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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） 

（７/８）太田雄貴フェンシング講習会（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

昨年度に引き続きオリンピックメダリストの太田雄貴

さんを招いての講習会が、町文化センターホールで行われ

ます。講習会は、競技経験者が対象となります。一般見学

は自由で、無料です。講習会終了後、15 時 30 分から見

学に来た方先着 100 人（14時 30分から配布する整理券

をお持ちの方）に太田雄貴さんとのサイン会や写真撮影等

の企画も予定されています。 

 

（７/15）みのわこどもフェスタ（子ども未来課 子育て支援係） 

 町で子育てをされている有志の方々６人で作る実行委員会が、昨年に引き続き「みのわ   

こどもフェスタ」を開催します。昨年好評だったこどもフリーマーケットを始め、片付け遊び 

＆相談、おひるねアート等が行われます。また、子育て支援センターが行っている、子育て用 

品のリユース会も同時開催します。他にも、地域おこし協力隊による、おでかけキッチンや   

自然エネルギー関係の展示、丸太切り体験等も実施されます。 

 

（７/28）みのわ祭りについて（産業振興課 商工観光推進室） 

 会場について 

 ・メインステージがローソン駐車場となり、昨年より

も大きなステージとなりました。 

 ・会場が南へ 100ｍ程度延伸しています。 

 

出席者：長野日報、みのわ新聞、中日新聞 

事務局：社本、荻原 



 メインイベント 

「もみじちゃんをさがせ！」 

   うちわの裏面がスタンプラリーの台紙になっていて、第 30 回みのわ祭りということで、 

30個スタンプを集めていただきます。会場内の 15 か所、1か所２つずつスタンプを集め 

て本部へ行くと、豪華景品大抽選会へ参加できるイベントです。 

 

「ポスター・うちわ入賞作品図案の掲示」 

 祭り開催前から、会場の仲町周辺や飲食店に入賞作品をポスターサイズに拡大して掲示し 

ます。祭り当日にも、入賞作品を並べて展示する予定です。 

 

 記者）会場の総距離はどのくらいか。 

   →町道 6 号線（南北）250ｍ、国道 153号線（東西）350ｍとなっています。 

 

    会場でうちわの配布はあるか。 

   →会場配布はあります。また、小中学生をメインの対象と考えているので、学校にも    

配布を検討しています。 

 

 町長コメント 

  「ブロック塀の安全性等について」 

   大阪北部地震の関係で、町として対応を考える課題があると感じました。 

1 つ目は、ブロック塀についてです。各学校区のブロック塀の状況は、概ね把握しまし 

たが、具体的な数字等がまだ発表できる状況ではありません。7 月に PTAの方や先生方 

と通学路を歩き、再確認したうえで数字等を示していきたいと思っていますが、数の把握 

だけではなく、老朽度や基準法に合致しているかどうかも含めて、どういった対策ができ 

るか考える必要があると感じています。また、町民の皆様にも、ブロック塀の安全性の問 

題を認識をしてもらうために、常会回覧でブロック塀の簡易安全点検表も示していますの 

で、心配な方は県の建築課や町に相談していただきたいと思っています。 

２つ目に、今回の地震で家具の固定がされておらず、亡くなられた方がいました。家具 

の固定については、セーフコミュニティの活動の中で、既に話をしてきていることなので、 

さらに認知が進む方法を考えていきたいと思っています。 

３つ目に、水道管の老朽化についてです。本管の耐震化が半分程度しか、対応が取れて 

いない中で、一度に全ての耐震化は出来ないので、老朽度に応じて対応を早めることも必 

要だと感じています。ただし、水道料金にも跳ね返りが出てしまう事なので、直ちに対応 

はできないが、検討していくべき課題だと感じています。 

今回の地震は大きくはありませんでしたが、ライフラインに影響がでたということ等踏 

まえると、感じることも多くあり対応を考える必要があると感じました。 

 



「行政経営計画の改定について」 

 ７月から行政経営計画の改定について、作業に入りたいと思っています。行政が、行政 

管理から行政経営という概念に替わってから 20年近くが経過しますが、行政経営の考え 

方は間違っていないと思いますので、その方向で進めていきたいとは思っています。しか 

しながら、現在の地方創生の時代や成果主義を徹底させていかないといけない時代、また、 

ICT、IoT、AIといったことが言われる中で、今までの視点を少し変えていく必要もある

と思っています。人口減少による行政の在り方も、長いスパンで考えていかないといけな

いところもあり、全体的な改定を行っていきたいと思っています。また、予算化もしてあ

りますので、計画の改定を実施する、といったところです。 

 

 「町観光協会総会について」 

  ６月 22 日に町観光協会の総会が行われました。協会長や事務局長を民間の方に変える等

組織の変革を行った中での総会になり、まだまだ具体的な成果は出ていませんが、少しずつ

変わってきていると感じています。上伊那の DMO ができるので、各市町村の観光協会がど

ういった形で取組みを行っていくか、また、成果を上げるための組織にする必要性があると

感じています。今年も観光協会では、新たな事業を考えていますので、交流が進んだり、移

住定住のきっかけとなるような事業も取組んでいきたいと考えています。 

 

  

次回 ７月 25 日（水）13 時 00 分 203会議室  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

平成 30年６月 25日（月） 午前 11時 

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 

  ・7/8 太田雄貴フェンシング講習会（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

 

 

 

  ・7/15 みのわこどもフェスタ（子ども未来課 子育て支援係） 

 

 

 

  ・7/28 みのわ祭りについて（産業振興課 商工観光推進室） 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

 

次回開催日程  ７月 25日（水）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 日 10:00～11:30 長谷川義史さんおはなし会＆サイン会 松島コミュニティーセンター2階 図書館 79-6950

8：30-10：30 にこりこ朝市「わんＳＡＫＡ！マルシェ」 直売所にこりこ 産業振興課 70-6858

2日 月

3日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング⑤ 保健センター 子ども未来課 79-0007

4日 水 15:30～17:00 町議会と区長会との懇談会 講堂 議会事務局・総務課 内　310

14：00～ みんなでふれ愛あそび 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 71-1560

第60回町村教育長研修総会 地域交流センター 学校教育課 70-6603

6日 金 第60回町村教育長研修総会 地域交流センター 学校教育課 70-6603

13：00～ こどもスポーツ体験教室 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

13：30～ 社会を明るすくする大会 辰野町民会館 総務課 内　105

13：00～16：00 地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

10：00～11：00 戦争体験手記朗読会 町郷土博物館 博物館 79-4860

13：00～17：00 若者交流イベント　UGOKE ながたドーム 企画振興課 内　233

8:00～15：30 上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会 伊那市役所駐車場 総務課 内　102

8：30～16：00 太田雄貴フェンシング講習会 文化センター 文化スポーツ課 70-6601

9日 月

10日 火 18:00～ 箕輪進修高校振興協力会総会 地域交流センター 学校教育課 70-6603

11日 水 13:30～15:30 いきいき百歳体操サポーター養成講座 箕輪町地域交流センター 福祉課 70-6622

12日 木 10：00～11：30 ファミリーサポーターまかせて会員養成講座① 南箕輪村こども館 子ども未来課 内　125

13日 金

14日 土

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

↑おでかけキッチン（フェスタに出店） 文化センター前広場 産業振興課 79-3111

10：00～11：00 子育て用品リユース会（フェスタ同時開催） 文化センターホール 子ども未来課 内　125

16日 月

17日 火

13：30～15：30 いきいき百歳体操サポーター養成講座 箕輪町地域交流センター 福祉課 70-6622

中学校駒ヶ岳登山 学校教育課 70-6603

長野県知事選挙告示

9：30～ お母さんのための就業相談 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 71-1560

15:00～ 教育委員会定例会 文化センター 学校教育課 70-6603

中学校駒ヶ岳登山 学校教育課 70-6603

10：30～11：00 絵本よんであげるよ 町図書館なごみ～な 図書館 79-6950

10：00～11：30 ファミリーサポーターまかせて会員養成講座② 南箕輪村こども館 子ども未来課 内　125

20日 金 8：30～20：00 長野県知事選挙期日前投票開始～8/4 役場１Ｆ町民ホール 選挙管理委員会 内　104・105

21日 土

22日 日 8:10～13：15 長野県ポンプ操法・ラッパ吹奏大会 大桑村 総務課 内　102

23日 月

9：30～11：00 保育園開放「のんたん」 三日町、木下南保育園 子ども未来課 内　125

14：00～15：30 ペアレントトレーニング⑥ 保健センター 子ども未来課 79-0007

25日 水 13：30～15：30 いきいき百歳体操サポーター養成講座 箕輪町地域交流センター 福祉課 70-6622

19:00～20：30 ハッピーサポートみのわ町内説明会 箕輪町地域交流センター 企画振興課 内　233

26日 木 10：00～11：30 ファミリーサポーターまかせて会員養成講座③ 南箕輪村こども館 子ども未来課 内　125

10:10～ みんなでふれ愛あそび 町図書館「なごみ～な」 子ども未来課 71-1560

町英語夏期研修会 文化センター 学校教育課 70-6603

28日 土 13:00～21：00 みのわ祭り当日（雨天翌日） 松島仲町、天竜公園、番場 商工観光推進室 内　158

29日 日

30日 月

31日 火 18:30～ 投票事務説明会 講堂 選挙管理委員会 内　104・105

19日 木

平成30年7月行事予定表（町主催）

27日 金

18日 水

5日 木

24日 火

7日 土

8日 日

15日 日



### 年 7 月 行事予定表

日付 曜日 時間 内容 場所 主催者 問合せ先 対象

8：30～10：30 わんさかマルシェ(直売朝市) 直売所にこりこ みのわ振興公社 70-6858

14:00～15:30 長岡地区社会福祉協議会 福祉講演会 長岡公民館 長岡地区社会福祉協議会

2日 月

3日 火

4日 水 13:30～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 講堂 内　105

15:30～ 区長会と町議会との懇談会 講堂 町議会・区長会 内　105・311

5日 木

6日 金

7日 土 区民運動会（準備） 福与区

区民運動会 福与区

沢区大運動会 沢グランド 沢区

9日 月

10日 火

11日 水

12日 木

13日 金

14日 土

15日 日 9：00～ 鹿頭祭 福与区

16日 月

17日 火

18日 水

19日 木

20日 金

21日 土

22日 日 納涼祭実行委員会 福与区

23日 月 おやこ体操 松島分館

24日 火

25日 水

26日 木 大出寺小屋 大出区分館

27日 金 大出寺小屋 大出区分館

28日 土
みのわ祭り
大出寺小屋

木下区・松島区合同帯無川共同環境美化作業 木下区

大出区マス掴み 深沢川 大出区分館 小学生

30日 月

31日 火

平成30年7月行事予定表（町以外の主催）

8日 日

29日 日

1日 日






























