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5月記者懇談会 

 

令和 4 年 5 月 24 日（火） 

 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 92.4％（0.1↑）            

２回目接種   92.3% (0) 

３回目接種    75.1%（3.5↑） 

３回目見込み接種率 77.5%（3.4↑） 

・20 代接種率（１カ月前 49.1％→現在 55.5％） 

 30 代接種率（１カ月前 55.0％→現在 61.5%） 

１～3 回目接種 

・武田社ワクチン（ノババックス）の使用が１回目～３回目接種において可能になる。 

 すでに町内２か所の医療機関が接種医療機関として手を挙げている。 

５～11 歳の新型コロナワクチン接種 

・対象者 1,467 人 

・現在接種日を土曜日に設定。 

・接種済と予約済の合計は 522 人（52 人↑）（32.0%→35.6％） 

・６月 21 日より４回目接種が開始されるため、予約が非常に取りにくくなるので、早めの接種

を。（接種は任意） 

4 回目接種 

・対象者：「60 才以上の方」「18～59 歳の基礎疾患を有する方」 

・3 回目接種完了から５カ月空ける。 

・使用ワクチン：ファイザー社ワクチン 及び モデルナ社ワクチン 

出席者：みのわ新聞、長野日報、信濃毎日新聞、中日新聞、伊那ケーブルテレビ 

事務局：山口、唐澤、西村 
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・６月 21 日から始まり、7 月はほぼ毎日接種を行い、8 月あたまくらいで大体終了すると見込ん

でいる。 

 

 

〇令和４年度健康ポイント事業について（健康推進課 健康づくり支援係） 

健康ポイント事業について 

別紙資料にて説明 

概要 

健康に関する取組をして 1000 ポイント貯めると

1,500 円相当の商品券等がもらえる。 

（クオカード1,000円分 + ながたの湯温泉券500

円分） 

さらに、1,000 ポイント貯めた方の中から抽選で 10

名様に 10,000 円分のクオカードプレゼント。 

事業期間：令和４年４月１日（金）から 令和５年３月３１日（金） 

※抽選会については令和５年４月下旬（予定） 

対象者 ：18 歳以上の町民もしくは町内在勤者 

実績の推移 

事業開始から３年目。働き盛りの 40 代 50 代の参加がなかなか増えないので、商工会と協力 

して、健康ポイント事業のＰＲを進めている。 

目標、参加者 1,000 人以上。特に働き盛りの世代の参加増加を目指している。 

 

 

〇令和3年度ふるさと納税実績について 

（企画振興課 みのわの魅力発信室 広報・交流推進係） 

令和 3 年度実績について 

別紙にて説明 

寄付金額及び件数の推移 

令和３年度 寄付金額 2 億 4064 万 1000 円（前年比 約 405％増） 

      寄付件数      21,572 件（前年比  約 346％増） 

増加の要因 

・ＥＣサイト「さとふる」の利用開始 

・ふるさとチョイス内で特集記事の掲載 
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・各サイトの商品のサムネイルや商品説明

の充実 

・新たな返礼品の登録 

今年度の取り組 

・ｄショッピング連動型サイト「ふるさと百

選」、導入検討中 

・すでに掲載している返礼品紹介ページの

再構築 

・サムネイルのさらなる充実 

・リピートを上げるためのチラシ送付 

 

【町長より】 

今回、返礼品の中でミックスナッツがたまたま大きなシェアを占めることになったが、野菜や果

物、お米もＰＲしていかなければいけないと感じている。 

寄付金額、件数が増えたことについて、返礼品の内容を充実させたということもあり、全国から

21,000 人を超える皆さんからご寄付をいただいたということが大変うれしい。 

これは、発信力に繋がっていくので伸ばしていくよう頑張っていきたい。 

 

 

〇令和５年度 職員採用計画について （総務課 人事課狩） 

令和４年度 箕輪町職員採用試験受験案内について 

別紙にて説明 

採用予定職種等 

上級行政・・５名程度  中級行政・・2 名程度  保健師・・１名  土木技師・・1 名 

保育士 ・・３名    管理栄養士・・1 名 

受験資格等 

・年齢要件について、今年度は幅を持たせ 45 歳

まで一般職等を募集。 

・昨年度は、行政職・保育士職のみの募集だった

が、今年度は専門職を新たに募集。 

試験 

・エントリーシートは窓口または郵送で提出を。 

・行政職・保育士については３次試験まで、その他専門職については 2 次試験まで実施。 

・一次試験は、全職種共通でＷｅｂを使ったＳＰＩ試験を実施、一次試験は７月 17 日（日）を予
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定している。また、７月 1 日（金）～7 月 17 日（日）までテストセンターでも受験が可能。 

・2 次試験を 8 月（小論文・集団討論等）、3 次試験を９月（個人面接）に実施予定。 

 

【町長より】 

今年度初めて土木技師を募集。 

人事の配置上、長期スパンで一定の決まった職種だけで職員の能力開発ができず、職種の専門性

が高まらないということがあり、専門職を少しでも採用していかなければと考えていたが、30 年

40 年の雇用の中で同じことをずっと長く続けるということについて課題も大きく、今までこのよ

うな方法をとれなかったが、それ以上に他の課題が大きいということで、土木専門の方も入れて

いかなければならないと考えた。 

現在、当町だけではないが、自治体職員の採用に苦戦している。優秀な職員を採用するという意

味で非常に苦戦しているが、本年度も様々なＰＲの仕方を考え、多くの方に受験をしていただけ

るようにしていきたい。 

 

 

〇第５次振興計画後期計画について  

（企画振興課 まちづくり政策係） 

第５次振興計画後期計画冊子の完成について 

別紙にて説明 

配布等 

・役場企画振興課窓口にて配布。（冊数に限りあ

り） 

・別冊ダイジェストは、５月下旬に各世帯に配布。 

・本編及びダイジェストは、町ホームページでも閲覧可能。 

 

 

〇気象観測システムの更新について （総務課 防災・セーフティコミュニティ推進係） 

気象観測システム更新 

別紙にて説明 

装置設置場所 

・町内６か所 

（北小河内公民館・長岡公民館・福与公民館・長田配水池・富田公民館・箕輪町役場） 

新しい機能 

・アラートメール機能 
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 ６か所各地点におい

て、観測項目の基準を超

えた際にアラートメール

が送信され、 

 それを自動転送で町の

情報発信アプリから登録

者に送られるという仕組

みになっている。 

 全部で 6 項目（降水強

度・1 時間雨量・連続雨

量・強風・気象急変・熱中症注意情報） 

 

【町長より】 

避難指示等を出しても、なかなか避難に繋がらないということがあり、今回のような機能を使い

ご自分の自宅の状況等を十分理解していただき、装置を通して支援していきたいと考えている。 

 

 

〇果物狩りについて （みどりの戦略課 未来農戦略係） 

果物狩りについて 

別紙にて説明 

日程等 

・さくらんぼ狩り  

期間 ６月 16 日（火）～7 月 10 日（日）  

（５月 25 日（水）より予約開始） 

・いちご狩り 

 期間 ７月 1 日（金）より周年予定（受け入

れ時期は育成状況により決定） 

   （６月 10 日（金）より予約開始予定） 

 時間 午後 5 時～8 時頃を予定 

・ブルーベリー狩り 

 期間 ７月 16 日（土）～８月７日（日）予定 

   （今後の育成状況を見ながら予約サイトの開始の決定） 
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〇町長コメント 

 

子供の医療費について 

８月 1 日より子供の医療費の窓口負担を無料化とする。 

医療サービスを受けた場合の負担については、個人もある程度負担すべきであるという考えは持

っているが、今回、子供については窓口負担を無料化することで、子育て支援として安心して医

療を受けられる体制を整備し、保護者の負担を軽減したい。コロナの中ではなかなか医療費が厳

しいご家庭もある。他自治体でも無料化を進めてきているということもあり、当町も対応させて

いただきたいと思っている。８月 1 日施行で対象者は高校３年生（18 歳）までということで、

4,000 人ベースとなる。６月議会で補正を組んで実施していきたい。 

事業化について 

併せて国の方で、補正または予備費対応しているコロナ対策、原油価格または物価高騰にかかわ

る部分の予算措置であるが、6 月補正に 10 本くらい事業化していきたいと思っている。 

主にやっていきたいことの一つとして、プレミアム付応援券（第３弾）を行いたいと思っている。

応援券、または、みのちゃんカードにポイント付与というかたちで、実施していきたい。 

プレミア率は、応援券が 30％、みのちゃんカード 50％を予定している。 

生活困窮者支援対策として、食料品等の物資の支援の配布というような事業も多く見込んでいき

たい。 

また、町内全保育園、小中学校の給食費について、3 カ月分無償化を行う。 

その他、物価高騰については、特に課題は酪農農家、畜産農家で、配合飼料がかなり値上がりし

ており、購入費用に対する補助等も考えていきたいと思っている。 

国の交付金等を活用しながら、できる限りこの物価上昇について町のレベルでも対応させていき

たいと思っている。 

 

 

 

 



 

 

5月定例記者懇談会次第 

 

令和 4年 5月 24日（火） 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） 

 

   

・令和４年度健康ポイント事業について  （健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

・令和３年度ふるさと納税実績について 

（企画振興課 みのわの魅力発信室 広報・交流推進係） 

 

 

・令和５年度 職員採用計画について   （総務課 人事係） 

 

 

・第５次振興計画後期計画について      (企画振興課 まちづくり政策係） 

 

 

・気象観測システムの更新について（総務課 防災・セーフコミュニティ推進係） 

 

 

・果物狩りについて       （みどりの戦略課 未来農戦略係） 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

５ 質疑 

次回開催日程  6月 27日（月）午前 11時 00分 203会議室 



2022/5/30

内　　容 場　　所 備　　考

6月1日 水 9:00 庁議 講堂

6月2日 木 9:00 一般質問打合せ 町長室

15:00 伊那中央行政組合理事者会

16:00 広域連合正副連合長会

6月3日 金 9:00 一般質問打合せ 町長室

16:00 水神祭 北島水源

6月4日 土 9:00 長野県少年フェンシング大会（中学生の部） 町民体育館

6月5日 日 9:00 富田区民マレットゴルフ大会 樅の木マレットゴルフ場

6月6日 月 9:00 議会一般質問 議場

6月7日 火 9:00 議会一般質問 議場

6月8日 水 10:00 おかゆポット贈呈式 応接室

6月9日 木 13:30 連絡事務嘱託員長会・区長会 講堂

6月10日 金

6月11日 土

6月12日 日 8:30 木下区民マレットゴルフ大会 山の神マレットゴルフ場

8:30 竹の腰フェスティバル 北小河内　竹の腰公園グラウンド

13:30 三六災害60年シンポジウム 飯田市鼎文化会館

6月13日 月 9:00 町議会6月定例会最終日 議場

6月14日 火 14:30 箕輪進修高校振興協力会理事会・総会 地域交流センター

6月15日 水 13:30 観光商品開発等支援事業補助金審査会 ３階講堂

17:30 箕輪町交番連絡協議会総会 みのわパレス

18:00 箕輪地区しんきん経営者の会総会 産業支援センターみのわ

6月16日 木 13:30 伊那人権擁護委員協議会委員研修会 地域交流センター研修室AB

6月17日 金

6月18日 土

6月19日 日

6月20日 月 13:30 町生活改善協議会理事会 文化センター研修室1・2

6月21日 火

6月22日 水

6月23日 木 10:00 戦没者慰霊祭 町文化センター

箕輪町長　当面の予定

いなっせ



2022/5/30

内　　容 場　　所 備　　考

箕輪町長　当面の予定

6月24日 金 10:00 子育て協議会 子育て支援センターいろはぽけっと

18:00 【代】箕輪進集高等学校産業教育振興会総会 箕輪進修高校会議室 【代】教育長

6月25日 土

6月26日 日

6月27日 月

6月28日 火 13:15 男女共同参画推進協議会 産業支援センターみのわ

6月29日 水

6月30日 木 14:00 観光協会理事会 産業支援センターみのわ

15:00 観光協会総会 産業支援センターみのわ

17:00 みのわ振興公社株主総会 ながた荘



日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

1日 水

2日 木

3日 金

みのわテラスイベント みのわテラス 産業振興課 79-3170

長野県少年フェンシング大会（中学生の部） 町民体育館 県フェンシング協会（文化スポーツ課） 70-6601

6:00~7:00 消防団模擬火災訓練 未定 防災・SC推進室 79-3144

9:00∼15:00 電気機関車ふれあいデー 博物館 博物館 79-4860

6日 月

7日 火

8日 水 10:00~11:30 初めてのフラダンス講座 文化センター 町公民館 79-2178

9日 木

10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

10:00~12:00 婚活交流イベント（縄文柄ﾚｻﾞｰﾄﾚｰ作り）
箕輪町郷土博物館

産業支援センター
企画振興課 79-3152

13:30~15:00 こどもスポーツ体験教室（卓球） 武道館・町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

12日 日

13日 月 運動あそび 子育て支援センター 子ども未来課 71-1560

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

15日 水

16日 木

17日 金 手作りおもちゃ（すくすく子育てイベント） 子育て支援センター 子ども未来課 71-1560

交流菜園④ 長田 産業振興課 79-3170

10:00~12:00 苔テラリウム講座 文化センター 町公民館 79-2178

19日 日

20日 月

21日 火

22日 水 10:00~11:30 初めてのフラダンス講座 文化センター 町公民館 79-2178

23日 木 8:30~11:30 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 79-3118

24日 金

25日 土

26日 日

27日 月

28日 火

29日 水

30日 木

18日 土

令和４年６月行事予定表 2022/5/1

4日 土

5日 日

11日 土



箕輪町新型コロナワクチン接種の状況  2022.５.24 

１ 新型コロナワクチン 接種率 5 月 23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 

92.４％（0.1↑） 92.3％（0） 75.1％（3.5↑） 77.5％（3.4↑） 

・20 代（49.1％→55.5％）、30 代（55.0％→61.5％） 

・4 月 22 日（金）3 回目未予約者への接種勧奨通知を送付。→約 200 人予約 

・保護者メールを活用し、早めの接種を呼びかけ。 

 

２ １～3 回目接種 

・１～２回目接種については、月に１～２日の接種日を設定している。 

・３回目接種については、2 回目接種からの接種間隔が 5 か月になる見込み。 

 5 月 17 日に、2 回目が 12 月に完了した方約 200 人に予診票を送付。 

 6 月 20 日までは、予約枠が十分あるが、その後予約枠が縮小し、3 回目接種についても 

 月に１～２日の接種日を設定していく予定。 

・武田社ワクチン（ノババックス）の１～３回目接種へのに使用が可能になる。県は「すべ

ての市町村において、ノババックスを接種する医療機関を１か所以上確保するように」と

いう方針を示した。それに対応し、町内の医療機関の意向を取りまとめ中。すでに２か所

の医療機関が手を挙げている。 

 

３ ５～11 歳の新型コロナワクチン接種 

・対象者 1,467 人。 

・現在接種日を土曜日に設定。 

・接種済＋予約済み者 522 人（52 人↑）（32.0％→35.6％） 

・6 月 21 日から、4 回目接種を開始するので、予約が非常に取りにくくなる。希望者は早

めに予約をしてほしい。（接種は任意） 

 

4 4 回目接種 

・対象者：「60 歳以上の方」「18～59 歳の基礎疾患を有する方」 

・3 回目接種完了日から５か月空ける 

・使用ワクチン：ファイザー社ワクチン 及び モデルナ社ワクチン 

 

・60 歳以上の方には、3 回目接種完了日が早い方から、5 月 30 日から順次予診票を送付。 

・65 歳以上の方は、日時場所指定のご案内。不都合あれば、連絡をいただき変更可能。 

・60～64 歳の方は、予診票が届き次第、電話かインターネットで予約。 

・18～59 歳の方には、5 月 17 日に個別通知を送付済み。基礎疾患を有する方は、申込み

により予診票を送付、自分で予約、接種へ、という流れになる。 



新型コロナワクチン

４回目接種には申込みが必要です

裏面もご覧ください

新型コロナワクチン接種についての国の方針が示されました

「基礎疾患を有する方」は裏面により申込みをしてください。

A 以下の病気や状態で、通院/入院している方
1 慢性の呼吸器の病気
２ 慢性の心臓病（高血圧を含む）
３ 慢性の腎臓病
４ 慢性の肝臓病（肝硬変等）
５ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発し

ている糖尿病
６ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
７ 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
８ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
９ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態

（呼吸障害等）
11 染色体異常
12 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複

した状態）
13 睡眠時無呼吸症候群
14 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障

害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神
通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害
（療育手帳を所持している場合）

B 肥満の方（基準：BMI30以上）
BMI＝体重（kg）÷｛身長（m）×身長（m）｝

BMI30の目安：
身長170cmで体重約87kg
身長160cmで体重約77kg

１ 目的

新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防

２ 対象者

①６０歳以上の方

②１８～５９歳の基礎疾患を有する方

３ 使用ワクチン

ファイザー社製ワクチン 及び モデルナ社製ワクチン

４ 接種間隔

3回目接種から、少なくとも５か月以上空けること。

１８～５９歳の皆様へ

接種時の医師診察で確認します。
後日送付する予診票に基礎疾患
名を書いてください。



お問合せ
箕輪町役場 健康推進課
電話 0265-79-3118（小林・北原）

「基礎疾患を有する方」の接種までの流れ

箕輪町役場に申込み

★申込み時に伝えてほしいこと★
① 該当する基礎疾患（例 表面「Aの２です」等）

② お名前
③ 生年月日
④ ３回目接種日・接種券番号（004から始まる数字）

⑤ 電話番号

役場から予診票（接種券）が届く

予診票が届いたら、予約

電話予約
0265-79-3190

接種会場に行く（接種）

＊基礎疾患がない方は、60歳の誕生日
から接種の対象者になります。
４回目接種の期間中は、誕生月の前月
に予診票を送付します。

1

4

3

2

電話
0265-79-3190
平日8:30～17:00

役場窓口
健康推進課

４番窓口

ながの電子申請

URL：https://s-kantan.jp/town-minowa-nagano-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=21993

インターネット予約

https://s-kantan.jp/town-minowa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=21993


令和 4 年度健康ポイント事業について（記者懇談会資料） 

 

        令和 4 年 5 月 24 日 

 

１ 目 的 

健康増進に資する事業等の参加者にポイントを付与することにより、健

診・検診の受診率及び町民の健康意識の向上を図り、健康長寿の町を目指す。 

２ 内 容 

別紙「箕輪町健康ポイント事業を始める皆様へ」参照 

３ 事業期間 

令和 4年 4月 1日(金)～令和 5年 3月 31日(金) 

    ※抽選会については、令和 5年 4月下旬(予定) 

４ 対象者：18歳以上の箕輪町民もしくは町内在勤者 

５ 前年度の実績（別紙参照） 

６ 今年度の改善点 

  ①ゼロカーボンとの連携 

    歩いて移動すること、野菜中心の食事に努めることで健康づくりをし

ながらゼロカーボンも推進。ここをきっかけとしてそのほかの取組を

意識づけ。 

    20 項目達成したら住民環境課にてみのちゃんポイント 1000 ポイン

トと交換。 

  ②30 日トライアル新設 

    1 年間で 4 回のトライアルを実施することで 400 ポイント。 

    3 か月の間に 30 日分の測定を実施し、記録。（5~7 月血圧測定、8~10

月体重測定、11~1 月血圧測定、1 月～3 月体重測定） 

  ③事業所でまとめての申込 

    商工会の協力を得て、健康ポイント事業を PR。 

    事業所の代表者が連名簿により申請。   

 ７ 評価 

    参加者数 1000 人以上 

     働き盛り世代の参加者数の増加 



人数 男性 女性 人数 男性 女性 人数 男性 女性

20代 12 2 10 1.2% 20代 13 10 3 1.7% 20代 24 10 14 2.7%

30代 33 11 22 3.4% 30代 55 15 40 7.3% 30代 40 12 28 4.5%

40代 72 16 56 7.4% 40代 91 24 67 12.1% 40代 94 25 69 10.5%

50代 124 22 102 12.8% 50代 124 27 97 16.4% 50代 133 29 104 14.8%

60代 284 80 204 29.3% 60代 296 86 210 39.3% 60代 241 66 175 26.9%

70代 350 137 213 36.2% 70代 157 77 80 20.8% 70代 289 109 180 32.3%

80代 89 37 52 9.2% 80代 18 10 8 2.4% 80代 70 34 36 7.8%

90代 4 2 2 0.4% 90代 0 0 0 0.0% 90代 5 2 3 0.6%

計 968 307 661 計 754 249 505 計 896 287 609

31.7% 68.3% 33.0% 67.0% 32.0% 68.0%

達成者数 403 達成者数 325 達成者数 404

達成率 41.6% 達成率 43.1% 達成率 45.1%

居住者 886 98.9%

在勤者 12 1.3%

箕 輪 町 健 康 ポ イ ン ト 事 業 分 集 計

R元年度 R2年度 R3年度　
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ふるさと納税について 

2022.5.24 

みのわの魅力発信室 

１．令和３年度実績 

〇寄附件数：21,572件  （前年比 約 346％増） 

〇寄附金額：240,641千円（前年比 約 405％増） 

 

２．寄附金額及び件数の推移 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
寄附金額（千円） 1,810 2,000 1,700 530 205 365 5,361
寄附件数（件） 24 5 3 4 3 10 452  

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
寄附金額（千円） 29,270 67,611 49,139 57,257 42,064 47,659 240,641
寄附件数（件） 2,848 4,414 3,205 4,649 3,941 4,830 21,572  

○令和３年度寄附金指定使途の内訳 

区 分 件 数 寄附金額 

1．若者、女性及び子育て世代のＵ・Ｉターンの促進 2,145 24,278,000 

2．安全安心なまちづくり 1,143 13,955,000 

3．安心して妊娠、出産及び子育てのできる環境整備 2,836 32,536,000 

4．学力向上及び郷土愛の醸成 653 7,508,000 

5．健康増進及び健康寿命延伸 328 4,005,000 

6．安心できる福祉のまちづくり 629 7,104,000 

7．農林業、商工業及び観光の振興 1,847 21,212,000 

8．自治体におまかせ 11,991 130,043,000 

  21,572 240,641,000 

（千円） 
（件） 
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（増加した要因） 

 ・申込サイト（以下、ECサイト）「さとふる」を新たに利用 

 ・「ふるさとチョイス」内で特集記事を掲載したことによる影響 

 ・各サイトの商品のサムネイルや商品説明の充実を図った 

 ・新たな返礼品の登録 

 

３．今年度の取組み 

   ○新たな返礼品の開拓 

 

   ○EC サイトについて、現在「ふるさとチョイス」「楽天」「ふるなび」

「さとふる」に加え新たに「d ショッピング連動型サイト（ふるさ

と百選）」との契約を検討中 

 

   ○ECサイトの見直し 

    既に掲載している返礼品の紹介ページの再構築 

    特にサムネイルのさらなる充実 

 

   ○広報活動の実施 

・寄附者のリピート率を上げるため、チラシの送付 

・ECサイト内での広告の実施、特集の掲載（随時） 

 

   ○令和４年４月１日からの使い道（昨年度と同様） 

    １．若者、女性及び子育て世代のＵ・Ｉターンの促進 

    ２．安全安心なまちづくり 

    ３．安心して妊娠、出産及び子育てのできる環境整備 

    ４．学力向上及び郷土愛の醸成 

    ５．健康増進及び健康寿命延伸 

    ６．安心できる福祉のまちづくり 

    ７．農林業、商工業及び観光の振興 

    ８．自治体におまかせ 
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 令和４年度 箕輪町職員採用試験受験案内                
 

 箕輪町では、住民に信頼され、住民と共に地域を創りあげていく、やる気と知恵のある

職員を広く求めています。 

笑顔あふれる、活力のある未来の箕輪町を一緒につくりませんか。 
 

 

１ 試験区分、職種、受験資格等 採用予定人員、勤務予定機関及び主な職務内容 

 

区

分 
職 種 

採用予定 

人員 
年齢要件 学歴・資格要件等 

上

級 
行  政 

（一般事務） 

５名程度 
昭和５２年４月２日以降に

生まれた方 

4 年制以上の大学を卒業した方、

または令和5年3月末までに卒業

見込みの方 

中

級 
２名程度 

昭和６2 年 4 月２日以降に

生まれた方 

短期大学を卒業した方、または令

和5年3月末までに卒業見込みの

方 

保 健 師 １名 
昭和５２年４月２日以降に

生まれた方 

保健師の資格を有する方、または

令和5年3月末までに資格を取得

する見込みの方 

土木技師 1 名 
昭和５２年 4 月 2 日以降に

生まれた方 

次の①または②を満たす方。 

① 大学の土木または建築専門課

程(都市工学系を含む)を卒業

した人または令和５年 3 月末

までに卒業見込みの方 

② 測量士または 1 級土木施工管

理士の資格を有し、民間企業

等における土木工事の設計・

施工管理等の職務経験を３年

程度有する方 

保 育 士 

（中級） 
３名 

昭和５７年４月 2 日以降に

生まれ方 

保育士の資格を持つ方、または令

和5年3月末までに資格を取得す

る見込みの方 

管理栄養士 １名 
昭和５２年４月２日以降に

生まれた方 

管理栄養士の資格を持つ方、また

は令和5年3月末までに資格を取

得する見込みの方 

 

 

※ 住所地について 

受験時点、箕輪町外にお住まいの方も受験可能です。 

ただし、一般事務、保育士、管理栄養士については、令和５年４月１日以降、箕輪町内に住所

を移し、引き続き定住できることが必要です。 

  

※ 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１） 日本の国籍を有しない人 

（２） 以下の地方公務員法第１６条に規定されている欠格条項に該当する人 

〇 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなる

までの人 

〇 箕輪町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
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〇 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第 63 条から第 65条に規定する罪を犯し刑に処せられた人 

〇 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

 

２ 受験申込手続き 

（１）受付期間 
令和４年５月２５日（水）から令和４年６月２０日（月）※必着 

  

（２）申込方法 

  ① インターネットからの申請 

   箕輪町ホームページ職員募集ページに記載の URL 

   または、右のQR コードを読み込み、Logo フォー 

   ム（自治体用申請システム）から「箕輪町職員採用 

   試験申し込み」の手続を行ってください。 

 

②  郵送または持参による申請 

エントリーシートを箕輪町ホームページからダウンロードするか、箕輪町役場総務課人事係

に請求し、必要事項を記載し、下記まで郵送または持参してください。 

【提出先】 

〒399-4695 

 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10298 番地 

 箕輪町役場 総務課 人事係 

 

・郵送の場合は、配達記録郵便等の確実な方法でお送りください。 

この際、封筒の表に「職員採用受験申込書在中」と朱書きしてください。 

 

※申込書類は返却しません。 

収集した個人情報は、この試験のために必要な範囲でのみ利用します。 

 

（３）提出書類 

① 令和4年度 箕輪町職員採用試験受験エントリーシート兼履歴書 

② 資格取得（見込み）証明書（資格免許証の写し） 

 

（４）受験票の交付（箕輪町役場での受験者） 

申込受付後、申込者に受験票を郵送します。 

7月７日（木）までに受験票が届かない場合は、総務課人事係までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員採用試験受験申し込み用 
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３ 試験日、試験科目及び試験会場 
 

試 験 職 種 試  験  日 試 験 科 目 試験会場 

第１次試験 
全職種共

通 

７月１７日（日） 
基礎能力検査 

性格適性検査 

箕輪町役場 

７月１日（金）～７月１７日（日） 
各テストセンタ

ー 

第２次試験 

行政職 

保育士 

８月下旬の指定する平日１日 

小論文・ 

集団討論 

箕輪町役場 保健師 

土木技師 

管理栄養士 

小論文・ 

個人面接 

第 3 次試験 
行政職 

保育士 
9 月下旬の指定する平日 1 日 個人面接 箕輪町役場 

※保健師、土木技師、管理栄養士は、第 2 次試験までとします。 

 

 

４ 第１次試験の方法及び内容 
 

職種 試験方法 試 験 内 容 

全職種共

通 

基礎能力試験 
言葉の意味を理解し、文章や話の要旨をとらえる能力と

数的情報をもとに解を導く力や論理的思考力 

性格適性検査） 町職員への適性や性格の特徴などを判定する検査 

※試験時間は、能力検査と性格検査を併せて ６５分です。 

 

◎第 1 次試験は、箕輪町役場会場では、マークシート方式、テストセンターはパソコンによる試験

です。 

 

 

５ 勤務条件 
（１） 給与 

 初任給は、次のとおりです。                （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 初任給月額 その他 

上級（大卒） １８２，２００円 昇給年 1 回 

通勤手当、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手

当等それぞれの支給条件に応じて支給されま

す。 

中級（短大卒） １６３，１００円 

初級（高卒） １５０，６００円 

※新卒採用の場合の月額です。社会人、大学院等の経歴のある方は、前歴が加算されます。 

（２）勤務時間 

    原則午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩１時間）の７時間４５分 

    休日は、土日祝日・年末年始です。 

（３）休暇・休業 

    年次休暇（年２０日。採用年１５日）、特別休暇（夏季、結婚等）、療養休暇、介護・

育児のための休業制度等があります。 



 

4 

６ その他 
（１） 箕輪町役場から緊急のメールを送信する場合がありますので、下記のメールアドレスか

らのメールを受信出来るように設定してください。 

箕輪町役場総務課代表メール soumu@town.minowa.lg.jp 

  （２）新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、試験の日程・内容等を変更する場

合があります。 

 

 

７ 問い合わせ先 
  【試験全般】 

箕輪町役場 総務課 人事係 

  〒３９９－４６９５ 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９８番地 

  電話：０２６５－７９－３１４４（内線１１１１、１１１２） 

  メールアドレス：soumu@town.minowa.lg.jp 



令和４年度　箕輪町職員採用試験受験エントリーシート兼履歴書　

(満 歳）

A　一般事務
(上級）

B　一般事務
(中級）

取得
取得見込

取得
取得見込

取得
取得見込

名　称 取得（見込み） 〇で囲む 〇で囲む取得（見込み）

年　　　　月

名　称

名　称

名　称 取得（見込み） 〇で囲む

年　　　　月

年　　　　月

取得（見込み）
免　　　　許　　　　・　　　　資　　　　格

　　　年　　　　月～　　　年　　　　月

氏名

在学期間

〇で囲む

年　　　　月
取得

取得見込

現住所以外の
連絡先

（帰省先等）

送付先

受験場所

フリガナ
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
【必須】

　　　年　　　　月～　　　年　　　　月

ふりがな

従事した職務内容

　　　年　　　　月～　　　年　　　　月

現住所

勤　　　　　務　　　　　　先

学　　　　　　　　　　　　　歴　　（中学校卒業から記載）

　　　年　　　　月～　　　年　　　　月

在職期間
　　　　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで
　　　　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで
　　　　　　　年　　　　月　　　　日から

自己PR　（趣味・特技、スポーツ、学生時代に打ち込んだことなど）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

　　　　　　　年　　　　月　　　　日から

E　保育士 D　管理栄養士

写真

志望の動機

　　　　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

令和　　　　年　　　　月　　　　日　現在

生年月日

年　　　月　　　日生
昭和

平成

□現住所　　　　　　□現住所以外の連絡先　　　　※いずれかに✔を入れる

□箕輪町役場　　　□各地テストセンター　　　　　　※いずれかに✔を入れる

〒

電話

　　－　　　　－　　　　　

電話

　　－　　　　－　　　　　

試験区分（受験する区分の記号を〇で囲んでください

〒

C　保健師 D　土木技師



 

第５次振興計画後期計画冊子の完成について 

企画振興課 まちづくり政策係 
(課長)唐澤 勝浩 (担当) 清水ちふ美 
電 話：0265-79-3152（内線）1151 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ-mail：kizai@town.minowa.lg.jp 

添付資料 有  無 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

３月議会で可決されました、箕輪町第５次振興計画について、冊子が完成しま

した。希望される方には以下のとおり配布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

令和 4年 5月 24日 発信 
箕輪町 

  

制作部数 

 本編冊子 100冊 

 ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ 10,000冊 

 

配布場所 

 箕輪町役場企画振興課窓口 

 

その他 

 ・冊数には限りがあります。 

なくなった場合にはご容赦ください。 

 ・別冊ダイジェストは、５月下旬に各世帯に 

配布します。 

・本編及びダイジェストは、町ホームページからご覧いただけます。 

 箕輪町トップページ ＞ 町政情報 ＞ 基本計画 ＞ 基本計画・基本構想 ＞ 箕輪町第５次振興計画 

  https://www.town.minowa.lg.jp/kikaku/keiei0008_2.html 

 



　PICK  UP　　箕輪チャレンジ / 重点プロジェクト

第5次振興計画後期計画【 2022-2025】別冊

MINOWAみんなで創る
未来につながる

暮らしやすい箕輪町

箕輪町載 5次振興計画　後期計画　別冊
発行 /箕輪町

〒399-4695　長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10298 番地
TEL　0265-79-3111（代）
編集 /箕輪町役場企画振興課
制作 /株式会社ワイド



平成28年から 10年間を計画期間とする「箕輪町第 5次振興計画」の前半にあたる 5年が経過しまし
た。前半 5年の取組みとしては、人口減少対策である UI ターン施策とともに実施している町への

SNS( ソーシャル・ネットワーク・サービス ) 等を活用した関係人口創出拡大事業、新型コロナウイルス感染
症感染拡大に起因した働き方の変革に伴うニーズに対応したテレワーク施設(東みのわサテライトオフィス)
の整備、少子化対策としての「みんなで育てるみのわっこ」施策、環境施策としてのゼロカーボンに向けた取
組み、農業応援団計画に基づく「みのわテラス」リニューアルオープン、観光分野においての「箕輪町観光戦
略プラン」の策定ともみじ湖周辺整備事業、工業分野における「箕輪町エ業ビジョン」の策定と事業の実施、
教育分野においては、GIGA スクール構想※に基づく 1人 1台端末の導入と高速通信環境の整備、ICT 支援員
の配置など更なる ICT 教育にかかる環境整備を行いました。

現在、少子高齢化の進展や若年層の都市部への流出などにより地域社会の
担い手不足が顕著になり、ICT 技術の普及により産業や教育などあらゆる分
野で大きな変化に直面しています。
SDGs、デジタル化、ゼロカーボン、ジェンダーレスなどは、行政のみなら
ず社会や経済の仕組みを根底から変えようとしています。
併せて、令和 2年に発生し世界的パンデミックを引き起した新型コロナウ
イルス感染症は、町民の皆様の健康、社会生活、地域経済に大きな影響を及
ぼしています。

一方で、水と緑あふれる自然環境や田園風景に接しつつ町内外への町の魅
力の発信や、産業や教育、福祉など 5年間の取組みを通じて箕輪町の持つ豊
かさや可能性を再認識しました。時代の行く先が見通せませんが、前期の成
果をステップに「誰もが住みたい町、住み続けたい町」を目指し、町民の皆様
とご一緒に、自信と気概をもって果敢に挑戦し続けてまいります。

後期計画の策定にあたって

※  ＧＩＧＡスクール構想
　令和元年（2019 年）12月に文部科学省から発表されたプロジェクト。ＧＩＧＡとはGlobal and Innovation Gateway for All の略。
小学校の児童、中学校の生徒1人に1台ＰＣと、全国の学校に高速大容量の通信ネットワークを整備し、多様な子どもたちに最適
化された創造性を育む教育を実現する構想のことです。

みのわテラス オンラインでの他校交流

木下保育園　外観

箕輪学で販売活動等を行った中学生

東みのわサテライトオフィス「夢まち Labo」もみじちゃん

振興計画はまちの設計図なんだ

木下保育園　内観
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箕輪チャレンジ 重点プロジェクト
第 2部 基本構想

人口減少時代に即した暮らしへの転換チャレンジ目標①

人口減少時代においては、今までのまちづ
くりのやり方や、私たち一人ひとりの暮らし
を転換しなければならないと考えます。チャ
レンジ目標を「人口減少時代に即した暮らし
への転換」に設定し、平成 26 年（2014 年）に
66.1％だった住民満足度を 75％以上に上げる
ことを目標とします。

新たな時代においても
現在の暮らしやすさを維持

住民満足度：75％以上
※2025 年時点目標
※2014 年実績：66.1％

数値目標

「出航！みのわ丸 2025」町民参画促進チャレンジ1
プロジェクト

箕輪町を 『みのわ丸 2025』と名付けた船に例え、「町に暮らすみんなは、同じ船に乗る運命共同体なのだ」
というまちづくりへの想いを広めていきます。一人ひとりのまちづくりへの関心と理解を進め、町民の知恵・
力を十分に発揮できるまちづくりを進めます。

「集落再熱！」集落パワーアップチャレンジ
人口の減少や区・常会の未加入などを原因とする担い手の減少、つながりの希薄化など地区が抱える課題
を解決するための取組みを行うことで、地域内の人と人とのつながりを深め、災害や防犯に強い安全・安心
な地域をつくります。

2
プロジェクト

「ありがとう！健康」健康寿命延伸チャレンジ
「ありがとう！健康」一人ひとりの健康は、個人の幸せのみならず、家族や地域、社会にとっての幸せでもあ
るという意識を広めていきます。一人ひとりが積極的に参加できる健康づくりの普及で、健康寿命を延ばし、
町全体として医療費の削減を目指します。

3
プロジェクト

「行政発
・

新
・

！」新時代の行政運営チャレンジ4
プロジェクト

新しい時代のまちづくりを示した第5次振興計画を着実に進めるための、行政運営の見直しを進めます。
町民と共にまちづくりを進めるため、町民に信頼される行政であるよう、行政運営の向上に努めます。

「みのわマネーサイクル」地域内資金循環チャレンジ
箕輪町内を中心に地域内での生産・流通・消費（サービス等含む）の流れをつくり、お金を地域内で循環さ
せることにより、地域経済の活性化と魅力ある事業者の増加を図り、町民の暮らしやすさの向上を目指します。

5
プロジェクト

「7
なな

・５
ご

・１
いち

のスクラム」教育力向上チャレンジ
7 （7保育園）・5 （5小学校）・1 （1中学校）がスクラムを組み、ふるさと箕輪を愛し、自ら人生を切り拓い
ていくことができる人を育てる教育を目指します。

6
プロジェクト

「世界に誇るセーフコミュニティのまち」安全・安心チャレンジ
「地域の絆、協働、継続」をキーワードに、セーフコミュニティ国際基準による徹底した安全・安心の追求に
より、“心安らぐ豊かな暮らしができるまち箕輪 ”を目指します。

7
プロジェクト

「復活！向こう三
さんげんりょうどなり

軒両隣」地域の絆再生チャレンジ
団塊の世代が 75歳以上に到達する令和7年 （2025 年）を目途に、支援や介護が必要となっても住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援
が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指します。

8
プロジェクト



2

箕輪チャレンジ
チャレンジ目標②

今までの人口増加を上回る急激な人口の減
少は、私たちの生活を支える社会保障の仕組み
や、地域のコミュニティを崩壊させてしまうこ
とから、人口減少時代に即した暮らしへの転換
と同時に、「将来の暮らしやすさを守る人口規模
の維持」も重要であると考え、2025 年の人口を
24,500 人以上に維持することを目標とします。

人口規模：24,500人以上
合計特殊出生率：1.80
※以上は2025年時点目標

転入者数：2015年比 48人増 /年

数値目標

若者同士がつながる機会をつくるとともに、結婚を希望する人の願いが叶うまちづくりを地域全体で進め
ます。
若者同士がつながる機会をつくるとともに、結婚を希望する人の願いが叶うまちづくりを地域全体で進め

「幸せのまち“みのわ ”」ハッピーサポートチャレンジ9
プロジェクト

安心して出産し、子育てしやすい環境を整えることで、子どもを産む人の希望が叶えられるまちづくりを進
めます。
安心して出産し、子育てしやすい環境を整えることで、子どもを産む人の希望が叶えられるまちづくりを進

「目指せ！子育てユートピア」子育て安心チャレンジ10
プロジェクト

住宅環境整備、情報発信、相談支援の実施により、箕輪町での魅力ある暮らしを提案し、移住者・定住者
の増加を図ります。
住宅環境整備、情報発信、相談支援の実施により、箕輪町での魅力ある暮らしを提案し、移住者・定住者

「ほどほどの田舎暮らし」移住・定住促進チャレンジ11
プロジェクト

地域交通網を整備し、生活利便性を高めることにより、交通弱者対策、移住定住促進、交流人口の増加を
目指します。
地域交通網を整備し、生活利便性を高めることにより、交通弱者対策、移住定住促進、交流人口の増加を

「地域の足を守れ！」公共交通活性化チャレンジ12
プロジェクト

環境事業への公共投資により、循環型社会の構築を進めるとともに、経済の活性化と雇用の創出を目指し
ます。
環境事業への公共投資により、循環型社会の構築を進めるとともに、経済の活性化と雇用の創出を目指し

「資源と人の循環づくり」緑のエネルギー活用チャレンジ13
プロジェクト

住民や農・商・工業者等多様な業種との連携により、地域みんなで農業を支える“農業応援団 ”を組織し、
農業の活性化を図るとともに、景観の保全、食品産業や観光等他産業との連携及び農業教育などを推進し
ます。

住民や農・商・工業者等多様な業種との連携により、地域みんなで農業を支える“農業応援団 ”を組織し、

「我らは農業応援団！」箕輪の農業応援チャレンジ14
プロジェクト

産学官金連携等、多くの関係団体が連携した新たな取組み等により、商工業を活性化させ、経済活性化や
雇用創出を進めることを目指します。
産学官金連携等、多くの関係団体が連携した新たな取組み等により、商工業を活性化させ、経済活性化や

「Made in Minowa 2025」商工業活性化チャレンジ15
プロジェクト

移住・定住促進、観光客の誘致、町内製造品の販売の拡大、町民の誇りの醸
じょうせい

成等、様々なものにつながる
箕輪町の知名度の向上を図ります。行政のみならず、町民や箕輪町に想いのある方みんなで、町の良さを統
一感を持って発信していこうという機運を高めます。

移住・定住促進、観光客の誘致、町内製造品の販売の拡大、町民の誇りの醸
じょうせい

成等、様々なものにつながる

「町民みんながセールスマン」箕輪町知名度向上チャレンジ16
プロジェクト

全ての町民が地域への愛着を高めるとともに、子どもにとって、将来の居住地の選択につながる地域との
絆をつくることを目指します。
全ての町民が地域への愛着を高めるとともに、子どもにとって、将来の居住地の選択につながる地域との

「好きですみのわ！」ふるさと愛着応援チャレンジ17
プロジェクト
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重点プロジェクト

新しく追加されたチャレンジ

・身近なデジタル技術に関心を持つ
・身近なデジタル技術に触れてみる
・情報をみんなで共有する

・企業、団体としてできるところからデジタル化を
進める

『私』ができること 『みんな』でできること

箕輪町D Xチャレンジ18
プロジェクト

　情報通信技術の飛躍的な進歩に伴い、インターネットやスマートフォンに代表されるデジタルツールは、私
たちの生活に無くてはならないものとなり、ＤＸ （デジタルトランスフォーメーション）という言葉を日常的に
耳にするようになるなど、暮らしのデジタル化が急速に進んでいます。
　箕輪町におけるＤＸ推進は、生活を豊かにし、安全・安心で快適な暮らしを実現するための重要な課題と
捉え、まずは身近なところから着実にデジタル化を推進していきます。

すべての町民がデジタル化の恩恵を享受できるよう以下の取組みを行います。
①スマート自治体の実現 （自治体ＤＸへの取組み）
　・インターネットを活用して24時間 365日手続きが可能となる行政手続きのオンライン化とマイナ
　　ンバーカードを活用した本人認証、町民に必要な情報を届けるＰＵＳＨ型行政への挑戦などによ
　　る住民サービスの更なる向上
　・新しい働き方やスタイルに合ったテレワークやＷｅｂ会議のさらなる拡充
　・エビデンス （根拠）に基づく政策の推進や町勢情報の見える化につながるビッグデータ・行政デー
　　タの活用、オープンデータ化　など
②デジタルデバイド対策とデジタル人材の育成
　・デジタル機器に慣れていない方、なじめない方もデジタル化の恩恵を享受できる環境整備
　・情報通信技術を活用した社会参加の機会を創出
　・ＤＸを進めていくに当たり必須となる、デジタル人材の育成　など
③可能性を広げる新しい学びへの挑戦
　・一人ひとりに適した様々な手法を用いた教育機会の提供や、校外、ひいては世界ともつながるデ
　　ジタル技術を応用した、可能性を広げる新しい学びスタイルの実践
　・スポーツや文化芸術活動とデジタル技術の融合、誰もが町の文化・歴史に触れられる、学べるデ
　　ジタルコンテンツの充実
　・多様な世代が、時間と空間の制約を受けずに、いつでも、どこからでも学びに参加できる生涯学
　　習の場づくり　など
④町の活力につながるデジタル化への対応
　・商工業、農林業などを始めとする既存産業のスマート化 （ＩｏＴ技術の導入など）への支援
　・キャッシュレス決済など異なる複数のサービス連携での回遊性向上や先端技術を活用した体験
　　価値の向上によるまちの賑わいを創出　など

住民満足度調査「生活の満足度」を 75％以上に上げる目 標

概 要

デジタル化を
勧めよう!

VR ゴーグルでもみじ湖を散策 VRで映し出されるもみじ湖
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箕輪チャレンジ

地域の役員や組織の長、企業の役員や管理職が男性に偏っていること、一方では、家庭において、家事・育児・
介護などのケアワークを担うのは女性に偏っていることなど、性別の枠組みに応じて期待される役割を担う
状況が変わらず続いています。また、性別による格差や待遇の違い、与えられるチャンスや選択肢の不均衡
がいまだ残っています。性別に関わらず、それぞれの意欲と個性が発揮できる社会を目指します。
また、性のあり方は一人ひとり違います。互いを尊重し、ＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）の方への理解を進め
ることで、性別にかかわらず、一人ひとりが尊重される社会を目指します。

すべての町民がジェンダー平等の意識を共有するため以下の取組みを行います。
①広報啓発及び情報発信
　　性別役割分担意識を解消するため、あらゆる場や様々な手法を活用し、幅広い世代に向けた広
　報啓発及び情報発信に取り組みます。
②プラットフォーム及びネットワークづくり
　　性別にとらわれず、意欲に応じた活動・参画を支援するためのプラットフォーム及びネットワーク
　づくりに取り組みます。
③多様な性の理解の推進　　
　　すべての人が持つ 「性的指向や性自認」の理解を深め、ＬＧＢＴＱ(性的マイノリティ）に対する偏
　見や差別の解消に向けた取組みを推進します。
④役場におけるジェンダー平等の推進
　　性別関係なく、個人の能力に応じた管理職への積極的な登用や男性の育児休業取得の更なる推
　進を図り、役場が率先してジェンダー平等を推進します。また、あらゆる分野の施策に反映するため、
　役場内の分野横断的な連携を強化します。
⑤企業におけるジェンダー平等の推進
　　男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業の把握と、取組み事例のＰＲ
　につながる仕組みを検討します。また、男性の育児休業取得の取組みを企業等へ呼びかけ、取得の
　促進に取り組みます。

目 標

概 要

ジェンダー平等チャレンジ19
プロジェクト

・ジェンダー平等に関心を持つ
・性差のない取組みを理解し、ジェンダー平等に
積極的に参加する

・企業、団体として性差のない環境整備を進める

『私』ができること 『みんな』でできること

男女平等の地域になろう!

イクメン・家事メンフォトコンテスト 女性活躍井戸端会議

住民満足度調査における箕輪町第５次振興計画に基づく取組み 「人のつながりと協働のまちづく
り」の満足度を上げる
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重点プロジェクト

啓発活動

・脱炭素社会に関心を持つ
・個人レベルで二酸化炭素排出量を減らす取組み
を行う
・家族みんなで情報を共有する

・企業、団体で脱炭素社会に向けた積極的な取
組みを行う

『私』ができること 『みんな』でできること

箕輪町ゼロカーボンチャレンジ20
プロジェクト

　近年、世界各地で記録的な高温や大雨、大規模な森林火災、干ばつなど、地球温暖化による異常気象が頻
発しています。これらの異常気象は、今や気候危機と言われています。
　2015 年、日本を含む174か国とＥＵが署名し、採択された 「パリ協定」では、世界的な平均気温の上昇
を、産業革命前と比べ1.5℃に抑えるよう努力することとしており、また、そのためには、二酸化炭素排出量を
2050 年に実質ゼロにすることが必要であるとされています。
　箕輪町は、日照時間が長く、森林資源やそこから生まれる水資源、温泉など、豊かな自然が存在します。わ
たしたちは、これらを活用した脱炭素社会を実現することにより、ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残さない」持
続的な社会を構築し、次世代に受け継ぐ責務を負っており、まちづくりの大原則として位置付け、あらゆる分
野でゼロカーボンシティ実現に向けた取組みを強化します。

ＳＤＧｓが掲げる 「誰一人取り残さない 」持続的な社会を構築するため以下の取組みを行います。
①豊富な自然資源が生み出す再生可能エネルギーを最大限活用した、エネルギーの地産地消
　・町の自然と景観等に配慮した再生可能エネルギーの導入・普及
　・再生可能エネルギーを最大限に活用できる環境の整備　など
②３Ｒ （リデュース、リユース、リサイクル）の推進による、省資源、省エネルギー化の徹底
　・ごみ減量の取組み強化 （家庭、事業所、役場）
　・徹底した省エネルギーの推進　など
③環境に配慮したクルマへの転換を図るとともに、公共交通の利用及び自転車の活用を推進
　・公共交通の充実
　・ＥＶ （電気自動車）の普及促進　など
④町内面積で多くを占める森林の整備や緑化を強化し、温室効果ガスの吸収源対策を推進
　・森林整備、森林資源活用
　・まちなか緑化、公園整備

目 標

概 要

自然に優しい箕輪になろう!

森林整備

住民満足度調査における箕輪町第５次振興計画に基づく取組み「快適な生活環境の整備」の満足
度を上げる　



箕輪町内には気象庁が設置するアメダス気象観測装置がなく、頻発するゲリラ豪雨等の局地的な現象の把握が困難であったため、平

成24年から町独自で気象観測装置を町内６箇所に設置し、観測情報を公開してきましたが、このたび、観測装置の老朽化に伴い、機器

の更新を行いました。

これに合わせて、観測データをこれまでより高頻度に更新したり、雨量や風速、暑さ指数などが一定の値を超えた際に「みのわメイ

ト」からアラートメールを送るなど、町民の皆さんの防災意識を高め、いざという時に役立てていただけるよう、機能の充実を行って

います。ぜひご活用ください。

◆観測装置の設置場所

・北小河内公民館 ・長岡公民館 ・福与公民館

・長田配水池 ・富田公民館 ・箕輪町役場

◆観測データの参照方法

✔町の気象観測情報ページ

最新の観測データ、過去の観測データ、

町内河川の水位情報など、町に関わる気象情報を確認できます。

https://minowa.mate.ne.jp/weather/

✔My POTEKA（スマートフォン、タブレット用アプリ）

気象観測装置の製造メーカーが提供している、最新の観測データを確認できるアプリです。

◆各地点のアラートメール

✔各地点において、下記の観測項目が基準を超えた際にアラートメールを送ります。

✔アラートメールは「みのわメイト」で受信できます。

下記の方法で登録できます。ご自宅の近くなど必要な観測地点を登録してご活用ください。

○アプリ版（スマートフォン、タブレット）をお使いの方 ○ブラウザ版（折畳み式携帯電話、パソコン等）をお使いの方

・アプリを開く ・マイページを開く

・「マイグループ」を開き、「グループを探す」を押す ・「グループ追加・編集」をクリック

・必要な観測地点を選択し、「参加」を押す ・「マイグループ追加」の「箕輪町で活動する団体」をクリック

・必要な観測地点を選択し、「確認画面へ」をクリック

・「登録する」をクリック

項 目 アラートの内容と算出方法 アラートの基準 単位

降水強度 １分間の観測雨量を１時間雨量に換算した値 50～ 80～ mm/h

１時間雨量 直近１時間の観測雨量 20～ 30～ 50～ 80～ mm/h

連続雨量 降り始めからの観測雨量 50～ 100～ 200～ 300～ 400～ Mm

強風 直近10分間の平均値 15～ 20～ 25～ 30～ m/s

気象急変 １分間に１℃以上の急激な気温低下 -1 ℃/分

熱中症注意情報 暑さ指数 31～ WBGT：℃

POTEKA専用小型気象計

iOS版 Android版

http://localhost/





