
７月記者懇談会 

 

平成 30 年７月 25 日 

 午前１時 30 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） 

・（９/８）みのわナイトラン＆ウォーク（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

 みのわ天竜公園発着のロングコースとショートコース２つのコースでファンランイベン

トを行います。会場のみのわ天竜公園では、フードコートやステージイベントを実施しま

す。今年は大抽選会も予定されています。なお、フードコートの出展団体も併せて募集を

行っています。 

 

記者）大抽選会の対象者は。 

  →対象者はイベントの参加者。ゼッケン番号による抽選を実施予定。 

 

・活動量計読み取り事業、（８/１）楽脳フィットネスについて 

（健康推進課 健康づくり支援係） 

 活動量計の読み取り事業は、平成 28 年７月に開始し２年間が経過しました。 

・販売実績は、270 台（平成 30 年度７月 11 日現在）で、

年回 100 台程度が購入されていますので、実績がもう少

し伸びるように PR 等していきたいと思います。 

・システム登録者の年代については、アカデミー参加者も

活動量計を使用していることから 60 代以上の方が多い

という結果です。 

・利用実績は、各月で増減はありますが微増している結果

となっています。 

  

健康アカデミーの公開・体験講座でフィットネスサポートセンターの三浦弘氏による脳

と身体を鍛えるエクササイズ、楽脳フィットネスが開催されます。健康アカデミーの講座

は参加者が増えていて、楽脳フィットネスも昨年度に比べて参加者が増える見込みです。 

 

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 



・西日本豪雨災害について 

 ７月 18、19 日に、広島県と岡山県の現地視察を実施しました。 

 広島県、岡山県ともに土砂崩落が 1,000 箇所以上との報道があり、実際に現地に着くと

山肌が剥き出しの箇所が多くみられました。 

 

７月 18 日 広島県（東広島市、呉市）  

 報道がされていた広島国際大学付近や呉市役所の

ボランティア受付や健康相談、外国人対応の様子等を

視察してきました。呉市の中でも被害が大きかった天

応地区では、建物の 1 階部分や幼稚園の園庭等、多く

の箇所が土砂で埋め尽くされていました。本来河川で

ない部分に生活排水が混ざった水も流れていました。

悪臭、猛暑、土埃といった環境下で、住民の皆さんら

が土砂の掻き出し等をしている姿が見られました。 

 

7 月 19 日 岡山県（倉敷市） 

 倉敷市の真備地区は堤防が決壊し、約 4,600 棟の浸水被害があった地区です。行く先々

で道路の両側の歩道等に土砂や災害ごみが大量に積み上げられていました。国道高架橋の

下が空いていたため、ごみの仮置場にしていましたが、ごみの量が多すぎて置場も満杯に

近い状態でした。 

 

 視察の中で、防災無線が聞こえなかったという話もあり、当町の課題と繋がる部分もあ

りました。今回の視察を受けて、どんな工夫が必要か、どんな対策を行っていく必要があ

るか等、もう一度検討して町の防災計画を進めていきたいと考えています。 

 

記者）今回の視察の目的は。また、支援物資や人員派遣等は実施するのか。 

  →当町はあまり災害が多い地域ではないので、土砂災害が発生した際にどんな状況に 

なるのか参考にしたいといった趣旨で視察を実施しました。現段階で、職員等の応 

援要請がきていないので、要請があった段階で対応をしたいと思っています。 

 

 

 町長コメント 

 「大雨による被害について」 

  ７月４日からの大雨の関係について、おかげ様で大きな被害は、町では発生しません

でした。最終的な被害のとりまとめはできていますが、被害金額や件数などがまだお示

しできる段階にはありません。今回被害が１番大きかった箇所は、天竜川の上河原井（北

小河内）でした。この場所は、昨年の災害復旧工事の仮設をしていたところで、その仮



設がすべて流されてしまいました。これについては、緊急対応をしているところです。

その他にも、個別の林地、農地の災害がありましたが、９月補正で対応するもの、また、

緊急のものについては、重機の借上げ等で対応していきます。いずれにしても、大きな

被害にならなくて良かったと思っています。 

 

 「暑さ対策について」 

  小中学校と保育園等の暑さ対策について、検討を進める必要があると感じています。 

まず、保育園ですが、昨年から計画的にエアコンを導入し、昨年は三日町、今年は松 

島保育園にエアコンを導入しました。残りは、上古田、長田、東みのわと統合が予定さ 

れている木下北、南保育園です。エアコンの導入については、年次計画としていました 

が、来年度以降前倒しで導入をしていくことも考えていく必要があると感じています。 

木下北・南保育園の新園舎では、エアコンの導入は予定していませんでしたが、建設時 

期が平成 34 年ごろとなる予定で検討できる期間があるので、リース等で対応ができな 

いか考えていきたいと思います。 

  小中学校は、現在一部の教室を除きエアコンの導入はしていませんが、残っている、 

 普通教室、特別教室、管理室等を足すと 197 室導入する必要があると教育委員会から報 

 告を受けています。一度に全ての教室にエアコンを導入することは難しいので、買い上 

 げにするか、リースにするかといった事や、小中学校は国の補助金が活用できる場合も 

 あるので、補助金が活用できる等も含めて検討していく必要があると思います。しかし、 

 財源的な問題は大きく、残りの全ての教室にエアコンを導入すると２億７千万程度必要 

 との積算もでているので、補助金の活用は必須になってくると思います。 

  なお、７月 25 日に中部学童クラブ（中部小学校）と北部学童クラブ（北小学校）にエ 

 アコンを導入しました。夏休みが始まり多くの子ども達が学童クラブに集まるので、緊 

 急でしたが対応させていただきました。エアコンの導入については、今後も検討をしな 

 がら進めていきたいと思います。 

  

次回 ８月 23 日（木）11 時 00 分 203会議室  



 

 

定例記者懇談会次第 

 

平成 30年７月 25日（水） 午前１時 30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 

  ・（9/8）みのわナイトラン＆ウォーク（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

 

 

 

・活動量計読み取り事業、（8/1）楽脳フィットネスについて 

（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

 

  ・西日本豪雨災害について 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

 

次回開催日程  ８月 23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 問い合わせ先

9:30～12：00 一日子ども図書館職員 町図書館 図書館 79-6950

14:00～15:30 みのわ健康アカデミー公開・体験講座（楽脳フィットネス） 地域交流センター　研修室1・2 健康推進課 内　130

2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

3日 金 9:00～12：00 勾玉作り体験 町郷土博物館 博物館 79-4860

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 (2回目) 番場原公園・上古田Ｇ・沢Ｇ 文化スポーツ課 70-6601

終日 江戸川ワイルドキャンプ（8/3-8/5） ながた自然公園・沢川 産業振興課 内　166

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

長野県知事選挙投票日 選挙管理委員会 内　105

にこりこわんSAKA！マルシェ　にて　おでかけキッチン にこりこ前駐車場 産業振興課 内165

6日 月

7日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング⑦ 保健センター 子ども未来課 79-0007

19:00～20：30 ハッピーサポートみのわ町内説明会 箕輪町地域交流センター 企画振興課 内　233

8日 水 9:00～16:00 夏休み子ども寺子屋教室 箕輪町地域交流センター 公民館 70-2178

18:30～19:30 〈初開催〉　怪談おはなし会 町図書館なごみ～な 図書館 79-6950

9日 木 9:00～16:00 夏休み子ども寺子屋教室 箕輪町地域交流センター 公民館 70-2178

10日 金

6:30～8:00 屋外体育施設周辺ボランティア草刈り 屋外体育移設周辺 文化スポーツ課 70-6601

9:00～12：00 水辺の生き物観察会 博物館周辺 博物館 79-4860

12日 日

13日 月

14日 火 6:00～16:00 第64回町民野球大会 番場原運動場 文化スポーツ課 70-6601

13：30～ 平成30年度成人式 文化センター 文化スポーツ課 70-6602

成人式　選挙啓発活動 文化センター 明推協 内　104

16日 木

17日 金

18日 土 9:00～正午 〈初開催〉　ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞin萱野高原 萱野高原 商工観光推進室 内　158

19日 日 第13回箕輪町民ゴルフ大会 伊那国際ゴルフクラブ 公民館 79-2178

20日 月

21日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング⑧ 保健センター 子ども未来課 79-0007

22日 水 13：00～ 郡行政相談員研修 箕輪ダム、ながた荘ほか 総務課 内　105

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

14:00～15:30 校長会 文化センター 学校教育課 70-6603

24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

25日 土 17：00～ 第21回日本の太鼓inみのわ 文化センター　ホール 文化スポーツ課 70-6602

26日 日 11：00～予定 おでかけキッチン・〈初開催〉　交流菜園収穫祭 ぷらプラ 産業振興課 内　166

27日 月

28日 火

29日 水 15:00～ 教育委員会定例会 文化センター 学校教育課 70-6603

30日 木

31日 金

15日 水

23日 木

4日 土

11日 土

1日 水

平成30年8月行事予定表（町主催） 2018/7/24

5日 日



日付 曜日 時　間 内　容 場　所 主催者 問合せ先 対象

1日 水

2日 木

3日 金

寺子屋（小学生対象） 松島分館

「夏休み寺子屋教室」万灯づくり、野外レクレーション 下古田分館

第２回山野作業 木下区

8：30～10：30 わんさかマルシェ(直売朝市)　おでかけキッチン 直売所にこりこ みのわ振興公社 70-6858

6日 月 夏休み寺子屋教室 沢公民館 沢区

夏休み寺子屋教室 沢公民館 沢区

13：30～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 地域交流センター 町・区長会 内　105

8日 水

9日 木

10日 金

11日 土

12日 日

13日 月 迎え万灯 下古田分館

沢区民納涼祭 沢公民館 沢区

区民納涼祭 大出コミュニティーセンター 大出区

区民納涼祭 福与区

出前講座 八乙女グラウンド 八乙女分館

納涼祭 八乙女グラウンド 八乙女分館

花火、まんど振り 八乙女グラウンド 八乙女児童会

盆行事　常会対抗　ソフトボール・マレットゴルフ 富田分館

区夏祭り 松島分館

お盆の行事・まんど振り他 長岡分館

送り万灯 下古田分館

17日 金

18日 土 伊那谷サマースクールin みのわ（～19日）　箕輪町後援 木下公民館ほか 一社Unicul LaboratoryØ

区民マレットゴルフ大会 下古田分館

第２回山野作業（予備日） 木下区

20日 月 駅伝練習開始 松島分館

21日 火

22日 水

23日 木

24日 金

25日 土

26日 日 駅伝大会実行委員会 福与区

27日 月

28日 火

29日 水

30日 木

31日 金

日19日

2018/7/24平成30年8月行事予定表（町以外の主催）

15日 水

木16日

14日 火

5日 日

4日 土

7日 火
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事務局 ： 箕輪町教育委員会 文化スポーツ課 TEL．0265-70-6601 
〒399-4601  長野県上伊那郡箕輪町中箕輪10291

お問い合わせ先

【主 催】 箕輪町・箕輪町教育委員会
【企画・運営】 箕輪町教育委員会 文化スポーツ課
【共 催】 天竜健康ウォーク実行委員会・箕輪町スポーツ推進委員会
【後 援】 国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所・箕輪町商工会・箕輪町観光協会
 ㈱みのわ振興公社・箕輪町公民館・みのわ新聞社・信濃毎日新聞社・長野日報社・伊那ケーブルテレビジョン㈱
【協 力】 ㈱マルエー・㈲井口モータース・KOA㈱・㈱キョウデン・シキボウ㈱・㈱伸和精工・中村製作所㈱伊那工場・㈲向山製作所

みのわ
ナイトラン＆ウォーク
2018

9/8雨天決行
※荒天の場合は中止

土

スタート・ゴール会場 ： みのわ天竜公園
受付 ： 16：40～17：40
オープニングセレモニー ： 17：50～／準備体操 ： 18：00～
◆ロングコース（約8.8㎞）： 18：15 スタート
 福与地区から町の夜景を楽しんでいただきながら行くアップダウンの多いコース
◆ショートコース（約5.2㎞）： 18：35 スタート
 夜の天竜川の川辺の自然とペットボタルの幻想的な光を楽しみながら辿る平坦なコース
終了予定 ： 21：00
★メイン会場のみのわ天竜公園では、フードコートやステージイベント・抽選会で楽しもう。

長野県

箕輪町
MINOWA TOWN

スポーツ振興くじ助成事業



参加者には
サイリウムライト
プレゼント

2018みのわナイトラン＆ウォークの募集要項

2018 みのわナイトラン＆ウォーク参加申込書

【参加資格】 ● 年齢、性別等問いません。
  ● 交通法規を厳守し、マナー等を守り、イベント参加を楽しんでいただける

方。ただし、小中学生以下は保護者同伴とさせていただきます。
  ● 参加者は、各自の責任において健康診断を受けるなど、健康管理に注意し

てください。
【募集期間】 ７月26日（木）～８月23日（木）
【募集定員】 ショートコース 3００人／ロングコース 2００人
  ※順位やタイムを競うものではありません。また、走っても歩いても自由です。
  　自分のペースに合わせて参加してください。
【参 加 費】 ５００円 ※小学生未満は無料
【申込方法】 ● ホームページ「みのわナイトラン＆ウォーク」 アドレス
   http://nightrun-minowa.comを通じてお申し込み
   ください（手数料については参加者の負担）。
  ● または、箕輪町教育委員会事務局へ以下の参加申込書をご持参

いただくか、FAX（0265-79-6368）でお申し込みください。
【持 ち 物】 ● 参加登録証・水筒・雨具・健康保険証のコピーなど。
  ● 懐中電灯、サイリウムライト等お持ちの方はご持参ください。

【天　　候】 雨もまた自然です。荒天以外は決行いたします。天候不順等の場合の開催の有無に
ついては、当イベントホームページでご確認ください。

  大会申し込みに際して、参加者は下記の留意事項並びに大会要項を確認同意の上、
お申し込みください。

  ● 当日、受付時のゼッケンを付けてご参加ください。コース途中の各エイドステー
ション、ゴールで必ずチェックを受けてください。行方不明のおそれがある場合は、
捜索を行わなければいけませんので、絶対に無断でコースを外れないでください。

  ● 交通法規を厳守し事故防止に努めましょう。
  ● 貴重品・手荷物は各自の責任で保管してください。
  ● 全ての登録参加者について万一事故が発生した場合、主催者は傷害保険に加入し

ている範囲内及び応急処置以外の責任は負えませんのでご了承ください。
  ● 自然災害や事件、事故など、大会の運営に危険が予想される場合等、主催者の判

断によりイベントを中止する場合があります。この場合は、参加費の返金はできま
せんので、ご了承ください。

  ● 大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・ラジオ
等への肖像権等は主催者に帰属します。

  ● 個人情報の取り扱いについては、本イベントの運営、参加者情報の管理等にのみ
利用いたします。

【留意事項】
     及び
【免責の範囲】

【申込日】
平成30年　 　　月　　 　日

〈フリガナ〉 〒　　　- TEL.　    （　  　） どらかに○をつけてください

ショート  ・  ロング

ショート  ・  ロング

ショート  ・  ロング

ショート  ・  ロング

ショート  ・  ロング

〒　　　-

ご住所 希望コース

（携帯）      -　       -

（携帯）      -　       -

（携帯）      -　       -

（携帯）      -　       -

（携帯）      -　       -

連絡先

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

〒　　　-

〒　　　-

〒　　　-

キ　リ　ト　リ

年齢お名前

代
表
者

5人以上申し込みの場合は複写してご記入ください。

Course
map
コースマップ

        みのわ
ナイトラン＆ウォーク

2018

至伊那 IC

至伊那

松島東町

松島

箕輪町
役場入口

伊那プリンス
ホテル

向山製作所
駐車場

箕輪町
交番入口

飯田線

三州街道至伊北 IC

至辰野

天竜川

伊那松島

※駐車場内における事故や盗
難につきましては、主催者と
して対応いたしかねますので
ご了承ください。

十沢橋東

長岡入口

駐車場のご案内

153

みのわ
天竜公園

中村製作所
駐車場

キョウデン
駐車場

伸和精工
駐車場

KOA
駐車場

伸和精工
駐車場



 

 

 

募集要項および出店ルールを十分にご確認ください 
 
 
 
 
 

１ 日  時    ９月８日（土）雨天決行 （※荒天の場合は中止） 

２ 出店時間   １６時３０分から２１時００分（イベント開始から終了まで） 

３ 販売場所   みのわ天竜公園  ※会場内の配置は主催者で決定 

４ 出 店 料   無料 

５ 募集店舗数  ６団体（予定） 

６ 申込方法   裏面の申込書に必要事項を記入の上、事務局までお申込みください。 

※応募者多数の場合、抽選となる場合があります。 

７ 締め切り    ８月１７日（金）１７時必着 

 
 
 

１ 販売品、他の出店者との兼ね合いなどを事前に確認し、主催者で配置を決定します。 

出店区画の変更はできません。なお、照明器具、調理器具、テントの貸出しはできませんので、各自で

用意してください。 

また、水を使用する場合、ポリタンク等で持参するか、公園内の水道でポリタンク等に汲んでください。電

源は取ることができますので、使用する器具の電気容量を申込書でお知らせください。 

 

２ 法令に抵触するものなど、来場者及び他の出店者とのトラブルや苦情のおそれのある商品の出品は禁

止します。なお、出店申込書に記載された以外の物を販売することはできません。また、販売に許認可

を要するものがある場合、申込み時に確認しますので、許可証のコピーを提出してください。 

 

３ 車両の乗り入れおよび出店準備は、１６時００分までに完了させてください。 

  なお、１６時２０分から２１時３０分の間は、販売等に使用する車両以外の乗り入れは禁止です。 

 

４ 出店時間内は営業をお願いします。（１６時３０分から２１時００分） 

 

５ 火気の使用には十分ご注意ください。 

 

６ 当日の片付け作業には必ず出席してください。 

出店される皆さん全員で会場清掃をお願いします。 

 

７ 出店は自己責任でお願いします。 

出店および販売品に関する事故およびトラブルについて、一切責任を負いかねます。 

 

以上の記載内容違反および主催者の指導無視などの行為が確認された場合は、次回からの出店を

認めません。 

 



みのわナイトラン＆ウォーク  出店申込書 
 

必要な事項について全て記入してください。記入のない場合は出店を受け付けられません。 

 ●添付書類：食品営業許可指令書等の写し（許認可が必要なメニューに該当する場合） 

出 店 名  

住  所  

出店責任者名 

住 所 

                  携帯番号（     ）      － 

                    ※当日、連絡可能なもの 

〒 

 

取扱品目       

 飲食・食品営業の場合 

 許可業種  

 許可番号  

 
酒類の 

販売 
あり ・ なし 

※調理を伴う食品を複数取り扱う場合 

①取り扱い品目ごとに許可が必要です（１許可で１品目）。 

②それぞれに調理器具（鉄板等）を分ける必要があります。 

出店の大きさ 
テント 縦    ｍ ・ 横    ｍ 

キッチンカーで出店 縦    ｍ ・ 横    ｍ 

電気容量       使用器具名                 容量     Ｗ （照明は除く) 

水 の 使 用 あり  ・  なし  

 出店に関するルールを遵守し、申込みます。 

 

 平成３０年   月   日    氏 名               印 

 

＜申込書提出・お問合せ先＞ 

箕輪町教育委員会 文化スポーツ課 

〒３９９－４６０１ 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９１ 

TEL 7０ー６６０１  FAX ７９ー６３６８ 

メール shougai@town.minowa.lg.jp 

※申込書は町ホームページからダウンロードできます 

mailto:shougai@town.minowa.lg.jp


箕輪町活動量計読み取り事業の実施状況について 

箕輪町役場健康推進課 

みのわ健康アカデミー参加者においては、平成 17 年度の開校時より歩数計等を配布

し、ウォーキングに対する意識を高める取り組みを実施してきた。日々の歩数を計測

することにより、日頃の歩数が向上する効果が得られることから、平成 28 年 7 月よ

り、町民及び町内にお勤めの方を対象に、活動量計の販売を開始。併せて、町内公共

施設等に歩数等のデータをプリントアウトすることができる読み取りシステムを配

置する。 

 

1.活動量計の販売状況 

 

平成 28 年度 105 台 

平成 29 年度 117 台 

平成 30 年度（7/11 現在） 48 台 

合計 270 台 

※活動量計読み取りシステムは、過去にみのわ健康アカデミー受講者が使用していた歩数計と

も互換性があるため、システム登録者数と販売台数は一致しない。 

 

 

2.活動量計読み取りシステム登録者数及びの年代分析 

○システム登録者数 471 人（うち 174 人については歩数計のため、年齢等の情報なし） 

 

 
 



 

3.活動量計読み取りシステム利用実績について 

 

平成 29 年 12 月より、ながたの湯玄関にもシステムを設置。また同時にげんきセンタ

ー南部においては、利用者自身がプリントアウトできるシステムへ更新。 

 

 
 
 

 


















