
４月記者懇談会 

 

平成 31 年 4 月 25 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） 

・（5/24）安全安心の日の集い 2019（総務課 ＳＣ推進室） 

 箕輪町安全安心の日がある５月に毎年開催されています「安全安心の日の集い」ですが、今年

は、片田敏孝教授を講師にお招きし地域における防災意識の向上等についての講演が行われます。

また、講演に先立ち、箕輪町地区セーフコミュニティ推進協議会連絡会が受賞した、日本セーフ

コミュニティ推進機構「功労賞」についての表彰も行われます。 

 

記者）安全安心の日の集いへの参加は町民に限るか。 

  →広く参加を呼び掛けますので、町民以外の方も参加可能です。 

 

・もみじちゃんスタンプラリーについて 

（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 男性の育児参加を高めるため、父親と子どもの町内

イベントへの参加を促す等の目的とした「もみじちゃ

んスタンプラリー」を実施します。町内在住の小学生

３年生までのお子さんを対象に、対象のイベントへ親

子で参加し、スタンプを集めてもらいます。スタンプ

ラリーの特典として、町限定のもみじちゃんグッズが

抽選で当たります。 

 

記者）対象が小学校３年生までのお子さんとなっているが、イクメンとの具体的な関連は？ 

  →女性活躍井戸端会議の中で、休日にお父さんが子どもを連れて出かけてくれると、お母さ 

んが自分の時間を作れるのでは、という意見がスタンプラリー実施のきっかけです。小学 

校３年生までに限ったのは、４年生以上は子どもだけでも十分に出かけられる年齢だと判 

断し、家族でイベントに参加してもらうといった趣旨から外れてしまうと判断されたので、 

３年生までとしています。 

 

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 



・移住者の会について（地域おこし協力隊） 

 移住者の会を、５・６・７月と連続開催します。５月

25 日開催のイベントでは、ふるさとの道に認定されて

いる散策コース（東山山麓）をベースに、地域おこし協

力隊が考えたオリジナルコースを一緒に歩き、地域の魅

力を再発見してもらうイベントを実施します。 

 

 

・（5/25）みそ部について（産業振興課 未来農戦略係） 

 毎日の暮らしに欠かせない、米や味噌、醤油といったものを自分たちで楽しみながら作り「農

ある暮らしを楽しむ部活動」として体験していただく、新しい取り組みです。種まきから味噌づ

くりまで年６回の参加でこだわりの味噌づくりを体験してもらいます。 

 

町長コメント 

・箕輪町議会議員一般選挙について 

統一地方選挙が終了しました。県議選、町議選を通じて様々な議論もされましたが、町議会議 

員選挙については、無投票といった結果になりました。今回、無投票に至った経緯を考えると、

議員報酬や定数に一定の課題があると感じています。議員の皆さんと話をすることになると思い

ますが、どこかの段階でこの問題について検討をしていかないといけません。この問題は、箕輪

町だけの問題ではないので、他市町村の動向等も踏まえて検討しないといけないと思っています。  

無投票になったことは、町民の政治に関する無関心が広がっているといった問題もありますが、

何より地域づくりに対して住民の関心がないということが、一番の心配点です。地域づくりは、

行政だけで実施できる時代ではない中で、議員さんやそれに係わる皆さんの関心が薄れていくこ

とは重要な課題だと思います。また、昨年から課題となっている議員報酬についても、次回の報

酬審議会で、町側として意見や議会とも相談を行う中で、審議をしていただければと思います。 

 

・移住定住対策関連事業について 

 今年度は、Ｕ・Ｉターンを最重要課題として政策を行っていくわけですが、平成 30 年度の移

住定住対策関連事業の結果がまとまりましたのでご報告いたします（詳細は、別紙平成 30 年度

移住定住関連事業の状況参照）。みのわの魅力発信室が関与しての移住者は 95 人で、29 年度と

比べて微増となっています。しかしながら、県外からの移住者がまだ少なく、移住相談や県外へ

のＰＲ等も行っていますが、まだまだ箕輪町の認知度が低いということが、数字として表れてい

ると思います。 

 定住に係わる補助金については、まずまずの利用がされていると思います。今年度は、若者世

帯定住支援奨励金の拡充も図りますので、活用をしていいただきたと思います。 

 

 

 

 



・学校給食における県内産野菜の使用割合について 

 農業応援団計画の中でも重要課題としている地産地消ですが、これについて、学校給食の県内

産、町内産の野菜使用割合がまとまりましたのでご報告いたします（詳細は、別紙平成 30 年学

校給食における県内産野菜の使用割合について参照）。平成 30 年度は県内産で平均 47.7％、町

内産で平均 30.6％の使用割合となりました。昨年に比べると、使用割合は大きく増加しています。

食育の推進計画では、町内産野菜使用率は 35％を目標値にしているので、今年度はこの目標値を

越えられるように頑張っていきたいと思います。 

 地産地消という意味では、おもてなし牛乳の問題もあります。調理用の牛乳としてはおもてな

し牛乳を８割程使用していますが、子どもたちに毎日与える牛乳については、現在紙パックで提

供しているおもてなし牛乳を、ビンでの提供に変えられるかといった課題があります。上伊那全

体で検討していますが、壁がある状況です。しかしながら、箕輪町は酪農の町なので、箕輪から

声掛けをして解決の方策がないか、お願いをしているところです。地産地消を進めることは、農

地を活用するための１つの大きな方策になりますので、これからも進めていきたいと思います。 

 

記者）議員報酬の関係ですが、町としてはどのような考え方でいるか。 

  →報酬を上げれば、立候補する人が増えるといった単純な図式ではないと思っていますが、 

現状の報酬は、40～50 代の方が立候補を決意するには少なすぎるといった現状にあると 

思います。こういった点も踏まえて、審議会の方へは打診を行いたいと思っています。 
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５ 質疑 

 

次回開催日程  ５月 24日（金）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

1日 水

2日 木

3日 金

4日 土

9:00～16:00 春のふれあい博物館 郷土博物館 郷土博物館 79-4860

9:00～12:00 子どもの広場 長田ドーム 沢公民館 090-2549-1156

6日 月

7日 火

13:30～ 連絡事務嘱託員長会 大会議室 総務課 内106

15:00～ 区長会 大会議室 区長会 内105・106

9日 木

10日 金 9:30～11:00 のんたん 木下北保育園、三日町保育園 子ども未来課 内125

6:00～8:00 ながた荘周辺探鳥会 ながた荘周辺 郷土博物館 79-4860

9:00～12:00 第２回　交流菜園（棚づくり・苗植え） 長田菜園 産業振興課 内165

9:00～17:00 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ長野県選手権大会（1日目） 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

10:30～11:30 おはなしこんにちは 図書館（世代間交流室） 図書館 79-6950

13:00～ ドリーム号地区巡回 町内6ヶ所 図書館 79-6950

13:30～15:30
男女共同参画セミナー
更年期を美しく過ごすメイクの秘訣

地域交流センター 企画振興課 内233

12日 日 9:00～17:00 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ長野県選手権大会（2日目） 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

7:30～8:00 春の交通安全人波作戦 イオン箕輪店前バイバス ＳＣ推進室 内103

選書会（北・東・西小学校） 学校教育課 70-6603

14:00～15:30 ペアレントトレーニング① 保健センター 子ども未来課 79-0007

選書会（中部・南小学校） 学校教育課 70-6603

7:00～9:00 さわやか健診初日 下古田公民館 健康推進課 内118

11:00～15:00 長野県ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ協会・後援会　総会 交流センター 文化スポーツ課 70-6601

13:30～15:00 読ボラ養成基礎講座（読み聞かせ） 交流センター 図書館 79-6950

10:00～13:00 上伊那郡市植樹祭 福与区 産業振興課 内161

10:30～11:30 おはなしくまさん 図書館（世代間交流室） 図書館 79-6950

17日 金

18日 土 10:00～12:00 梨ｵｰﾅｰ・りんごｵｰﾅｰ開園祭 選果場～各園 産業振興課 内165

8:30～11:45 区民ハイキング 桑沢林道 沢公民館 090-2549-1156

13:30～15:00 婚活イベント　「星詠み会～占星術と共に～」 地域交流センターみのわ　交流室１，２ 企画振興課 内234

20日 月

21日 火 13:30～ 第6回キャリア教育産学官交流会 宮田村 学校教育課 70-6603

13:30～14:30
15:00～

公民館文化講演会
平成３１年度 公民館大学・学級合同開講式

文化センター 箕輪町公民館 79-2178

13:30～16:00
第３回新技術及び新製品開発事業
補助金審査会

産業支援センターみのわ 商工観光推進室 96-8300

23日 木

15:30～17:00 箕輪町ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会 役場３階講堂 総務課 内193

15:00～16:30 教育委員会定例会 文化センター 学校教育課 70-6603

18:00～20:00 安全安心の日の集い2019 箕輪町文化センターホール 総務課 内193

6:30～ 町内グラウンドボランティア作業 番場原・沢・上古田運動場 文化スポーツ課 70-6601

10:00～12:00 【新規】　第１回　みそ部（種まき） 上古田圃場 産業振興課 内165

13:30～15:30 子どもスポーツ体験教室①（フェンシング） 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

26日 日

27日 月

14:00～15:30 ペアレントトレーニング② 保健センター 子ども未来課 79-0007

14:00～15:30 アカデミー集団健康講座（ウォーキング） ながたドーム 健康推進課 内130

29日 水

蔵書点検休館（6/5まで） 図書館 図書館 79-6950

13:45～14:50 高齢者福祉施設合同音楽会 箕輪町文化センター 事業所連絡会 内122

31日 金

2019/4/24

24日 金

14日 火

11日 土

15日 水

13日 月

16日 木

平成31年5月行事予定表

5日 日

8日 水

30日 木

28日 火

25日 土

22日 水

19日 日





 

 報道機関各位  

 

箕輪町では、平成 24 年５月 12 日のセーフコミュニティ国際認証取得を記念し、毎年５月 

12 日を『箕輪町安全安心の日』と定めています。町民と地域の防災意識の向上を期待して、

「安全安心の日の集い 2019」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料 ○有   無 

 

 日 時  ５月 24日（金） 午後６時～８時 

 場 所  箕輪町文化センター ホール 

 内 容  ①全体会： 

       ・箕輪町セーフコミュニティ推進協議会 会長（町長）あいさつ 

      ・日本セーフコミュニティ推進機構『功労賞』受賞  

（受賞者代表： 連絡会幹事 福与区セーフコミュニティ推進協議会 会長） 

・日本セーフコミュニティ推進機構 白石陽子代表理事 あいさつ 

②講 演： 

『荒ぶる自然災害に地域一体で向かい合う 

 ～災害犠牲者ゼロの箕輪町を目指して～』  

東京大学大学院情報学環 特任教授 片田 敏孝 氏 

 主 催  箕輪町セーフコミュニティ推進協議会 

 その他  一般町民を対象としたイベントで、入場無料・自由参加方式となります。 

詳細については、添付のチラシをご覧ください。 

箕輪町役場 総務課 ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ推進室 プレスリリース  

平成 31 年４月 25 日 発信 

「箕輪町安全安心の日の集い 2019」について 
 

箕輪町 

総務課 セーフコミュニティ推進室 
(課長) 中村 克寛 (担当) 小林 剛史 
電 話：0265-79-3111 （内線）193 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：soumu@town.minowa.lg.jp 













箕輪町
2019

移住者の会移住者の会
５月

７月

箕輪町を歩こう！箕輪町を歩こう！

箕輪町に泊まろう！箕輪町に泊まろう！

箕輪町でペンキ塗り！箕輪町でペンキ塗り！

箕輪町には、新日本歩く道100選「ふるさとの道」に認定されている散策コースがあります。
今回、そのコースをベースに箕輪町の地域おこし協力隊が箕輪を知ってもらう
オリジナルコースを作りました！

※各イベントの詳細は随時 Facebook でお知らせします。

箕輪町には、ながた自然公園があります。
アスレチックやマレットゴルフ、オートキャンプ場や宿泊施設のキャビン、
高低差を活かした遊歩道、自然をまるごと楽しめる公園です。
今回、とんがり屋根の可愛いキャビンを貸し切り、お泊まりイベントで
自然を満喫しましょう！

箕輪町には、標高1200mの萱野高原があります。夏でも涼しく、箕輪町を一望する大パノラマ !!
宿泊施設の萱野山荘や萱野高原キャンプ場。ミズバショウが見られる植物園などなど。
今回は、知る人ぞ知る「焼肉センター」の柱をペンキ塗りして
移住者の会の名を刻もうと思います。
もちろん作業の後は、みんなで焼肉パーティーです！

5月25日（土）開催予定！

６月

東山
山麓

ながた
自然
公園

萱野
高原

箕輪町地域おこし協力隊　ルーカス尚美・五十嵐裕子

お申込み
お問合せ 0265-79-3111

箕輪町移住者の会

Facebo
ok ページ

移住
者の

方は
もち

ろん

移住
希望

者

移住
暦○

○年

移住
者と

お話
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方　

等々
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！



添付資料 有  無 

新日本歩く道 100 選「ふるさとの道」に認定されているコースをベースに地域おこし協力隊が 

オリジナルコースを作りました。箕輪町の魅力を再発見するコースを一緒に歩きませんか。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

  日  時   2019 年 5 月 25 日（土） 午前 10 時～14 時 

  集合場所   体験住宅西側駐車場 

  対 象 者   ・移住者の方 

・移住希望者の方 

         ・移住者の方とお話ししたい方 

  定  員   先着 10 組 

  参 加 費   無料 

  申込方法   U・I ターン推進係窓口かお電話、または地域おこし協力隊 Facebook ページ  

よりお申し込みください。 

  持 ち 物   ・飲み物 ・お弁当 ・歩きやすい服装 

※1 ケ 800 円でお弁当の注文も承ります。事前にご連絡ください。 

  そ の 他   詳細については添付資料、Facebook ページをご覧ください。 

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

平成 31年 4月 25 日 発信 

2019箕輪町 移住者の会～箕輪町を歩こう！～を開催します 

箕輪町 

企画振興課 みのわの魅力発信室 U・Iターン推進係 
(室長)社本 雅人 (担当) 地域おこし協力隊 五十嵐 裕子 
電 話：0265-79-3111 （内線）232 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：miryoku@town.minowa.lg.jp 
























