
９月記者懇談会 

 

令和元年９月 24 日 

 午後１時 30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） 

・（10/５）こころの健康づくり講演会等ついて（健康推進課 健康づくり支援係） 

 町文化センターを会場に精神保健福祉士の伊藤かおる

さんによる講演会を実施します。入場無料で事前申し込

み不要です。また、健康ポイントの対象事業にもなって

います。 

 

 プロから学べるトレーニングプログラムの経過報告 

 2ヶ月事業を実施し、参加者延べ人数が 101人、参加

者の年齢別の内訳として 50 代が一番多く 20～30 代の

参加者も見られ、事業の狙いとしている働く現役世代の

参加が見られることから、狙いを達成できている結果と

なっています(詳細、別紙参照)。 

 

記者）プログラムは事前申込み不要となっているが、参加人数のバランス等、上手く回せ 

ているか。 

  ⇒１日の参加者数として、想定していた参加者数で推移しているので、概ね想定通り 

に回せています。 

 

・（10/12～14）フェンシング全国大会について（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

 今年は初めて 12～14 日の 3 日間に連続して 3 つの全国大会を開催します。エントリー

の締め切りとなりましたが、初日（カデ・エペ）が 174 人、2 日目（ジュニア・エペ）が

232人、3 日目（みのわもみじカップ）が 183 人のエントリーがあり、延べ 589 人の選手

が出場します。 

 

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 



（10/13）2019みのわこどもフェスタ（子ども未来課 子育て支援係） 

 3回目の開催となりますが、今年はフェンシングの大会に合わせての開催となります。主

催は、町内のお子さんを持つ親御さんの有志の、みのわこどもフェスタ実行委員会です。

こどもフリーマーケットやおひるねアート、スラックラインなど様々なブースで体験を行

っていただけます。また、フェンシング体験会や限定 300

食のフェンシング丼試食会も実施します。 

 HYAKUSHOフェスタについて 

 こどもフェスタの中の１コーナーとして、援農に関わる

イベントして HYAKUSHO フェスタのブースを設けます。

農家さんから栽培方法やお仕事について話を聞ける

「HYAKUSHOBAR」やみのわの食材で作る「ミニピザ作り

体験」などを実施します。 

 

・もみじ湖イベント等について（商工観光推進室 観光係） 

 第４回もみじ子夢ウォーキングを 11月２日（土）午前 9時から開催します。末広広場を

発着とし、もみじ湖一円（９ｋｍ）を歩く予定です。事前申し込みが必要ですが、人数に

余裕があれば当日参加も可能です。同日開催で、みのわもみじ湖フェスティバルも実施さ

れ、軽トラ市やフリーマーケットなどが行われます。 

 第３回紅葉祭が、10月 19日（土）～11 月 10 日（日）の間、開催されます。開催中は

もみじのライトアップを毎日 17～21時の間行います。また、竹の尾広場では 10 店舗程度

の出店も予定されています。 

 

・安全安心パトロール隊について（総務課 セーフコミュニティ推進室） 

 10 月初旬から箕輪町安全安心パトロール隊の隊員２人が、

青色回転灯の付いたパトロール車で町内の巡回を開始します。

パトロール隊の活動は、防犯対策、交通安全対策、地震及び

各種災害に対する被害状況の調査等の３点を重点に行い、車

載マイク、防犯・交通安全啓発テープによる広報啓発活動や

学校周辺及び通学路における児童生徒への見守り活動の推進

等を行います。 

 

 町長コメント 

 安全安心パトロールは、今年のメイン事業でもありますし、他の自治体も自治体独自で

行っているところは少ない事業であり、セーフコミュニティの活動を目に見える形として

作り出した事業です。郊外型の店舗が増えたことに伴い、中高生等の活動の場所になり、

見回りの必要があるということ、また、子ども達の通学の安全という意味合いからは、  



いろいろなボランティアの方にお願いをしているところですが、どうしても下校時の見守

りは手薄になりがちなので、パトロール隊を出すことで少しでも安全性が高まればと思っ

ています。パトロール隊の隊員も元警察官の方なので、防犯面の着眼点が一般職員とは違

い、こういった隊員を採用することでさらに安全性を高めていきたいと思っています。 

 

 

町長コメント 

 

松本山雅ＦＣホームタウン化について 

  ９月議会が終わり松本山雅のホームタウン化については、具体的に申請を進め正式に 

 ホームタウン化を目指していくこととなりました。Ｊリーグの理事会が、12 月にあるよ 

 うで、その理事会で箕輪町のホームタウン化について承認をしていただく予定です。 

  今年のホームタウンの試合（12月の最終戦）から、箕輪町が登場できるように進めて 

 いきたいと思っています。 

 

 消費税増税について 

  10月から増税となりますが、それに伴う施策や法令等の準備は、ほぼ終了しました。 

 各店舗対応については、十分にはされていないとは感じていますが、町として対応でき 

 る部分もあまりないので、実際に動き始めてから状況を見ていきたいと思います。 

 

 幼児教育の無償化について 

  10月から保育料の無償化となりましたが、どういう効果が生まれるかということを、 

 これからみていかなければなりません。 

  今まで保護者の方が、毎月２～３万円保育料を払っていたところを払わなくてよくな 

 ることで、保護者側にどういった効果が生まれるのか、また、行政には国から一定の補 

 填が今年度はされますが、今後どういった状況になり、国からどの程度の措置をとって 

 くれるか動向を見ていかないとなりません。どの程度補填があるかによって、保育の中 

 身が決まってきますし、今後は小中学校の教育のように、保育の質でも競わなければな 

 らなくなってくると思います。町の持っている保育の中身を再点検して、レベルアップ 

 を図ることで子どもへの支援が行えているといった方向に持っていく必要があると思っ 

 ています。 

 

  



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和元年９月 24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 

・（10/5）こころの健康づくり講演会等について（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

 

 

・（10/12～14）フェンシング全国大会について（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

   （10/13）2019みのわこどもフェスタ（子ども未来課 子育て支援係） 

 

 

 

 

・もみじ湖イベント等について（商工観光推進室 観光係） 

 

 

 

 

・安全安心パトロール隊について（総務課 SC推進室） 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  10月 25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 火

2日 水 13:00～ アカデミー交流運動会 町民体育館 健康推進課 内130

3日 木

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

9:00～12:00 民俗講座　「収蔵庫にある民具を見学しよう！」 長岡資料収蔵施設 博物館 79-4860

13:00～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

13:30～15:00 こころの健康づくり講演会 文化センター 健康推進課 内120

6日 日

7日 月

8日 火 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

10:30～12:00 WEB系在宅ワーク入門セミナー 産業支援センター　研修室 企画振興課 内233

13:00～15:30 朗読講座 地域交流センター　交流室1・2 図書館 79-6950

17:30～ 学校給食アイデア料理レシピコンテスト 保健センター 健康推進課 内138

10日 木

10:00～11:00 子育て講座「上手なほめ方叱り方講座①」 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 79-0007

10:10～11:30 ふれ愛あそび なごみ～な 子ども未来課 79-0007

9:00～18:00 全国ｶﾃﾞ・ｴﾍﾟﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会 社会体育館・中学校体育館 文化スポーツ課 70-6601

9:00～15:00 サイクルイベント（北部観光推進協議会） 辰野駅～箕輪町～南箕輪村 商工観光推進室 内157

ＡＭ 保育園運動会 東みのわ保育園 子ども未来課 内125

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

12:30～15:30 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

9:00～19:00 全国ｼﾞｭﾆｱ・ｴﾍﾟﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会 社会体育館・中学校体育館 文化スポーツ課 70-6601

9:00～13:00 第１２回 天竜健康ウォーク 町内コース（発着：天竜公園） 実行委員会
（事務局：文化スポーツ課）

70-6601

10:00～15:00 みのわこどもフェスタ 文化センター・地域交流センター 子ども未来課 内125

14日 月 9:00～18:00 もみじカップフェンシング大会 社会体育館・中学校体育館 文化スポーツ課 70-6601

15日 火

2019/9/24令和元年10月行事予定表

13日 日

5日 土

12日 土

11日 金

4日 金

9日 水



日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

16日 水

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

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

18日 金 10:00～11:00 子育て講座「上手なほめ方叱り方講座②」 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 79-0007

9:00～11:00 第７回　交流菜園（最終） 長田菜園 産業振興課 内165

9:30～13:00 ファミリークッキング（対象：小学生とその家族） 保健センター 食生活改善推進協議会 内138

10:00～11:00 子育て用品リユース会 松島コミュニティセンター 子ども未来課 71-1560

もみじ湖紅葉祭
もみじ湖ライトアップ開始

箕輪ダムもみじ湖
もみじ湖末広

商工観光推進室 内157.158

文化祭 沢公民館 沢区 79-2141

8:00～12:00 町民マレットゴルフ大会(雨天時は10月27日開催） ながたの森マレットゴルフ場 文化スポーツ課 70-6601

11:00～13:00
第４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

文化祭 沢公民館 沢区 79-2141

21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

22日 火

23日 水

24日 木 14:00～ ふれ愛あそび いろはぽけっと 子育て支援センター 71-1560

7:00～9:00 秋のさわやか健診 保健センター 健康推進課 内120

10:00～ 大正大学地域実習報告会 産業支援センターみのわ　研修室 企画振興課 内233

13:15～15：00
女性活躍井戸端会議
箕輪町議会議員との意見交換会

役場講堂 企画振興課 内233

7:00～9:00 秋のさわやか健診 保健センター 健康推進課 内120

9:00～12:00
13:00～16:00

ものづくり講座「ライントレーサーを作ろう！」 産業支援センターみのわ　研修室 商工観光推進室
（主催：ロータリークラブ）

96-8300

9:00～17:00 特別展「知ろう！箕輪町の文化財」（１１/１７（日）まで） 箕輪町郷土博物館 博物館 79-4860

10:00～12:00
ママのための再就職応援セミナー④
子育てと仕事両立支援セミナー

文化センター　研修室5.6 企画振興課 内233

11:00～13:00
第４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

28日 月

29日 火

30日 水 16:00～17:00 政策研究発表会 役場講堂 企画振興課 内113

31日 木

19日 土

20日 日

27日 日

26日 土

25日 金

17日 木






























