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知事との県民対話集会 開催状況（予定を含む） 

※令和５年１月 25 日（水）現在のものです。 

No 日  程 市町村 テーマ 

1 令和４年 10 月 11 日（火） 長和町 
住民が幸せを感じるまちづくり

を目指して 

2 令和４年 10 月 11 日（火） 青木村 
国道 143 号整備促進・活用した

村づくり 

3 令和４年 10 月 19 日（水） 原村 

農業振興について 

（物価・燃料高騰対策、病害虫対

策、ワイン産地化など） 

4 令和４年 10 月 21 日（金） 山ノ内町 
これからの観光と農業の振興に

ついて 

5 令和４年 10 月 21 日（金） 野沢温泉村 コロナ後の観光振興について 

6 令和４年 11 月 11 日（金） 飯綱町 

豊かな農村社会の形成 

（リンゴ産地を守る、地域の食と

農の継承、6 次産業化・起業によ

る地域活性化、移住×農業×子育

て） 

7 令和４年 11 月 17 日（木） 小諸市 
ウェルネスシティ信州小諸  

～地域公共交通を考える～ 

8 令和４年 11 月 18 日（金） 須坂市 須坂らしい子育て 

9 令和 4 年 11 月 25 日（金） 小谷村 観光地としての景観向上 

10 令和４年 11 月 25 日（金） 池田町 
地域で始める持続可能な社会づ

くりについて 

（別添） 
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No 日  程 市町村 テーマ 

11 令和４年 12 月 1 日（木） 根羽村 
官民協働 

～官民協働による地域づくり～ 

12 令和４年 12 月 1 日（木） 平谷村 

若者との村づくり 

～若者による持続可能な地域づ

くり～ 

13 令和４年 12 月２日（金） 松川町 
ゆうき（有機）給食の取組を通じ

たまちづくりと人づくり 

14 令和４年 12 月２日（金） 豊丘村 リニア開業を見据えた村づくり 

15 令和４年 12 月２日（金） 飯田市 
リニア中央新幹線の開業を見据

えた「大学のあるまち」の共創 

16 令和４年 12 月 10 日（土） 白馬村 
冬季観光シーズンにおける感染

症対策について 

17 令和４年 12 月 10 日（土） 大町市 

・持続可能なまちづくり 

・アフターコロナを見据えた観

光振興 

18 令和４年 12 月 15 日（木） 生坂村 
農業振興・第６次産業の振興と移

住定住による村の活性化 

19 令和４年 12 月 15 日（木） 麻績村 
・子育て支援 

・農業振興 

20 令和４年 12 月 22 日（木） 高森町 
未来を担う地域人材教育とまち

づくり 
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No 日  程 市町村 テーマ 

21 令和４年 12 月 23 日（金） 下條村 担い手の確保・育成 

22 令和４年 12 月 23 日（金） 泰阜村 みんなで語ろう泰阜の子育て 

23 令和５年１月 11 日（水） 東御市 東御市の子育て・子育ち 

24 令和５年１月 12 日（木） 上田市 子育て・少子化について 

25 令和５年１月 14 日（土） 小川村 
安心安全に住み続けられる村づ

くり 

26 令和５年１月 14 日（土） 千曲市 
地域資源を活かした千曲市の観

光と農業の振興 

27 令和５年１月 17 日（火） 北相木村 村を存続させるためには 

28 令和５年１月 17 日（火） 南相木村 

将来に向けた村づくり 

～持続可能な 1000 人の村の再

生をめざして～ 

29 令和５年１月 18 日（水） 南牧村 

持続可能な産業構造のために…

「変わるべきものと保持される

べきもの」 

30 令和５年１月 18 日（水） 川上村 
産業を維持していくための村づ

くり 
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No 日  程 市町村 テーマ 

31 令和５年１月 28 日（土） 岡谷市 
産学官連携による‶ものづくり産

業“のさらなる発展 

32 令和５年２月６日（月） 高山村 
山林の維持管理及び木材の活用

について 

33 令和５年２月８日（水） 木祖村 人口減少に伴う空き家の利活用 

34 令和５年２月８日（水） 木曽町 林業及び農業の振興 

35 令和５年２月９日（木） 大桑村 大桑村での子育て 

36 令和５年２月９日（木） 南木曽町 県境に位置する町の定住対策 

 


