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1月記者懇談会 

 

令和 4 年 1 月 24 日（月） 

 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 

 

 

 

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

○新型コロナワクチン接種の状況について（健康推進課 健康づくり支援係） 

厚生労働省通知（1月 31日付）で、３回目接種

の前倒しについて指針が出された。町も最大限の前

倒しができるよう計画を見直した。 

 

▼以下のとおり接種が始まっている。 

・医療従事者 1月 14日から 

・高齢者施設入所者と従事者 1月 18日から  

・個別接種 1 月 18 日から 

 

▼今後の接種予定 

 ・集団接種 2月 1日から 

 ・64歳以下 3月から 

 

 5～11歳の接種は、ワクチンが届き次第開始する。（資料に基づき説明） 

 

 

 （記者） 5～11 歳のワクチン接種はどのように行う予定でしょうか。 

   ⇒ 小児用のワクチンは、大人用と別のワクチンですので、誤接種を避けるため、子ど

もの接種日を設ける予定です。個別接種、集団接種の併用でと実施したいと考えてい

ます。 

（町長） 学校での接種は考えていませんが、集団接種はやらざるを得ないと思っています。 

 

 

 

 

 

出席者：みのわ新聞、長野日報、信濃毎日新聞、中日新聞、伊那ケーブルテレビ 

事務局：山口、毛利、原 
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○新型コロナウイルス感染症抗原簡易キットの配布について（健康推進課 健康づくり支援係） 

新型コロナウイルス感染症抗原簡易キットを配

布する。9～10 月の間に 2 回募集を行い実施して

きた。今回で３回目の募集。 

・配布数 700 個（１人 2個） 

・申込み方法 ながの電子申請、メール、窓口 

・受付次第、順次郵送する。 

（資料に基づき説明） 

 

 

 

 

 

（町長） 現在、ご自身で行った検査の補助事業と、薬局等で行われている県の無料検査があ

りますが、どちらも一定の要件がついています。抗原検査キットを配布することで、

早期発見をしていただきたいという主旨です。自覚症状がなくても、感染拡大地域と

の往来をする必要があり心配という方などにご利用いただければと思います。 

抗原検査キットの入手が困難になっています。今後も抗原検査キットの確保をした

いと思いますが、今回は700個分です。 

  

 （記者） 1、2回目の配布実績はどのくらいでしょうか。 

    ⇒ ２回の配布で、約 450 人に配布しました。 

  

 

  

○交流菜園・町民菜園の利用者募集について（産業振興課 未来農戦略係） 

交流菜園と町民菜園の利用者募集を行う。 

交流菜園は、北部営農組合の皆さんに講師を依

頼し、全8回の講座を行う。 

交流菜園は、15区画。町民菜園は、9区画。 

 

・募集期間 令和4年 2月 4日～25日 

（資料に基づき説明） 
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町長コメント 

○新型コロナへの対応について 

まん延防止等重点措置が長野県も適用となります

ので、その体制に基づいて対応していきたいと思い

ます。上伊那も大変厳しい状況にありますので、ま

ずは感染防止の呼びかけを強めていきたいと思って

います。 

テレワークなど密にならない対応が必要だと思い

ますので、町の職員もテレワークをできるだけ取り

入れるように指示しています。テレワークに対応で

きるように PC の購入をしましたので、できる限り

対応していきたいと思います。 

箕輪町は今のところ多くの陽性者は出ていませんが、隣接の町村で陽性者が出ていることもあ

りますので、小中学生ではChromebook を毎日持ち帰りにしています。 

3 学期ということもあり、分散登校等はあまり考えていません。できる限り現状の体制でいき

たいと思っていますが、万が一のときには対応できるようにしていきたいと思っています。 

 

○新木下保育園について 

木下保育園の園舎がほぼ完成しました。2 月上旬に竣工検査を行う予定です。一部外構工事等

で遅れている部分もありますが、４月に向けて準備は順調に進んでいて、2 月に引渡し、３月に

は引越し等が行われます。竣工に関わる行事などを実施させていただきますので、よろしくお願

いします。 

 

○消防団員の報酬について 

消防団員の報酬について、特別職報酬等審議会に諮問させていただきました。国から要請のあ

った、「団員報酬3万 6500 円を基準にしながら、全ての役員の報酬を引き上げる」ということで

検討をお願いし、ご了解をいただけそうです。まだ正式な文書をいただいておりませんが、その

方向で予算編成をさせていただいております。 

私自身は、国の審議会から一定の額が示されて、自治体がそれを一律に決めていくという発想

はいかがなものかと思っています。ですが、団員を十分に確保できない状況などを考えるとやむ

を得ない選択だと思います。消防団員の報酬は、市町村間で大きな差があります。箕輪町の団員

報酬は、上伊那のほかの市町村と比べれば上の方に位置しています。これは歴史的な経過の中で、

それぞれの消防団や市町村がつくってきた差だと思います。それを一律にしていくことは、やは

りいかがなものかと思っていますが、箕輪町だけ遅れていくわけにはいきませんので、今回は国

の要請に基づいて諮問させていただきました。 

 

○予算編成について 

予算編成作業がほぼ終了しました。当初見込みから見ると、非常に予算規模が膨らんでいます。

様々な理由がありますが、税収や交付税など、それに見合う収入の確保はできています。起債も

ありますが、防災に関する、率の高い交付税措置がされる起債を活用する予定です。 

コロナ後も見据えた人口減少対策や産業等の課題、デジタル化、ゼロカーボン関連も取り入れ

ていきたいということがあり、予算規模が大きくなっています。 
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○もみじ湖観光の受け入れ体制について 

課題になっている、もみじ湖の受け入れ体制については、現在関係機関と調整を進めています。

観光に関わることで、すぐ対応できるというものではありません。地元の皆さんへの影響も非常

に大きいということがありますので、地元の皆さんとの協議を整え次第、受け入れ体制について

発表させていただきます。 

いずれにしても、昨年秋の渋滞、駐車場不足については、何とかししなければいけないと各機

関が考えており、それぞれの対応となるかと思います。ただ、恒久的な道路の改良については、

要望等をさせていただきましたが、難しいということです。そのようなことを踏まえながらでき

る限りの対応をしたいと考えています。 

 

町の行事もほとんど中止という状況になっていますが、ピークアウトするまではこの地域にお

いても、陽性者を出さないように取り組んでまいりますので、ご協力をお願いします。 

 

（記者） 役場職員のテレワークはすでに実施していますか。 

（町長） 依頼はしていますが、まだ進んでいません。自宅もしくは産業支援センターや夢ま

ち Labo などの公共機関も活用したいと思います。小、中学校または保育所等で発生

した場合に対応できるような仕掛けも検討しなければなりません。事前の取り組みと

して、職員のテレワークを取り入れていきたいと思います。 

 

 （記者） まん延防止等重点措置が適用されると、飲食店への時短要請等が出されることにな

ります。飲食店での感染事例が少ない中での要請についてどうお考えですか。 

 （町長） 現在の感染の状況を見ると、飲食店から陽性者が出たという例は、この地域ではほ

とんどありません。ですが、やはり人の流れがあって初めて原因になってくることも

事実なので、全県で実施ということになれば協力させていただきたいと思っています。 

 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和 4年 1月 24日（月） 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 

・新型コロナワクチン接種の状況について（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症抗原簡易キットの配布について 

（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

 

 

・交流菜園・町民菜園の利用者募集について（産業振興課 未来農戦略係） 

 

 

  

   

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

 

 

次回開催日程  2月 25日（金）午前 11時 00分 203会議室 
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内　　容 場　　所 備　　考

2月1日 火 9:00 予算査定

2月2日 水 15:00 水道用水企業団議会 水道用水企業団

2月3日 木 10:00 【中止】地域子育て協議会 子育て支援センター いろはぽけっと

13:15 区長会写真撮影

13:30 連絡事務嘱託員長会 大会議室

14:30 【代】無量寺節分 無量寺 副町長出席

2月4日 金

2月5日 土

2月6日 日 9:00 【中止】箕輪町民ラージボール卓球大会 町民体育館

2月7日 月 11:00 功労者表彰受賞記念品寄贈 応接室

13:00 挨拶来訪

2月8日 火 10:00 打合せ

2月9日 水

2月10日 木 13:00 土木関係三団体の会理事会

14:00 広域連合正副連合長会

2月11日 金

2月12日 土

2月13日 日

2月14日 月 15:00 伊那西部土地改良区理事会 南箕輪　第一機場

2月15日 火 10:30 長野県町村会定期総会

13:00 南信交通災害共済組合議会

2月16日 水 8:00 ファームテラスみのわ生産者大会 ファームテラスみのわ

10:00 【延期】第２回総合教育会議 中部小学校

18:00 消防委員会 大会議室

2月17日 木 13:00 予算記者発表 203会議室

16:30 ファーマーズの集い 未定

2月18日 金 14:00 【延期】中学生模擬議会 議場

18:30 国保運営協議会 保健センター

2月19日 土

2月20日 日

2月21日 月 18:30 萱野高原活性化委員会 福与公民館

2月22日 火

16:30 PTA連合会要望回答 町文化センター

18:00 箕輪町交番連絡協議会運営協議会 みのわパレス

2月23日 水

2月24日 木 9:00 （終日）広域連合議会2月定例会 伊那市役所　議場

2月25日 金 11:00 定例記者懇談会 203会議室

16:00 上伊那視聴覚教育協議会役員会

2月26日 土

2月27日 日

2月28日 月 9:00 町議会３月定例会開会 議場

箕輪町長　当面の予定

いなっせ

自治会館



日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合せ先

1日 火

2日 水

3日 木 13:30～ 連絡事務嘱託員長会 箕輪町役場 総務課 79-3144

10:10～11:30 ふれ愛あそび　【中止】 文化センター 和室 子ども未来課 71-1560

10:00～11:30 けやき学級 地域交流センター 交流室1.2 町公民館 79-2178

15:00～16:30 おやじ学級 公開講座【水戸天狗党と箕輪の人々】 地域交流センター 研修室Ａ・B 町公民館 79-2178

5日 土 13:00～ 地区巡回 町内６ヵ所 図書館 79-6950

6日 日 浜松市庄内協働センター祭り　【中止】 浜松市庄内協働センター 企画振興課 79-3152

7日 月

8日 火

9日 水

10日 木 10:00～11:30 ふきはら大学院 地域交流センター 交流室1.2 町公民館 79-2178

11日 金

10:30～ 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

10:00～ みそ部⑥　大豆選別 古民家中村 産業振興課 79-3170

13日 日

14日 月

15日 火

16日 水

10:30～ 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

14:00～14:30 ふれ愛あそび　【中止】 みのわ～れ　ほっこりルーム 子ども未来課 71-1560

18日 金

19日 土

20日 日

21日 月

22日 火

23日 水

24日 木

9:00～11:25 鶴亀講座 地域交流センター 国保医療係 79-3118

10：00～11：30 ふきはら大学 公開講座【LGBTQとは】 地域交流センター 研修室Ａ・B 町公民館 79-2178

19：00～21：00 なでしこ学級 地域交流センター 研修室Ａ・B 町公民館 79-2178

26日 土 10:00～12：00 終活セミナー 文化センター　ホール 町公民館 79-2178

27日 日

28日 月

25日 金

4日 金

2022/1/24令和４年２月行事予定表

12日 土

17日 木



新型コロナワクチン接種3回目接種 前倒しのスケジュール

１ ６５歳以上の方

接種の日時・場所・ワクチンの種類を指定して、予診票を送付します。

不都合な場合はご連絡をお願いします。

２ ６４歳以下の方

予診票が手元に届きましたら、1回目2回目と同様にご自身で

予約をお願いします。（インターネット or 電話）

３ 予診票の送付（目安です。変わることがあります。）

V

前倒しへの取組み

１ 医療従事者（２回目接種から６か月経過後）

・上伊那生協病院での接種を1週間前倒し、１月14日からスタート

２ 高齢者施設（２回目接種から６か月経過後）

・高齢者施設入所者・従事者 1月18日からスタート

３ 個別接種

・1月18日からスタート

４ 集団接種

・2月1日からスタート

箕輪町役場 健康推進課 電話0265-79-3118

２回目接種完了月 予診票のお届け月 ３回目接種月

令和3年5月 令和3年12月 令和4年1月

令和3年6月 令和4年1月 令和4年2月

令和3年7月 令和4年2月 令和4年3月

令和3年8月 令和4年3月 令和4年4月

令和3年9月 令和4年4月 令和4年5月

令和3年10月 令和4年5月 令和4年6月

令和3年11月 令和4年6月 令和4年7月

令和3年12月 令和4年7月 令和4年8月

接種月
（前倒しで調整中）

令和4年1月

令和4年2月

令和4年3月

令和4年4月

令和4年5月

令和4年6月

令和4年7月

令和４年１月１３日付厚生労働省通知
１ 医療従事者・高齢者施設入居者と従事者

➡２回目接種から６か月経過後
２ 一般高齢者

➡２月以降、２回目接種から７か月経過後
➡３月以降、２回目接種から６か月経過後

３ その他の一般の方
➡３月以降、７か月経過後に接種

・医療従事者、高齢者につきましては、
いずれも２月末に３回目接種完了見込み。
・３月から６４歳以下の方の接種。
・５～１１歳の方への接種は、準備中。



（第 3回） 
新型コロナウイルス感染症早期発見促進事業について 

（抗原簡易キットの配布） 

 

  新型コロナウイルスの感染が拡大しています。 

新型コロナウイルス感染症は、早期に感染を発見するためには、症状がある場合に速やかに医

療機関を受診することが基本ですが、より一層の早期発見・感染拡大防止の対策を図るため、

抗原簡易キットを配布します。   

 

【目的】 

発熱などの症状がある際には、医療機関への受診をお願いしておりますが、軽症時などは受

診に迷い、受診遅れとなる場合もあります。このような場面を想定し、少しでも体調が悪い場

合に気軽に検査ができるよう、各家庭において抗原簡易キットを活用していただき、感染の早

期発見、通勤や通学を控える等の行動変容、医療機関の受診につなげます。 
 

【配布対象者（１～3のいずれにも該当する方）】 

 １．町内に在住で新型コロナウイルス感染症の心配があり、配布を希望する１２歳以上の方 

 ２．簡易キットを使用した場合、結果をすみやかに町へ報告できる方（３日以内） 

 3. 9 月 24 日～10 月 18 日の間に申し込みをしていない方 
 

【抗原簡易キット配布の申込方法】 

1.電子申請 

https://s-kantan.jp/town-minowa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=15828 

                                     
 

 

                                     

                                         

                                      

 2.メールによる受付（kenko@town.minowa.lg.jp） 

 別紙「抗原簡易キット申込書」に必要事項を記入の上添付してください。 

 

3.窓口による受付（平日 8:30～17:15） 

 別紙「抗原キット申込書」に必要事項を記入の上、提出してください。 

箕輪町役場健康推進課健康づくり支援係 役場④番窓口 

 

 ○申込期限 

配布数に達するまで   

※申し込みの時点で、既に発熱等の症状がある方への配布はできません。その場合は、速や

かに医療機関を受診してください。 

 

 
 

 

 

電子申請 

QR コード 

https://s-kantan.jp/town-minowa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=15828
mailto:kenko@town.minowa.lg.jp


【配布数】 
 ○７0０名 

  ○申し込みは、1 人 1 回とさせていただきます。9 月 24 日～10 月 18 日の間に申し込みをさ

れた方は申し込みできません。 

○1 人 2 個セットです。 

  

【受け取り方法】 
  受付後順次郵送でお届けします。 

   

【抗原簡易キットの使用場面】 
  感染の心配がある、微熱やのどの違和感などの軽微な症状がある等医療機関受診に迷う場合 

  ※風邪の症状や発熱等がある場合は、抗原簡易キットの使用に頼らず、速やかに医療機関を

受診してください 

※新型コロナウイルス感染症の症状は個人差があり、その他にも、咳、息切れ、筋肉痛、頭

痛、下痢、吐き気、嗅覚・味覚異常などの症状が出る場合もあります 

  

【抗原簡易キットの使用方法】 

 ○各自、家庭において、綿棒で鼻腔をぬぐって検体を採取し、配布する抗原簡易キットで検査

を行います。 

 ○抗原簡易キットの使用までの間は、反応カセットの入ったアルミ袋は開封せず、直射日光を

避け、１～30℃で保管してください。また、幼児の手の届かない場所に保管してください。 

 ○抗原簡易キットの有効期限は、検査キットの保護フィルムに記載してあります。 

 ○使用にあたっては、必ず、抗原簡易キットと一緒にお渡しするチラシ「抗原簡易キットの使

用方法」及びメーカーのホームページに掲載されている使用方法の動画を確認し、正しい方

法で検体採取、検査を実施してください。 

 ○使用済みの抗原簡易キットは、ビニール袋に入れ、直接触れることがないように空気を抜き、

しっかりとしばり、4 日間保管した上で、「燃やせるゴミ」として処分してください。（ウイ

ルスは、付着した物の種類によって 24 時間から 72 時間くらい生存すると言われています。） 

 

 ※参考資料 PDF「抗原簡易キットの使用方法」 

         

【注意事項】 

① 今回配布する抗原簡易キットは、「新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品（検査キ

ット）」として厚生労働省が承認したもので、発症から９日目までは有用とされていますの

で、微熱やのどの違和感などの軽微な症状がある等、医療機関受診に迷う場合に使用してく

ださい。 

② 風邪の症状や発熱等がある場合は、抗原簡易キットの使用に頼らず、速やかに医療機関を受

診してください。 

③ ウイルスの量が少ない場合や、鼻腔から採取した検体の粘度が高い場合、また検査の手順や

手技が正しくない場合等には、偽陽性（実際は感染していないが陽性となる）や、偽陰性（実

際は感染しているが陰性となる）が発生することがありますので、抗原簡易キットの結果の

みで感染の有無を判断することはできません。 

④ 陽性の場合は、かかりつけ医等地域の身近な医療機関に電話で相談したうえで受診してく

ださい。受診する医療機関がわからない場合は、受診・相談センター（保健所）へ相談して

ください。 



⑤ 陰性であっても、偽陰性の可能性を考慮し、検査当日は通勤・通学は控え、自宅での待機を

お願いします。症状が続いたり強くなってきた場合は、速やかに医療機関を受診してくださ

い。なお、抗原簡易キットがもう一つある場合は、翌日に再度検査手順を確認して検査を実

施してください。 

⑥ 検査結果が得られなかった場合（判定不能等）、抗原簡易キットがもう一つある場合は再度

検査をお願いします。再度の検査でも判定不能になった場合は、速やかに医療機関を受診し

てください。 

⑦ 簡易検査キットの使用はあくまで自主的判断であり、検査や結果によって生じた損害につい

ては自己責任で対処してください。 

⑧ 法律に違反するおそれがありますので、抗原簡易キットを希望者本人以外の者に譲り渡した

り（無償も含む）使用させたりしないでください。 
    

【使用実績の報告】 

  抗原簡易キットを使用した場合は、翌日（土日祝日の場合は翌開庁日）までに健康推進課健

康づくり支援係まで電話で報告をお願いします。（報告内容：氏名、生年月日、使用日、結果） 

 

【問い合わせ先・使用報告先】 

箕輪町役場 健康推進課 健康づくり支援係 （午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで） 
電話：0265-79-3118 
FAX：0265-79-0230 
電子メール:kenko@town.minowa.lg.jp 



抗原簡易キットの使用方法 

■ キットの保存 

   ・キットは、直射日光を避け、１～30℃で保存してください。 

   ・幼児の手の届かない場所に保管してください。 

・反応カセットの入ったアルミ袋は、使用前まで開封しないでください。 

・キットやチューブの溶液は、皮膚への付着・目や口へ入らないよう注意してください。 

１ 検査用品の準備 

□ 綿棒 

□ チューブ                   市町村から配布 

□ 滴下チップ（キャップ） 

□ 検査キット 

・キットを冷蔵保存していた場合、使用前に室温（20

～37℃）に戻したあと、袋から取り出してください。 

・キットは極めて燃焼性が高いため、火気の近くでは

使用しないでください。 

□ 手袋（可能な限り着用） 

□ ゴミ袋                各家庭で準備 

□ タイマー 

２ 検体採取 

  綿棒を用いて、鼻腔ぬぐい液を採取します。 

  ①綿棒を鼻孔入り口から 2cm程度、粘膜部分をぬぐうようにしてゆっくり挿入します。 

 ↓ 

  ②綿棒を５回程度ゆっくり回転させます。 

    ↓ 

  ③５秒程度静置し、綿球を十分湿らせた後、そっと引き抜きます。 

３ 検体の抽出 

① チューブの蓋(シール)を、中の液がこぼれないよう注意しながら 

はがし、綿棒をチューブに浸します。 

    ↓ 

② チューブの周りから綿球をはさみ、もみながら 

綿棒を 10回程度回転させます。 

    ↓ 

③ 綿球から液をしぼり出しながら、綿棒を取り出します。 

綿棒はゴミ袋に処分します。 

    ↓ 

④ 滴下チップ（キャップ）をチューブにはめ込み、横にして、 

５分静置します（タイマーなどで時間をはかってください）。 

  

 

 

綿棒  チューブ 滴下ﾁｯﾌﾟ  検査キット 

（ｷｬｯﾌﾟ）  （反応ｶｾｯﾄ） 
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４ ２滴たらす 

① ５分経ったら、滴下チップ（キャップ）を付けたまま逆さにし、チューブを軽く押し、 

液をキットの紫色の検体滴下部に２滴たらします。 

最初に泡が出る場合は 1滴ゴミ袋に捨ててから行ってください。 

キットとキャップの先端を 1cm以上離してたらしてください。 

    ↓                       

  ②オレンジ色のボタン（凸部）を上から 

押し込み、凹ませます。 

（すぐに押し込まないと反応しません。） 

 

 

 

 

 

５ 反応 

30分間待ちます。  （タイマーなどで時間をはかってください。） 

６ 判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

○陽性   ： ｒと Tの両方に青色のラインが出現した場合 

○陰性   ： ｒに青色のラインが出現し、Tに何もラインが出現しなかった場合 

○再検査  ： ｒに青色のラインが出現しなかったり、反応前のピンク色ラインのままの場合、反応が正常に行われな

かった可能性があります（判定不能）。キットがもう一つある場合は、検査方法を再確認の上、もう一度

検査をお願いします。 

  

■ 参考資料 

   検体採取や検査の方法は、メーカーのホームページに動画で掲載されて 

いますので、御確認の上実施してください。 

   【富士レビオ（株）】 

https://www.fujirebio.co.jp/products/espline/sars-cov-2/index.html 

 

押し込む 

すぐに！ 

２滴 
たらす 

https://www.fujirebio.co.jp/products/espline/sars-cov-2/index.html


令和 4 年度 交流菜園・町民菜園の利用者を募集します！ 

 

箕輪町役場が管理する農地を利用して、農ある暮らしを体験してみませんか？ 

なかなか外出が難しい昨今、農作業で体を動かし、自分で作った野菜を食べ、健康的な暮ら

しを送ってみましょう。 

 

募集期間：令和 4 年 2 月 4 日(金)～2 月 25 日(金) 

※区画数に限りがあるため、お申込み順での受付とさせていただきます。 

 

＜講座付き交流菜園＞ 募集区画：15 区画 

プロの農家さんの指導を受けて野菜を作る講座付きの菜園です。 

参加費：4,000 円(必要資材・苗付き) 

場所：長田交流菜園(みのわテラス北側) 

面積：約 50 ㎡ 

 

 

 

 

 

※日程は雨天等により変更となる場合があります。 

・初回は土づくり等の講習、以降はすべて圃場での指導となります。 

・講座で作り方の指導を行う野菜以外のものも、空きスペースで栽培可能です。 

 

＜町民菜園＞ 

自由に耕作できる農地をお貸しします。 

利用料：1,600 円/区画 

場所：北原 7 区画 

   原町北部 1 区画 

   二本松 1 区画 

面積：約 100 ㎡ 

貸出期間：令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月（1 年間） 

※同区画にて翌年度に契約更新可能 

 

＜お問い合わせ・お申込み＞ 

箕輪町役場産業振興課未来農戦略係 

課長：高橋英人 担当：土岐・榎並 

                                                電話番号：0265-79-3170 
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