
政策提言 
 

産業振興と女性活躍で 
地方創生へ 

 
箕 輪 町 議 会 
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経過報告➀ 

☆地方創生・人口減少対策等特別
委員会の設置 

☆研修<政策提言の手法について
> 新潟県立大学 田口一博准教
授 

☆法政大学 地域研究センター   
(岡本義行教授-所長-・山本祐子客
員研究員)との懇談会 
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経過報告② 

☆省庁等の訪問による情報収集
(内閣府・長野県東京事務所など) 

☆東京箕輪会でのアンケート調査 

☆政策提言(第１回) 地方創生と

オープンデータ化 
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経過報告③ 

☆研修<観光によるまちづくりにつ
いて> 地域活性化伝道師 山田桂
一郎氏 

☆政策提言「魅力的な動画で箕輪
町を発信！」～ミレニアル世代の女
性へデジタルマーケティング～ 

☆「ＲＥＳＡＳを利用した人口減少・
産業分析」の概要を公表 
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経過報告④ 

☆研修<地方創生・人口減少対策に
ついて> 公立諏訪東京理科大学 
奥原正夫教授 

☆女子カフェワークショップの実施 

☆意見交換会等の実施(第２次産業

分野・女性活躍分野・スポーツ分野・
農業分野) 
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提言する政策分野 

第２次産業振興と創業支援 

女性の活躍推進 

スポーツの振興 

観光の振興 

林業の振興 

農業の振興 
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第２次産業振興と創業支援 
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１ 第２次産業の背景 

 ＲＥＳＡＳの分析より、リーマンショックにより女性の働く場が減少したた
め、働き盛りの女性が減少したと考えられる。当町の主たる産業は、製
造業であることから第２次産業振興施策の強化が必要である。 
 なお、創業支援については、女性活躍推進分野と連携して進める。 

 第２次産業振興部会では、金融機関、商工会、町企業支援主任相談員
と情報交換を行い町の現状及び課題を調査した。 
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２ 第２次産業の概要と課題 

  当町の工業出荷額は、平成２８年度１，５８３億円で上伊那では伊那
市に次いで２番目。県内町村の中においても坂城町の１，８８７億円につ
いて２番目に位置している。現在の受注状況は、順調に推移しているも
のの「事業承継・なり手（人材）不足」が統一的な認識であった。 

 町内事業所３０７社の内、従業員１名の事業所が６７社（２１．８％）、２
名から５名の事業所が８８社（２８．７％）で、全体の５０．５％を占めてい
る。 
 また、従業員１名の事業所の内、４５社において明確な後継者がおら
ず事業承継が大きな課題である。 
 なり手（人材）不足問題について、特に当町の特色として自動化出来
ない仕事が多く、専門的な技術者が不足しており、人材が確保できれ
ば良いという問題ではない状況である。 
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３ 政策提言への概要 

１ 事業承継の取り組み 
① 各専門分野、得意分野における技術者講習会を開催し、技術の継承 
   と技術力の向上を図る。 
② 各専門分野、得意分野を活用した異業種ユニット・グループ化を推進 
   することにより、受注拡大・新たな製品開発及び生産力向上を図る。 
③ 産業支援センター「みのわ」の製造業版として、空き工場等を利用して 
   共同工場を設置する。 
④ 産業支援センター「みのわ」の強化。情報発信の強化及び金融機関、 
   商工会との連携強化を図る。 

２ なり手不足の取り組み 
① 各専門分野、得意分野における技術者講習会を開催し、技術の継承 
   と技術力の向上を図る。 
② 各専門分野、得意分野を活用した異業種ユニット・グループ化を推進 
   することにより、受注拡大・新たな製品開発及び生産力向上を図る。 
③ Ｕ・Ｉターン、外国人労働者等による労働力確保に対する支援を強化し 
   人材確保を図る。 
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４ 政策提言 

１ 事業承継への支援 
 

① 技術者講習会の開催     
② 個人事業者の異業種ユニット・ グループ 

   化の推進・支援  
     

２ なり手（人材）不足への支援 
 

③ Ｕ・Ｉターン、外国人労働者等 
   による労働力確保の支援 

 

③ 空き工場等の利用による 
   共同工場設置の推進・支援 
④ 産業支援センター「みのわ」 
   を中心に、金融機関・商工会 

   との連携強化  
     

早期に実現するよう提言します 
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女性の活躍推進 
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ナチュラルみのわで 
私らしく生きる 

～女子の思いをかたちに～ 
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 箕輪町の人口減少 
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約２２，０００人と推測 
（現在 約２５，０００人） 

・少子化・高齢化 
・若者の町外転出 

１，２００人
以上 

原因 

箕輪町の人口：2040年 

人口減少 加速 
今後 
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2005～2010年 20～49歳の女性 
  

約240人町外へ転出※男性は8人増 

なぜ？ 

 女子が・・・ 

男性＞女性 



 なぜ？ 

２００８年のリーマンショック 
→働く女性（20～49歳）が町外へ 

このままだと、さらに女性はいなくなり 

17 

・都会の大学へ進学→そのまま就職→働く場が多く、選べる 
 

・一度就職してしまうと、なかなか戻れない→戻っても働く場がない。 
 

・結婚しても夫のご実家の近くに住む→箕輪に戻れない。 

最悪の場合、町が消滅してしまう・・・ 



 楽しい町へ 

癒しや人の温かさ 
ゆったりとした気持ちは？ 

少 
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進学・就職先 
お店や遊ぶ場所 

都会 

箕輪 
自分らしく 
過ごせる 

 
提案、提供、発信を！ 

自然の魅力、楽しみ方、様々な改善の 

多 

多 少 
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 女子カフェ開催 

モヤモヤ 

夢、希望 こうなったらいいな 

実際に皆さんの声を聴いてみよう！ 

ナチュラルみのわ 
つながる❤女子カフェ ワークショップ 

開催へ！ 



6 提言 

私らしい働き方 

ママたちへの理解、支援 

女子力UP！ここ、みのわで 

なりたい私 
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女子の意見を融合・コラボ 

空き家のリア充活用 
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私らしい 
働き方 



働き方   

企業で働く 
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起業 

プチ起業 

お店で働く 

パート・アルバイト 

正社員 

派遣社員 

フルタイム 

好きな時間 

期間限定 
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趣味、特技、技術の有無→起業orお勤め   

これから 

学びたい 

お勤め用 

（ＰＣ、医療系、
食他） 

短大、大学 

専門学校 

企業、病院、
店などに就職 

フルタイム
（正社員） 

・通信 他 
企業、病院、
店などに就職 

フルタイム
（正社員含） 

パート 

アルバイト 起業のための 

技術習得 
修行・勉強のための場が必要 

資格 無 

活かさない 

企業、お店
で働く 

フルタイム 

（正社員） 

パート 

アルバイト 

匠級 
起業の 

ノウハウ 

あり 開業資金 

あり 開業へ 

しっかり 

起業 

プチ起業 

なし 
資金の支援 

必要 
なし 

学ぶ場が
必要 

結婚、出産、育児などで 
一度離職 

↓ 
次の就業は 

どこからスタートするか 

支援が必要な箇所 



・・・不 安
(-_-;) 

お店を開きたいけれど・・・ 

・開業するには資金面も大変！ 
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・失敗したら、多額の借金が残るのでは など 

→そこで 
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【提言】 
クラウドファンディング型 

ふるさと納税の導入を！ 
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ふるさと納税で起業支援を 

クラウドファンディング型 
ふるさと納税 

・有識者、専門家の方々による審査をネット会議で開催 
 

・Ｙou tubeで生中継→審査が通ったら資金の支援が確定！ 
 

・起業に関してのアドバイスも聞くことができる！ 

とは・・・ 

資金が必要な事柄をネット上で呼び掛け、
寄付を募るもの 



効果 

・自己負担 軽減 

・廃業しても負担が少額 

・精神面の安定 
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資金面 

専門家のアドバイス ・失敗しにくい 

・自信が持てる 

実施している市町村の事例 

成功率５～６割。 
起業の促進につながっている 



ぜひ実現を！ 
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～起業しやすい環境へ～ 

実現を 

充実して働くための支援 
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ママたちへの 
理解、支援を 

～保育時間編～ 
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仕事の 

時間帯 

８時半～１５時 

～１５時半 
追加料金なし 

９時～１６時 追加料金あり 

【１回】３０分
２００円 

【月額】３０分 

１，０００円 

箕輪町の保育短時間：８時～１６時 
働く時間帯の多様性 

例）１時間 ：２，０００円、 
  １時間半：３，０００円…と加算 
 
→標準時間料金の方が安い場合は 

標準を適応 

働く時間は同じ！ 
３０分のずれで 
追加料金あり？ 



実は法律が・・・  

31 

箕輪町の 
保育時間 

短時間 ：８：００～１６：００ 
標準時間：７：３０～１８：３０ 
保育料の差：約６，０００円 
（※各家庭の収入による） 

法律 保育時間 ： ８時間（保育短時間） 
      ：１１時間（保育標準時間） 

南箕輪村の 
保育時間 

短時間 ：８：３０～１６：３０ 
標準時間：７：３０～１８：３０ 
保育料の差：約６，０００円 
（※各家庭の収入による） 

【8時間を超えると】市町村により 
・11時間の保育料・30分ごと加算    
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８時半～１５時半で 
働くママ 

９時～１６時で 
働くママ 

同じ待遇になるよう 
柔軟な対応の検討を！ 

検討を！  
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ママたちへの 
理解、支援を 

～手軽な相談窓口編～ 



日常に追われるママたち 

家事・育児・介護 

自由な時間が少ない 

ストレスが溜まる 
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子どもがグズグズする 

子どもを一人で見ていることが多い 

子ども・ママの笑顔を 
少しでも増やしてあげたい・・・ 



ママのストレス・不安解消の支援を！ 

 

・なぜ泣いているの？ 
・うちの子、歩き始めるの遅い？ 
・なぜご飯を食べてくれないの？ 
・様々な反抗期 

（魔の２歳、思春期など） 
→心配は絶えない 

・仕事で不在 
・疲れていて寝ている 

↓ 
・話を聞いてもらう時が 

少ない 
・わからないこともある 

その他、様々な不安・不満 

心配事、誰かに話したい！ 
聞いてもらいたい！ 

35 

育児の悩み パパ 

どうすれば・・・ 
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【提言】 
ＬＩＮＥを使った 

相談窓口の開設を！ 



ＬＩＮＥで気軽にできる相談窓口設置を！ 

安心！ 
タイムリーに、どこにいても相談でき、 
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気軽に手軽に、好きな時に相談可能！ 

平日の８時３０分～１７時１５分のみ 

ＬＩＮＥでの相談 

役場への訪問や電話 

子どもの昼寝の時間、 
夜、土日などの時もある！ 

相談したい時間 



県教委でも学生に実施 

LINEを使った 
学生向けのいじめ相談窓口が開設 

ママ版の相談窓口も開設しては？ 

不安、ストレスが少しでも解消 

県や広域と 
連携→開設を！ 
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ママは嬉しい！ 
子どもも喜ぶ！ 
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あるものを活かし 

楽しく生きる 
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空き家が・・・・ 

箕輪町も170戸ほど存在 

全国各地：空き家が多く存在 

何とかしなければ！ 

各区、駅周辺にも存在 
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【提言】 
 

空き家 
↓ 

みんなが集まる場に！ 
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女子のご意見 融合 

① 教え合いながら、お話しながら勉強したい！ 
 

② 色々な世代の方とお話しできる機会がほしい 
 

③ 体験型ワークショップをする場所が少ない 
 

④ 子ども連れで長居できるカフェがほしい！ 

空き家活用 【働き方】 
⑤テレワークの拠点 
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こんなふうに活用してみては？① 

土・日・祝日 
学生がお話しながら 
勉強できる場所へ！ 

お試し起業の場として 

カフェの方が不在でも 
飲食できるように 

★施設の開閉など、その場所に人が必要 

・高校生の１日カフェ 
・手作り販売 
 (アクセサリー他）など 

★ジュース、パンなどの軽食用 自動販売機の設置 

災害時の食料としても！ 

① 教え合いながら
お話しながら 
勉強したい！ 
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女子カフェのようなワークショップ 

先生など講師による体験型ワークショップ 

平日の昼間 
女子が集まる場 

（子育てママ、先輩女性など） 

・特にワークショップなど利用されない日など 
平日昼間でもカフェなどのお試し起業可能 

 
・飲み物、軽食があるので女子トークの場にも！ 

こんなふうに活用してみては？②③④ 

② 色々な世代の方
とお話しできる場 

③ 創作系、お話系 
ワークショップの場 

④子ども連れで 
長くいられる 
カフェとして 
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こんなふうに活用してみては・・・テレワーク 

今後は、産業支援センターの支所として 

まずは 
町職員がテレワーク！ 

女性の働き方の一つとして 
テレワークができる環境に！ 

・働き方改革 
・平日の施錠の管理 



46 

空き家の活用方法(案）のまとめ 

お話しながら勉強できる場 

ワークショップ、交流の場 

おためし起業の場 

テレワークの場 

長居、お子さん連れＯＫのカフェ 

土日・祝 

平日 

いつでも 
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様々な年代の方々、地元、地域の交流 

みんなの 
もう一つの居場所に！ 

効果 



自分らしくいられる場所 
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実現を 

気軽で身近な居場所 

憩いの場 

として 

住民にとって 

空き家を活用する 
ことを提言します。 
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こんなご意見が・・・ 

など・・・ 

講師、先生など 

教えてくださる方が必要！ 

手作りなどの
ワークショップ
をしたい！ 

女子トークや手作り体験、 
修行の場がほしい！ 

実現するには・・・ 
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【提言】 
       たくみ 

匠を町に 
呼んでほしい！ 
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効果 

町内外から 

それぞれの分野の

専門家を呼ぶ 

興味のある方の技術向上の支援（起業家にも） 

修行の場 

参加者の 
育成 

更なる 

匠の誕生 

楽しむ場 

楽しみが
増える 

参加者の 
交流 

匠が増える→匠女子の多い町 

楽しいイベントが多く開催される 
→楽しい町へ 
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女子力ＵＰ！ 

・技術取得 
 →講師、起業家へ 
・自身で匠を育成など 

学ぶ 

・楽しい 
・生きがい 
・人とのつながり 
・発見 

楽しみ 
目的 

・喜んでもらえて嬉しい 
・新たに匠の誕生→充実 

匠 

日常がより楽しく！ 

技術向上＝女性活躍 
実現を！ 



女子の町＝みのわへ！ 
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・自分のやりたいことを 
思うようにできる環境 

 

ゆったりとした気持ちで
過ごせる 

 

箕輪でできる 
楽しみ、癒し 

⇒地元での休日を楽しく 

 
知り合いがいる安心感 
→頼れる存在がいる 

女性が自分らしく生きるには・・・ 
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クラウドファンディング型 
ふるさと納税の導入を！ 

働くママ達の待遇 
→柔軟な対応の検討を！ 

ＬＩＮＥを使った 
相談窓口の開設を！ 

空き家 
→みんなが集まる場に！ 

匠を町に 
呼んでほしい！ 

実現を！ 

ぜひ 

実現するよう 

提言します 



スポーツの振興 
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 ＲＥＳＡＳの分析の結果、箕輪町の観光比較表に２つの体育施設（社会体育
館・町民体育館）が入っており、スポーツイベント関係の効果が考えられる。 
 スポーツ振興は、交流人口増加に効果があり、スポーツを箕輪の魅力に位置
づけることが必要である。 

 箕輪町では地域振興等を図るため、平成２０年から全国カデ・エペフェンシン
グ選手権大会を開催している。また、昨年からは「みのわナイトラン＆ウォーク」
を開催しているが、今年の参加者は、全体で４７０人、うち町内が２９０人、町外が
１８０人（郡内１２０人、その他県内５８人、県外２人）で、特に県外からの参加者が
少ない現状である。 

１ 提言の背景 
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  地方創生・人口減少対策等特別委員会の「スポーツ部会」では、交流人口を
増加させるためにはどのようなスポーツイベントが適しているかを探るため、伊
那谷をはじめ県内の市町村へ出向く等して調査した。 

  その結果、全国的な傾向と同様多くの市町村でランニングイベント（９２大会）
を開催しており、種目は、フルマラソン・ハーフマラソン・トレイルラン（登山）、駅
伝、その他であった。 
 大会ごとの県内・県外別の参加人員は次表のとおりである。（伊那谷以外は全
国マラソン大会ランキング１００撰に入っている大会を調査） 
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0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

天龍梅花駅伝

風越登山ﾏﾗｿﾝ

信州なかがわﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

飯島町米俵ﾏﾗｿﾝ

信州駒ケ根ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

春の高校伊那駅伝

経ヶ岳ﾊﾟｰﾃｨｶﾙﾘﾐｯﾄ

みのわﾅｲﾄﾗﾝ＆ｳｫｰｸ

辰野町ほたる駅伝

伊那谷 各種大会参加者

地元 県内 県外

  
辰野町 

ほたる駅伝 
みのわﾅｲﾄﾗﾝ＆

ｳｫｰｸ 
経ヶ岳ﾊﾟｰﾃｨ 
ｶﾙﾘﾐｯﾄ 

春の高校 
伊那駅伝 

信州駒ケ根 
ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 

飯島町 
米俵ﾏﾗｿﾝ 

信州なかがわ 
ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 

風越登山 
ﾏﾗｿﾝ 

天龍梅花駅伝 

地元 24  290  68  38  1,069  30  128  459  16  

県内 328  178  180  299  951  534  1,491  112  920  

県外 0  2  533  998  2,060  307  2,420  110  0  

総計 352  470  781  1,335  4,080  871  4,039  681  936  
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0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

軽井沢ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

北信濃ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

小布施見にﾏﾗｿﾝ

長野マラソン

大町ｱﾙﾌﾟｽﾏﾗｿﾝ

信州安曇野ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

松本マラソン

県内 その他の大会 参加者

地元 県内 県外

  松本マラソン 
信州安曇野 
ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 

大町ｱﾙﾌﾟｽ 
ﾏﾗｿﾝ 

長野マラソン 
小布施見に 
ﾏﾗｿﾝ 

北信濃 
ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 

軽井沢 
ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 

地元 1,559  688  445  2,468  581  452  79  

県内 3,327  2,669  1,263  2,748  3,399  1,022  1,120  

県外 5,053  2,609  1,620  5,537  4,429  2,660  5,037  

総計 9,939  5,966  3,328  10,753  8,409  4,134  6,236  
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  参加人員、特に県外からの参加者が多いイベントは、フルマラソン・ハーフマ
ラソン・駅伝・トレイルラン・その他の順であることが判明した。 
（参考・・・ＲＵＮＮＥＴのランナー世論調査の「好きな大会距離」で、ハーフマラソ
ンはフルマラソンを抑えて１位） 

  ９月１１日に町内のランニング愛好者の皆さん（８人）にお集まりいただき、上記の調
査結果を示してランニングイベントに関する意見を聴取した結果は、次のとおりである。 
・箕輪町にランニングイベントがない事態不思議な気がする。 
 （ナイトランはランニングと捉えていない） 
・箕輪町の一番ネックは泊まる所がないところ。どの位の規模にするかを検討することが
必要。 
・街中を走るのか、山沿いを走るか考える必要がある。 
・箕輪町を見ていただく、町の特長を活かすことが大事。 
・たくさんの人の意見を聞いて、町が中心になって開催を。 
・出場した大会の中では、「小布施見にマラソン」が楽しかった。田圃の土手や軒先を走
るようなコースで、早さを競うようなレースでないため、農家の人が出してくれる野菜や
果物で腹が一杯になり、女性に人気がある。 
・若い人や女性、子どもが出やすいイベントにすることが大事。 等々 

☆ 町内ランニング愛好者の皆さんの声を聴く会 開催結果 
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２ 提言の概要 

（１） 実施種目 
 

 長野県内には山が多いことからトレイルラン（登山マラソン）の大会が最も多
く開催されている。（８３大会）交通規制や沿道警察等運営面から考えればトレ
イルランが適しているといえるが、肝心の人口減少対策面からすると、町外参
加者、特に県外から多く呼べ、交流人口の増加に繋がるハーフマラソンが断
然有効である。 
 なお、各地への大会出場者の話によると、「小布施見にマラソンは、早さを競
うだけでなく、時に立ち止まり、小布施を見て楽しみながら走る見に（ミニ） 
マラソンで、『土手を行く、野道を駆ける、路地を走る』というコンセプトのもと、
コースを巡りながら町民とランナー、ボランティアとの触れ合いがあり楽しい。
箕輪町でもあのような特徴のある大会を開催できれば良いのではないか。」 
との意見が複数出たので参考にされたい。 
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（２） 運営主体等 
 

① 主催・運営は市町村、ランニングクラブ、企画会社等様々であるが、 
 自治体が入らない大会は長続きしない（中川村、本年を最後に１１回で 
 終了。 箕輪町でも過去にランニング愛好者により萱野マラソンやもみじ 
 湖マラソンを何回か実施。）ことから、町が主催又は共催する等、運営に 
 積極的に参加すべきである。 
② 箕輪町にはランニング愛好者が大勢おり、県内外で行われている各種 
 大会へ参加している。 
  大会開催に際しては、ランニング愛好者に協力を要請し、意見を積極的 
 に採り入れるべきである。 
③ 開催に際しては、企画立案、募集・告知、エントリー関係から事前・当日 
 運営、記録計測等運営サポートを行う、「ＲＡＮＮＥＴ」の有効活用を推奨 
 する。 
④ 県内で開催している大きな大会（長野・松本マラソン、軽井沢・安曇野 
 ハーフマラソン、長野県縦断駅伝等）は、「信濃毎日新聞社事業部兼ＲＵＮ 
 プロモーション室 ☎０２６－２３６－３３６６」が運営に参加しており、十分に 
 ノウハウを備えているので、大会開催を検討するのであればいつでも相談 
 に乗っていただけるようである。 
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（３） 体育協会の創設 
 

  駒ケ根市や飯田市では、体育協会が共同主催者（駒ケ根市は会長が 
実行委員長）として運営に参加し、各競技団体から実行委員を出している。 
  箕輪町には体育協会がないが、この際創設して協力を得るべきである。 
 

（４） 広報の実施 
 

① 参加者を増やすためには広報が大事である。ランニング愛好者は、走る 
 仲間のＷＥＢサイトの「ＲＡＮＮＥＴ」から情報をキャッチして出場する大会を 
 選ぶ傾向にあるので、同サイトを活用する。 
② 大会独自のホームページの開設 
③ 県内で開催されるマラソン大会へ事務局等を派遣し、チラシ等を配布して 
 参加者の拡大を図る。 
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（５） 民泊等事業者の募集 
 

 箕輪町には宿泊施設が少ない。県外からの参加者に箕輪町を見てもらうため
には、日帰りではなく、宿泊してもらうことが肝要であり、それが地方創生に繋が
る。 
 そこで、１月に改正された旅館業法に関連する政令（客室の下限規制の撤廃、
客室最低床面積の規制緩和、トイレ数の撤廃等）及び６月１５日に施行された民
宿新法の概要説明、案内を町民に対して積極的に行い、新規に民宿事業者を
募る。（将来開催が予想される国民体育大会でも使用できる。） 
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３ 政策提言 

 全国では約１，５００ものマラソンイベントがあり、その内ハーフマラソンは５００
箇所で開催されているが、フルマラソンに比べて気軽に参加できることから人
気を博している。 
 県内でも多くのハーフマラソン大会が開催されている（２１）が総じて人気が高
く、ＲＡＮＮＥＴの全国ランニング大会１００撰のうち駒ケ根が全国２位（９３．１点）、
安曇野４位（９２．０点）、なかがわ・北信濃が７位（９０．９点）となっている。 
 人気の秘密は、景色の良さとおもてなしの良さであるが、この点では箕輪町も
引けを取らないものと確信している。 

交流人口を増やし 
地方創生につながる 

 

＜ハーフマラソン大会の開催＞ 
を提言します 
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林業の振興 
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１ 箕輪町林業の概要 

１ 箕輪町の林業は、町の西部と東部に位置し、町の総面積の内、山林・原野が 
29.13平方キロ（34％）を占めているが、近隣市町村に比べれば森林面積は大き
くない。 

２ ＲＥＳＡＳにおける林業の位置づけは、林業を取り巻く様々な要因から、林業
従事者の減少と高齢化により林業総収入は少額であるとしている。 

４ 町内の森林は、多くがカラマツ、アカマツ、ヒノキ等で間伐期にきている。 

３ 戦後の植林政策によって、森林が皆伐された当時パルプ製造会社の操業が
みられたが、昭和後期廃業となった。 

５ 個人林の保有面積は、零細で経済効果が少ないため放置されている。 
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近隣市町村の森林面積 

市町村 

森林面積 民有林の森林面積の内訳 

総計 国有地 

民有林 立木地 

公有林 私有林 

人工林 天然林 

竹林他 

針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹 

箕輪町 5,476 121 2,659 2,700 3,601 19 711 974 54 

伊那市 55,074 21,707 7,000 26,368 19,930 81 4,206 8,723 422 

辰野町 13,544 4,186 1,288 9,069 6,517 38 2,161 1,552 92 

南箕輪村 2,330 254 1,116 961 1,522 0 100 417 38 

平成25年度上伊那市町村要覧 民有林の現況より 竹林他には無立木地も含む 

単位：ｈａ 
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２ 森林の課題 

森林に対する我が国の課題・状況は次のとおりである。 

１ 森林の長期展望に立った木材資源の確保が求められ
ている。 
 
２ 外材輸入による林業活動が停滞している。 
 
３ 木材価格の低迷、森林価値が退化している。 
 
４ 保有山林面積が零細である。 
 
５ 里山地域の施業放棄山林が拡大している。 
 
６ 森林管理担い手の確保が困難である。 
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３ 森林に期待する役割 

 内閣府が行った「森林と生活に関する世論調査（２００７年）によれば、１９８０年
の同一調査に比べ、環境に対する期待が高まっている。 

項     目 １９８０年 ２００７年 

地球温暖化 ５４％ 

水源涵養 ５１％ ４４％ 

災害防止 ６２％ ４１％ 

大 気 ３７％ ３９％ 

心身のいやし、安らぎの場の提供 ２７％ ３２％ 

貴重な野生動物の保護 ２２％ 

自然に親しむ １８％ 

木材生産 ５５％ １５％ 
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４ 森林の多面的機能 

１ 土砂災害防止・土壌保全 
    ・・・表面浸食防止、表面崩落防止、雪崩・防風防止 
２ 水源涵養 
    ・・・洪水緩和、水資源貯留、水量調整、水質浄化 
３ 快適環境形成 
    ・・・気象緩和、大気浄化、快適生産環境の形成 
４ 保健・レクレーション 
    ・・・療養、保養、行楽、スポーツ 
５ 地球環境保全効果 
    ・・・温暖化の緩和、（地球気温の安定）、新エネルギー化 
６ 文化・教育 
    ・・・景観、風致、学習、芸術、宗教、祭礼、伝統文化 
７ 木材生産 
    ・・・木材生産・加工 
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５ 林業振興の捉え方 

１ 切り口を探す・・・・・林業から人口増加にどう結び付けるか 
 ア 林業振興（木材生産・百年の森）という分野から考えると、用材活用の 
  森林づくりとなり、数十年、100年というスパンの政策課題となる。 
 イ 林業に注目してもらうには、「林業と観光」、「林業と環境」、「林業とエ 
  ネルギー」等の長期政策の礎にする。 
 
 ※木質バイオマス、森の駅、トレイルなどが浮かぶ 
 

２ 内閣府、総務省、県等 創生本部とのルートづくり 
 ア 内閣府地方創生推進事務局、総務省地方創生グループと結び付ける。 
 イ 上伊那地域振興局、上伊那森林組合などとのルートを探す。 
 
 ※箕輪町の魅力は「豊かな自然」 
   箕輪町を売り出すルートは無いか。情報収集 
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３ 政策提言への意見聴取 
 ア 大学等の意見を聞く。 
 
 ※学術的見方を学ぶ 
 

４ 計画へのまとめ 
  
 
 経済効果 
 
木材生産 

 環境保全効果 
 
国土保全 
温暖化防止 

 文化教育効果 
 
スポーツ、レクレーション 
健康 

相乗効果 
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６ 政策提言 

１ 元気な１００年の森林（もり）づくりを目指す、循環型林業への支援 
 

①間伐促進を主体とした森林整備こそ健康な森林づくりとなる。そのためには、
林業従事者が必要とされ、林業生活者の確保が必要であり、そのための財政支
援制度の確立が必要である。 
②上伊那森林組合が生産する新エネルギーバイオマス原材料として、間伐材の
供給が可能であり、健全な林業経済を確保する。 

２ 森林（もり）を活かしたトレイルランコースの設置 
 

①森はCO2などを吸収し、「フィトンチッド」を発生させるグリーンシャワーである。
森の中を歩くことで、体力的、精神的健康を保持するため、トレイルランコースの
設置は、交流人口の拡大にもつながる。 
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農業の振興 
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１ 提言の背景 

➀ 箕輪町は農産物の販売総額において、約24億円の販売額をあげて
いるが、経営体あたりの農業産出額が、県平均と比べても少ないなどの
課題を抱えている。 
 農業は、田園工業都市としての箕輪町の基盤をかたちづくるものでも
あり、より一層、農業の振興策に取り組むべきと考える。 

② 箕輪町は、酪農等の畜産関係が約35％を占めており、畜産関連部
門のウエイトが高いところに特徴がある。 
 地域の特性や特色を生かした、箕輪町ならではの地域内循環型農業
の活性化を目指したい。  

③ 全国的な状況と比べても、箕輪町は農業経営者の高齢化が進んで
いる。75歳以上の経営者が32％に達しており、長野県のなかでも高い
水準にある。 
 今後の担い手不足が心配されるなかで、今以上に若手の新規就農者
の確保や拡大にも注力していく必要がある。  
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農業は箕輪町の基盤ともいえる産業であり、畜
産などの特性を活かしつつ地域内循環を盛ん
にするなかで、観光分野とも絡めて活性化して
いく方途を探りたい。 

④ 直接販売を行っている経営体数が大多数を占め、全体的に付
加価値が高くない状態にある。 

 箕輪の農産物の多様性や品質の良さを踏まえて、観光分野など
との関連のなかで農業の魅力づくりや振興策を見出したい。 
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２ 提言の概要 

立案Ⅰ 農業振興拠点としての開かれたプラットホームの構築 

 農業を中心とする、ヒト・モノ・情報の発着点の機能をもつ
開かれたプラットホームの構築を目指す 
  
  

開かれたプラットホーム 

地元農産物の直売 
６次産業化の拠点 

地元農産物レストラン 

休息・休憩の場 

景観を楽しむ 

観光案内 
観光農園支援 

文化交流の場を提供 
防災・災害復旧の拠点 

福祉サービスの拠点 

農・食・健康の
イベント開催 

軽トラ市 

上伊那版ＤＭＯと連携 
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立案Ⅱ 都農交流と産学官連携の推進 

箕輪町の交流都市である豊島区に本部がある
女子栄養大学と連携を図ることを通して、農と
食および健康における一層のリンケージ(結合・
連鎖)の強化を推進する。 

 これにより、一層の都農交流を促進し、農業
振興をふまえた関係人口の拡大を目指す。 
 〇地元食材の健康・栄養面からの掘り起こし 

 ○酪農や米、果樹、野菜など多様な生産物を
活かした商品の開発 
 〇都内のアカデミズム等との関係人口を拡大 
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立案Ⅲ 薬草・薬木栽培の促進による地域活性化 

 農業振興の観点とともに、健康長寿や観光振
興の角度からも、箕輪町とも関係のある養命酒
製造との連携のなかで、行政が積極的に薬草・
薬木栽培とその利活用について取り組む。これ
により、伊那谷の伝統的な特性を生かした地域
活性化を目指す。 
 〇耕作放棄地の活用や高齢者・女性の活躍の
場づくり 
 〇生薬原料の国内自給率の向上への寄与 
 〇健康長寿へのイメージアップ 
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３ 考えられる効果 

➀ 農・食・健康などの複合的なコンセプトを持
つ「開かれたプラットホーム」の構築を行う。 
 ここに、農業振興の地域拠点が確立され、地
域内循環を更に活性化する足がかりを得る。 
 あわせて、交流・関係人口の拡大も図れる。 
   

② 現在、豊島区とは地方創生がらみの様々
な取り組みがなされている。大正大学との関
係も深化・拡大している。 
 同じ豊島区内の大学連携・協働に参加して
いる女子栄養大学と交流することで、更に農
や食および健康の分野でも産学官の連携が
発展する可能性を持つ。 
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④ 農・食・健康のリンケージ(結合・連鎖)につ
いては、女性たちの関心がたかい分野でもあり
、女性活躍の推進にも寄与する。 
 『地元農産物の良質で多様な食材を 美味し
く食べて 健康長寿』 を追求し、アピールする
ことは、箕輪の魅力づくりにつながる。 
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③ 伊那谷は、木曽谷とともに薬草・薬木に関
する利活用の伝統的な蓄積を有している。 
 耕作放棄地の減少化策とともに、健康長寿に
係わるブランド化もにらんで、薬草・薬木栽培の
振興に取り組むことは、農業振興のひとつの契
機になる。 
  



４ 政策提言 

農業振興拠点の整備  地産地消の推進 都農交流の拡大 
産学官の連携強化 耕作放棄地の減少 観光振興の促進 

  
                                  

農業振興 
 プラットホームの構築 

女子栄養大学       
と連携 薬草・薬木の栽培 

農・食・健康 
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観光の振興 
 

（平成３０年２月２８日に町へ政策提言済みです） 
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箕輪町を発信！ 
～ミレニアル世代の女性へデジタルマーケティング～ 

 
箕輪町議会 地方創生・人口減少対策等特別委員会 観光部会 
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1. 箕輪町の魅力を紹介する動画を制作しＹｏｕＴｕｂｅにアップ 

2. 興味を持ってくれそうな人をターゲティング 

3. その人のスマホに動画の広告を出し、クリックして見てもらう 

4. 映像の力を最大限に活用しワクワク感を届け、興味をもってもらう 

5. 箕輪町や観光協会のＨＰに誘導。アクセス分析をし嗜好を把握 

6. 興味がある部分が明確化→交流人口増加へ（施策の方向性が可視化） 

7. いち早く発信することが重要！ 

1.提言  

～情報収集源はデジタル媒体が圧倒的！～ 

箕輪町の紹介動画を 

デジタル媒体で発信！ 

箕輪町の魅力を効果的に発信するには・・・ 
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・ＡＩ（人工知能）が相手の興味を引き付ける 

コンテンツ（内容）を選択しスマホに表示。 

・興味を持ちそうな人をねらって 

町の楽しいところ・魅力をPR 
 

2.デジタルマーケティング活用で効果的に発信！ 

デモグラフィック（性別・年齢） 

仕事、教育 

オンライン・ 
コミュニティ 

趣味・ 
レジャー 

0-6時 6-12時 13-18時 18-24時 

時間帯 

旅行 

25～34 18～24 35～44 45～54 55～64 

Googleが 
興味・関心・属性・居住地ごとに 

ターゲットを絞り込み、 
町の動画を広告配信 

関
心
・
興
味 

居
住
地 

・・・・・ 

東京 

神奈川 

愛知 

長野県 

・・・・・ 
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ターゲティングで 

効果的に情報発信 
（デジタルマーケティング） 



箕輪町は若者・女性が減少傾向・・・そこで！ 
ミレニアル世代（若者）の女性をターゲットに！ 

3.ターゲットはミレニアル世代の女性！ 

動画は若い女性をひきつけるようなものを！ 

→女性が魅力を感じないものは人が来ない！ 90 

※宣伝・広告などで、消費者が買う気を起こすように訴えかける情報内容、中身 

GoogleのAIを活用し、箕輪町の興味を持ってくれ
そうな若い女性を抽出し、動画の広告を配信 

目に止まり、クリック 

箕輪町の動画、HPへ飛ぶ 

アクセス数の分析・検索動向の把握 

町の訴求コンテンツ※を発信 



4.効果 

91 

興味の 
ありそうな人 

興味を持つ 関心の高まり 

効果的に発信するには・・・ 

他の市町村よりもいち早く取り入れ、 

           魅力を最大限に発信！ 

アクセス数の分析→力を入れるべき個所の可視化 
→施策の方向性が明確！ 



5.政府、県も導入へ！ 

92 

政府（内閣府）、デジタルマーケティング本格導入！ 
  現在の問題点に対する取組を実施へ（訴求コンテンツの積極活用など） 

長野県も動画発信を開始！ 
 箕輪町の動画広告を長野県の動画広告に関連づけて露出 

→クリックして見てもらえるのでは 

デジタルマーケティングはKPIがわかりやすい

→地方創生交付金の対象にも！ 

 

・動画作成の経費は約300万円ほど 

・広告クリック件数の経費：1件数十円×クリック件数 
・検索結果の分析をグーグルに委託する場合は、さらに別途費用が発生 
（町のHPの検索結果の分析は町でも可） 

高額・・・ しかし！ 
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2.魅力を効果的に発信するため、
早急に行う！ 

1.動画はクオリティが高く、 
魅力的なものに！ 

高画質、ドローンを使った町の風景などを活用し 
センスのある動画で箕輪町を魅力的にアピール 

たくさんの他市町村が同じ手法を行う前にいち早く！ 

6.まとめ 



政策提言 
 

産業振興と女性活躍で 
地方創生へ 

 

まとめ 
94 



全体の総括 

☆喫緊の課題として、産業振興と女性
活躍に焦点を絞った提言内容とした 

☆ＲＥＳＡＳ等による客観的な分析を 
政策立案の前提とした 

☆官公庁や研究者等からも情報収集し 
ワークショップや意見交換会も行った 
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今後に向けて 

住民参加の視点を持って 

提言した政策の早期実現を
図ることを要請します 
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３０議第１１１号 

平成３０年１０月１１日 

 

 箕輪町長  白 鳥 政 徳 様 

 

                    箕輪町議会議長 木 村 英 雄 

 

政策提言 「産業振興と女性活躍で地方創生へ」について 

 

地方創生・人口減少対策等特別委員会で検討してきました標記につきまして、早期に

実施されるよう、下記の分野において政策提言します。 

 

記 

 

１ 政策提言 

○第２次産業振興と創業支援 

 箕輪町の第２次産業においては、事業承継問題、なり手（人材）不足問題が大きな課

題であることから、専門分野等における技術者講習会の開催、Ｕ・Ｉターン、外国人労

働者等による労働力確保等、様々な支援が必要であることから「事業承継への支援」、

「なり手（人材）不足への支援」 

 

○女性の活躍推進 

 ① 女性が起業するにあたり、資金の不安は大きな課題。素敵な特技・資格を活かし、

自信を持って輝けるための支援として「クラウドファンディング型ふるさと納税の

導入を！」 

 ② 日頃、日常に追われているママ達。少しでも町でできる支援として「働くママ達

の待遇→柔軟な対応の検討を！」 

 ③ 子育ての不安など、小さいことでも気軽に相談したい！いつでも手軽にできる支

援として「ＬＩＮＥを使った相談窓口の開設を！」 

 ④ 今ある空き家を、それぞれの立場の人が、様々な目的で行きたくなる、地域に住

み人たちのもう一つの居場所として「空き家をみんなが集まる場に！」 

 ⑤ 人々の楽しみ、学び、充実を実現へ。匠の技により奥深さや楽しさ、自分の特技

などの様々な発見、また参加者同士の交流に「匠を町に呼んでほしい！」 

 

○スポーツの振興 

 県内では多くのハーフマラソンが開催されているが、人気の秘密は景色の良さとおも

てなしの良さであり、その点では箕輪町でも引けを取らない。交流人口を増やし、地方

創生の促進につながる「ハーフマラソン大会の開催」、スポーツ振興を図るための「体

育協会の創設」、「民泊等事業者の募集」 

 

○林業の振興 

 森林整備による健康な森林づくりを進めるには、林業従事者の確保が必要である。ま

た、森を活かしたトレイルランコースは交流人口の拡大にもつながることから「元気な

１００年の森林（もり）づくりを目指す、循環型林業への支援」、「森林（もり）を活か

したトレイルランコースの設置」 

○写  



○農業の振興 

① 農・食・健康の複合的なコンセプトを掲げ、ヒト・モノ・情報の発着点の機能を

もつ「開かれたプラットホーム」の構築を行う。 

これにより、農業振興の地域拠点が確立され、地域内循環を更に活性化する足が

かりを得る。あわせて、交流人口の拡大も図れることから「農業振興拠点としての

開かれたプラットホームの構築」 

② 箕輪町の交流都市である豊島区に本部がある女子栄養大学と連携を図ることを

通じて、農と食及び健康における一層のリンケージ（結合・連鎖）の強化を推進す

る。 

これにより、一層の都農交流を促進し、農業振興を踏まえた関係人口の拡大を目

指すことから「都農交流と産学官連携の推進」 

③ 農業振興の観点とともに、健康長寿や観光振興の角度からも、箕輪町とも関係の

ある養命酒製造との連携の中で、行政が積極的に薬草・薬木栽培とその利活用につ

いて取り組む。 

これにより、伊那谷の伝統的な特性を活かした地域活性化を目指すことから「薬

草・薬木栽培の促進による地域活性化」 

 

 

 

箕輪町議会は、地方創生を促進し、産業振興と女性の皆さんの暮らしやすさの向上に

つながる＜産業振興と女性活躍で地方創生へ＞を早期に実施するよう要請します。 

 

 

 


