
７月記者懇談会 

 

令和元年７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） 

・（８/31）夏の高原サイクルイベント 

             （商工観光推進室 観光係） 

 夏の萱野高原で爽やかな風を感じながらサイクリングを

楽しむイベントを今年も開催します。ゲストガイドと走る

体験ツアーや萱野高原コースの走行会が行われます。また、

メイン会場では、サイクルスタンドのお披露目やキッチン

カーによる飲食の販売等が行われます。事前申込みが必要

で、８月 20 日（火）締め切りです。 

 

・（８/31）第 22 回日本の太鼓 in みのわ 

          （文化スポーツ課 生涯学習係） 

 毎年恒例の日本の太鼓 in みのわが今年も町文化センター

で開催されます。今年 40 周年を迎えるみのわ太鼓保存会を

はじめ、県内の太鼓の団体が迫力ある演奏を披露します。

全席指定で、入場券を 8 月１日（木）午前 10 時から町文化

センターで配布します。 

 

・町長への手紙、まちづくり地区懇談会について（企画振興課 まちづくり政策係） 

〈町長への手紙〉 

 町政に関する意見や提案等を町民の皆さんから広く聴き、町政に反映させるとともに、

寄せられた意見をデータベース化し情報共有を図り政策の立案や改善につなげ、職員の政

策形成能力の向上等につなげるための「町長への手紙」を今回初めて実施します。全戸配

布や公共施設への設置したチラシ、また、ホームページやメール等で提案を受け付けます。

原則全件回答する予定です。 

出席者：信濃毎日新聞、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 

 住民満足度を上げるという問題は、なかなか難しいところがありますが、広聴の取組み

を増やすことが１つの方策だと思っております。その１つとして今回初めて、町長への手

紙を実施します。要望や提案のたらい回しは、最近は無くなってきていると思いますが、

その場しのぎになったり、問題が先送りになってしまったりといったケースが無いわけで

はなく、こういったことが、町民の行政参加を遅らせてしまう原因になっていると思いま

す。そのため、今回のような取組みを重ね、町民の皆さんが行政へ参加をし、回答をもら

うことで、納得感をえられることにつながればと思っています。満足度を上げることとも

う１つ、必ず回答をさせることで職員の政策形成能力を高めることにつながると思ってい

ます。苦情ばかりと思うのではなく、問題の本質を見極めるといったことを考えてほしい

と思っています。 

 

記者）チラシは、広報紙に折り込んでいる以外にはどこで入手できるか。また、意見の回 

答方法は。 

  ⇒チラシについては、町公共施設（文化センターや図書館等）や大型店、公民館等に 

設置します。また、回答方法については、基本的に郵便できたものは郵便で、メー 

ルについてはメールで回答します。 

 

〈まちづくり地区懇談会〉 

 別紙資料の日程で、各区においてまちづくり地区懇談会を開催します。各地区の課題や

住民からの意見、提案等を広く聴くことにより町政運営に反映すること目的に実施します。 

 

・みのわファンクラブアプリについて（みのわの魅力発信室 広報・交流推進係） 

 みのわファンクラブのアプリ版を構築しています。会員証がデジタル化され、協力店舗

で受けられるサービスのクーポン配信や来店時のスタンプ機能がご利用いただけます。ま

た、初回アプリインストール特典としてオリジナル QUO カードもプレゼントします。アプ

リの公開は８月 15 日です。 

 

町長コメント 

 伊那弥生ヶ丘高校の野球部の頑張りには、上伊那地域とすれば嬉しいニュースでありま

した。同様に、箕輪中学校の生徒の皆さんも、女子バスケット部を中心に頑張ってくれて

いて、８月の北信越大会に向けて、町長応接室に入りきらないくらいの生徒が報告にきて

くれて、頑張ってほしいと思いました。町民の皆さんが元気をいただけるので、活躍を期

待しています。 

 

 

 



「にこやか号について」 

 買い物弱者対策として、（有）泰成運輸さんに運営していただいていた「にこやか号」が

休止をして時間が経ちます。今後の在り方について検討を進めてきましたが、再開につい

ては、泰成運輸さんとしては断念するという結論となりました。町としてもこの問題につ

いて、泰成運輸さんのにこやか号を使用して引き続き実施することは難しいという判断に

至りました。ですが、買い物弱者や通院の問題、高齢者の免許返納とその後の対応など、

今後も検討が必要になってきます。 

今回新たな施策に踏み切れなかった理由として、本当に困っている買い物弱者を民生委

員さんに調べてもらったところ、50 数人だったという結果があります。この数字を商業ベ

ースで考えた時、施策を進めるには非常に難しいという判断になりました。町内の業者さ

んやスーパーで対応ができないか打診もしましたが、当町の現在の状況だと難しいという

ことや単独で行うことは厳しいという結論に至りました。今後は、違った方法で施策を進

めるかターゲットを絞った方法を行うのか、福祉施策としての意味合いで考えるのか等、

もう少し議論を行い、当初予算になんらかの形で反映したいと思います。いずれにしても、

自動車という手段が無く、買い物に行けないという方がいるということは事実なので、こ

うした皆さんに対する対応をできるだけ早期に実施していきたいと思います。 

 にこやか号の車両をどうするかという課題もあり、所有としては泰成運輸さんの持ち物

になりますが、国や町の補助金を使用して購入した経緯がありますので、町が買い上げる

ということも考えています。議会とも相談して、どういった方法があるか検討していきた

いと思います。耐用年数もあり、まだまだ長く活用できそうなので、様々な活用方法も考

えられますので、検討をさせていただきたいと思います。 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和元年７月 25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 

・（8/31）夏の高原サイクルイベント（商工観光推進室 観光係） 
 
 
 
 

・（8/31）第 22回日本の太鼓 inみのわ（文化スポーツ課 生涯学習係） 

 

 

 

 
・町長への手紙、地区懇談会について（企画振興課 まちづくり政策係） 
 
 
 
 
・みのわファンクラブアプリについて（みのわの魅力発信室 広報・交流推進係） 

 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  ８月 23日（金）午後１時 30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 木 9:00～12:00 勾玉作り体験会 博物館 博物館 79-4860

2日 金 9:00～12:00 勾玉作り体験会 博物館 博物館 79-4860

10:30～11:30 おはなしこんにちは 図書館（世代間交流室なごみ～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

11:00～13:00
第３回　みのわキッチン（第２G)
（地域おこし協力隊　三浦隊員事業）

文化センター和室 産業振興課 内165

11:00～13:00
第３回　みのわキッチン（第１G)
（地域おこし協力隊　三浦隊員事業）

文化センター和室 産業振興課 内165

11:30～14:30 楽園信州移住相談会 東京交通会館 U・Iターン推進係 内232

5日 月 伊那谷サマースクール2019inみのわ（町後援事業） 産業支援センターみのわ (主催）Unicul Laboratory 内233

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

伊那谷サマースクール2019inみのわ（町後援事業） 産業支援センターみのわ (主催）Unicul Laboratory 内233

寺子屋教室 沢公民館

18:30～20:00 怪談イベント 図書館 図書館 79-6950

13:30～ 連絡事務嘱託員長会 ２階大会議室 総務課 内106

15:00～ 区長会 大会議室 区長会 内105・106

寺子屋教室 沢公民館

8日 木

9日 金 10:10～11:30 ふれ愛あそび なごみ～な 子育て支援センター 71-1560

9:00～12:00 高原の昆虫観察会 萱野高原 博物館 79-4860

13:00～15:30
〈新規〉３週連続　サイクルスタンドワークショップ
(上伊那北部）

文化センター 商工観光推進室 内157

11日 日 12:00～ 還暦祝賀会 伊那プリンスホテル 実行委員会（事務局：公民館） 79-2178

12日 月

13日 火 13:00～16:00 伊那・箕輪・南箕輪空き家の総合相談会 伊那図書館 U・Iターン推進係 内232

6:00～17:00 町民野球大会 番場原第１・第２運動場 文化スポーツ課 70-6601

納涼祭 沢公民館 沢区 79-2141

13:30～ 箕輪町成人式（開場：12:45） 文化センター　ホール 文化スポーツ課 70-6602

成人式者　選挙啓発（模擬投票） 文化センター　 選挙管理委員会 内104

16日 金

17日 土

18日 日 町民ゴルフ大会 伊那国際ゴルフクラブ 実行委員会（事務局：公民館） 79-2178

19日 月 8:45～12:30 子ども夏まつり 文化センター、地域交流センター 公民館 79-2178

20日 火
14:00～15:30
15：00

ペアレントトレーニング⑧
女性活躍井戸端会議

保健センター
大会議室

子ども未来課
企画振興課

79-0007
内233

21日 水

22日 木 10:30～11:00 おはなしくまさん 図書館（世代間交流室なごみ～な） 図書館 79-6950

23日 金 15:00～17:30
〈新規〉U・Iターン応援補助金説明ブース設置
（BEER FES内）

交流センター前 U・Iターン推進係 内232

24日 土 8:00～10:00 第6回　交流菜園（秋野菜種まき・収穫祭） 長田菜園 産業振興課 内165

25日 日

26日 月

27日 火

28日 水

29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 子育て支援センター 71-1560

30日 金

11:00～14:00 〈新規〉第３回　みそ部（枝豆収穫祭） 上古田圃場 産業振興課 内165

15:00～18:00 第22回日本の太鼓ｉｎみのわ 文化センター 文化スポーツ課 内111

9:00～12:00 さわやかな緑の風を切るサイクルイベント 萱野高原 商工観光推進室 内157

令和元年8月行事予定表 2019/7/24

3日 土

4日 日

6日 火

7日 水

10日 土

14日 水

15日 木

31日 土



参加費 サイクリング　1000円

レンタルバイク・ヘルメット
要予約　2000円 /台

サイクルスタンド

メイン会場

EVENT

チェリー号
ドリンク・アイス・かき氷

いいあんじょい（宮田村）
手作り窯焼きピザ

CYCLE
in KAYANO
夏の高原サイクル

in 萱野高原

31 SA
T8/

受付　8:00開始 9:00

キッチンカー クラフトワークショップ

サイクルスタンド
ワークショップで作られた

歓迎の意
思表示
立ち寄り

やすい目
印

イベントお披露目 !!
「サイクルスタンド」

ぶどうつるを使った笛つくり

自然の素材を使ったクラフトづくり

工房　渓の奏

箕輪町地域おこし協力隊
五十嵐隊員による

たにのメロディー

萱野高
原へ

出かけ
よう！

サイクリング

CYCLING
初心者・中級者向け

自由に走行者向け

萱野高原コース 走行会

ゲストガイドと走ろう！
萱野高原 体験ツアー

1

2

定員
30名

当日
受付可

どちらか好きなサイクリングを選べます！

サイクリング以外でも
楽しめるイベントあります！

電動アシストつきの

スポーツ自転車

体感して下さい!!

試乗会

※中学生以上対象

長野県地域発元気づくり支援金活用事業

マウンテンEバイク & クロスEバイク
【スポーツ電動アシスト付自転車】



キッチンカー「チェリー号」

いいあんじょい（宮田村）

窯焼きピザ

ドリンク (コーヒー・ジュース）
アイスクリーム、かき氷

CYCLE in KAYANO
夏の高原サイクル

ぶどうつるを使った
笛つくり

自然の素材を使ったクラフトづくり

工房　渓の奏

箕輪町地域おこし協力隊 五十嵐隊員

たにのメロディー

サイクルスタンド

EAT&DRINK

クラフトワークショップ

0265-79-3111（内線１５７）
箕輪町観光協会 (箕輪町役場　商工観光推進室内 )

Fax : 0265-79-0230
Mail : kankou@town.minowa.lg.jp

萱野高原から林道（未舗装路）を往復する
２コース（６㎞、14kｍ）を設定。
時間内に自由に走れます。

ゲストガイドの小口良平さんら
スタッフが萱野高原のコースを
ご案内。

初心者・中級者向け

ゲストガイドと走ろう！
萱野高原 体験ツアー

1 自由に走行者向け

萱野高原コース 走行会2

EVENT

CYCLING

サイクルスタンドワークショップで作られた

お申し込み
お問合せ

ＭＴＢお持ちの方対象

クラフトワーク
ショップのみの

参加もできます
！

作った作品は持ち帰れます

参加費：無料

参加費：5０0円
（材料代）

代表者

参加者

参加する
イベント番号に
○をつけてください。

氏名

氏名 氏名 氏名

住所

TEL男・女

男・女

（　　　才）

（　　　才）
男・女

（　　　才）
男・女

（　　　才）
A

クラフトワークショップ

体験ツアー
走行会

A･B参加の方　
レンタルしますか？B

C

A･B参加の方　
レンタルしますか？

A･B参加の方　
レンタルしますか？

A

クラフトワークショップ

体験ツアー
走行会B

C

A

クラフトワークショップ

体験ツアー
走行会B

Cレンタル希望の方は
　  にチェックを入れてください。

申し込み締め切り8/20
火曜日

マウンテンEバイク & クロスEバイク
試乗会 【スポーツ電動アシスト付自転車】

イベントお披露目！！

立ち寄りやすい目印 歓迎の意思表示

「サイクルスタンド」









2019.7.25_定例記者懇談会資料 

 

「町長への手紙」について 

 

１ 目的 

町民の町政に関する意見、提案等を広く聴くことにより町政運営に反映するとともに、寄せ

られた意見をデータベース化し、情報共有を図ることで政策の立案、改善につなげ、職員の政

策形成能力の向上ならびに住民満足度の向上を図ることを目的とします。 

 

２ 提言内容 

  ・町の事業等の改善に関するもの 

  ・住民サービスの向上に関するもの 

  ・町の行政運営に関するものであって、かつ、不特定多数の町民に利益があるもの 

  ・その他、町政に関するもの全般 

 

３ 提案方法 

  専用はがき（別紙）、郵送、持参、ホームページ（ながの電子申請）、ＦＡＸ、電子メール 

 

４ 募集期間 

  提案集中月間を８月としますが、年間を通じて受付けます。 

 

５ 募集の周知   

  町ホームページに「町長への手紙」のページを設けます。 

チラシ（別紙）を広報みのわ「みのわの実」８月号とともに全戸配布するとともに、町内主要

公共施設、大型店等に設置します。 

 

６ 回答   

  特別な場合（匿名での提案や誹謗、中傷等）を除き原則回答します。 

 

７ 公表   

  提案件数や公開の同意が得られたもののうち主な提案内容について広報、ホームページに掲載

します。 

 

 

 

箕輪町役場 企画振興課 

担 当：小笠原・笠原 

電 話：0265-79-3111 （内線 113） 

ＦＡＸ：0265-79-0230 







2019.7.25_定例記者懇談会資料 

「まちづくり地区懇談会」について 

１ 目的 

町民の町政への理解促進と、各地区が有する課題の調査ならびに町民からの意見、提案等を

広く聴くことにより町政運営に反映することを目的とします。 

 

２ これまでの実施状況 

年度 開催地区 参加者数 

平成 27 年度 全１５区 531人 

平成 28 年度 全１５区 457人 

平成 29 年度 小学校区（北小・西小・南小・東小）、松島区、木下区、中原区  173人 

平成 30 年度 町長選のため未実施 

 

３ 内容（全体で１時間３０分程度） 

   （１）町長・区長挨拶（約１０分） 

   （２）町政報告・区の将来像説明（約１５分） 

   （３）質疑・懇談（約１時間） 

 

４ 町側出席者 

  町長、副町長、課長または課長補佐３人、区地域支援スタッフ１人、企画振興課職員１人 

 

５ 開催日時及び会場（日程順） 

区名 日  程 会  場 

大出 ８月２８日（水） 18：30 大出コミュニティセンター 

三日町 ８月２９日（木） 19：00 三日町公民館 

福与 ８月３０日（金） 19：00 福与公民館 

富田 ９月１２日（木） 19：30 富田公民館 

南小河内 ９月１３日（金） 19：00 南小河内公民館 

長岡 ９月１８日（水） 19：00 長岡公民館 

北小河内 ９月２１日（土） 19：00 北小河内公民館 

中曽根 ９月２５日（水） 19：00 中曽根公民館 

中原 ９月２６日（木） 19：00 中原公民館 

沢 ９月２８日（土） 19：00 沢公民館 

八乙女 １０月 ３日（木） 19：00 北西部多目的センター 

松島 １０月 ８日（火） 19：00 松島コミュニティセンター 

下古田 １０月１６日（水） 19：00 下古田公民館 

木下 １０月１７日（木） 18：30 木下公民館 

上古田 １０月２３日（水） 19：00 上古田公民館 

 

 箕輪町役場 企画振興課 

担 当：小笠原・笠原 

電 話：0265-79-3111 （内線 113） 

ＦＡＸ：0265-79-0230 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年からはじまった 

「みのわファンクラブ」が 

スマホアプリでも利用可能に 

～ポイントが貯まりやすくなりました！～ 

８月 15日以降にダウンロードできます 

会員の方には町からイベント情報などを提供 
・町内にお住まいの方 

・町から離れてお住まいの方 

・箕輪町をＰＲしてくれる方 

・箕輪町によく観光に来られる方 など どなたでも 

 

会員登録いただいた方先着 300名様に、

初回アプリインストール特典として 

「オリジナルQUOカード（500円分）」 

プレゼント！ 

皆さんこの機会に会員登録を！ 

会場でも 

案内あり 



みのわファンクラブって？ 
 

箕輪町の観光地や特産品の魅力を知ってもらい、一緒に箕輪町を PR してく

れる、みのわの“FAN”を増やしたい！というファンクラブです。 

ぜひ、会員になって一緒に箕輪町を盛り上げましょう！ 

入会金・年会費 無料  ※すでに会員となっている方はアプリ版に移行できます。 

ファンクラブＨＰ：http://www.town.minowa.lg.jp/kikaku/fanclub.html 

          （又は「みのわファンクラブ」で検索） 

 

会員になると 特 典 が受けられます！ 
 

 

     協力店舗からお得なサービスをプレゼント 
 

町内の協力店舗でクーポンを提示するとお得なサービスが受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ポイントが貯まると町からプレゼント 
 

加算されたスタンプ数に応じて箕輪町の特産品等をプレゼントします。 

・お友達紹介であなたとお友達の両方にスタンプ付与 
アプリのお友達紹介機能で、紹介したお友達が会員になってくれた場合 

・町内の協力店舗利用でスタンプ付与 

 

 

              ５０ポイント……箕輪町特産品 ３千円相当 

             １００ポイント……箕輪町特産品 ５千円相当 

             １５０ポイント……選べるプレゼント 
 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

【問い合わせ先】 箕輪町役場 企画振興課 みのわの魅力発信室 

           電話：0265-79-3111（内線 235） ファックス：0265-79-0230 

           E-mail：miryoku@town.minowa.lg.jp 

町外にお住まいの方のみを対象とす

るサービスもあります。 

町内の 20 店舗（施設） 

で利用可能 

今後も協力店舗を 

増やしていきます！ 


