
９月記者懇談会

平成 30年９月 25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）

・（10/6～21）フェンシング全国大会等について（文化スポーツ課 スポーツ振興係）

10月に３つの全国大会が開催されます。カデについては過去最高、ジュニアともみじカ

ップについても昨年と比べて参加者が増えています。10月７日には、もみじマーケットも

開催され、今年は松本山雅 FCのイベントも開催されます。

・開運！なんでも鑑定団について（文化スポーツ課 生涯学習係）

平成31年２月３日に番組の公開収録が行われます。これに伴い、お宝の募集と観覧募集

を開始します。お宝については、平成 30年 11月 20日、観覧は11月 30日が申し込み締

め切りです。チラシや町ＨＰから、ご応募ください。

記者）お宝、観覧とも町内外問わずの募集か。

→町内外問わず募集します。

・（9/29～）みのわファンクラブについて（企画振興課 みのわの魅力発信室）

主に町外の個人の方を対象とした、みのわファンクラブ

を9月 29日から開始します。箕輪町の魅力を知ってもら

い、一緒に箕輪町をＰＲしてくれる会員を募集します。

会員になると、町内の加盟店でお得なサービスが受けられ

たり、オリジナル名刺がプレゼントされる等の特典が受け

られます。入会申し込みは、申込書付きのチラシと町ＨＰ

から行えます。

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



記者）加盟店の一覧みたいなものはあるのか。

→町ＨＰのファンクラブページに一覧を掲載します。また、加盟店には、ファンクラ

ブ加盟店のステッカーを貼っていただくようにします。

記者）会員証や名刺の有効期限はあるか。

→有効期限は設けていません。

・オリジナルナンバープレート結果報告（企画振興課 みのわの魅力発信室）

8月24日から9月14日まで投票を行っていた、

オリジナルナンバープレートのデザインが集計の

結果No.１のもみじのデザインに決まりました。総

投票数 2,322 票うちNo.1 への投票は 1,660 票で

した。白色プレート200枚、緑色プレート100枚

を作成。既にプレートを交付されている方も無料で

オリジナルナンバープレートへ交換が可能です。

（番号の指定はできません）

記者）交付開始はいつからか。

→平成30年 11月下旬を予定しています。受付予約等は実施しません。

・ほどほどの田舎交流ツアーについて（企画振興課 みのわの魅力発信室）

昨年も実施したツアーを今年も平成30年 11月 3日に開催します。昨年の参加者からの

意見を踏まえ、空き家見学と先輩移住者さんとの交流会をツアー内容に追加し、箕輪町で

暮らすイメージを具体的に持ってもらうこと目的に開催します。定員は先着15人で、申込

締切は10月 21日です。

町長コメント

小児科医院の建設について

町内に新たに小児科医院が建設されます。今年の 3月まで伊那中央病院の小児科部長を

されていた藪原 明彦先生が、三日町に小児科の診療所を開院されます。上伊那北部では

生協病院に小児科がありますが、小児科専門医が開業している医院はありません。そのた

め、子育て中のお母さん、発達障がいやアレルギーをお持ちのお子さん、また、予防接種

など、専門の先生に開院していただけるということで、町としても大変ありがたく思って

います。平成 31年 4月に開院の予定です。



工場の新設について

岡谷市にありますマルヤス機会株式会社さんが、町内に大きな工場を設置することが決

まってまいりまして、これから契約等進められていきますが、景観に非常に影響があると

いうことで、景観審議会にこの件が提出されました。マルヤス機会（株）さんは、約20,000

㎡くらいの土地に、新たに搬送機器等を製作する工場を移転したいということです。当町

は、立地をするために町で持っている土地はないので、紹介をしていくという形をとって

います。今回の件については、工場等設置事業補助金の対象になりますが、面積が大きい

ということで来年度以降の予算措置をしていきたいと思っております。ものづくりの企業

が、新たに入ってくると言うところで嬉しく思っております。

記者）マルヤス機械との契約はいつになるか。

→10月になると予定しています。

次回 10月 25日（木）午前10時 00分 203会議室



定例記者懇談会次第

平成 30 年９月 25 日（火） 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

・（10/6～21）フェンシング全国大会等について（文化スポーツ課 スポーツ振興係）

・開運！なんでも鑑定団について（文化スポーツ課 生涯学習係）

・（9/29～）みのわファンクラブについて（企画振興課 みのわの魅力発信室）

・オリジナルナンバープレート結果報告（企画振興課 みのわ魅力発信室）

・ほどほどの田舎交流ツアーについて（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 10 月 25 日（木）午前 10 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 月

9:30～11:00 校長会 文化センター 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

3日 水 13:30～14：30 脳トレらくらく体操教室⑤ 町民武道館 文化スポーツ課 70-6601

4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

5日 金

9：30～12：00 梨オーナー収穫祭 選果場～町内各園 産業振興課 内166

13：00～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

13：00～ 第11回全国カデ・エペフェンシング選手権大会（1日目） 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

9：00～ 第11回全国カデ・エペフェンシング選手権大会（2日目） 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

14：00～ 第6回全国ジュニア・エペフェンシング選手権大会（1日目） 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

突撃！田舎にお嫁にきませんか 東京交通会館 企画振興課 内233

天竜健康ウォーク 天竜公園 文化スポーツ課 70-6601

8日 月 9：00～ 第6回全国ジュニア・エペフェンシング選手権大会（2日目） 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

9日 火

13:30～14：30 脳トレらくらく体操教室⑥ 町民武道館 文化スポーツ課 70-6601

13:00～15:30 朗読講座 交流センター交流室1.2 図書館 79-6950

17:30～ アイディアレシピコンテスト二次審査 保健センター 健康推進課 内138

11日 木

12日 金

10：00～12：00 りんごオーナー名入れ会 選果場～町内各園 産業振興課 内166

9:00～17：00
特別展「わしらのおごっつぉ～伝えたい郷土の行事食～」
（11/11まで）

郷土博物館 博物館 79-4860

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

8:00～ 第８回町民マレットゴルフ大会 ながたマレットゴルフ場 文化スポーツ課 70-6601

13:30～ 親向け婚活セミナー＆結婚相談会 企画振興課 内233

10：00～11：00 特別展展示解説 郷土博物館 博物館 79-4860

15日 月

9：30～11：00 保育園開放「のんたん」 沢、木下北保育園 子ども未来課 内125

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

13:00～15：30 みのわ健康アカデミー交流運動会 町民体育館 健康推進課 内130

10:00～ 箕輪町長選挙立候補事前説明会 役場大会議室 選挙管理委員会 内104・105

17日 水

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

19日 金

13：00～ 第13回みのわもみじカップフェンシング大会（1日目） 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

17：00～20：30 秋の夜長の博物館 郷土博物館 博物館 79-4860

17:00～21：00 もみじ湖ライトアップ開始　～11/11まで 末広広場周辺 商工観光推進室 内158

10：30～11：30 人形劇団オフィスやまいも人形劇公演 町図書館なごみ～な 図書館 79-6950

9：00～ 第13回みのわもみじカップフェンシング大会（2日目） 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

9：30～13：00 〈新規〉男女共同参画事業　第２回イクメンセミナー　料理教室 地域交流センター 企画振興課 内233

22日 月

23日 火

24日 水

25日 木 15:00～ 教育委員会定例会 文化センター 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

〈新規〉大正大学地域実習報告会 産業支援センターみのわ 企画振興課 内233

27日 土

28日 日 10：00～14：00 和装Deインスタ＠もみじ湖 もみじ湖　竹の尾 町観光協会 内157

29日 月

30日 火

31日 水

7日 日

14日 日

10日 水

13日 土

2018/9/25平成30年10月行事予定表（町主催）

6日 土

2日 火

26日 金

21日 日

16日 火

18日 木

20日 土



日付 曜日 時間 内容 場所 主催者 問合せ先 対象

1日 月

2日 火

3日 水

4日 木

5日 金 13：30～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 講堂 町・区 内105

6日 土 長岡神社宵祭 長岡区

長岡神社例大祭 長岡区

秋の大掃除・河川・側溝・汚泥処理 木下区

福与諏訪社禮大祭 福与区

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 おでかけキッチンは未来農戦略係（内線166）

8日 月

9日 火

10日 水

11日 木

12日 金

13日 土

富田区民大運動会 富田分館

松島区民スポーツ大会 松島分館

区民文化祭・敬老会準備会議 福与区

15日 月

16日 火

17日 水

18日 木

19日 金

20日 土 第32回文化祭 沢区公民館

21日 日 第32回文化祭 沢区公民館

22日 月

23日 火 区長会研修視察 京都方面 内105

24日 水 区長会研修視察 京都方面 内105

25日 木

26日 金

27日 土 貸し切り列車の旅（松島区民対象） 松島分館

28日 日 収穫祭＆ハロウイーン 沢区公民館

29日 月

30日 火

31日 水

2018/9/25平成30年10月行事予定表（町主催以外の行事）

14日 日

7日 日



















原付バイク（50cc 以下）
白色プレート

箕輪町 オリジナルナンバープレート

地域おこし協力隊コラボ企画！

No.1 投票数
No.2 投票数
No.3 投票数

1660 票
 204 票
441 票

･･･
･･･
･･･

作成枚数
　原動機付自転車用（50cc）白色プレート 200 枚
　小型特殊用（農耕車）　　緑色プレート 100 枚

交付開始予定
　平成 30 年 11 月下旬

その他
・オリジナルナンバープレートは
　原動機付自転車用 200 枚、
　小型特殊用 100 枚の枚数限定となります。
・デザイン無しの従来品との選択制となります。
・交付済みナンバーと無料で交換することが可能です。
・番号は受付順となります。（番号の指定はできません。）

小型特殊自動車
（トラクターなどの農耕用の車）

緑色プレート

集計の結果No.１のもみじデザインに決まりました。
ご投票いただいた皆様ご協力ありがとうございました。

箕輪町役場
企画振興課
みのわの魅力発信室
0265-79-3111(232)

集計結果

その他　17 票（白票 14 票、疑問票 3票）

総投票数 2322 票･･･

デザイン決定！








