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7月記者懇談会 

 

令和 4 年 7 月 25 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） 

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 91.6%（20,602 人）            

２回目接種率 91.4%（20,552 人） 

３回目接種率  78.6%（17,678 人） 

４回目接種率 20.5%（4,309 人） 

＊４回目接種に関し、60 歳以上 9,049 人のうち 4,309 人接種済み 

予約済みを含めると 7,000 人ほどになるので、約 78％の見込み率となる。 

また、18 歳から 59 歳の基礎疾患のある方々の申し込みも含めると全人口で約 35％の見込み

率となる。 

 

１～3 回目接種 

・１～2 回目の接種は月に１日設定。ご相談により随時受付。 

・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 30 日（土）、８月 20 日（土）、９月 10 日（土）しろざき内科クリニック 各 10 人 

＊７月 30 日はすでに予約受付終了 

 

５～11 歳の新型コロナワクチン接種 

・接種済＋予約済者 587 人 約 41％ 

・６月 22 日（水）から他市町村での接種が可能になり、当町の場合は、他市町村からの予約が 

 入ってきており、だいぶ埋まってきている。 

・第７波の報道を見てか、急に予約枠が埋まったため、新たに７月 29 日（金）伊那プリンスホー   

ルでの接種機会を設けている。 

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、西村 



- 2 - 

 

 

4 回目接種 

・６月 21 日（火）から、４回目接種開始され、現在までに 4,309 人が接種済 

・18～59 歳の方の「基礎疾患を有する者」の申請受付中。480 人申請。 

 

 

最新情報 

７月 22 日（金）の厚生科学審議会において以下の内容が了承された。 

（1） ４回目接種の対象者に、医療従事者・高齢者施設従事者・障がい者施設従事者が追加され

た。 

  ・接種券（予診票）発行について 

   医療機関、施設を通じて、予診票発行の申請を依頼していくので、希望者は申請をお願い

したい。（勤務先でまとめて、または、個人で、ながの電子申請か電話で） 

   自分の住民票のあるところで取り寄せてもら形となる。 

  ・接種場所 

   自院接種の医療機関は、その医療機関で、それ以外は、自分で予約し接種。 

（2） オミクロン株対応ワクチンによる追加接種の準備開始 

  ・重症化しやすい高齢者等を対象者にすることが考えられる。詳細については、国から市町

村への説明会があるため、そこで明らかになると思われる。 

（3） インフルエンザワクチンと同時接種を認める 

  ・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、接種間隔の規定を廃止。 

   同時接種も可能となる。他の予防接種との間隔は、引き続き 13 日以上空けることが規定

となっている。 

（4） ノババックスワクチンの 12～17 歳のうち 1.2 回目の接種が可能。 

  ＊18 歳以上は 1～3 回目に使用可能。4 回目には使用できない。 

 

 

 

〇令和４年度 箕輪町成人式について 

（文化スポーツ課 生涯学習係） 

箕輪町成人式について 

別紙資料にて説明 

概要 

日    時：令和 4 年８月 15 日（月） 午後 1 時 50 分 

（受付 午後 1 時 15 分～ 2 グループに分けて時差受付） 

会    場：箕輪町文化センター ホール  



- 3 - 

 

感染防止対策：健康チェックシート提出の義務付け 

       上伊那感染レベル 4 及び 5 の場合は 

       抗原検査等実施を義務付け 

       マスク着用、手指消毒の徹底 

       受付時間の分散 

対   象   者：平成 13 年４月 2 日～平成 14 年４月 1 

日生まれの町内在住及び出身者 

313 人（男性：165 人 女性：148 人） 

 

＊感染予防対策を徹底し、現在のところ開催する方向だが、上伊那感染警戒レベル 6 の場合につ

いては、令和５年１月 3 日（火）時間は同時刻に延期とする。 

 

 

 

 

〇みんなで歩こう！箕輪町ウォーキンググランプリへの協賛及び参加について     

（健康推進課 健康づくり支援係） 

箕輪町ウォーキンググランプリについて 

別紙にて説明 

概要 

今年度で 3 回目の開催。長野県地域発元気づくり支援金

活用事業となる。 

イベント期間 ：10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月） 

対    象 ：町内にお住まい または 町内にお勤めの方 

エントリー部門：1.企業・グループ （企業・グループで参加すると自動的に個人部門にも 

エントリー）  

2.個人（ゆったり 5,000 歩～8,000 歩、 しっかり 8,000 歩～15,000 歩、 

    がっつり 15,000 歩以上） 

エントリー期間：７月 27 日（水）～９月 12 日（月） 

        ＊エントリー期間終了後、途中からの参加は不可 

参 加 方 法：1.スマホ ウォーキングアプリで参加  2.町指定活動量計 

＊いずれの場合も、ながの電子サービスでエントリー、または、健康推進課 

 窓口で申し込み 

表     彰：各部門上位の個人・企業グループ部門の平均歩数上位の団体 

商     品：各部門ごとに目標歩数以上歩かれた方の中から抽選で総額 10 万円相当の商品 

        をプレゼント。 

協   賛   品：参加者の中から抽選でご協賛企画提供品をプレゼント。 
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協賛企業募集 

・本事業に賛同いただき協賛品をご提供いただける事業所（団体）を募集。 

・申し込み９月 30 日（金）まで。 

・商工会も通じて町内業者の皆様にご案内をさせていただく。 

＊昨年は 17 の事業者から協賛をいただき景品を参加者にお配りしたとういう状況。 

 

 

〇町長コメント 

プレミアム付き応援券について 

臨時議会において、契約案件の承認を 1 件、補正予算を 1、2 本出させていただきたいと思っ

ている。 

一つは、プレミアム付き応援券について、応募期間が終了したが、当初予定したより多く応募

をいただいた。プレミアム付き応援券は、１万円が 1 万 3,000 円になるものだが、当初、昨年

の申し込み実績を踏まえて 1 万 3,000 部を用意し

たが、応募が 2 万 1,038 冊ということで、8,038

冊オーバーとなった。プレミアム付きみのちゃんポ

イントは、1 万 5,000 ポイントを 1 万円で販売する

ものだが、3,000 口を用意したが 5,528 口という

ことで 2,528 口オーバーとなった。オーバー分につ

いて当初の予定では、箕輪町民以外の方等から抽選

するということになっていたが、やはりこれだけの応募があった理由について、定かではない部

分もあるが、原油価格や物価高騰の影響を受けていることも背景にあるため、応援券を活用して

負担軽減をはかっていきたい。また、事業所に対する支援というところから見ると、応募いただ

いたみなさんすべての物を何とか活用できるような方策が必要だということで、超過分も含めて

実施したいということから、超過分 3,800 万円の増額補正をさせていただきたいと、議会に承

認をいただきたいと思っている。 

 

第6波対応危機突破事業継続支援金について 

もう一つ、ずいぶん前のものになってしまうが、新型コロナウイルス感染第 6 波の際、国の事

業復活支援金という制度をやっていたが、その時、事業復活支援金を受給した皆さんに対し、町

内法人 20 万円、個人事業主に 10 万円を支給するという制度を３月の補正の段階で取り入れ、予

算計上していた。これも当初 220 事業所で予定をしたものが、329 事業所ということで、109 事

業所オーバーになっており、しかし国が認めた事業所なので、これを受けないわけにはいかない

だろうということがあり、こちらも増額補正 2,070 万の増額予算にさせていただきたいというこ

とで、明日補正をさせていただく。こういったことから見ると、第 6 波のまん延防止等重点措置

に伴って大きな影響を受けた中小事業者が我々の予想よりも多かったと考えざるを得ないと思っ

ており、議会で説明させていただきたいと思っている。 

豊島区姉妹友好都市協定について 
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先週 21 日に豊島区において、姉妹友好都市協定を締結させていただいた。コロナの状況があ

ったので、私と教育長、議長副議長等で参加し協定の締結をさせていただいた。今まで、20 年に

わたる交流実績を踏まえて、豊島区の方から姉妹友好都市というレベルで協定を結び直したいと

いう話をいただき、大変ありがたくお話を受けさせていただいた。 

８月～９月にかけ、豊島区では大型ビジョンで箕輪町の動画の放映や、サンシャインシティ内

のレストラン 15 店舗で、箕輪産のりんごを使ったレストランフェアを予定している。 

また、町では９月 25 日に豊島区に来ていただき、自然公園でソメイヨシノの記念植樹、としまの

森の看板除幕式を、また 11 月には、としまの森に豊島区の親子にきていただき環境ツアー交流

を実施の予定。 

 豊島区とは、いままでも関係を積み重ねてきて、これほど行政民間合わせて交流をしている例

はあまりないので、私たちもありがたく思っている。豊島区を起点として東京での箕輪町の発信

が非常にしやすくなると感じている。 

 

デマンドタクシーの実証実験結果について 

 デマンドタクシーについて、昨年の１１月から実証実験をした結果について、一部抜粋という

形でみのわの実８月号に掲載し、町民の皆さんに結果をお知らせさせていただく。 

デマンドタクシーの実証実験について、十分周知できなかった部分もないわけではないが、思っ

たほどの利用が見込まれなかった。町の規模、中心部からの距離などを含め、それほどデマンド

が使われるとは、あまり思ってはいなかったが、そうは言っても、みのちゃんバスの今の状況を

考えると、定時交通からデマンド型に切り替える時期に来ているのではないかと判断をして、今

回半年間の実証実験をしたが、登録者 172 人のうち実利用者 43 人にとどまった。３月に、無料

にしたこともあるが、有償であったことが影響したということも考えられないわけではない。み

のちゃんバスは高齢者については無料なので、1 回 500 円、障がい者については 300 円と有償制

度が足かせになった可能性がないわけではないが、アンケートをとってみると、有償 500 円は妥

当だといただいたので、それが理由ではないのではないかと思っている。 

 利用者の目的地は病院・歯科医が一番多く、思った以上にスーパーへ行くための利用は多くな

かった。利用時間帯は午前９時から 10 時の時間帯の利用が非常に多く、それ以降は非常に低調

であった。アンケートの声では、便利か便利ではないかということになれば、デマンドタクシー

は便利という声は非常に多いと思うが、土日走らせていないことや、事前予約制にしていること

を含めると、十分対応できなかった部分もあると思う。この結果を受けて、町としてどうするか

ということだが、まだ結論が出ていない。アンケートでは、やはりみのちゃんバスの廃止や縮小

という考え方については、非常に消極的な意見が多く、並行運用を希望する声が多いように感じ

た。 

今回の実証実験は、停留所方式をとった。これは、タクシー会社との関係から、全くタクシーと

同じ条件にすることはできないということもあり、停留所方式をとったが、自宅送迎を希望する

方が非常に多かった。 

これだけ利用者が少ないとなると、この先デマンドをやっても利用に結びつかないのではないか

と思い、もう少し時間をとりたい思う。例えば一般の民間タクシーをもう少し利用しやすいよう
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な方策をとった方がいいのかどうか、ということも含めて、これから時間をかけて検討したいと

思う。 

 

コロナ禍における行事について 

夏の行事がこれから出てくるので、どうするか検討したいと思うが、基本的には行動制限をかけ

ない国の方針があるので、それに沿って検討していく。みのわ祭りについては実行委員会を夕方

から開催するので、そこで方向性を決めさせていただく。また 3 時から対策本部を開き、今の方

向性を変えるつもりはないが、各課の状況等確認をさせていただく。 

 

【記者】 

デマンドタクシーは、想定していた登録者、利用者はどれくらいだったのか。 

 

【町長】 

2 倍、３倍は見込んでいた。一定の交通弱者がいると思うが、町内の場合、中心部に近いとうこと

もあるのだろうか。みのちゃんバスを使っていた人がもっと利便性の高いデマンドに移ったとい

う感じではない。そう考えると、交通弱者はそんなに多くないのか。ただこれから団塊の世代が

75～80 を超えていくので、免許返納を含めてそういうことを進めていかなければいけない時期

でもあるので、無下にやらないというわけにはいかないと思っている。 

例えば、タクシー券の増刷をしたほうが、かえって利便性が高いのかもしれない。こういったと

ころをもう少し研究をしてみないとわからないと思っている。 

 

【記者】 

公共交通のあり方を判断する時期は。 

 

【町長】 

公共交通会議をこれから開くので、この結果を示して、ご意見をいただいた上でどうするか決め

ていきたい。秋には一定の方向性を出したいと思う。 

 

【記者】 

計画として、デマンドはいつぐらいからと考えていたか。 

 

【町長】 

今年には準備をして、来年からはデマンドに切り替えたいと思っていた。 

ただその時に問題になったのがみのちゃんバス 2 台をどうするかということであった。 

子供たちのスクールバスとして使われているので、無くしてしまうと通学が不便になってしまう

ので、それをどうするかという問題がある。その辺りの検討も必要。デマンドでは解決できない

問題なのでちょっと時間を置きたい。 



 

 

7月定例記者懇談会次第 

 

令和 4年 7月 25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） 

 

   

 

 

・令和４年度 箕輪町成人式について    （文化スポーツ課 生涯学習係） 

 

 

 

 

  ・みんなで歩こう！箕輪町ウォーキンググランプリへの協賛及び参加について 

                        (健康推進課 健康づくり支援係) 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  8月 26日（金）午前 11時 00分 203会議室 



内　　容 場　　所 備　　考

8月1日 月 14:30 西部箕輪土地改良区監事会 文化センター研修室5・6

15:00 西部箕輪土地改良区理事会 文化センター研修室5・6

8月2日 火 18:30 国保運営協議会 保健センター

8月3日 水

8月4日 木 8:40 伊那北部農業振興研修視察

13:30 【欠】連絡事務嘱託員長会・区長会

8月5日 金

8月6日 土

8月7日 日

8月8日 月 10:00 伊那西部土地改良区総会 JA上伊那伊那支所

14:30 上伊那広域用水企業団運営協議会 いなっせ

15:15 上伊那圏域水道水質管理協議会理事会 いなっせ

15:30 広域連合正副連合長会 いなっせ

16:30 土木３団体の会　会議 いなっせ

8月9日 火 11:20 産業経済部会（第2回）現地 小谷村

8月10日 水 13:40 反核平和の火リレー 役場正面玄関

8月11日 木

8月12日 金

8月13日 土

8月14日 日

8月15日 月 13:30 成人式 文化センター

8月16日 火

8月17日 水

8月18日 木

8月19日 金 15:00 西部箕輪土地改良区総代会 講堂

8月20日 土

8月21日 日

8月22日 月 10:00 広域連合定例議会 伊那市役所

8月23日 火

8月24日 水

8月25日 木 13:30 森林組合正副組合長会

14:00 森林組合理事会

箕輪町長　当面の予定



内　　容 場　　所 備　　考

箕輪町長　当面の予定

8月26日 金 11:00 定例記者懇談会 203会議室

8月27日 土

8月28日 日 8:00 町総合防災訓練

8月29日 月

8月30日 火 13:00 【代】保健補導員会 文化センター 代：副町長

13:15 県河川協会通常総会

15:15 県治水砂防協会通常総会

8月31日 水

メルパルク長野



日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

1日 月

2日 火

3日 水

4日 木

5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

9:00~16:00 夏休みチャレンジ講座 博物館前庭 博物館 79-4860

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

7:00~20:00 長野県知事選挙、県議補欠選挙 町内20投票所 選挙管理委員会 79-3144

10:30~12:00 親子向け「プログラミング体験講座」 南小学校 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」 町民体育館 企画振興課 79-3152

8日 月

9日 火 14:00~ ふれ愛あそび みのわ～れ 子ども未来課 71-1560

10日 水

11日 木 盆花市 みのわテラス 産業振興課 79-3170

12日 金

13日 土

14日 日 6:00~17:00 町民野球大会（雨天翌日） 番場原第１・第２グランド 文化スポーツ課 70-6601

15日 月 午後 成人式 文化センター 文化スポーツ課 70-6602

16日 火

17日 水

18日 木

19日 金

交流菜園⑥ 長田 産業振興課 79-3170

10:00~12:00 婚活応援セミナー(スマホ撮影会） 夢まちラボ 企画振興課 79-3152

13:30~15:00 プログラミング体験講座① 夢まちラボ 企画振興課 79-3152

21日 日

22日 月 10:30~11:20 運動あそび 子育て支援センター 子ども未来課 71-1560

23日 火

24日 水

8:30~11:30 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 79-3118

14:30~16:00 認知症教室（全３回） 交流センター 地域包括支援センター 70-6622

26日 金

16:00~ 日本の太鼓inみのわ 文化センター 文化スポーツ課 70-6602

8:00~12:00 町総合防災訓練 役場、社体、各区 防災・SC推進室 79-3144

29日 月

30日 火 10:00~10:40 ヨガでリフレッシュ 子育て支援センター 子ども未来課 71-1560

31日 水

27日 土

28日 日

20日 土

25日 木

令和４年８月行事予定表 2022/7/25

6日 土

7日 日



新型コロナワクチン接種の状況 

１ 新型コロナワクチン 接種率 ７月 25 日現在 

１回目接種率 ２回目接種率 3 回目接種率 ４回目接種率 

91.6％ 

（20602 人） 

91.4％

（20552 人） 

78.6％

（17678 人） 

20.5％ 

（4309 人） 

                          ＊4 回目接種対象者 9049 人 

２ １～3 回目接種 

・１～２回目接種については、月に１日設定。ご相談により随時受付。 

・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 30（土）・8 月 20 日（土）・9 月 10 日（土）しろざき内科クリニック 各 10 人 

＊7 月 30 日はすでに予約受付終了。 

 

３ ５～11 歳の新型コロナワクチン接種 

・接種済＋予約済み者 587 人 約４１％ 

・6 月 22 日から他市町村での接種が可能になり、他市町村からの予約も入ってきている。 

・第 7 波の報道を見てか、急に予約枠が埋まり、新たに 7 月 29 日（金）伊那プリンスホ

ールに接種機会を設けている。接種希望の方は、ご予約ください。 

 

4 4 回目接種 

・6 月 21 日（火）から、４回目接種が開始され、これまでに 4,309 人が接種済み。 

・18～59 歳の方の「基礎疾患を有する者」の申請受付中。480 人申請。 

 

５ 最新情報 

7 月 22 日（金）の厚生科学審議会において、以下の内容が了承された。 

（１）4 回目接種の対象者に医療従事者・高齢者施設従事者・障がい者施設従事者を追加 

 ・接種券（予診票）発行について 

医療機関、施設を通じて、予診票発行の申請を依頼していくので、希望者は申請をお願い

したい。（勤務先でまとめて、または、個人で、ながの電子申請か電話で） 

 ・接種場所 

 自院接種の医療機関は、その医療機関で、それ以外は、自分で予約しての接種。 

（２）オミクロン株対応ワクチンによる追加接種の準備開始 

 ・重症化しやすい高齢者等を対象者にすることが考えられる。詳細はこれから。 

（３）インフルエンザワクチンとの同時接種を認める 

 ・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、接種間隔の規定を廃止。 

 ＊ほかの予防接種との間隔は、13 日以上空ける。 

（４）ノババックスワクチンの 12～17 歳の初回（１～２回目）接種への使用開始 

 ＊18 歳以上の方は１～３回目に使用可能。4 回目には使用できない。 



 

7月 25日 定例記者懇談会 資料   【成人式】 

 

式 典 名 称  令和 4年度 箕輪町成人式 

開 催 日 時  令和 4年 8月 15日（月） 午後 1時 50分 

会    場  箕輪町文化センター ホール 

感染防止対策  健康チェックシート提出義務付け 

上伊那感染レベル 4及び 5の場合は抗原検査等実施を義務付 

        マスク着用、手指消毒の徹底 

        受付時間の分散 

 

 

 

 

 

 

対 象 者  平成 13年 4月 2日～平成 14年 4月 1日生まれの町内在住 

及び出身者 

313人（男性：165人  女性：148人） 

開催可否判断  8月 9日（火）開催の実行委員会で最終判断 

        上伊那感染警戒レベル 6 の場合は R５年 1 月 3 日（火）に延

期とします。 







町公式サイト：トップページ＞健康・福祉＞健康づくり＞
健康づくり＞みんなで歩こう！箕輪町ウォーキンググランプリ2022

平素より町事業へのご理解・ご協力いただき、御礼申し上げます。
町では町民等と地域を健康にする取り組みの一環として昨年に引き続き、「みんなで歩こう！箕輪町

ウォーキンググランプリ2022」を開催いたします。

本事業にご賛同いただき、町贈呈以外の協賛品をご提供いただける事業所（団体）を募集します。

〇提供いただきたいもの
事業所のオリジナル商品、ＰＲ品など
（例）日用品、食品、家電製品、文具・玩具、各種チケット類（食事券・クーポン券など）等
※衛生管理上、生もの・温度管理が必要なもの、賞味期限が極端に短いものなどはご遠慮ください。
ただし、店舗での引換や事業者から直接送付される場合は除きます。

〇協賛事業所・団体ならびに協賛品の紹介
ご協賛いただきました協賛事業所(団体)のお名前と協賛品を本事業のＰＲ用ＳＮＳ及び町公式サイト

にてご紹介させていただきます。また、町公式サイト上で事業所（団体）の紹介もさせていただく予定
です。事業所のＨＰやＳＮＳにおいて本事業のＰＲもお願いできればと存じます。

〇協賛の申込みについて
「協賛事業所・団体申込用紙」に必要事項を記入の上、９月30日(金)までに下記へメール・FAX・郵

送にてお申込みください。（申込用紙の電子データは町公式サイトに載せてあります。）

１ 実施期間 10月１日（土）から10月31日（月）

２ 申込方法 町公式サイトをご確認の上、事業所ごとに取りまとめていた
だき、右の申込コードを読み取るか、町公式サイトから電子
申込をしてください。

３ その他 企業・グループでの参加の場合、個人部門に自動エントリー
されます。
今年度は個人部門が３部門に分かれていますので、とりまと
めの際に周知をお願いします。

事業概要

ご協賛品提供依頼について

企業・グループ部門への参加及びイベント周知についてもご協力をお願いします。

申込期限
9/12(月)

こちらから

お申込みください

・個人、企業・グループ単位で参加できるスマホアプリ(RenoBody)また町販売活動量計を利用した
ウォーキングイベントです。
・個人部門は平均歩数上位者表彰及び抽選で景品・協賛品贈呈、企業・グループ部門は平均歩数上位
者表彰予定です。
※詳細は町公式サイトをご確認ください。

みんなで歩こう！箕輪町
ウォーキンググランプリへの協賛及び参加について

イベントへの参加依頼について

箕輪町役場 健康推進課 健康づくり支援係

☎0265-79-3118 （FAX)0265-79-0230    📧kenko@town.minowa.lg.jp



協賛事業所・団体申込用紙 
 

                     令和４年   月   日 

○箕輪町役場健康推進課 宛 

 

 「みんなで歩こう！箕輪町ウォーキンググランプリ 2022」の取組みに賛同し、以下のとおり協

賛事業所として申し込みます。 

○ご提供いただける協賛品について 
協賛品の名称・相当金額 

名称 

 

 

                      相当金額         円/個・ｾｯﾄ 

数量 
協賛品の画像データ提

供について（選択） 
ホームページ等に掲載する商品紹介文 

 

 

個・セット 
可能 ・ 不可 

 

当選者への景品の引き渡し方法の希望（選択） 

役場に納品し、役場より郵送  ・  事業所より直接当選者へ郵送  ・  事業所引き渡し 

ホームページ等に掲載する協賛事業所等名および事業所等紹介文 

 

事業所等HPの URL・SNS アカウント名※町公式サイトで掲載します 

 

事業所等情報 

事業所等名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご住所 
箕輪町大字 

ご担当者名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご連絡先（電話番号）  

（注意）次のいずれかに該当する事業所等の登録は認めません。 

 ①政治活動または宗教活動に関するもの 

 ②法令その他公序良俗に反するもの 

 ③虚偽や誇張があるなど事実と異なるもの 


