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6月記者懇談会 

 

令和 4 年 6 月 2８日（火） 

 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） 

ワクチン接種率について 

 

別紙資料にて説明 

現状 

１回目接種率 92.5％（0.1↑）            

２回目接種   92.3% (0) 

３回目接種    79.0%（3.9↑） 

３回目見込み接種率 79.0%（1.5↑） 

・20 代接種率（１カ月前 55.5％→現在 58.9％） 

 30 代接種率（１カ月前 64.5％→現在 64.0%） 

１～3 回目接種 

・武田社ワクチン（ノババックス）の使用が１回目～３回目の接種機会設定。 

７月９日（土）・７月 30 日（土）しろざき内科クリニック 各１０人 

・ノババックスは、副反応がファイザー、モデルナより比較的少ない。 

 

５～11 歳の新型コロナワクチン接種 

・対象者 1,467 人 

・接種済と予約済の合計は 555 人（33 人↑）（35.6%→37.8％） 

・６月 22 日から、他市町村で接種が可能になる。 

4 回目接種 

・６月 21 日（火）から、10 医療機関で個別接種開始。 

・７月 1 日（金）から集団接種開始。 

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、唐澤、西村 
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・18 歳～59 歳の方の「基礎疾患を有する者」の申請受付中。 

・延長の可能性はあるが、現時点での臨時接種の実施期間を令和４年９月 30 日までとしている

ため、接種希望者は、早めの予約をおすすめしたい。 

 

 

 

〇2050ゼロカーボンみのわキックオフイベントの開催について 

（住民環境課 ゼロカーボン推進室） 

キックオフイベントの開催について 

別紙資料にて説明 

概要 

日時：令和４年７月３日（日）  

午前 10 時から午後 4 時まで 

場所：町文化センター・交流センター 

内容：ゼロカーボンシティ宣言及びあいさつ、基調講演、 

   パネルディスカッション、ＶＲ体験、エコドライブ体験、ＥＶカート乗車などが行われる。 

町長より 

地球温暖化の影響が身近に迫ってきている。その最たるものが昨年の８月の豪雨であった。 

温暖化対策はいち早くスタートしなければならない。家庭や、事業所の協力なくして成り立たな

いが、まずは行政が率先してできることから始めていきたいと考えている。 

 

 

〇第３３回みのわ祭りについて    （商工観光課 観光係） 

みのわ祭り開催について 

別紙にて説明 

概要 

【期日】 

令和 4 年７月３０日（土） 

【会場】 

メイン会場：文化センター・地域交流センター交流広

場周辺 

 納涼花火大会（打上）：番場原運動公園第二グラウンド 

       （手筒）：箕輪中学校グラウンド（事前申込制・上限 2，000 人） 
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【実施時間】 

メイン会場 ：午後１時から午後５時まで 

納涼花火大会：午後 8 時から午後 9 時まで 

【内容】 

・みのわ祭り特番放送（伊那ケーブルテレビ放送・オンライン配信） 

・ステージ発表（文化センターホール） 

・みのわ町民踊り動画コンテスト（７月 13 日（水）まで募集） 

・出店（飲食を伴わないもの） 

・イベント各種（バルーンアート、じゃんけん大会、ミノワクエストなど） 

・フードバンク・チャリティバザー 

・大抽選会（応募７月２２日（金）まで） 

【その他】 

・メイン会場、入場制限あり。入口１か所、出口４か所設置。 

 スムーズな入場にご協力いただきたい。 

         

 

〇第８２回国民スポーツ大会（信州やまなみ国スポ） 

 フェンシング会場の中央競技団体正規視察について 

（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

正規視察について 

別紙にて説明 

概要 

【日時】   令和４年７月１５日（金） 

【視察場所】 町民体育館・社会体育館・屋内スポーツ施設（競技会場） 

       町文化センター等（会議会場） 

【視察員】  公益社団法人日本フェンシング協会 国スポ担当理事 

 

・７月２日の理事会で、正式視察内容の詳細が決定される。 

・町民体育館を基本的に主会場にしながら社会体育館も使って大会を行う予定。 

 主にこの視察は 2 会場に分かれて開催するということを含め、どのような改修が必要かという

ことを中央競技団体から指摘をいただき当町で検討していくものである。 

・視察後会場として承認されれば、耐震改修も合わせて、大会用に改修作業が始まる。再来年着

手予定。それに伴い２年ほど体育館が使えなくなることをご了承いただきたい。 
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〇第２弾 もみじちゃんのおくりもの         （企画振興課 まちづくり政策係） 

第２弾 もみじちゃんのおくりもの 

別紙にて説明 

おくりもの事業背景 

・新型コロナウイルス感染症をはじめ、原油価格、物価

高騰により町外で生活する学生の生活支援をすること

を一番の目的としている。また、特産品を生産する地元

業者を支援するとともに、就職や生活支援制度などの情

報を送り、地元を離れている学生にふるさと“箕輪町”を

感じてほしい。 

【おくりもの内容】 

・Ａセット 地産品セット 7,000 円相当分 

・Ｂセット ＱＵＯカード 5,000 円分 

【申し込み期限】 

・７月１８日（月）までで、発送は８月上中旬。 

【対象者】 

条件 1 国内の学校（大学、専門学校等）に通う１８歳以上の学生 

条件 2 実家が箕輪町にあり、町外で親元を離れて暮らしている 

【申し込み方法】 

・ＷＥＢフォームで情報入力の他、学生証を撮影し添付 

 

〇豊島区姉妹友好都市協定について （企画振興課 みのわの魅力発信室） 

箕輪町・豊島区 姉妹友好都市協定締結について 

別紙にて説明 

概要 

 

・豊島区と箕輪町の交流は、平成１４年から始まり、箕輪町発足 50 周年の平成１７年４月には

「豊島区と箕輪町との非常災害時における相互応援に関する協定」を、令和 2 年には森林（も

り）の里親制度に基づくカーボンオフセット協定「森林

（もり）の里親（としまの森）協定」を締結し、多方面

で協力関係であった。その他、観光・物産交流や職員の

相互派遣交流をはじめ、教育・文化・芸術など様々な交

流事業を進めている。今回、なお一層の区町の絆を深

め、相互理解と信頼をもとにさらなる交流の推進を目指

し、姉妹友好都市協定を締結する。 
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締結式 

 東京都豊島区役所 令和 4 年 7 月２１日（木） 

 

記念イベント 

 ・豊島区内の大型ビジョンへ箕輪町のＰＲ 

 ・豊島区池袋にある大型商業施設サンシャインシティにて、箕輪産リンゴを使ったレストラン

フェアを開催（15 店舗の予定） 

  期間８月 22 日～29 日 

 ・豊島区防災公園イケ・サンパークでファーマーズマーケットに出店し、農産物販売＆ＰＲ 

  期間８月 27 日～28 日 

その他イベント 

 ・としまの森にソメイヨシノ記念植樹 

  ９月２４日豊島区長による記念植樹と看板植樹式 

 ・としまの森親子環境ツアー 

  １１月１２日～１３日の１泊２日親子ツアー、１８組の親子がとしまの森で木工体験や、リ

ンゴ狩り、そば打ちなどを体験 

 

 

 

〇町長コメント 

 

断水について 

６月 15 日に発生した断水について、当初漏水事故ではないかと原因調査をしたが、なかなか原

因がつかめなく、結果的には減圧弁の故障ということがわかった。そのようなこともあり、断水

が長引いてしまい、多くの皆様にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳なく思っている。故障の

原因等はまだわからないが、老朽化であることは間違いないと思うが、町内に同様の減圧弁を使

用しているところがあり、そういった箇所の点検等も併せて行っている。今後このようなことが

起きないように担当部局で対応している。 

参院選の入場券記載誤りについて 

先日、選挙管理委員会で会見をさせていただいたが、町の職員が事務局を構成しているというこ

ともあり、町としてもＤＸを進めていくにあたって、今回のことはあってはならないことだと思

っている。委託先でチェックを怠っていたこともあるが、発注者としてもう少し丁寧に対応する

べきであった。大変大勢の方にご迷惑をかけてしまい、今後このようなことがないように対応し

ていかなければと考えている。 

原油価格・物価高について 

原油価格・物価高の状況が続いており、畜産、交通だけでなく、かなり影響を受けているところ

が出てきているようだ。 

特に心配なのは福祉、医療については何らかの支援が必要だと思っている。県で対応してくれる
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ものがあるかどうかという判断も必要であるが、場合によっては早く対応しなければと考えてい

る。学校の食材については議会の中でも申し上げたが９月補正で良いと思っているが、福祉、医

療についてはどうしていくかこれからの状況をみていきたい。 

農家に関しても、肥料価格が倍くらいになっており、大変な影響が出ている。農家は大きな農家

から家族経営まであり、行政の支援する範囲としてどこまでしたらよいかについては、非常に難

しい。その辺りについては、国の状況、選挙も含めて国の状況を見定めた上で、何らかの政策を

とらなければと思っている。非常に心配をしている。 

 

 

 



 

 

6月定例記者懇談会次第 

 

令和 4年 6月 28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 

・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） 

 

   

・2050ゼロカーボンみのわキックオフイベントの開催について 

                     （住民環境課 ゼロカーボン推進室） 

 

 

・みのわ祭り開催について         （商工観光課 観光係） 

 

 

  ・第８２回国民スポーツ大会（信州やまなみ国スポ） 

フェンシング会場の中央競技団体正規視察について 

（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

 

 

  ・第２弾 もみじちゃんのおくりものについて  

                       （企画振興課 まちづくり政策係） 

 

 

・豊島区姉妹友好都市協定について     （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  7月 25日（月）午前 11時 00分 203会議室 
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内　　容 場　　所 備　　考

7月1日 金 10:30 総合教育会議 中部小学校

18:00 消防参与会 ながた荘

7月2日 土

7月3日 日 10:00 ゼロカーボンキックオフイベント 町文化センター

7月4日 月 10:00 伊那防犯協会連合会定期総会 伊那市役所　多目的ホール

14:30 【代】JR飯田線活性化期成同盟会総会 いなっせ 【代】生活環境課長

16:00 浅川建設工業100周年記念式典 町文化センター

7月5日 火 13:30 竜東線箕輪地区整備促進期成同盟会総会 地域交流センター研修室ＡＢ

15:30 県道与地辰野線整備期成同盟会総会 地域交流センター研修室ＡＢ

7月6日 水 13:30 連絡事務嘱託員長会・区長会 大会議室 【副町長も】

7月7日 木

7月8日 金 17:00 フェンシングインターハイ出場激励 応接室

7月9日 土 12:45 上伊那網の目平和大行進激励

7月10日 日

7月11日 月 11:00 桑沢浄水用水施設運営委員会総会 ながた荘

14:00 広域連合正副連合長会 いなっせ

7月12日 火 10:00 いきいき百歳体操介護予防セミナー 文化センターホール

7月13日 水 15:00 みのわダム集水域地権者協議会 みのわパレス

7月14日 木 9:00 庁議 講堂

14:00 第1回フェンシング全国大会実行委員会 交流センター交流室A・B

7月15日 金 9:00 フェンシング国体中央競技団体正規視察 交流センターA.B・町体・社体

7月16日 土

7月17日 日

7月18日 月

7月19日 火 14:00 伊那西部土地改良区理事会 南箕輪第１機場

7月20日 水 7:30 町長寿クラブ連合会マレットゴルフ大会 ながたマレットゴルフ場

14:30 竜東線整備促進期成同盟会 伊那プリンスホール

7月21日 木 豊島区姉妹友好都市協定締結式 豊島区役所

7月22日 金

7月23日 土

7月24日 日

箕輪町長　当面の予定
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内　　容 場　　所 備　　考

箕輪町長　当面の予定

7月25日 月 11:00 定例記者懇談会 203会議室

7月26日 火 13:30 南部国道連絡会総会（飯田市） 飯田市鼎文化センター

7月27日 水

7月28日 木 長野県河川協会通常総会 長野市

7月29日 金

7月30日 土 みのわ祭り

7月31日 日



日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

1日 金

2日 土 9:30~11:30 社会を明るくする運動・青少年健全育成上伊那北部大会 南箕輪村村民センター 総務係 79-3144

終日 ゼロカーボンシティ宣言記念キックオフイベント 文化センター 住民環境課 79-3154

9:00~11:00 「箕輪学かるた」に描かれた場所巡り 町内 博物館 79-4860

4日 月

5日 火 10:15~10:55 リトミック（すくすく子育てイベント） 子育て支援センター 子ども未来課 71-1560

6日 水 10:00~11:30 初めてのフラダンス講座 文化センター 町公民館 79-2178

7日 木

8日 金 10:10~11:30 ふれ愛あそび 箕輪町図書館 子ども未来課 71-1560

9日 土

10日 日 7:00~20:00 参議院議員通常選挙 町内20投票所 選挙管理委員会 79-3144

11日 月

10:00~12:00

13:30~15:30
介護予防セミナー

文化センター

区公民館等
福祉課 70-6622

14:00~ ふれ愛あそび みのわ～れ 子ども未来課 71-1560

13日 水

14日 木 14:00~ 第1回箕輪町フェンシング全国大会実行委員会 交流センター 県フェンシング協会（文化スポーツ課） 70-6601

15日 金 9:00~ 2028長野国スポフェンシング会場地正規視察 交流センターほか 県フェンシング協会（文化スポーツ課） 70-6601

16日 土

17日 日

18日 月

19日 火

20日 水 10:00～11:30 初めてのフラダンス講座 文化センター 町公民館 79-2178

21日 木 午後 豊島区姉妹友好都市協定締結式 豊島区役所 魅力発信室 79-3152

22日 金

23日 土 8:00~10:00 交流菜園⑤ 長田 みどりの戦略 79-3170

24日 日

25日 月

26日 火

27日 水

28日 木 8:30~11:30 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 79-3118

29日 金

みのわ祭り 文化センター周辺 商工観光課 79-3171

みのわテラスイベント(夏祭り)夕市 みのわテラス みどりの戦略 79-3170

10:30~12:00 親子向け「プログラミング体験講座」① 中部小学校 企画振興課 79-3152

13:30~15:00 親子向け「プログラミング体験講座」② 中部小学校 企画振興課 79-3152
31日 日

令和４年７月行事予定表 2022/6/28

30日 土

3日 日

12日 火



箕輪町新型コロナワクチン接種の状況  2022.6.28 

１ 新型コロナワクチン 接種率 6月 28日現在 

１回目接種率 ２回目接種率 3回目接種率 ３回目 見込み接種率 

92.5％（0.1↑） 92.3％（0） 79.0％（3.9↑） 79.0％（1.5↑） 

＊（ ）内は 5月 24日からの増減 

・20代（55.5％→58.9％）、30代（61.5％→64.0％） 

 

２ １～3回目接種 

・１～２回目接種については、月に１～２日の接種日を設定している。 

・３回目接種については、４回目接種の方と同じ予約枠で予約受付中。 

・６月中旬に、2回目が 2月に完了した方約 100人に予診票を送付。7月中旬には、2回

目が 3月に完了した方に予診票を送付予定。 

・武田社ワクチン（ノババックス）の１～３回目接種機会を設定。 

 7月 9日（土）・7月 30（土）しろざき内科クリニック 各 10人 

※ノババックスは、「組み換えタンパクワクチン」で、不活化ワクチンの一種であり、B 型

肝炎ウイルスワクチンなど、既に使用された実績があります。ｍRNAワクチンの成分にア

レルギーのある方も安心して受けることができ、副反応が比較的少ないのも特徴です。 

◎接種後 7日間に現れた症状 

 接種部位の痛み 頭痛 倦怠感 発熱 

1回目接種 26.9％ 21.6％ 12.2％ 2.4％ 

２回目接種 45.6％ 29.6％ 26.4％ 4.4％ 

３回目接種 54.6％ 45.9％ 46.9％ 17.3％ 

 

３ ５～11歳の新型コロナワクチン接種 

・対象者 1,467人。 

・接種済＋予約済み者 555人（33人↑）（35.6％→37.8％） 

・6月 22日から、他市町村での接種が可能になる。接種希望の方は、早めに予約を。 

 

4 4 回目接種 

・6月 21日（火）から、１０医療機関で個別接種開始。昨日までに 528人が接種。 

・7月 1日（金）から集団接種開始。 

・18～59歳の方の「基礎疾患を有する者」の申請受付中。 

6月 28日現在 310人。３回目接種完了者 16,691人の 1.9％ 

・令和４年 2月までに３回目接種を完了した方 6,898人に予診票送付済み。 

・令和４年３月までに３回目接種を完了した方 1,161人に、今週中に予診票送付。 

※延長の可能性はあるが、現時点では臨時接種の実施期間は令和 4 年 9 月 30 日までとな

っているため、接種希望の方は、早めの予約をお勧めしたい。 



 

2050ゼロカーボンみのわキックオフイベントの開催について 

住民環境課・ゼロカーボン推進室 
(課長兼室長) 川合 昭 (担当) 須田 優太郎 
電 話：0265-79-3154（直通） 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ-mail：jukan@town.minowa.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 このたび町全体の地球温暖化対策である「箕輪町地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」を策定し、７月１日に施行する運びとなりました。 

 またこれに合わせて、２０５０年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す

「ゼロカーボンシティ」へ挑戦することを町長が宣言し、町民、事業者、行政等

が連携・協力してゼロカーボンの取り組みを推進していきます。 

そこで子どもから大人まで楽しくゼロカーボン等を理解できる機会として、下

記のとおりキックオフイベントを開催します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕輪町役場住民環境課 定例記者懇談会   

令和4年６月 28日 発信 
箕輪町 

  日 時 

令和 4 年７月３日（日） 午前１０時から午後４時まで 

  場 所 

箕輪町文化センター・交流センター 

内 容 

別紙のとおり 

 

 

 

 



6/28 定例記者懇談資料

１　屋内イベント

　場所：文化センター

時間 内容 詳細

12:50 開　会 副町長による開会の言葉

ゼロカーボンシティ宣言及びあいさつ 町長によるゼロカーボンシティ宣言及びご挨拶

13:15～14：15
石原良純氏によるゼロカーボン基調講演

「空を見よう」

基調講演会は事前予約制です。（現在は受付終了）当日

券についてはイベント当日11：30に文化センター入り

口付近で配布します

14:15～14：30 休憩

14：30～15：30

パネルディスカッション「みんなで取り組もう！ゼロ

カーボン」

★パネラー：

①町長②ニチノウ食品有賀氏③フリーライター柴茜氏

★コーディネーター：信大　茅野先生

★MC：富岡アナ

豪華パネラーによる環境問題がテーマのパネルディス

カッション

15:35 抽選会　抽選者：町長 豪華家電が当たる抽選会

閉　会 教育長による閉会の言葉

16:00～ 環境配慮型テイクアウト販売（エントランス） 町の飲食店によるお惣菜のテイクアウト販売！

　場所：地域交流センター内（交流室１・２・多目的ルーム）

パネル展示コーナー（説明含む）

エコドライブ体験コーナー

ウッドパズルづくりコーナー
お子様限定で昆虫型のウッドクラフトを配布。その場で

作ることもできるコーナー

ＶＲ体験（ＶＲゴーグルにて温暖化体験）コーナー
このまま地球温暖化が加速するとどうなるか？未来の地

球を体験できるコーナー

休憩コーナー

２　屋外イベント

　場所：文化センター前広場・交流センター前広場

ＥＶカート乗車コーナー（親子向け）
親子向けのＥＶカート「ｍｉｎｉＦ１」に無料で乗車で

きます

ＥＶ・FCV車展示、ＥＶ車防災活用コーナー 最新の電気自動車

太陽光パネル等設備展示関係
町の水道事業組合による太陽光パネルや薪ストーブなど

の展示

ペレットストーブ展示・ＰＲコーナー 森林組合によるペレットストーブの展示

すずらんソフトクリーム販売

太陽光・生ごみ処理機等（補助金）ＰＲコーナー
県の太陽光補助金や町の生ごみ処理機の補助金のご案内

等

地球温暖化推進員による、ゼロカーボンや地球温暖化に

ついての説明やエコドライブを体験するコーナー

7月3日ゼロカーボンキックオフイベント概要等について

10：00～15：00

10：00～15：00

※午前中にＭＣとパネラーの打合せを行う



みのわ町民おどり動画
コンテスト

第33回

13:00～17:00
会場：文化センター・地域交流広場

※荒天時翌日

主催／みのわ祭り実行委員会
お問い合わせ／みのわ祭り実行委員会事務局 TEL.0265-79-3171

納涼花火大会
手筒花火〈20：00～〉
《箕輪中学校グラウンド》

打ち上げ花火〈20：30頃～〉
《番場原グラウンド》

ステージ発表・
パフォーマンス
《文化センターホール》

オープニング

みのわ太鼓
箕輪中吹奏楽部
《地域交流広場》

熱
い
夏
を

と
り
も
ど
そ
う!

第一生命プレゼンツ

バルーンアート
&じゃんけん大会

じゃんけんに勝ち抜いて
オリジナルグッズをゲットしよう！
●時間 14：15頃～
●場所 メイン会場

ステージ

受 

付入口

み
の
わ
地
域

交
流
セ
ン
タ
ー

箕
輪
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防
署

箕
輪
町
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場

箕
輪
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ン
タ
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来場者用
駐車場

町
道
6
号
線

町
道
3
7
2
号
線

町道371号線

一方通行

町道359号線

地域交流
広場

選挙・図書館
駐車場

博物館駐車場

箕輪町郷土
博物館

メイン
会場

松島保育園

箕
輪
中
学
校

手
筒
花
火
会
場

障がい者用駐車場

松島保育園駐車場

出口専用 出口専用

出口専用

出口専用

入口専用
※選挙・図書館のみ出口可

豪華賞品をゲットしよう!

《各世帯につき、1回の応募ができます》
商工会、役場玄関ホール他に設置された
応募箱に応募用紙を入れてください。

今年もやります！

大抽選会
応募期限 7月22日（金）

子どもたちが間伐材に描いたイラストが会場を彩ります。

木ッズチャレンジ
キ

これも
ひとつの

ご家庭で余っている食糧を寄付して、
困っている人を助けませんか？
●集めるもの
缶詰・レトルト食品・カップ麺・海苔・調味料など
※集められるものには条件があります。詳細は特設ページをご確認ください。

フードバンク・
チャリティーバザーで
SDGsを始めてみよう！

みのわ祭りの詳細は
特設ページをチェック

※メイン会場、手筒花火会場
への入場には受付が必要で
す。スムーズな入場のため、
特設ページで事前受付にご
協力をお願いします。

会場周辺に設置されたクエストに挑戦して、
お宝をゲットしよう！
●受付開始 14：00～　●受付場所 メイン会場内

箕輪町若者プロジェクトチーム
プレゼンツ



第 33 回 みのわ祭り 概要 

 

2022.06.28 

 (1) 期日 

  ・令和４年７月 30日（土） 

※小雨決行、荒天翌日開催 

   ※県新型コロナウイルス感染警戒レベルで、上伊那圏域がレベル６以上 

になった場合は中止 

 

 (2) 会場 

   ・メイン会場：文化センター、地域交流センター交流広場周辺 

   ・納涼花火大会（打上）：番場原運動公園第二グラウンド 

          （手筒）：箕輪中学校グラウンド 

 

 (3) 実施時間 

   メイン会場 ：午後１時 00分から午後５時 00分まで 

   納涼花火大会：午後８時 00分から午後９時 00分まで 

 

 (4) 内容 

   ・みのわ祭り特番放送（伊那ケーブルテレビ放送・オンライン配信） 

   ・ステージ発表（文化センター大ホール） 

   ・みのわ町民踊り動画コンテスト 

・出店（飲食を伴わないもの） 

・イベント各種 

・フードバンク・チャリティーバザー 

   ・大抽選会 

   ・納涼花火大会 



 

第８２回国民スポーツ大会（信州やまなみ国スポ）

フェンシング会場の中央競技団体正規視察ついて 

 

添付資料 有  無 

 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

  

 

令和 10 年（2028 年）に長野県開催の国民スポーツ大会のフェンシング競技会場地

である箕輪町の屋内スポーツ施設について、日本フェンシング協会が正規視察を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕輪町役場 文化スポーツ課 プレスリリース  

令和 4年 7月 7日 発信 
箕輪町 

文化スポーツ課 スポーツ振興係 
(課長) 小池弘郷 (係長) 木村 勉 
電 話：0265-70-6601 
ＦＡＸ：0265-79-6368 
Ｅ-mail：shougai@town.minowa.lg.jp 

日時   令和 4 年７月１５日（金） ９時から 12 時 

 

視察場所 箕輪町町民体育館・社会体育館等、屋内スポーツ施設（競技会場） 

     箕輪町文化センター等 （会議会場） 

 

視察員  公益社団法人日本フェンシング協会 国スポ担当理事  

 

内容   概要説明及び現地視察を行い、講評を受ける 



若者応援・子育てのまち

申込みはこちら

Q:対象者はどういう人ですか？
条件１ 国内の学校（大学、専門学校等）に通う18歳以上の学生
条件２ 実家が箕輪町にあり、町外で親元を離れて暮らしている

箕輪町では、新型コロナウイルス感染症をはじめ、原油価格・物価高騰に

より、町外で生活する学生の生活支援を行います。

また、特産品を生産する地元業者を支援するとともに、就職や生活支援制

度などの情報を送り、学生生活を支援して地元を離れている学生にふるさ

と“箕輪町”を感じてほしいと考えています。

Ｂセット

ＱＵＯカード

５，０００円分

新型コロナ支援
原油・物価高騰支援

保護者の方でも
申込みできます

Q:申込みには何が必要ですか？

WEBフォームで氏名などの入力のほか学生証を撮影し添付してください

８月上中旬

申込み

まで

お問合せ 箕輪町役場 企画振興課 ☎0265-79-3152(内線1151)

セットの発送７/18㊊

選べる!!おくりもの支援セット

長野県箕輪町

上伊那就活情報なども

一緒に送ります

お米２kg・そば乾麺・五平餅・レトルトカレー・パスタソース・ドーナツ・ハーブティー・ハーブソルトなど

※内容は予定であり変更になる場合があります。

写真はイメージです

地産品セット

７，０００円相当分
Ａセット

または



                         Ｒ4.6.28 定例記者懇談会資料 

箕輪町・豊島区 姉妹友好都市協定 締結について 

 

豊島区と箕輪町の交流は、平成 14年の交流開始以来、観光、文化、芸術、ス

ポーツ、教育面にも拡がり発展を続けています。 

箕輪町発足５０周年の平成１７年４月には「豊島区と箕輪町との非常災害時

における相互応援に関する協定」を、令和 2年には森林（もり）の里親制度に基

づくカーボンオフセット協定「森林（もり）の里親（としまの森）協定」をそれ

ぞれ締結し、多方面で協力し合ってきました。 

その他、観光・物産交流や職員の相互派遣交流をはじめ、教育交流、文化・芸

術交流、スポーツ交流など様々な交流事業を進めております。 

今回、なお一層の区町の絆を深め、相互理解と信頼をもとにさらなる交流の推

進をめざし、友好都市協定を締結します。 

 

協定締結式  

東京都豊島区役所 令和４年７月２１日（木） 

       

記念イベント 

   ・豊島区内の大型ビジョンへ箕輪町のＰＲ 

    ８月中～区内にある大型ビジョンへＰＲ動画の放映 

・豊島区池袋にある大型商業施設 サンシャインシティで箕輪産リンゴ

を使ったレストランフェアを開催 

    期間 ８月２２日～２９日 提供店舗 １０～１５店舗  

   ・豊島区防災公園イケ・サンパークで行われる、ファーマーズマーケット

に出店 農産物販売＆ＰＲ 

    期間 ８月２７日～２８日  

 その他イベント 

   ・としまの森にソメイヨシノ記念植樹 

    ９月２４日に豊島区長による記念植樹と看板除幕式 

   ・としまの森親子環境ツアー 

    １１月１２日～１３日の１泊２日親子ツアー、１８組の親子がとしま

の森で木工体験や、りんご狩り、そば打ちなどを体験 

 

 

 

 



                         Ｒ4.6.28 定例記者懇談会資料 

〇豊島区 姉妹・友好・交流都市の状況 

 

 姉妹都市    １ （埼玉県秩父市） 

 友好都市    ３ （山形県遊佐町・沖縄県伊江村・韓国ソウル東大門区） 

 防災都市協定 １６ （長野県箕輪町 他） 

 その他 観光物産交流都市 文化交流都市 ソメイヨシノ植樹交流都市ほか 

令和３年１０月現在、国内外９３の自治体と交流をしています。 

 

〇豊島区との主な交流事業 

箕輪町と豊島区との災害時相互応援協定締結 

ふくろまつり「友好都市観光物産展」参加 

東京よさこいコンテスト「箕輪町長賞」授与 

職員の相互派遣交流 

みのわ祭り「東京よさこいチーム」参加 

箕輪町社会福祉協議会と豊島区社会福祉協議会との災害時相互応援協定締結 

豊島区にある大正大学の地域実習の受入れ 

豊島区の幼稚園、保育園卒園児へのアルストロメリア贈呈 

豊島区の東京芸術劇場付属劇団によるコンサート・中学生演技指導 

町内一周駅伝大会へ豊島区チーム参加 

豊島区森林環境贈与税活用「としまの森整備事業」実施          

                                等々 


