
12月記者懇談会 

 

令和元年 12 月 25 日（水） 

 午前 11 時 203 会議室 

 

 

 

 

町長月間予定 総務課 

・月間行事予定の説明 

・令和元年箕輪町の主なニュース（別紙）の説明 

 

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

（1/12）（地域間交流事業）こうた凧揚げまつり（みのわの魅力発信室 広報・交流推進係） 

 防災協定を結んでいる愛知県幸田町で開催される「こうた

凧揚げまつり」に、地域間交流事業の一環として初めて出席

し、また、大凧の部の箕輪町長賞の贈呈を行います。お祭り

には、25,000 人を超える方が参加し盛大に開催されますので、

箕輪町をより知ってもらう機会になればと思っています。 

 

 

（3/8）（豊島区交流事業）第 23 回目白ロードレース 

（企画振興課 まちづくり政策係） 

豊島区交流事業として昨年に引き続き、豊島区にある学習院大学周辺で開催される「目白ロ

ードレース」に町として参加します。参加にあたり、出場者の募集を町ＨＰ等で開始しました。

小学生以上で、箕輪町在住、在勤、また箕輪町出身の方が対象で、１月 17 日まで募集を行い

ます。出場者の皆さんには、当日箕輪町のＰＲ活動にもご協力いただきます。 

 

子育て情報サイトのリニューアルについて（子ども未来課 子育て支援係） 

子育て情報サイト「いいね！みのわっこ」のリニューアルを実施しました。 

○主な変更点 

・赤そばをイメージした、自然で優しい雰囲気のデザインに 

変更。 

・自然の中で遊ぶ子どもたちの写真を多く取入れ、保育の 

様子が伝わるデザインとした。 

・スマートフォン対応ページとなり、スマートフォンからも  

見やすいサイトになった。 

・町ＨＰのトップページに「子育て支援」を追加し、子育て 

情報サイトにアクセスしやすくなった。 

出席者：みのわ新聞、長野日報、伊那ケーブルテレビ、信濃毎日新聞 

事務局：社本、荻原 



町長コメント 

主なニュースについてお示ししましたが、今年は、天候不順に関わる災害関係が１番のニュ 

ースだったと感じています。箕輪町は、他の地域に比べると被害は大きくなかった訳ですが、

農作物の被害は相当あり、新たに事業が展開できていない農家の皆さんも、まだまだ多くいら

っしゃるので、このことについて課題だと感じています。 

 

防災について 

近年の災害を受けて、町民の皆さんの防災意識が少しずつ醸成されてきたと感じております。 

そういった中で、ハザードマップをどのように活用していくかといった課題があげられます。

町全体のハザードマップは作成されていますが、各地区の詳細なものまでは、作成されてい

ない現状です。そういった現状の中で、今年度、福与区がモデル地区となって防災マップを

作成しました。来年は、全地区とは言いませんが多くの地区で地区版の防災マップを作成で

きるように進めていきたいと思っています。防災関係では、防災アプリの導入についても検

討をしていて、予算措置を考えております。防災アプリとスマートフォンを活用されない方、

特に高齢者の方には戸別受信機を貸与して対応していきたいと思います。防災アプリ等が完

備された段階で、音声告知放送については廃止していきたいと思っています。来年全ての配

備が終わるかといった問題はありますが、音声告知放送については、早い段階で廃止をした

いと考えています。いずれにしても、防災に関わることは大きな課題でもありますので、来

年度の予算の中でできる限り実施をしていきたいと思っております。 

 

予算について 

令和２年度の予算査定が始まりましたが、歳入の確保がとても難しく、大変厳しい現状にあ 

ります。どこの自治体も同じ状況だとは思いますが、特に箕輪町は製造業の法人税主体という

こともあり、その部分が厳しいということも影響しています。１月の町長査定までに、どうや

って歳入を確保し、支出を抑えられるかといった点を考える必要があると思っております。 

 

にこりこ一帯について 

懸案でありました、にこりこ一帯の事業計画についてはほぼ出来上がり、１月早々には、 

国の地方創生拠点整備交付金等の申請を行い、補助金の確保ができたところで、できるだけ

早く補正対応をし、事業実施に移りたいと思っております。直売所については、ＪＡ上伊那

が実施をするといったことで検討をしてきた訳ですが、それ以外の施設整備も含め、全体像

が絵になってきましたので、事業化に向けて動いていきたいと思います。詳細につきまして

は、国に補助金等の申請をする段階まできていますので、もう少しお待ちいただければと思

いますが、概ねの方向がまとまってきましたので、今回ご報告させていただきました。 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和元年 12月 25日（水） 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 

・（1/12）（地域間交流事業）こうた凧揚げまつり 

（みのわの魅力発信室 広報・交流推進係） 

 

 

 

 

・（3/8）（豊島区交流事業）第 23回目白ロードレース 

（企画振興課 まちづくり政策係） 

 

 

 

 

・子育て情報サイトのリニューアルについて（子ども未来課 子育て支援係） 

 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  １月 22日（水）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合せ先

1日 水 初日の出を見る会 萱野高原 商工観光推進室 内157

2日 木

3日 金

4日 土

5日 日

6日 月 9:00～ 仕事初めの式 役場講堂 総務課 内105

7日 火

13:30～ 連絡事務嘱託員長会 ２階大会議室 総務課 内106

区長会 大会議室 区長会 内105・106

9日 木

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

育メン家事メンフォトコンテスト締切日 企画振興課 内233

7:00～10:00 （結氷すれば）上古田スケート場オープン【予定】 上古田運動場 文化スポーツ課 70-6601

13:10～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

12:10～ 出初式・市中行進 南宮神社・文化センター 総務課（消防団） 79-3111

どんど焼き 沢区 79-2141

13日 月 10:30～12:00 鏡開きの式 町民体育館・武道館 文化スポーツ課 70-6601

14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

15日 水

16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

10:30～12:00 〈新規〉女性の起業セミナー④起業を安定させるためのヒント 産業支援センター 企画振興課 内233

13:15～14:30 育メン家事メンフォトコンテスト審査会 講堂 企画振興課 内233

18日 土 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

19日 日

20日 月

13:00～15:00 〈新規〉上伊那の方言 地域交流センター　研修室Ａ・Ｂ 図書館 79-6950

18:00～20:00 〈新規〉産業支援センターみのわ新年交流会 商工会館２階 商工係 96-8300

10:00～12:00
ママのための再就職応援セミナー⑥

ママの賢いマネープラン秘訣セミナー
文化センター　研修室5.6 企画振興課 内233

13:30～15:00 第２回イクボスセミナー 産業支援センター 企画振興課 内233

23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

24日 金

25日 土

26日 日 7:00～10:00 上古田スケート場クローズ【確定】 上古田運動場 文化スポーツ課 70-6601

27日 月

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

19:00～ 第１回2020みのわ祭り実行委員会 伊那プリンスホテル 商工観光推進室 内158

29日 水

30日 木

31日 金 町観光協会主催フォトコンテスト締切日 商工観光推進室 内157

21日 火

22日 水

28日 火

11日 土

12日 日

17日 金

令和2年1月行事予定表 2019/12/25

8日 水

10日 金



令和元年（平成 31年） 箕輪町の主なニュース 

 

 

１ 箕輪中部小と箕輪中 合唱でともに日本一 

 箕輪中部小学校合唱団と箕輪中学校合唱部が「こども音楽コンクール」で最高賞の文部科学大

臣賞をそろって受賞。小学生合唱部門全国 404校、中学校全国 277校の頂点に（１月 20日）。 

 

２ 箕輪町工業ビジョンの策定 

 町の主要産業である製造業を取り巻く環境変化に対応し、町工業の目指す姿を明確化し、着実

に実施していける体制構築を図る工業ビジョンを策定。成長意欲をもち、いつの時代も求められ

る企業が集積し、働く人が輝く「ものづくりのまち・みのわ」を目指し、平成 31年度からの８年

間で進める（３月 18日）。 

 

３ 町主要道路の整備進む 

 平成５年の開通以来、国道 153号バイパスの沢・大出区の４車線化工事が始まる。町道 51・52

号線の道路改良工事が完成し、大出山口からバイパスまでつながる（３月 26 日）。国道 153 号の

歩道整備など、町を通る主要道路の整備が進んだ。 

 

４ 健康づくりに関する条例の策定 

 受動喫煙による町民への悪影響を未然に防止することを目的とした「箕輪町受動喫煙防止条例」

を施行（７月１日）。また、健康寿命のさらなる延伸と、生涯にわたって支え合い、健やかに心豊

かに暮らせるまちの実現を目指し「健康づくり推進条例」を策定（12 月）。人生 100 年時代を見

据え健康づくりや介護予防に取り組む。 

 

 

５ MINOWAさんかくフェスタの開催 

 男女共同参画フォーラム「MINOWAさんかくフェスタ」を初開催。家庭や職場、地域などそれぞ

れの場面で男女が協力し合い共に輝ける町を目指し、幅広い年代の方に男女共同参画への興味関

心を持ってもらう機会となる（７月 13日）。 

 

 

６ 小中学校や保育園へのエアコン設置 

 近年の猛暑にともなう室温の上昇による熱中症対策の取組みとして、町内小中学校６校の普通

教室等や保育園に空調設備（エアコン）を設置。今年の夏から稼働し、より安全で快適な保育・

学習環境が整う（７月）。 

 

 

 



７ 町内一周駅伝第 60回記念大会の開催 

 昭和 35 年に各分館対抗で始まった町内一周駅伝大会が 60 回目を迎え開催。台風の影響で強風

と雨の中での開催となったが、性別・年代を問わず多くの町民が関わり、それぞれの地域の選手

が各地区の期待を背負い大会に臨んだ（９月 23日）。 

 

 

８ 安全安心パトロール隊の設置 

 町民が安全安心に暮らすことができるまちづくりを推進するため、これまでのセーフコミュニ

ティの取組みに加え、目に見える形でさらなる安全・安心を提供する「箕輪町安全安心パトロー

ル隊」を設置。専任の隊員２人が町内全域をパトロールし、見守り隊や通学パトロールとも連携

しながら、事件や事故を抑制する役目を担う（10月７日）。 

 

 

９ 台風 19号による農作物の被害 

 日本列島を襲った大型で非常に強い台風 19号の強風により、りんごやぶどうなど果樹の落下や

倒木、農業用施設の損壊など、町内にも大きな被害が発生（10月 12日）。 

 

 

10 松本山雅 FCホームタウンに 

 サッカー松本山雅 FC の南信の市町村では初のホームタウンに承認され調印。松本山雅 FC によ

る子どもたちへのサッカー指導などの地域貢献活動を活用したスポーツ振興や青少年健全育成活

動の実施、観光や工業など地域産業を生かした地域活性化などを期待（12月５日）。 

 

 







  

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 有  無 

 名  称  第 23回目白ロードレース 

 日  時  令和２年３月 8日（日）9：30～12：00（箕輪出発 5：00）               

 会  場  豊島区立千登世橋中学校（東京都豊島区目白） 

 主  催  目白ロードレース実行委員会（箕輪町参加は箕輪町役場とりまとめ） 

 開催主旨  町は、交流都市として豊島区との交流を進めています。その中で、町民が

参加する取り組みの一環として、豊島区で行われているランニングイベン

ト「目白ロードレース」に、箕輪町として特別参加します。 

内  容  目白ロードレースは、小学生から年配者まで参加可能な学習院大学のキャ

ンパス内及び周辺を周回するランニングレースです。詳細は別紙要項参照。 

 参加申込  １月 17 日（金）までに、役場企画振興課まで電話又は町ホームページ掲載

の申込受付フォームからお申込みください。（ＲＵＮＮＥＴから直接申し込

まないようお気を付けください） 

そ の 他  ・出場料金及び食費等は全て参加者負担になります。 

・現地集合可能。日帰り参加の場合は町公用車で送迎します（無料）。 

・当日、参加者の皆さんにも箕輪町のＰＲ活動にご協力いただきます。 

 

標記の件について、下記のとおり参加者を募集しますのでお知らせします。 

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

令和元年 12月 11日 発信 

箕輪町役場 企画振興課 

(課長) 毛利岳夫 (担当) 小笠原 平澤 
電 話：０２６５－７９－３１１１ 
ＦＡＸ：０２６５－７９－０２３０ 
Ｅ‐mail：kizai@town.minowa.lg.jp 

豊島区・箕輪町交流事業 

第23回目白ロードレースの参加者を募集します                             

箕輪町 



豊島区・箕輪町交流事業 

第２３回目白ロードレース箕輪町特別参加募集要項 

 

１．日 時 令和２年３月８日（日）午前９：３０～正午 

２．会 場 受付･ｽﾀｰﾄ･ｺﾞｰﾙ：豊島区立千登世橋中学校グラウンド（東京都豊島区目白） 

３．主 催 目白ロードレース実行委員会（特別参加は箕輪町役場とりまとめ） 

４．対 象 小学生以上の豊島区民（特別参加で交流都市箕輪町の在住者も対象です） 

５．種 目 ①親子レース（小学１年～３年生【女子】とその親のペア） 1.3ｋｍ 

      ②親子レース（小学１年～３年生【男子】とその親のペア） 1.3ｋｍ 

      ③小学４～６年生【女子】                1.3ｋｍ 

      ④小学４～６年生【男子】                1.3ｋｍ 

      ⑤中学生【女子】                     2.0ｋｍ 

       中学生団体戦【女子】※３～５名でチーム編成 

      ⑥中学生【男子】                     2.0ｋｍ 

       中学生団体戦【男子】※３～５名でチーム編成 

      ⑦高校生～３０歳未満【女子】               5.2ｋｍ 

      ⑧３０歳～４０歳未満【女子】               5.2ｋｍ 

      ⑨高校生～３０歳未満【男子】               5.2ｋｍ 

      ⑩３０歳～４０歳未満【男子】               5.2ｋｍ 

      ⑪４０歳～５０歳未満【女子】               5.2ｋｍ 

      ⑫５０歳以上【女子】                   5.2ｋｍ 

      ⑬４０歳～５０歳未満【男子】               5.2ｋｍ 

      ⑭５０歳～６０歳未満【男子】               5.2ｋｍ 

      ⑮６０歳以上【男子】                   5.2ｋｍ 

６．参加費 ①～⑥は 1,500 円／人 ※①②は 1 組 1,500 円 

      ⑦～⑮は 3,000 円／人 

７．応 募 令和２年１月１７日（金）までに、役場企画振興課まで電話又はホームペー

ジ掲載の申込受付フォームよりお申し込みください。 

      応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

８．その他 ・箕輪町参加者の皆様は、当日、箕輪町のＰＲ活動にご協力ください 

      ・参加費及び食事代等経費は各自のご負担となります 

      ・現地集合も可能ですが、当日日帰りの場合は朝５時役場出発の町公用車の

送迎で参加できます（無料） 

      ・①②参加の場合は親も参加が必要です。また③～⑥参加の場合は⑦～⑮に

参加の保護者の参加が必要です。 



子育て情報サイト「いいね！みのわっこ」を更新しました。子育てに関する

情報をわかりやすく掲載していますので、ぜひ、ご覧ください。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                             

                          

  サイト更新日 

令和元年 12 月中旬から 

  内  容 

  ・町のホームぺージトップ画面から子育て情報サイトにログインできるように

なりました。 

  ・スマホからもサイト画面が見やすくなりました。 

  ・ブログニュース等、今後も情報発信を行っていきます。 

  新 URL 

  http://www.town.minowa.lg.jp/minowakko/index.html 

箕輪町役場 子ども未来課 プレスリリース  

令和元年 12月 25日 発信 

子ども未来課 子育て支援係 
(課長) 唐澤 勝浩 (担当) 前島 昌子 
電 話：0265-79-3111 （内線）125 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：kodomo@town.minowa.lg.jp 

箕輪町子育て情報サイト「いいね！みのわっこ」を更新しました 

 

箕輪町 

添付資料 有  無 

http://www.town.minowa.lg.jp/minowakko/index.html

