
４月記者懇談会 

 

平成 30 年４月 25 日 

 午前 11 時 00 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） 

若者・女性活躍推進係設置 

（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

４月に若者・女性活躍推進係が設置されました。

主な業務は、女性活躍推進、若者活躍推進、結婚

支援(ハッピーサポートみのわ) となっています。 

 

女性活躍推進の取組み 

（5/9）イクボス・温かボス宣言式 

中島長野県副知事をお招きして、町長をはじめとした理事者と役場の課長 18 人の共同の

宣言で「イクボス・温かボス宣言」の署名式を行います。宣言後は女性活躍推進コーディ

ネーターが企業訪問の際に、企業にも宣言をしてもらうよう協力を得て町全体で取り組み

を進めてまいります。 

 

（5/26）コーチングセミナー 聴き上手、話し上手でうまくいく 

長野県男女共同参画センター“”あいとぴあ“と共同で、コーチングアカデミー諏訪校校長

の土橋桂子さんを講師にむかえ聴き方や話し方のコツについてのセミナーを開催します。 

 

（５/17）安全安心の日の集い 2018（総務課 ＳＣ推進室） 

安全安心の日の集いでは、第１部で日本で最初に 

セーフコミュニティの認証を受けた京都府亀岡 

市の 12 年間の取組みを講演いただきます。第２ 

部では、セーフコミュニティに関するアンケート 

の中で防災への関心が高かったこともあり、長野 

県の地震災害に地域がどう備えるかといった内 

容の講演が行われます。 

 

出席者：信濃毎日新聞、長野日報、みのわ新聞、伊那ケーブルテレビ、中日新聞 

事務局：社本、鈴木、荻原 



セーフコミュニティ対策委員会委員募集 

より幅広い視点からの意見集約や継続した活動への積極的な推進に向け、今年から対策 

委員会委員を一般の方から募集します。 

   

（５/18）公民館文化講演会、公民館成人大学等合同開校式（町公民館）  

  各種学級の開校式に合わせて、文化センターホールで文化講演会を行います。講師に、元

NHK テレビ体操インストラクターの有賀暁子さんを招いて、講演と体操が行われます。 

  一般の方、100 人にも参加していただけます。聴講を希望される方に、5 月７日（月）午

前 10 時から文化センターで入場券を配布します。 

 

平成 29 年度移住定住関連事業の状況（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

  平成 29 年度の移住者数は 60 人（空き家バンクや補助金等、みのわの魅力発信室の制度

を利用した移住者数）で、昨年度よりも増加しました。空き家バンクの実績は売却物件が

22 件で約 5 割の成約、賃貸物件が 19 件で約 9 割の成約です。若者世帯定住支援奨励金

は、対象範囲の拡大を行ったこともあり、44 件と昨年度より大幅な増となりました。ま

た、田舎暮らし体験住宅は、利用件数 56 件、利用者数 140 人と多くの方にご利用いた

だいています。 

 

 

町長コメント 

「人口推計について」 

３月末に国立社会保障・人口問題研究所から人口推計がでました。 

箕輪町は平成 29 年度、死亡者数が出生者数より約 90 人多くなり、出生者数はここ 15

年の中では１番少なく、死亡者数は２番目に多くなりました。2000 年代前半では自然増減

でプラスの年もありましたが、ここ 10 年間はすべてマイナスになっていて、町の人口動態

は非常に厳しい状況となっています。なんとしても、出生者数を目標である 200 人を毎年

確保していかないといけません。また、転入転出についてですが、ここ２～３年は移住定住

対策を行ってきたこともあり、転入者の数が毎年 1000 人を超えるようになりました。景気

の回復に伴う人の出入りが大きな要因だと思いますが、社会増減ではプラスに転じてきてい

ます。しかし、自然増減をカバーしきれていないので、人口減少となっている現状です。 

国立社会保障・人口問題研究所が新たに出した推計値も、箕輪町は前回の推計値に比べ大

幅な減が示されているので、魅力発信室だけでなく全ての課の施策を総動員して移住定住に

取組んでいかないといけない状況です。 

少子化対策ですが、ライフスタイルの多様化や晩婚化等により、子どもの数が増えないこ

とは経済的な要因だけでは無くなってきていると思います。出生お祝い金や定住の補助金等

の施策ではなく、抜本的な政策を考えないとこの厳しい状況には対応できなくなっていくと

思いますし、箕輪町だけでなく上伊那全体で考えていかないと行けない問題と考えています。 

   

   



   市町村別の平均余命が発表され、箕輪町は女性が全国で 20～30 番くらいに入るくら 

  い良いという結果がでました。この結果から、健康寿命と合わせて男性の寿命について 

  も施策を考えていく必要もあると思います。 

 

（記者）平成 29 年度の移住定住の実績についてはどのような見解か。 

（町長）移住定住施策が開始して２年半が経ちますが、数字は上昇してきていて、町に関心を 

    持つ関係人口が増えてきていると思います。しかし、上伊那地域の中で移動する場合 

    が多く、最低でも上伊那郡外、また県外の方がターゲットになるような施策が必要と 

    なっています。制度としては、現在町内のアパートで生活をしている方が、町内に   

    住宅を建てるといった契機にはなっているので、施策としては間違ってはいないと思 

    いますが、もう少し町全体の認知度が高まる施策も必要と思います。また、区単位で 

    の増減も考える必要があって、中心部でない地域への施策等も必要になると考えてい 

    ます。 

 

 

 

次回 ５月 28 日（月）11 時 00 分 203号会議室  





















13:30～15:30     

コーチングアカデミー諏訪校 校長 
フリーアナウンサー 
１９５４年生まれ。伊那市出身、諏訪市在住。大学卒業後、信
越放送に入社。その後、フリーランスとなる。イベントやブライ
ダルの司会者として諏訪地方を中心に活動。各地でコミュニ
ケーションやコーチングの講師として活躍中。 

 
●対  象：長野県内在住・在勤の方 
●定  員：３０名 
●会  場：箕輪町文化センター（裏面記載） 
●申込方法：ＦＡＸ、Ｅ-Ｍail、または ながの電子申請にてお申し込みください。 
●申込締切：５月1６日（水） 
●託児締切：５月1６日（水）満１歳～就学前までのお子さん（先着５名） 

 

 日  時 講 師 

5/26       
 （土） 

参加＆託児 
 無料 

春は職場にもワクワクするような 
新しい出会いがたくさんありますね。 
コミュニケーションあふれる職場づくりを！ 
“コーチング＆アナウンサー” 
聴き方・話し方のプロがコツをお伝えします。 

 土橋 桂子 さん 
 



申込書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

＜聴き上手、話し上手でうまくいく～仕事も職場もハッピーに ＞ 

ふりがな 

氏名 
 

性別 
 

年齢 
 

市町村名  電話番号    

FAX  E-mail 
 

託児 

希望 
あり （    ）人 

お子さんのお名前（ふりがな）、年齢  

このセミナーに期待すること、現在お困りのことなど、ご自由にお書きください。  

 

上記申込書に必要事項をご記入の上、FAX を送信するか、電話、メールまたはながの電子申請にて 

下記の箕輪町役場 総務課 総務係 までお申し込みください。 

収集した個人情報は厳正に管理し、利用目的の範囲内でのみ使用します。  
 

 

【 電車でお越しの場合 】 

JR飯田線  

伊那松島駅下車 

徒歩１０分 

 

【 車でお越しの場合 】 

中央自動車道 

伊北ＩＣ降車 

約１０分 

 

長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”  

〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町 4-11-51 

TEL：0266-22-5781  

FAX：0266-22-5783 

E-mail : aitopia@pref.nagano.lg.jp 

HP：http://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/index.html 

 

箕輪町役場 総務課 総務係 

〒399-4695長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10298 

TEL：0265-79-3111 (内線 104)  

FAX：0265-79-0230 

E-mail：soumu@town.minowa.lg.jp 

HP：http://www.town.minowa.nagano.jp/index.html 

 

アクセス 

 
●箕輪町文化センター 

上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10291  

（箕輪町役場となり） 

箕輪町文化センター 

ながの電子申請
はこちらから 

申込FAX 0265-79-0230 





 

～ 箕輪町セーフコミュニティ対策委員会の委員を募集します ～ 

 

 箕輪町では、セーフコミュニティ活動により安全安心なまちづくりを推進しています。

より幅広い視点からの意見集約や、継続した活動への積極的な推進に向け、対策委員会の

委員を募集します。推進にあたっては５つの対策委員会（①交通安全、②高齢者の安全、

③子どもの安全、④くらしの安全、⑤自殺予防）のいずれかに属していただきます。 

 

内 容 

  ５つの対策委員会（①交通安全、②高齢者の安全、③子どもの安全、④くらしの安全、

⑤自殺予防）毎に、以下に取組みます。 

 対策委員会の開催（平日昼間に概ね２時間程度の会議を年３回開催します） 

 各対策委員会で決定した安全安心なまちづくりに向けた取組みの実施 

 例）あいさつ運動、街頭啓発活動、携帯型命のカプセル・夜光反射材配布 など 

 安全安心なまちづくりに関連する講演会などへの参画 

 例）安全安心の日の集い（年１回）への参加、町主催の講演会への参加 など 

 

公募人数・応募資格 

 公募人数：各対策委員会で２名程度 

 応募資格： 

 ・箕輪町に在住または在勤している 18 歳以上の方 

 ・安全安心なまちづくりに関心を持ち、活動に参加・協力いただけること 

 

任 期 

  平成 30 年 7 月 1 日から平成 32 年 6月 30 日まで （２年間） 

 

応募方法 

  委員応募申込書に必要事項を記入の上、以下まで提出してください。 

   （メール・ＦＡＸ・郵送可） 

  委員応募申込書は、町ホームページまたは総務課にあります。 

 

応募締切・選考 

  平成 30 年 6 月 8 日（金）必着 

  応募者多数の場合は、応募の動機や経歴、各委員会の構成状況、男女・年齢構成比な

どを考慮し選考いたします。 

 

応募提出先・問い合わせ先 

  箕輪町役場 総務課 セーフコミュニティ推進室 

  電話 0265-79-3111 内線 193  FAX 0265-79-0230 

  メール soumu@town.minowa.lg.jp 



箕輪町セーフコミュニティ対策委員会委員応募申込書 

 

申請日： 平成   年   月   日 

（ふりがな） 性別 生年月日 

氏 名 

  

      年   月   日 

       （     歳） 

〒 
 
住 所 

職 業 

第１希望 

（いずれかに○） 
①交通安全 ・ ②高齢者の安全 ・ ③子どもの安全 ・ ④くらしの安全 ・ ⑤自殺予防 

第２希望 

（いずれかに○） 
①交通安全 ・ ②高齢者の安全 ・ ③子どもの安全 ・ ④くらしの安全 ・ ⑤自殺予防 

応募理由  

職

歴

・

資

格

・

地

域

活

動

等 

期間等 勤務先等の名称、資格、地域活動、介護経験等の内容 

  

  

  

  

  

  

※職歴、資格のほか、地域でのボランティア活動等の実績等について記載してください。 

安全安心な 

まちづくりに 

ついての考え 

 

 








