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3 月記者懇談会 
 

令和 4 年 3 月 25 日（金） 

 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） 

○新型コロナワクチン接種の状況について（健康推進課 健康づくり支援係） 

ワクチン接種率について 

別紙資料にて説明 

現状 

１回目接種率 92.0％ ２回目接種 91.7％  

３回目接種 62.4％ 

65 歳以上の方の接種率・・・90.9％ 

20 代（33.6％）、30 代（38.5％）の接種予約率

が低い。 

・接種率向上に向け町内の企業をまわり、従業員

への接種の呼びかけ、休暇取得等の体制について

協力依頼。 

・集団接種は、金曜日夜の接種日を設定。今後もニーズを探りながら接種日を設定。 

１～２回目接種 

・新たに 12 歳を迎えたお子さんを中心に、今まで接種してこなかった方への接種機会の設定と

して、月１～２回、金曜日夕方や土曜日に接種日を設定。保護者メールで周知。 

５～11 歳の新型コロナワクチン接種 

・対象者 1,467 人 

・箕輪町は、3 月は、やぶはら小児科医院、いくやま医院、しろざき内科クリニック、上伊那生協

病院で受け入れ。上伊那で最も早く、3 月 10 日から開始。（予約 363 人・24.7％） 

・今後、中川医院も受け入れ開始。 

・3 月 26 日（土）～に伊那プリンスホールにて集団接種開始。今後、土曜日を中心に実施予定。 

 

出席者：みのわ新聞、長野日報、信濃毎日新聞、伊那ケーブルテレビ 

事務局：山口、毛利、原 
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12～17 歳の 3 回目接種 

・令和 4 年 4 月から開始。 

・対象者：1,487 人 

・火曜日・金曜日の夜間、土曜日に集団接種で調整中。中高生なので、できるだけ学業に影響が

少ないよう検討中。 

 

 

〇萱野高原 2022 年シーズンの営業について（商工観光推進室 観光係） 

別紙資料にて説明 

ながた自然公園キャンプ場 

・営業期間４月１８日（月）～１１月１１日（金） 

・予約開始４月８日（金）午前９時～ 

萱野高原山開き 

・４月１７日（日）午前１０時 夫婦神社鳥居

前 

かやの山荘等の営業について 

・かやの山荘及び展望棟（旧湯山荘）は老朽化

により利用者の安全が確保出来ないため 

宿泊受入れを中止し、展望棟への立ち入りも禁止する。 

・今後は耐震診断等の調査を実施し最終的には解体し、次の利用を検討していきたい。 

第 33 回みのわ祭りについて（商工観光推進室 観光係） 

・第３３回みのわ祭り実行委員を募集する。 

・第１回の実行委員会を４月４日に開催予定。 

 

 

〇令和 3 年度 17 歳町民意識・生活実態調査結果について（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 別紙資料にて説明 

 

 

〇令和 3 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） 

 別紙資料にて説明 
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〇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４年度の地域おこし協力隊として７名の隊員

を任命した 

① 太田 清美(きよみ) 隊員（出身：愛知県名古

屋市・40 代） ※３年目/最終年 

任務内容  関係人口創出拡大に関する活動 

② 相澤 純也 隊員（出身：新潟県長岡市・30 代） 

※２年目 

任務内容  町内施設利活用、居場所づくりに関する活動 

③ 小島 義(よし)央(ひろ) 隊員（出身：埼玉県狭山(さやま)市・40 代） ※２年目 

任務内容  企業支援、ふるさと納税に関する活動 

④ 鶴﨑 智子 隊員（出身：神奈川県 藤沢市・40 代） ※２年目   

任務内容  相談支援等の福祉、観光に関する活動 

令和４年度から新たに協力隊となる３名 

⑤ 柴田 恵樹(けいき) 隊員（出身：岐阜県中津川市・30 代）  

任務内容  空き家の利活用推進に関する活動 

⑥ 関 愛(まな)実(み) 隊員（出身：東京都豊島区・30 代） 

任務内容  小規模農業推進、有機栽培の模索、関係人口拡大に関する活動 

⑦ 山川 正信 隊員（出身：神奈川県鎌倉市・50 代）   

任務内容  農業支援、農地と移住者・不動産の連携、移住者支援に関する活動 

 

 

〇箕輪町 VR（バーチャル・リアリティ：仮想現実）コンテンツの制作について 

（企画振興課 まちづくり政策係） 

  

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて増加している「マイクロツーリズム」のニーズを

箕輪町に取り込み、箕輪町と関係のある東京都豊島区をはじめとする首都圏からの誘客、みのわ

ファンクラブ会員の更なる町への愛着の醸成、また箕輪町に関心を寄せていただく関係人口の増

加を図る目的で、360°映像等を用いて臨場感あふれる動画・静止画を制作しました。 

ＨＰにも詳細を掲載していますのでご活用ください。 
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〇町長コメント 

 

東京都豊島区との友好都市協定について 

東京豊島区から姉妹友好都市協定の申入れがあり

ました。交流協定としては一番上に位置づけられる

ものであります。先日豊島区へ出向き、区長と懇談を

してお受けをしたい旨伝えてまいりました。 

平成１７年から交流を続けてまいりましたが、最

初は防災協定でしたが、それをきっかけとして行政

間の教育や文化芸術、スポーツ、職員交流等して参り

まして、かなり特別な関係とさせていただいておりました。 

特に池袋を中心に新しい都市をつくっていて、私どもも非常に参考にさせていただいていてお

り、承認をしていただけるということで非常にありがたいと思っています。 

 豊島の森をはじめ区民の皆さんに箕輪に来ていただき、関係人口や旅行などで交流できればと

思っています。 

ＤＸ推進について 

町のＤＸ推進方針についてですが、来年度組織的な対応をしていきます。 

来年度やらなければいけないのが、距離や時間を超えてデジタルの力で地方に活力を持たせる

ことが必要ではないかと思います。先週までにすべての業務の洗い出しが終りました。行政職員

でなければできない仕事、それ以外でもできる仕事の区分けができました。行政職員は専門性を

生かした仕事、そうでない仕事は、やめるか機械でするかそういった方針をＤＸ推進で考えてい

きたいと思いっています。 

ＤＸは町の仕事の効率化だけではないので、町の皆さんがいつでも行政に双方向でタッチでき

る行政の円滑化を目指していきたいと思っています。 

民間企業にも協力いただいていますが、当町は中小企業が多く、なかなかそういったところに

手が回らないところがあります。昨年もＤＸ推奨に補助金を入れたが結果的に手が入らなかった、

そういったところを払拭していかないといけない、今回も助成事業を入れております。自分のも

のとしてお互いデジタル化を進めていかなければいけないと思っています。 

デジタル人材や子供たちを含め人材育成をしていかないと空回りになってしまいますので、と

にかくデジタルの町になれるかどうか難しいところですが国、県もＤＸ戦略を立てていますので

それに基づいて、町の推進計画を立てました。 

業務量調査の中で個別、個人のそれぞれの仕事がどう位置付けされているか確認が出来ました。

改革できる部分があることを改めて感じましたのでＤＸ室中心に進めていきますので、ご協力を

お願いします。 

一年間お世話になりました。コロナで大変であったかと思いますが、行政の必要性を改めて感

じているところもあります。国・県と違い住民の皆さんと一番身近だということもあり、いかに

ソーシャルディスタンスをとって意見や要望を吸収していかなければいけないか、大変悩ましい

気はしていますが、来年度はそう思わないようにやっていけたらと思っています。 

ありがとうございます。 

 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和 4年 3月 25 日（金） 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 

・新型コロナワクチン接種の状況について（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

 

 

 

・萱野高原 2022 年シーズンの営業について（商工観光推進室 観光係） 

 

 

 

 

 

・第 33 回みのわ祭りについて（商工観光推進室 観光係） 

 

 

 

 

 

・令和 3年度 17 歳町民意識・生活実態調査結果について 

（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 

 

 

 

・令和 3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） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

・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） 

 

 

 

 

 

・箕輪町 VR（バーチャル・リアリティ：仮想現実）コンテンツの制作について 

（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 25 日（月）午前 11 時 00 分 203 会議室 



2022/4/11

内　　容 場　　所 備　　考

4月1日 金 9:00 辞令交付式・年度初め式 講堂

14:00 地域おこし協力隊委嘱書交付式 町長応接室

16:00 上伊那広域水道用水企業団辞令交付式 水道用水企業団

18:10 伊那中央行政組合辞令交付式 伊那中央病院　
本館講堂

4月2日 土

4月3日 日

4月4日 月 19:00 みのわ祭り実行委員会 産業支援センターみのわ

4月5日 火 10:00 木下保育園入園式 木下保育園

14:00 農業功労者伝達式 講堂

15:00 挨拶来訪 町長応接室

4月6日 水 7:00 交通安全人波作戦 イオン前バイパス

10:00 東小学校入学式 東小学校

13:00 箕輪中学校入学式 箕輪中学校

4月7日 木 13:30 連絡事務嘱託員長会・区長会 講堂

4月8日 金 9:00 予算執行方針説明会 講堂

13:20 伊那中央行政組合理事者会 広域連合応接室

14:20 広域連合正副連合長会 いなっせ

4月9日 土

4月10日 日

4月11日 月 13:30 森林組合正副組合長会

14:00 森林組合理事会

4月12日 火

4月13日 水

4月14日 木 18:00 みのわメープル会最終総会 産業支援センター
２階研修室

4月15日 金

4月16日 土

4月17日 日 10:00 萱野高原山開き 萱野高原

4月18日 月

4月19日 火 9:00 挨拶来訪 町長応接室

4月20日 水

4月21日 木 10:30 町村会政務調査会合同部会（第1回） 長野県自治会館

4月22日 金

4月23日 土

4月24日 日

4月25日 月 11:00 定例記者懇談会 203会議室

4月26日 火 13:15 森林組合正副組合長会

13:30 森林組合総代会

4月27日 水

4月28日 木 13:00 みのわ健康アカデミー入学式 地域交流センター研修室

4月29日 金

4月30日 土

箕輪町長　当面の予定



日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

9:00～ 辞令交付式及び年度初め式 役場　講堂 総務課 79-3144

午後 地域おこし協力隊委嘱書交付式 役場 町長応接室 企画振興課 79-3152

2日 土 9:00～ みのわテラス1周年イベント(春祭り) みのわテラス 産業振興課 79-3170

3日 日

4日 月

5日 火

午前 小学校入学式 各小学校 学校教育課 70-6603

午後 中学校入学式 箕輪中学校 学校教育課 70-6603

13:30~ 連絡事務嘱託員長会、区長会 役場　講堂 総務課 79-3144

17:30~ 前区長感謝の会（予定：ｺﾛﾅで延期の可能性有） ながた荘 総務課 79-3144

8日 金 14:00～17:00 町新任者研修会 文化センター 学校教育課 70-6603

9日 土

10日 日

11日 月

12日 火 14:00～ ふれ愛あそび みのわ～れ 子ども未来課 71-1560

13日 水

14日 木

15日 金 10:10～11:30 ふれ愛あそび 箕輪町図書館 子ども未来課 71-1560

16日 土 交流菜園① 長田 産業振興課 79-3170

17日 日

18日 月

19日 火

20日 水

21日 木 8:30～11:30 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 79-3118

22日 金

23日 土

24日 日 10:30～15:00 消防団春季訓練 中部小学校グラウンド 防災・SC推進室 79-3144

25日 月

26日 火

27日 水

28日 木

29日 金 フェンシング競技長野県国体予選 町民体育館
県フェンシング協会

（文化スポーツ課）
70-6601

30日 土

令和４年４月行事予定表 2022/3/25

6日 水

7日 木

1日 金



 

箕輪町新型コロナワクチン接種の状況  2022.3.25 

１ 新型コロナワクチン 接種率 3月 25日現在 

１回目接種率 ２回目接種率 3 回目接種率 ３回目 見込み接種率 

92.0％ 91.7％ 62.4％ 69.3％ 

・65 歳以上の方の接種率・・・90.9％ 

・20 代（33.6％）、30 代（38.5％）の接種予約率が低い。 

＜対策＞ 

・町内の企業をまわり、従業員への接種の呼びかけ、休暇取得等の体制について協力依

頼。 

・集団接種は、金曜日夜の接種日を設定。今後もニーズを探りながら接種日を設定。 

・個別接種は、今後人数を調整させていただきながら継続。 

 

２ １～２回目接種 

・新たに 12 歳を迎えたお子さんを中心に、今まで接種してこなかった方への接種機会の設

定として、月１～２回、金曜日夕方や土曜日に接種日を設定。保護者メールで周知。 

（3 月 23 日、3 月 25 日、4 月 22 日、5 月 25 日） 

 

３ ５～11 歳の新型コロナワクチン接種 

・対象者 1,467 人。「ファイザー社小児用新型コロナワクチン」使用。2 回接種（1 回目か

ら 3 週間空けて 2 回目接種） 

・1 回目と 2 回目は同じワクチンを使用。（11 歳で 1 回目を接種し、2 回目接種日までに

12 歳を迎えた場合は、2 回目の小児用ワクチンを使用。） 

・箕輪町は、3 月は、やぶはら小児科医院、いくやま医院、しろざき内科クリニック、上伊

那生協病院で受け入れ。上伊那で最も早く、3 月 10 日から開始。（予約 363 人・24.7％） 

・今後、中川医院も受け入れ開始。 

・3 月 26 日（土）～に伊那プリンスホールにて集団接種開始。 

今後、土曜日を中心に実施予定。 

 

４ 12～17 歳の 3 回目接種 

・令和 4 年 4 月から開始。 

・対象者：1,487 人 

・12 歳以上用ファイザー社ワクチンに限る。 

・水曜日・金曜日の夜間、土曜日に集団接種で調整中。中高生なので、できるだけ学業に影

響が少ないよう検討中。 
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2022ながた自然公園キャンプ場・萱野高原キャンプ場の営業について 

 

【ながた自然公園キャンプ場】 

  ながた自然公園キャンプ場のキャビン、オートキャンプサイト、フリーキャンプサイト

について、以下のとおり営業を開始します。（過日プレスリリース） 

 

 営業期間：令和 ４ 年 ４ 月 １ 日（金）～令和４年１１月３０日（水） 

      休日なし 

 予約開始：令和 ４ 年 ３ 月２２日（火）～ 受付／午前９時～午後５時 

      電話：０２６５－７９－０６００ 

      ※４月１日より、キャンプ場予約サイト「なっぷ」での予約・決済を開始しま

す。 

 

 『なっぷ』・・・日本最大級のキャンプ場予約サイト 

         利用者が、オンライン上から２４時間キャンプ場利用プランの空き状況

確認や予約、オンラインクレジットカード決済を行えます。 

 

【萱野高原キャンプ場】 

  萱野高原キャンプ場の営業を、以下のとおり開始します。 

 

  営業期間：令和 ４ 年 ４ 月１８日（月）～令和４年１１月１１日（金） 

       休日なし 

  予約開始：令和 ４ 年 ４ 月 ８ 日（金）～ 受付／午前９時～午後５時 

  

 ＜萱野高原山開き＞ 

営業開始に先立ち、利用者の安全を祈願する萱野高原山開きを以下のとおり開催しま 

す。なお、本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、神事のみ行います。 

 

  日  時：令和４年４月１７日（日）午前１０時 

  場  所：萱野高原ふれあい広場夫婦神社鳥居前 

 

 ＜かやの山荘等の営業について＞ 

かやの山荘及び展望棟（旧湯山荘）は、老朽化による建物の劣化により、利用者の安全 

が確保できないことから、2022シーズンから宿泊受け入れを中止するとともに、展望 

棟への立ち入りを禁止します。 

町による耐震診断等調査を実施し、今後の利用については検討します。 
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キャンプ場予約サイト「なっぷ」画面 
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萱野高原施設 

 

かやの山荘 

展望棟（旧湯山荘） 
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第 33回みのわ祭り実行委員会募集・第１回実行委員会の開催について 

 

 2022年、第 33回を迎える「みのわ祭り」について、今夏での開催を目指し、実行委員会

を募集するとともに、第１回実行委員会を開催します。 

 

 

【みのわ祭り実行委員募集】 

  募集期間：令和 ４ 年 ３ 月１８日（金）～ ４ 月 １ 日（金） 

  応募方法：別紙募集 チラシ 裏面の 申し込み用紙に記入して 事務局 まで提出するか 

同じく募集チラシ記載の ＱＲ コードより 応募フォームに入力して 応募 

 

 

【第１回みのわ祭り実行委員会】 

  開催日時：令和 ４ 年 ４ 月 ４ 日（月）午後７時～ 

  会  場：産業支援センターみのわ ２階 研修室 

  内  容：2022年みのわ祭り実行委員会役員承認 

       2022みのわ祭りの開催について 

  出 席 者：会 長 白鳥町長 

       副会長 向山商工会長 

       副会長 浦野副町長 

       委 員 委員募集に応募した皆さん 

 

 《参考》みのわ祭りの近年の経過 

  ２０１９年 第３１回 松島仲町で開催 

  ２０２０年 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  ２０２１年 第３２回 ケーブルテレビ・インターネットで特番配信による開催 



あなたの「やってみたい」や「地元への想い」を込めて、箕輪町を盛り上げ、みんなを
笑顔にするお祭りを、一緒に創りませんか？

ご家族 サークル
団体

友達同士

2022みのわ祭りは ７月に開催

実行委員募集締め切り：2022年4月1日(金)
●4月4日(月)に第１回2022みのわ祭り実行委員会を開催予定

●応募方法等詳細は裏面をご覧ください。

みのわ祭り実行委員会事務局
箕輪町役場 産業振興課 商工観光推進室 0265-79-3171 （直通）

お 問 い 合 わ せ

職場
企業

「2022みのわ祭り」の企画・運営に参加していただける委員を募集しています。

＜活動内容＞実行委員会の会議（全体・部会）に出席していただき、活動をお願いします。
■会場・出店部会・・・会場設置・出店全般に関すること
■広報・イベント部会・・・祭り内でのイベントの企画・運営及び祭りPR等に関すること
■花火部会・・・花火打上全般に関すること

もちろん
お1人でも！

興味がある方
どなたでもOK！



みのわ祭り実行委員会委員申込み用紙
令和 年 月 日

下記のとおり、みのわ祭り実行委員会に申込みます。

みのわ祭り実行委員会募集要項

１ 活動内容
実行委員会の会議（全体会・部会）に出席していただき、企画・運営に携わります。
【会場・出店部会】会場設置・出店全般に関すること
【広報・イベント部会】祭り内でのイベントの企画・運営及び祭りPR等に関すること
【花火部会】花火打上全般に関すること

２ 応募条件
みのわ祭りに興味がある方ならどなたでも結構です。
※高校生以下の参加は、保護者の同意が必要です。

３ 応募方法
申込み用紙に必要事項をご記入の上、みのわ祭り実行委員会事務局（役場産業振興課商

工観光推進室）にFAXまたは郵送、窓口持参のいずれかの方法でお申し込みください。
その他、右のＱＲコードから申し込みフォーム入力で申し込むこともできます。

４ その他
2022年4月4日(月)に、第１回みのわ祭り実行委員会を開催予定。

キリトリ線

氏名 所属 住所 連絡先 4/4(月)出欠

－ － 出 ・ 欠

－ － 出 ・ 欠

－ － 出 ・ 欠

※所属については、会社・学校名・団体やサークル名についてご記入ください。ない場合は記入なしで結構です。

※個人情報は名簿の作成及び実行委員会に関する連絡に使用することを目的として適正に管理し、目的外の

使用はいたしません。

申 し 込 み 先

みのわ祭り実行委員会事務局
箕輪町役場 産業振興課 商工観光推進室
〒399-4695（住所記載不要） 電話：0265-79-3171（直通） FAX：0265-79-0230
Eメール：kankou@town.minowa.lg.jp

※2022年4月4日(月)午後７時～（産業支援センター研修室） 第１回みのわ祭り実行委員会を開催予定です。

高校生以下の方の氏名 保護者の同意署名欄 保護者の連絡先

－ －



令和３年度 箕輪町１７歳町民意識・生活実態調査報告書について 

○調査結果要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各設問について 

問 1 町への愛着度(愛着を感じている) 74.6%(前年比 6.2ポイント減少) 

問２ 町への貢献度（役に立ちたいか）60.5%(前年比 5.3ポイント減少) 

問 3 生活の満足度(満足している) 65.8%(前年比 10.1ポイント減少) 

・満足の理由 ①自然環境 ②犯罪や災害が少ない ③買い物など日常生活が便利 

     ・不満の理由 ①飲食店や娯楽施設が少ない ②通勤・通学が不便 

 ③スポーツ､レクリエーションを楽しむ環境が整っていない 

問 6 これからも町に住み続けたい 57.9%(前年比 8.8ポイント減少) 

    ・町外で暮らしたい理由→進学先や就職先の不足と都会に住みたいが大きな理由 

問 8 箕輪町に帰ってきたい時期 ①就職時→30.0%(前年比 12.1 ポイント減少) 

                   ②結婚時→25.0%(前年比 12.7 ポイント増加) 

問９ 高校卒業後の希望進路 ①大学(県外) ②大学(県内)、就職(県内) 

（新）問 12 行ったことがある ①もみじ湖・箕輪ダム 83.3％ 

（新）問 13 知人にすすめたい ①もみじ湖・箕輪ダム 57.9％ 

問 14 町の情報は、何から入手しているか ①町の広報誌→43.7％ ②新聞→36.0% 

（新）問 15 町営アプリ等の認知度 ①みのわメイト→50.9％ 

（新）問 16 町営アプリ等の登録利用度 ②みのわメイト→12.3％（①は未回答） 

問 18 よく利用する情報サービスは 「ツイッター」「インスタグラム」「LINE」 

    →「ツイッター」は安定した利用、「インスタグラム」「LINE」は利用半減 

問 20 得たい情報 「お店や遊ぶ場所の情報」→56.1%(前年比 1.1 ポイント増加)  

    →88.6%が箕輪町の情報を知る事が出来る SNS 等を内容によっては利用したい。 

(新) 問 21 LGBTQ 認知度（意味も理解している）85.1％ 

(新) 問 22 性的マイノリティの人が暮らしやすい社会への取組み必要性 59.6％ 

○回答率は前年に比べ微増 44.6％→46.0％ インターネット回答 68.4％ 

○全体的にマイナスの指標(町への愛着度、町への貢献度、生活の満足度等)が前年度よ

り下降。特に町への満足度については、10.1 ポイント減少し、調査開始以来最低値。 

○高校卒業後の希望進路は、大学(県外)が最多 

○新設問 12 観光地の利用、推奨ともに「もみじ湖・箕輪ダム」がトップ 

○本年度から運用開始した「みのわメイト」は認知度高調だが利用度は伸び悩み 

○新設問 21 LGBTQ の理解度 85.1％ 



令和４年３月 企画振興課 

令和３年度 箕輪町住民満足度調査報告書について 
 調査結果要旨   

 

 

 

 

 

 各設問について  

問 1 町への愛着度(愛着を感じている) 83.6％(前年 80.1％から 3.5％増加) 

 →30 代以外の年代は増加。20 代は前年比 21.2％増加、30 代は前年比 12.1％減少 
   【参考値】元年度：79.5％ 30 年度：73.0％ 29 年度：84.6% 28 年度：76.7％ 

問 2~4 生活の満足度(満足している) 79.5％(前年 78.2%から 1.3％増加) 

  →20 代、70 代以外の年代は増加。20 代は前年比 13.6％減少 

【参考値】元年度：76.7％ 30 年度：71.9％ 29 年度：74.4% 28 年度：69.8% 

満足の理由 ①自然環境に恵まれている ②日常生活が便利  ③安全・安心な環境 

不満の理由 ①飲食店や娯楽施設が少ない ②医療環境が整っていない ③ｽﾎﾟｰﾂ等を楽しむ環境が整っていない 

問 5 これからも町に住み続けたい  77.3%(前年 77.8%から 0.5%減少) 

問 6 子どもに箕輪町に住んで欲しい 55.1%(前年 57.4%から 2.3%減少) 

問 7 箕輪町に帰ってきて欲しい   53.7%(前年 51.5%から 2.2%増加) 

(新)問８ ここ２～３年で良くなっていること 

①道路・上下水道などの整備 ②日常生活の利便性 ③安心・安全な環境 

(新)問９ ここ２～３年で悪くなっていること 

①特になし ②飲食店や娯楽施設の増加・充実 ③医療環境の充実 

問 10 町の情報は、何から入手しているか １位：町の広報紙：79.5% 

(新)問 11 町営アプリ等の認知度       １位：みのわメイト：56.6％ 

(新)問 12 町営アプリ等の登録利用度     ２位：みのわメイト：45.2％（１位は未回答） 

問 13 町は政策の説明をしている     53.1%(前年 55.1%から 2.0%減少) 

問 14 町に意見を伝える手段       １位：区や常会を通じて：46.1% 

問 15 町は、町民の意見を聞き入れている 49.3%(前年 46.5%から 2.8%増加) 

問 16 取組みの満足度・重要度(26 項目の取組みについて)の上位３項目 

取組みの満足度  

R３年度：①地域ぐるみの健康づくり ②医療体制づくり  ③理解され信頼される行政運営２ 

R２年度：①快適な生活環境整備   ②安全・安心の推進 ③医療体制づくり 

  取組みの重要度  

R３年度：①医療体制づくり ②地域ぐるみの健康づくり ③安心・安全の推進 

R２年度：①医療体制づくり ②道路・橋梁の整備    ③快適な生活環境の整備 

① 回答率は前年に比べて少し減少 微減 55.9%→54.2％ 
② 愛着度、満足度ともに前年より増加。（どちらとも４年連続増加） 
③ 若者(20 代)の愛着度が大きく増加したが、満足度は減少。調査年により大幅な増減あり 
④ 新設問９「ここ２～３年で町で悪くなっていること」で、「特になし」が最も多く 32.8％ 
⑤ 本年度から運用開始した「みのわメイト」は認知度、利用度ともに高く順調なスタート 
 

R２年度の不満第３位は

「通勤・通学が不便」で

あり、ほかは変動なし 

「行政運営２」とは 

窓口サービスや職員の

挨拶、接遇等の項目 



令和４年３月 25日 記者懇談会資料 

企画振興課 まちづくり政策係 

令和４年度 地域おこし協力隊について 

令和４年度の募集について 
募集期間 令和３年 10月 25日～11月 19日 

募集人数 ３人 

応募人数 ５人 

内定人数 ３人 

募集内容 「活動提案型」として箕輪町で挑戦してみたい分野・やりたいことがある方、将来的

な企業・就職、情報発信 ほか 

 

令和４年度の協力隊の任務内容について 

①太田 清美
き よ み

 隊員（出身：愛知県名古屋市・40代） ※３年目/最終年  担当：清水 

任務内容  関係人口創出拡大に関する活動 

町内外のつながり(関係)人口を増やすための事業の企画、コーディネート、地域の

情報収集と地域内外への情報発信 ほか 

②相澤 純也 隊員（出身：新潟県長岡市・30 代） ※２年目  担当：小松 

任務内容  町内施設利活用、居場所づくりに関する活動 

空き家・空き施設の利活用推進、移住定住促進に向けた SNS 等を使った情報発信、

移住希望者支援 ほか 

③小島 義
よし

央
ひろ

 隊員（出身：埼玉県狭山
さ や ま

市・40代） ※２年目  担当：広報・交流推進係 

任務内容  企業支援、ふるさと納税に関する活動 

町内外の企業支援・コーディネート、ふるさと納税支援・返礼品 PR、SNS講座開催 

ほか 

④鶴﨑 智子 隊員（出身：神奈川県 藤沢市・40 代） ※２年目  担当：桑澤 

任務内容  相談支援等の福祉、観光に関する活動 

相談支援、教育支援の福祉、地域資源の発掘、アクティビティ・コンテンツの模索・

提案、地域の情報収集と地域内外への情報発信、他業種連携・調整 ほか 

 

令和４年度から新たに協力隊員となる３人のご紹介です。 

⑤柴田 恵樹
け い き

 隊員（出身：岐阜県中津川市・30代）  担当：移住定住推進係 

任務内容  空き家の利活用推進に関する活動、ＤＩＹイベントの実施 ほか 

⑥関 愛
まな

実
み

 隊員（出身：東京都豊島区・30 代）  担当：桑澤 

任務内容  小規模農業推進、有機栽培の模索、関係人口拡大に関する活動 ほか 

⑦山川 正信 隊員（出身：神奈川県鎌倉市・50代）  担当：小松 

任務内容  農業支援、農地と移住者・不動産の連携、移住者支援に関する活動 ほか 


