方な

いと思います。すべてのところに手を入れるのではなく、必要なところに事業化してい

く必要があると思います。 

 

記者） 今年度の住民満足度調査の結果について総合的に、町長はどのようにお考えですか。 

町長） 住民満足度調査については、数字的には「愛着度」を含めてかなりプラス要素になっ

ていますので、行政の方向とすれば、町民の皆さんに理解していただいているのではな

いかという感じがします。１７歳調査については、いわゆる「箕輪学」を始めた時の子

どもたちが、丁度高校３年生になる年齢でして、町に対する愛着心の醸成に教育の段階

から取り組んできました。その成果かわかりませんが、今の子どもたちに自分の住んで

いる地域への関心や興味を、少しでも植え付けられてきたかと思います。一番の課題と

しましては、住民満足度調査で親に聞いている項目で、「お子さんに箕輪町に住んでほし

いか、又は帰ってきてほしいか」という数字がなかなか伸びません。親の世代が、「子ど

もが帰ってこなくてもても良い。子どもの選択だから口を出さない。」という発想も一面
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にあるので何ともいえませんが、親自身が、上伊那には働く場所がないとか、生活する

のに不便だとかそういうことを思ってしまうとこの数字が伸びません。これは、行政側

にも責任があって、この地域には働く場所はいくつもある、世界をリードする企業や研

究施設があるということを知らしめていかないといけないのですが、なかなかそこまで

いっていません。この辺の数字が上がっていかないと、全体の本当の意味での満足度が

上がっていかないのではないかという気がしています。箕輪町だけの問題ではなく上伊

那地域の問題だと思いますので、広域としてもこのことを考えていかなければいけない

と思います。 

 

記者） 住民満足度調査の「愛着度」の20代の結果と、17歳調査の「愛着度」の結果に開き

がありますが、同じような聞き方をしているのでしょうか。 

町長） 気になっているところであります。回答者の差によるものなのかわかりません。高校

生（17歳）の時の気持ちと、社会に出たり、都市部で生活した皆さんの発想は違うのか

もしれませんので、そういったところが課題かもしれません。 

 

 

町長コメント 

１年間お世話になりました。ありがとうございました。令和２年度もあと１週間で終わるとい

うことで、ご協力に感謝したいと思います。今年は、新型コロナにかかわる事業の中でそれぞれ

取り組んできておりまして、やりたいことができたかというとそうはいきませんでしたが、来年

度も同様の状況が続いていきますので、心していかなければなりません。 

 

新型コロナ対策について 

コロナ禍の感染予防対策は、国、県での取り組みに則して町でも取り組んでいます。社会経済

活動についてどのように考えていくかですが、先週、企業振興審議会をやりまして、企業関係や

製造業の関係は現時点でみると金融機関などからの聴取でも、資金需要も含めて概ね現状で良い

のではないかという感じになってきております。国、県の資金枠が非常に大きく、借換等が十分

進んだということもあります。 

雇用の面でもハローワークの求人を見ていると、かなり正規を求人しているところが出てきま

したので、町とすれば新たに政策を打つ状況ではないと思っています。全体を見てみると、自動

車や半導体を中心に上向きですが、二極化されている部分もありまして、設備投資が盛んなとこ

ろもありますし、フル回転のところもありますが、一方でなかなかそうはいっていないところも

あるので、その辺の状況を見極めていきたいと思います。現状に対する対策というよりは、アフ

ターコロナを踏まえた対策に切り替えていく時期に来たと、企業関係については思っています。 

一方で、町民生活、住民生活の日常生活レベルはなかなか把握しづらい状況にあります。税の

状況をみるとかなり住民税の落ち込みがあります。確定申告の結果がまだ出てきていませんが、

全体でみるとかなり落ち込むのではないかと思いますので、生活にかかわる部分について考えて

いく必要があると思っています。子育て世帯については、国から交付金が出るということもあり

ますが、町がプラスαをすべきかどうかも含めて、今後の課題だと思っています。非課税世帯と
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いっても単身高齢者や単身若者もいますので、そういった皆さんがどういった状況かという把握

がないと、国の施策は配慮が足りないような気がしています。 

社会福祉協議会でやっている小口資金や総合貸付が延長になっていますが、相変わらず多いで

す。当初に比べれば多くはないですが、1月以降もかなりの件数が出てきています。当初は外国

人が多かったのですが、ここへきて貸付の延長をかけているのが日本人が多くなっているので、

日本人の中で生活に困っている方がいるだろうと読み取れます。来年度に向けて、具体的に何を

するのか決まっていませんが、どのような補償が良いのか検討していきたいと思っています。 

 

外国人相談状況について 

町では、多文化共生、外国人についていろいろと取り組みをしてきまして、まとめの段階に入

りました。この中で気づくことは、相変わらず相談件数が減らないということです。ひとりがい

ろいろな悩みを持っていてそれぞれの部署に相談しているということもあるかと思いますが、昨

年の５月以降多くの相談があり、行政の手が差し伸べられているのかという問題を考えなければ

なりません。来年度も今年度と同様の事業を行っていきますが、行政の手が届いているのかどう

か確認したいと思います。 

「介護の仕事スタートアップ講座」も全 6回報道等していただきありがとうございました。結

果的に、受講者のうち1人の方が初任者研修に合格し、2人の方が就労になりました。製造業に

行っている方も 1人いました。日本語の壁、特に読み書きの壁があって企業の皆さんに届かない

ということがありますので、日本語研修を含めて来年度もこういったことを実証していきたいと

思います。日本人にかかわる部分もどういった問題があるか調査をしなければと思っています。 

 

生活にかかわる部分で、消費喚起策が必要かどうか、プレミアム商品券なども必要だと思って

います。新型コロナの感染状況をみながら、どのタイミングにするか見定めていきたいと思いま

す。来年度も当初の段階はコロナ対応を的確にやっていかなければと思っていますのでご協力を

お願いします。 

 

記者） みのわテラスが４月３日にオープンしますが、みのわテラス一帯を「農ある暮ら

し」の中にどのように活用したいとお考えですか。 

町長） みのわテラス一帯は圧倒的に景観に優れていて、箕輪町を代表する農業地帯です。

そこに 20～30 年かけて政策を打ってきましたが、なかなか上手くいかなかった部分が

あると思います。それは、町民の皆さんの理解を得た賑わいの場所になり切れなかっ

たということと、外への発信が十分でなかった、地域の中での課題もありましたので

そういったことが問題でした。そういったことを払しょくする意味で、施設の改修が

行われたということと、担い手が変わったことに伴っていろいろなアイデアが出てく

ると思います。圧倒的に優れた場所に、それぞれの目的のある施設ができましたの

で、町民の皆さんの憩いの場を含めた賑わいに期待しています。町民に愛されるとい

うことは、外の皆さんからも支持を得られるということですので、そういう意味で

は、まずは町民の皆さんに足を運んでいただいて楽しんでもらいたいと思います。そ

ういった意味での期待は大きいです。 



定例記者懇談会次第 

 

令和３年３月 25日（木） 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 

・みのわ天竜公園トイレリニューアルについて（建設課 建設管理係） 

 

 

 

・新型コロナワクチン接種について（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

 

・役場庁舎の内線番号変更及び各課直通電話の開設について（総務課 総務係） 

 

 

  

・申請書等の押印見直し状況について（総務課 総務係） 

 

  

 

・地域おこし協力隊について（企画振興課 まちづくり政策係） 

  

  

 

・令和２年度 住民満足度調査、１７歳町民意識・生活実態調査結果について 

（企画振興課 まちづくり政策係、若者・女性活躍推進係） 

  

  

４ 町長コメント 

 

 

 

５ 質疑 

次回開催日程  令和３年４月 23日（金）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 月

2日 火 9:00～ 連絡事務嘱託員長会 役場 総務課 内106

3日 水

4日 木

5日 金

6日 土 10：00～15：00 第７回　みそ部（お味噌造り） 上古田圃場 産業振興課 内165

7日 日

8日 月

9日 火

10日 水

11日 木 9：00～12：00 公民館大学・学級 合同閉講式/文化講演会 文化センター 公民館 79-2178

12日 金 10:10～11：30 ふれ愛あそび 文化センター 子ども未来課 71-1560

13日 土

14日 日

15日 月

16日 火

17日 水

18日 木 中学校卒業式 箕輪中学校 学校教育課 70-6603

19日 金

20日 土 小学校卒業式 各小学校 学校教育課 70-6603

21日 日

22日 月 10:30～11：10 運動あそび 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 71-1560

23日 月

9：00～11：25 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 内136

保育園卒園式 各保育園 子ども未来課 内125

25日 木 14：00～14：30 ふれ愛あそび 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 71-1560

26日 金

27日 土

28日 日

29日 月

30日 火

31日 水

令和３年３月行事予定表 2021/2/1

24日 水




















