
１月記者懇談会 

 

平成 31 年１月 24 日 

 午前 11 時 00 分 大会議室 

 

 

 

 

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） 

・町 PR動画について（産業振興課 商工観光推進室） 

 箕輪町観光協会が箕輪町の美しい風景やイベントを

メインとした PR 動画を初めて作成しました。動画はド

ローンも活用し、インパクトある映像が収録されていま

す。全６種類の動画を作成。YouTube での発信や各種

イベントでの放映を行い、町の魅力を映像の力を活用し

誘客につなげます。 

 

・みのわファンクラブ加入促進企画について（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 広報１月号で全戸配布した、みのわファンクラブ加入促進のための景品付（抽選で当た

る）カードの当選番号と景品の紹介を実施。当選番号については、広報２月号に掲載。 

 

町長コメント 

「小中学校の合唱について」 

 箕輪中部小学校合唱団と箕輪中学校合唱部が、TBS こども音楽コンクールで、大会の１

位となる「文部科学大臣賞」を受賞し、両校とも全国１位となり、素晴らしい快挙となり

ました。全国大会の発表会は２月 23 日に東京オペラシティコンサートホールで「文部科学

大臣賞授賞式」として行われますが、今後町としては、懸垂幕の掲出と教育委員会の方で

打ち合せをしてもらっていますが、保護者の方などを招いての発表会の実施を検討してい

ます。発表会は、受験期ということを考慮しながら検討していきますが、今回のコンクー

ルやその他のコンクールにおいても、小中学校が同時に全国１位を受賞することは、今ま

でに無い例なので、頑張ってくれた子どもたちにエールを送りたいと思っています。実施

方法については、検討を進めていきたいと思います。 

  

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 

事務局：社本、荻原 



 

「木下統合保育園について」 

 木下統合保育園の用地の件について、１月 17 日付で長野県知事から、土地収用法に基づ

く事業認定がおりました。保育園建設予定地は、農業振興地域の優良農地ということで、

農業振興地域から外れない場所でしたので、土地収用法に基づく事業認定を受けて、転用

をしていくという段取りをしていました。知事から認定がおりましたので、直ちに用地買

収に入りたいと思っています。今年度中には用地買収を行い、来年度予算に、詳細な事業

計画を設計してもらいたいと思っています。なお、建設予定地については、子ども未来課

で閲覧ができるようにして、住民の皆さんに理解を求めたいと思います。 

 

「（JR東日本）中央本線の便数減について」 

 中央本線の便数の減につきましては、諏訪地域や他地域に動いてもらっていますが、町

として同様の考えをもって対応していきたいと思います。具体的な行動については、それ

ぞれの広域連合で実施していくわけですが、岡谷を結節点としている当町としては、便数

が減るということは大変痛手であります。U・I ターンを進めていく上でも、便数が減って

しまうことは大変痛手となりますので、対応をしていきたいと思っています。 

一方で、飯田線の利活用を進めるという点で JR 東海との協議も進めています。駅の整備

について、木下駅前に未設置でありますトイレは、JR 東海に了解をいただきました。した

がって、来年度予算に設計と事業にかかる経費等を計上する予定で予算編成をしておりま

す。進修高校の生徒さんが乗り降りをする駅なので、トイレがどうしても必要と以前から

言われていましたが、設置場所の関係で進められずにいた部分がありました。了解をいた

だきましたので、整備を進めていきたいと思います。また、沢駅についても駐車場の確保

という問題がありますので、現在協議を続けています。駐車場も多く確保したいと思って

いて、協議がまとまり次第、駐車場用地についても確保していきたいと思っています。  

飯田線の利活用を進めていくといっても簡単なことではないですが、町民の皆さんの交

通として利していけるよう、取り組んでいきたいと思っています。一方で、今回の便数減

のようなことがあると列車離れが進んでしまうので、地元との調整をしっかりとしていた

だきたいと思います。 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

平成 31年１月 24日（木） 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 

・町ＰＲ動画について（産業振興課 商工観光推進室） 

 

 

 

 

 

  ・みのわファンクラブ加入促進企画について（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 

 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  ２月 21日（木）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合せ先

1日 金 15：15～ 第２回イクボスセミナー 産業支援センター 企画振興課 内233

2日 土 13：00～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

財産区議会議員選挙投開票日 選挙管理委員会 内104

13：00～ 【新規】出張！なんでも鑑定団inみのわ　公開収録 文化センター　ホール 文化スポーツ課 70-6602

4日 月 19：00～ 財産区議会議員選挙選挙会 役場2F大会議室 選挙管理委員会 内104

5日 火 10：00～ 【新規】箕輪町観光協会推奨土産品認定審査会 産業支援センターみのわ研修室 商工観光推進室 内157

6日 水

14：00～ みんなでふれ愛あそび 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 71-1560

13：15～
最終連絡事務嘱託員長会・区長会
（13：15～記念撮影　13：30～会議）

記念撮影：役場駐車場
会議：大会議室

総務課 内106

13：00～17：00 長野県市町村移住相談デスク ふるさと回帰支援センター 企画振興課 内232

15：15～17：00 総合教育会議 地域交流センター 交流室1.2 学校教育課 70-6603

10：30～17：00 長野県市町村移住相談デスク ふるさと回帰支援センター 企画振興課 内232

10：30～11：30 おはなしこんにちは 町図書館「なごみ～な」 図書館 79-6950

浜松市庄内協働センター祭り 浜松市庄内協働センター 企画振興課 内231

10日 日 浜松市庄内協働センター祭り 浜松市庄内協働センター 企画振興課 内231

11日 月

12日 火 西天竜土地改良区総代選挙告示 選挙管理委員会 内104

13日 水

14日 木

15日 金 15:00～ 【新規】イクメンフォトコンテスト審査会 203会議室 企画振興課 内233

13：30～15：00 長野県の自然災害講演会 地域交流センター 研修室A.B 図書館 79-6950

10：00～ 終活セミナー 地域交流センター 研修室A.B 公民館 79-2178

13：00～17：00 まちなか再発見！まちづくり学校ワークショップ第２回目 地域交流センター　交流室 企画振興課 内113

17日 日

18日 月 10：00～ 箕輪町観光協会フォトコンテスト審査会 文化センター　 商工観光推進室 内157

19日 火 西天竜土地改良区総代選挙投開票日 選挙管理委員会 内104

15：30～ 企業振興審議会 産業支援センターみのわ研修室 商工観光推進室 内171

10：00～ 終活セミナー 地域交流センター 研修室A.B 公民館 79-2178

9：30～ お母さんのための就業相談 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 71-1560

10：30～11：00 絵本よんであげるよ 町図書館「なごみ～な」 図書館 79-6950

22日 金 10：10～ みんなでふれ愛あそび 町図書館「なごみ～な」 子ども未来課 71-1560

13：00～15：00 美術講座 「絵画を鑑賞しよう！」 町博物館 博物館 79-4860

10：00～14：00 【新規】若者チャレンジ講座　プロにまなぶ料理（ガレット） 文化センター調理室 公民館 79-2178

24日 日

25日 月

26日 火 10：00～14：00 【新規】箕輪町移住者の会　そば打ち体験＆試食会 松島コミュニティ－センタ－ 地域おこし協力隊 内157・234

27日 水

28日 木

23日 土

21日 木

8日 金

9日 土

16日 土

2019/1/23

20日 水

3日 日

7日 木

平成31年２月行事予定表（町主催）



日付 曜日 時間 内容 場所 主催者 問合せ先 対象

1日 金

2日 土

3日 日

4日 月 大きくなったねの会 松島分館

5日 火

6日 水

7日 木 13：30～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 大会議室 町・区

8日 金

9日 土

10日 日

11日 月

12日 火

13日 水

14日 木

15日 金

16日 土

17日 日

18日 月

19日 火

20日 水

21日 木

22日 金

23日 土

24日 日

25日 月

26日 火

27日 水

28日 木

平成31年2月行事予定表（町以外の主催） 2019/1/23



箕輪町観光協会 ＰＲ動画が完成しました 

 

箕輪町観光協会 

 

経  過 

今まで数種のＰＲ動画が作成されてきましたが（町政〇〇周年記念、移住  

ＰＲ等）、観光を前面にＰＲした動画はありませんでした。また、近年のＰＶの

注目度、議会からの政策提言などを受け平成２９年度から３０年度の観光協会

事業として春から秋までの町内の素材を収録編集した動画を作成しました。 

 

観光ＰＶ 

・観光協会として初めてのＰＲ動画となります、多くのＰＶの形がありますが、  

 今回はあえてナレーションなどは入れず、映像とＢＧＭのシンプルな動画と   

 なっています。 

・箕輪町を代表する風景、イベントを地上と空から（ドローンを多用しインパ 

 クトのある映像も）撮影し映像の力を最大限活用して箕輪の魅力を効果的に 

 発信し誘客を図ります。 

 

成 果 品   

全６種類  ・３分・・・基本（春～夏～秋）Ver 

    ・１分・・・短編（春～夏～秋）Ver 

      ・３分・・・季節別Ｖｅｒ ３種類（春・夏・秋）  

      ・９分・・・長編（春～夏～秋）Ver   

 

活用事例 

 今後のＰＶ活用として、以下のようなコンテンツで幅広い年齢層や広域への

ＰＲを行います。 

・町ＨＰ（観光協会）   ・YouTubeで発信(１月 24日から公開) 

・ICTみのわ専用チャンネル  ・展示会、物産展でのブースＰＲ  

・イベント、レセプション開会前での放映 等  

 

制作委託会社 

ＰＩＮＴＯ  代表 小口広希 

諏訪市を拠点にしてドローンを使っての企業ＰＲ動画や地域活性化ＰＲ動画  

など数多くの作品を手掛けている。 


