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平成 30 年５月 28 日 

 午前 11 時 00 分 203 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） 

 （６/18）介護予防セミナー いきいき百歳体操を始めよう（福祉課 高齢者福祉係） 

  介護予防に効果がある「いきいき百歳体操」 

 を町では平成 29 年度から実施し、現在３つのグ 

 ループが取組んでいます。さらに多くの方に、知 

 ってもらうためのセミナーを、沢公民館と町文化 

 センターで開催します。全国や町内の取組の紹 

 介と実際に体操を体験していただきます。 

  また、中心となって体操を進められる方を育 

 成する「いきいき百歳体操サポーター養成講座」 

 も開催されます。７月に３回の講義が行われ、体操のサポートだけでなく、いきいき百歳体 

 操に取組むにあたっての準備やリスク管理等をできる方を養成します。 

 

 ふるさと納税の取組みについて（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

  ふるさと納税の平成 30 年度の取組として、新 

 規返礼品を追加しました。10,000 円以上の寄附 

 で、町内在住の似顔絵作家に似顔絵を作成しても 

 らえるサービスと、7,000 円以上の寄附で、乳 

 製品の配達を行ってもらえ、合わせて安否確認も 

 行ってもらえるサービスを追加しました。また、 

 ＰＲ用パンフレットの作成や、ターゲットを明確 

 にした広告を実施し寄附金額の増額を図ります。 

  なお、平成 29 年度の実績については、寄附 

 件数 3,205 件、寄附金額 49,139 千円となっています。 

 

記者）新規返礼品はいつから追加されたか。 

  →平成 30 年５月から追加されています。 

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 



町長コメント 

「町のスポーツについて」 

長野県市町村対抗駅伝で、町村初の総合３位という好成績を残してくれました。ソフトボ

ールも全ての種目が全国大会に出場する結果を残しています。スポーツの活躍は、町民に元

気を与えてくれるので、ありがたいです。 

 5 月 17 日に県フェンシング協会の総会が開かれました。2027 年の国民体育大会につい

て、協会としては箕輪町でフェンシング競技を実施したい、という意思決定がされました。

これは、7 月末までに競技団体または町として、競技実施についての希望調書を提出しなけ

ればならない中で、協会として意思決定をしたものです。協会は、実施の方向で進める方針

ですが、町としては、施設の問題や人口減少社会で 10 年後にマイナー競技とどう係ってい

くか等の課題を検討し、方向性を決めないといけません。フェンシングの町として取組んで

きたからと言って、競技を実施しなければならないといったことはないと思いますが、協会

の意思も尊重しながら、町としての考えをまとめて報告したいと思います。特に、施設につ

いては、1 か月で結論が出せるものではないので、県内の他の市町村の動向を見ながら具体

化をしていきたいと思います。 

 

「箕輪進修高等学校との連携について」 

 町と箕輪進修高校の連携が始まりました。市町村レベルで、高校と授業を通じて連携を図

っているところは多くありません。町と協力して、地域の方と触れ合ったり、地域課題の掘

り起しをすることは、高校生にとっても有意義な事だと思いますので、町としても全面的に

協力していきたいと思います。また、連携を行っていく中で、町や木下区と高校がどういっ

た連携をしていくか、具体的にしていきたいと思います。今年度につきましては、地域商店

の問題や地域スポーツの課題等を話し合う事になっています。 

 

「学校敷地内全面禁煙について」 

来年の 4 月から、県立高校の敷地内を全面禁煙にするといった話があがっています。国

会で健康増進法が改正されていないので、その方向にもよりますが、小中学校においても、

高校とレベルを合わせて全体の調整をしていければと思っています。役場についても、検討

していく必要があり、現在では、業務時間内は敷地内全面禁煙ですが、時間外についてはど

うするか、敷地内全面を禁煙にしていくか等、検討していきたいと思います。 

 

 

次回 ６月 25 日（月）11 時 00 分 203号会議室  









日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

9：30～11：00 保育園開放「のんたん」 上古田、東みのわ、長田保育園 子ども未来課 125

蔵書点検6/4まで 図書館 図書館 79-6950

16:00～ 水神祭 北島水源 水道課 185

2日 土 運動会 中部小学校、北小学校、東小学校 学校教育課 101

3日 日 9：00～12：00 自然講座「森林と田んぼと人の繋がり」 旧長岡保育園集合 博物館 79-4860

4日 月 ６月定例議会開会 議場 議会事務局 311

5日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング③ 保健センター 子ども未来課 79-0007

6日 水 15：00～ 農業委員会定例会 大会議室 農業委員会事務局 167

7日 木 14:00～ 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

8日 金 18：00～ 明るい選挙推進協議会総会 大会議室 選挙管理委員会 104

6:30～8：00 町内スポーツ団体によるボランティア一斉草刈り 番場原公園・上古田Ｇ・沢Ｇ 文化スポーツ課 70-6601

13：00～ こどもスポーツ体験教室 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 町図書館なごみ～な 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

15：00～ ハピサポイベント 5884 企画振興課 233

10日 日

11日 月

12日 火 交流菜園植え付け 長田交流菜園 産業振興課 166

13日 水 13：30～15：00 読育ボランティア養成選書講座 交流センター交流室1.2 図書館 79-6950

14日 木

15日 金 9:40～10：50 すくすく子育て講座 子育て支援センター「いろはぽけっと｣ 子ども未来課 71-1560

16日 土 10:00～12:00 りんごオーナー名入れ会 選果場～町内りんご園 産業振興課 166

17日 日

18日 月
10:00～12:00
13:30～15:30

介護予防セミナー「いきいき百歳体操を始めよう」
沢公民館
文化センター

福祉課 70-6622

６月定例議会閉会 議場 議会事務局 311

14：00～15：30 ペアレントトレーニング④ 保健センター 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

20日 水 9：30～ 校長会 文化センター 学校教育課 70-6603

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

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

18：00～19：30
みのわ健康アカデミー公開・体験講座（生活習慣
病の予防と対策）

交流センター交流室1.2 健康推進課 130

15：00～ 教育委員会定例会 文化センター 学校教育課 70-6603

17：00～ 観光協会総会 ながた荘 商工観光推進室 157

23日 土

24日 日 ポンプ操法ラッパ吹奏大会（消防団） 役場正面駐車場 総務課 102

25日 月

26日 火

27日 水

28日 木

29日 金 10：10～ ふれ愛あそび なごみ～な 子ども未来課 71-1560

30日 土

22日 金

21日 木

平成30年6月行事予定表（町主催）

9日 土

1日 金

19日 火



日付 曜日 時間 内容 場所 主催者 問合せ先

1日 金

2日 土 10:00～
わんSAKAマルシェ！！にこりこラボ第２弾
暮らしのなかのコンテナガーデン

ぷらプラ（にこりこ北側）
農産物直売所
にこりこ

70-6858

マレットゴルフ大会 富田分館

8:30～ 区民ハイキング 萱野高原
福与分館
三日町分館

区民ブナ林見学会 木下区

15:00～ 赤魚会 JAみのわ町支所 箕輪町消防団

8:30～ わんSAKAマルシェ！！農家さん直売朝市 農産物直売所にこりこ前駐車場
農産物直売所
にこりこ

70-6858

4日 月

5日 火 15:00～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 大会議室 町・区長会 105

6日 水

7日 木 8:45～ 松島区衛生班長ゴミ処理施設見学 伊那市内 松島区

8日 金

9日 土

大出区民運動会
尚歯会

北小学校グランド 大出区
沢区

分館奉仕活動 福与公民館、萱野線 福与分館

区民ふれあいレクレーション 長岡グランド 長岡区

11日 月

12日 火

13日 水

14日 木

15日 金

16日 土

第１回土木作業 木下区

運動会運営会議 福与分館

18日 月 パカパカ塾 松島分館

19日 火

20日 水 区長・区長代理研修 福島県震災被災地 町・区長会 105

21日 木 区長・区長代理研修 福島県震災被災地 町・区長会 105

22日 金

23日 土 親子で飯ごう炊さん（午前中予定） ながた自然公園 松島分館

24日 日 第１回土木作業（予備日） 木下区

25日 月

26日 火

27日 水

28日 木

29日 金

30日 土

17日 日

平成30年6月行事予定表（町以外の主催）

10日 日

3日 日









記者懇談会資料 

ふるさと納税の取組みについて 

 

2018.5.28 

みのわの魅力発信室 

 

１ 取組み 

① 新規返礼品の追加 

〇町内在住似顔絵作家（日本似顔絵協会認定１級）による似顔絵の作成 

寄附金額 10,000円以上 

   〇乳製品宅配と安否確認 

    寄附金額 7,000円以上 

 

② ＰＲの実施 

〇ＰＲ用パンフレットの作成、配布（６月予定） 

〇ターゲットを明確にした各種媒体による広告の実施（随時） 

〇プレスリリースの実施（随時） 

 

２ 参考 

① 実績【平成 29年度】 

〇寄附件数：3,205件（前年比 27％減） 

〇寄附金額：49,139千円（前年比 36％減） 

※平成 30年４月末現在 

 寄附件数：69件・寄附金額：1,618千円 

 ガヴァメントクラウドファンディング寄附件数：３件・金額：23千円 

② 経過 
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寄附金額（千円） 1,810 2,000 1,700 530 205 365 5,361 29,270 67,611 49,139

寄附件数（件） 24 5 3 4 3 10 452 2,848 4,414 3,205
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