
2月記者懇談会 

 

平成 31 年２月 21 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） 

・（3/8）伊那地域空き家バンク登録相談会（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 ３市町村（伊那市、箕輪町、南箕輪村）の空き家の所有者を対象とした空き家バンク登録相談

会を伊那市立図書館で、3 市町村合同という形では初めて開催されます。各市町村の空き家の担

当者と伊那・伊北不動産組合の担当者が空き家に関する質問や空き家バンクの登録についての相

談に対応します。定員は先着で 16 組となっています。 

 

・（3/9）いろはぽけっとまつり（子ども未来課 子育て支援係） 

 今年度 10 周年を迎えた子育て支援センター

「いろはぽけっと」では、利用いただいた感謝を

込めて、いろはぽけっとまつりを開催します。ど

なたでも参加していただけるイベントで、手作り

おもちゃで遊んだり、ラジオ体操やヨガで体を動

かしたりと自由に遊べるコーナーや普段から講

座をしているボランティアの方を招いて、みんな

で遊ぶ時間等があります。また、もちレンジャー

のイベントも行われます。 

 

・豊島区交流推進事業（3/10 目白ロードレース、3/20 大正大学調査研究報告会）について 

 （企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

◆３/10 目白ロードレース 

 豊島区とのさらなる交流を進めるため、行政間の交流に加え、住民同士の交流に発展していく

ことを目的に、豊島区で開催される目白ロードレースに箕輪町から８人の町民が参加し、スポー

ツによる交流を行います。当日会場では、箕輪町のブース出展や景品の贈呈を行い、町のＰＲも

実施します。 

 

 

出席者：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 



◆箕輪町特産花卉花束の贈呈 

 今年度初めて豊島区の公立幼稚園及び保育園の

卒園児へ、箕輪町特産のアルストロメリアを送り

ます。卒園式に、箕輪町からのメッセージ紹介と

花束を卒園児に渡すことで、豊島区との友好関係

をさらに深めます。 

 

◆3/20 大正大学調査研究報告会 

 平成 28 年度から交流推進に係る調査研究を大正大学地域構想研究所に委託して実施していま

す。今年度、事業最終年度をむかえるにあたり、調査研究の結果や３年間の総括に関する報告が

行われます。報告会は、産業支援センターみのわの研修室で実施され、大正大学の研究員の方の

基調講演と委託業務の結果報告が行われます。 

 

記者）報告会は、大正大学の学生が報告を行うのか。 

  ⇒今回の報告会は、研究所に委託をしていた事業の報告会になりますので、研究員の方によ 

る報告が行われる予定です。 

 

町長コメント 

・特別職報酬等審議会の答申について 

審議会から、2 年続けて町長の給料を本則に戻すといった答申をいただきました。今回の答申

を受け、月額３％減額としていた給料を本則に戻すといった形で予算計上をさせていただきたい

と思っています。町長としての立場から申し上げれば、厳しい財政状況の中、いくらかのカット

も考えなければいけないのですが、審議会の方から、2 年続けて本則に戻すと答申をいただきま

したので、今回は戻させていただきたいと思います。 

町議会議員の報酬については、議会側から引き上げを望む意見が出されていましたが、どちら

とも取れるような答申をいただきました。審議会での意見が煮詰まらなかったことや他市町村で

も同じ議論が激しくされているといった現状をふまえて、町側としても少し研究をさせていただ

き、議会とも意見交換をさせていただいた上で、今年の秋になると思いますが、審議会へ再度提

案をさせていただきたいと思います。これから統一地方選挙になり、町議会の選挙もあるので、

新たな陣営になるといったことも考えられます。そういったこともふまえて、全県の状況をみな

がら議論をしていきたいと思います。 

 

・町ポンプ操法・ラッパ吹奏大会について 

2 月 20 日に開催された消防委員会の中で、今年度から町ポンプ操法・ラッパ吹奏大会を実施し

ないこと、また、上伊那郡の大会に参加しないことが表明されました。町として、消防団の行事

ですので、いろいろと申し上げることはしませんが、１番心配なことは、団員が減少することで

火災や災害への対応が十分にできなくなっているという事実です。今回の消防団の決断を契機に、

どうやったら消防団への参加が増すのか、若い皆さんの意見を聞きながら、手立てを考えていか

なければなりません。この２～３年間については、団員報酬や家族手当等、経済的な待遇の改善



は行ってきましたが、結果的にはこのことが団員の増加や活動の活性化には結びつきませんでし

た。こういった方法ではなく、違ったやり方が活性化につながるのかもしれません。 

今回の操法を無くすことで、団員の中には地域の中で熱くなれるものが無くなってしまうこと

は、寂しいという意見もあったようです。操法をやめる、やめないといったことだけでなく、こ

の機会に、地域活動といったものをどのように進めていくか、また、ボランティア活動に関する

町民の意識啓発どう高めるかといったことも考えていきたいと思います。 

 

消防団の話と似ている内容で、地域活動や団体活動の中で、町に協力をいただけないような活

動をされている団体がありました。団長さんの考え方等によっては、協力を得られない活動が起

きてしまうことは、止むを得ないことだとは思いますが、区や常会で実施すること、関係団体が

実施することを行政とお互いが理解をし合えないと、活動が難しい時代になっていると感じてい

ます。 

一方で町としては、若者や女性が地域で活躍をしてほしい、行政や政治の世界でも活躍してほ

しいといった取り組みを行っていながら、一方で、行政任せになっているという現状もある中で、

皆さんと意見を戦わせてでも認識を統一させないと、人口減少時代の地域づくりは難しくなって

しまうと思います。今年度、そういった取り組みができなかったことを、私自身も反省している

ところで、来年度に向けて、本当の地域づくりの在り方を再検討したいと思っております。 

 

記者）未来委員会の中で、地域コミュニティーに関する取り組みを検討していく話があったが、   

   どういう状況か。 

  ⇒今年度は実施することができませんでした。人選をして取り組んでいこうと考えていまし 

たが、町長選等があり実施が難しかったといったことがありました。また、選挙後には区 

長の交代も控えていて、こういった内容は区長さんたちにも自分たちの話と意識してほし 

い部分もあるので、3 月から新しい区長さんになったところで、未来委員会の中で議論を 

進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

平成 31年２月 21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 

・（3/8）伊那地域空き家バンク登録相談会（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 

 

 

 

  ・（3/9）いろはぽけっとまつり（子ども未来課 子育て支援係） 

 

 

 

 

  ・豊島区交流事業（3/10 目白ロードレース、3/20 大正大学調査研究報告会）に 

ついて（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  ３月 26日（火）13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 9：00～ H31連絡事務嘱託員長会・区長会（第1回） 役場大会議室 総務課・区 内106

2日 土 13:30～15：00 ハピサポ女子部「ハンドマッサージとオフィスでも使えるネイルセミナー」 地域交流センター ハッピーサポートみのわ 内233

3日 日 11：30～14：30 楽園信州移住セミナー「農ある暮らし」 ふるさと回帰支援センター 企画振興課 内232

4日 月

5日 火

6日 水

7日 木 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

13：00～17：00 【新規】伊那地域空き家バンク登録相談会 伊那図書館1階 視聴覚室 企画振興課 内232

18:30～ 箕輪町公民館正副分館長・主事会 地域交流センター 箕輪町公民館 79-2178

10:00～14:00 【新規】若者チャレンジ講座　プロにまなぶ料理（日本料理） 保健センター調理室 箕輪町公民館 79-2178

10：00～13：00 【新規】いろはぽけっとまつり 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日 日 13：00～15：30 箕輪町地域おこし協力隊2018年報告会 町文化センター　和室 地域おこし協力隊 内157・234

11日 月

12日 火 10：30～11：00 親子で楽しく運動あそび 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日 水 9:00～12:00 公民館大学・学級合同閉講式、文化講演会 文化センター学習室 箕輪町公民館 79-2178

14日 木

15日 金 中学校卒業式 箕輪中学校 学校教育課 70-6603

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

小学校卒業式 各小学校 学校教育課 70-6603

17日 日

15:30～16:30 みのわ健康アカデミー卒業式 地域交流センター 健康推進課 内130

３月定例議会最終日 議場 議会事務局 内311

10：00～11：00 子育て講座「上手なほめ方叱り方講座」 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 79-0007

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

大正大学調査研究報告会 企画振興課 内233

セーフコミュニティ対策委員会（外傷、自殺予防、子ども） 文化センター研修室5・6 総務課 内193

21日 木 15:00～16：30 新技術・新製品開発事業補助金事業報告会 産業支援センターみのわ　研修室 商工観光推進室 内171

14:00 箕輪町議会議員選挙届出説明会 役場3F講堂 選挙管理委員会 内104

セーフコミュニティ対策委員会（高齢者、くらし、交通安全） 文化センター研修室5・6 総務課 内193

23日 土

24日 日 保育園卒園式 各保育園 子ども未来課 内125

25日 月 10：00～11：00 子育て講座「上手なほめ方叱り方講座」 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 79-0007

26日 火 若草園修了式 若草園 子ども未来課 内125

27日 水

28日 木 長野県議会議員選挙告示 選挙管理委員会 内104

29日 金 8：30～20：00 長野県議会議員選挙期日前投票～4/6 役場1F玄関ホール 選挙管理委員会 内104

30日 土

31日 日

2019/2/20

16日

20日 水

22日 金

平成31年３月行事予定表

19日 火

8日 金

土

9日 土

18日 月



【日時】平成31年3月8日（金）午後１時から午後５時

【場所】伊那図書館1階 視聴覚室（伊那市荒井3417番地2）

【定員】先着16組

【申込】電話またはメールでお申し込みください。

伊那市地域創造課 電話 0265-78-4111（内線2252）ﾒｰﾙ jkz@inacity.jp

伊那市・箕輪町・南箕輪村に
空き家をお持ちの方

伊那地域空き家バンクホームページ

伊那市・箕輪町・南箕輪村では空き家バ
ンク物件を下記サイトに掲載しています。
パソコン、スマホから利用できます。 https://www.ina-akiyabank.jp/

HPはこちらから

空き家バンクって？

・空き家を貸したい・売りたい方
・空き家管理をどのようにしていくかお悩みの方

・市町村担当者と不動産組合の担当者が対応します。
・将来的に空き家となる可能性のある住宅について
もご相談いただけます。

伊那市、箕輪町、南箕輪村では、空き家の有効活用を通して、都市住民等
との交流の拡大と移住・定住促進による地域の活性化を図るため「空き家
バンク制度」を運営しています。

【日時】平成31年3月11日（月）午後１時から午後５時
【場所】高遠町総合支所 会議室（伊那市高遠町西高遠810番地1）

相談会日程

伊那市に空き家をお持ちの方は下記日程でも相談できます。

伊那市地域創造課 移住・定住相談窓口
TEL：0265-78-4111（内線2155,2252）
MAIL：jkz@inacity.jp

HP：http://www.inacity.jp/iju/

お問い合わせ・お申込み
箕輪町企画振興課 みのわの魅力発信室
TEL：0265-79-3111（内線232）
MAIL：miryoku@town.minowa.lg.jp

HP：http://www.town.minowa. lg.jp/hodohodo/

南箕輪村地域づくり推進課 移住定住相談窓口
TEL： 0265-98-6640

MAIL：shinkou-c@vill.minamiminowa.lg.jp

HP：https://minamiminowa.net/



伝承あそびの 

      コーナー 

 

手作りおもちゃを作って

あそぼうのコーナー 

 

ラジオ体操やヨガで 

体を動かそうのコーナー 

手型でアートのコーナー 
ヨーグルトカップで 

  あそぼうのコーナー 

もちレンジャーも 

来るよ‼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度で 10周年を迎えた子育て支援センター『いろはぽけっと』を利用してくれているみなさんへの 

感謝と、4月から始まる新生活へのエールを込めて、『いろはぽけっとまつり』を開催します。 

 

とき  ： 2019年3月9日（土） 10:00～13:00（受付開始は 9:30～） 

ところ ： 箕輪町子育て支援センター『いろはぽけっと』 

 

第 1 部 わくわくコーナーで自由あそびの時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 部 みんなで集まってあそぼうの時間 

■おはなし【養田明美さん】 

■腹話術【井上恵子さん】 

■マジック【山口まゆみさん】 

■『バスにのって』他、ふれあいあそびをして 

全員であそぼう 

 

 

※1 駐車場はいろはぽけっと前・第 2駐車場（矢田医院）・臨時駐車場（ライフ薬局第 2駐車場）を 

ご利用ください。数に限りがありますのでご協力をお願いします。路上駐車はしないでください。 

※2 この日に限り食堂と荷物置き場の開放はありませんのでご承知おきください。 

 

お問い合わせ 子育て支援センター『いろはぽけっと』 ☎７１－１５６０ 










