
８月記者懇談会 

 

平成 30 年８月 23 日 

 午前 11 時 00 分 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） 

・（9/2）箕輪町地震総合防災訓練（総務課 消防防災係） 

 今年の防災訓練は、国の方針を受け今までの予知型の防災

訓練から発災型の防災訓練に変更します。発災型の訓練は災

害が発生した際に、近隣の人々で助け合って臨機応変に対応

するための訓練です。訓練の特徴として、安否確認カードを

全町に配布し、訓練時にカードを使用し安全確認を行います。

また、地区避難所から福祉避難所へ要配慮者の移送訓練も箕

輪進修高校（木下区）で実施します。 

 

・（9/19～10/26）大正大学地域学習について（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 豊島区にある大正大学の地域創生学部の地域実習を受け入れることになりました。 

 受入れ期間中、大学１年生８人を受け入れ、テーマに基づく研究や企業での職業体験、

各種地域行事へ参加等の実習を行います。 

 

記者）学生は、受け入れ期間中、常に箕輪町に滞在するのか。 

  →常に滞在します。現在町の教職員住宅に空きがあるので、学生には滞在中教職員住  

   宅を利用してもらいます。 

 

記者）昨年度まで行われていた、大正大学の学生による調査研究との兼ね合いは。 

  →昨年度まで、研究（町から大正大学へ調査研究を委託した研究）をしていた学生の    

   後輩にあたる１年生が実習を行うので、引継ぎ等はされますが、今回は大学の実習 

   という位置付けなので、必ずしも、今までの研究内容と繋がるものではありません。 

 

 

出席者：信濃毎日新聞、長野日報、みのわ新聞、伊那ケーブルテレビ、中日新聞 

事務局：社本、荻原 



・（9/29）箕輪町知名度向上フェア（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 昨年度に引き続き、移住促進、交流人口の拡大を図るために、まず箕輪町の知名度向上

を目的としたイベントを豊島区で実施します。池袋駅の東口にある「WACCA IKEBUKURO」

というテナントビルを貸し切り、箕輪町のＰＲを実施します。イベント内容は、特産品の

販売や箕輪町産の食材を使用した料理の提供、また、みのわファンクラブのキックオフ等

を行います。 

 

・ふるさと納税クラウドファンディングについて（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 使途を「みのわもみじカップフェンシング大会」と決め、本年の４月からふるさと納税

のクラウドファンディングを実施してきました。現在（８月 2３日時点）、26 人から合計

1,025,000 円の寄附があり、目標額である 100 万円を突破しました。寄附者の動向を見る

と、県内だけでなく遠くは香川県や愛媛県の方からも寄附をいただきました。 

 

・オリジナルナンバープレートについて（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 オリジナルナンバープレートのデザイン案が３種

類完成しました。デザイン案については、地域おこし

協力隊の五十嵐隊員が作成しました。町民の皆さんに

３種類から、デザインを１つ選んで投票を行ってもら

います。また、投票箱は、各学校に周り番で設置を行

いますので、小中学校の児童、生徒の皆さんにも投票

をしてもらいます。 

9 月下旬にデザインの決定、11 月下旬にはナンバ

ープレーとの交付を開始する予定です。 

 

記者）オリジナルナンバープレートの交付に費用は発生するか。 

  →新規の交付については、費用はかかりません。現在のプレートとの交換については、 

現在調整を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 町長コメント 

 「にこやか号について」 

  にこやか号の運行が再開しました。にこやか号については、(有)泰成運輸さんと今後に

ついて議論を重ねています。7 月が決算期ということもあり、昨年の経営状況等も細かく

説明をいただき本体の運輸とにこやか号に関わる部分と峻別をさせていただき検討を行

っています。にこやか号の運行ついては、町の買い物弱者対策として、大変ありがたい

ことだと思っていますので、今後、仕入れの問題や販売の工夫、また、利用者の増加に

ついて、町も一定の関わりをしないといけないと思っています。正式決定ではありませ

んが、これらの問題について、工夫を重ね改善をすることを前提とはしますが、買い物

弱者対策や福祉対策といった意味合いでの補助的なことも考えていかないと思っていま

す。泰成運輸さんの経営状況を見ながら、来年度からは一定の補助を考えていきたいと、

泰成運輸さんにはお伝えさせていただきました。細かい内容については検討中ですが、

泰成運輸さんからは、これらを含めてこれからも運営を考えていただけると言われてお

り、町としてはありがたいと思っています。 

  ただ、買い物弱者問題は、移動販売車の他に、店舗に行って買い物をしてもらうため

のバス等の利活用や買い物代行の利用、宅配販売等のいろいろな対応方法があります。

こういった手段を踏まえて、高齢化対策や免許返納に伴う買い物対策は、にこやか号だ

けでなく、もう少し広い範囲での議論が必要ですので、これからも検討を行っていきた

いと思います。 

 

 「箕輪町町長選挙について」 

  町長任期が残すところ 3 か月となり、11 月には町長選挙が行われることになっていま 

 す。後援会の役員会で「再度立候補するように」というお話をいただきましたし、8 月 

 18 日に行われた、後援会の支部長会（15 区 22 支部）で支部長の総意として「再度立候 

 補するように」という要請もいただいています。6 月議会で、4 年間の実績や評価を冷静 

 に自己分析して振り返り、そのうえで判断をすると答弁してありますが、これについて 

 は変わりありません。 

9 月３日から 9 月の定例議会が始まります。9 月議会の冒頭で、この件について表明を 

させていただきます。 

  

次回 ９月 25 日（火）午前 11 時 00 分 203 会議室  
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２ 町長月間予定 

 

 

３ 町の主なトピックス 

  ・（9/2）箕輪町地震総合防災訓練（総務課 消防防災係） 

 

 

 

  ・（9/19～10/30）大正大学地域実習について（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 

 

 

・（9/29）箕輪町知名度向上フェア（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 

 

 

  ・ふるさと納税クラウドファンディングについて（企画振興課 みのわ魅力発信室） 

 

 

 

  ・オリジナルナンバープレートについて（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  ９月 25日（火）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合わせ先

1日 土 13：00～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

2日 日 08:15～11：15 箕輪町地震総合防災訓練 町内 総務課 内　102

3日 月

4日 火

5日 水 13:30～14：30 脳トレらくらく体操教室① 町民武道館 文化スポーツ課 70-6601

6日 木 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

7日 金

16：40～21：00 2018みのわナイトラン＆ウォーク みのわ天竜公園発着 文化スポーツ課 70-6601

9：00～12：00 歴史講座「町内古墳めぐり」 町内 博物館 79-4860

10：30～11：30 おはなしこんにちは 町図書館なごみ～な 図書館 79-6950

9日 日 13:30～16:00 在宅医療・介護連携推進シンポジウム 文化センターホール 福祉課 70-6622

10日 月

11日 火

13:30～14：30 脳トレらくらく体操教室② 町民武道館 文化スポーツ課 70-6601

18:00～20:00 〈初開催〉中小製造業のための課題解決セミナー 産業支援センターみのわ　研修室 商工観光推進室 96-8300

13日 木 13:00～15:00 介護保険事業所合同研修会 役場講堂 福祉課 70-6622

14日 金

10：00～12：00 科学のおはなし会 町図書館なごみ～な 図書館 79-6950

運動会 西小学校 学校教育課 70-6603

16日 日

17日 月

18日 火

13:30～14：30 脳トレらくらく体操教室③ 町民武道館 文化スポーツ課 70-6601

大正大学地域実習開始（～10/26） 町内 企画振興課 内　233

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

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

21日 金 15:00～ 教育委員会定例会 文化センター 学校教育課 70-6603

22日 土

23日 日 8:50～ 第５９回箕輪町町内一周駅伝大会 八十二銀行南町道６号線上スタート
文化スポーツ課・
公民館

79-2178

24日 月

25日 火 10：30～11：00 親子で楽しく運動あそび 子育て支援センター「いろはぽけっと」 子ども未来課 71-1560

10:00～13:30 みのわ健康アカデミーフェスティバル 町民体育館 健康推進課 内　130

26日 水 13:30～14：30 脳トレらくらく体操教室④ 町民武道館 文化スポーツ課 70-6601

27日 木

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

13:00～16:00 はつらつ健康講座 町保健センター 福祉課 70-6622

ふきはら祭 箕輪中学校 学校教育課 70-6603

知名度向上フェア 東京都豊島区 魅力発信室 内　231

10:00～ 第６回天竜まったり散歩 天竜公園ほか 商工観光推進室 内線157

ふきはら祭 箕輪中学校 学校教育課 70-6603

30日 日 運動会 南小学校 学校教育課 70-6603

10:00
男女共同参画事業　第１回イクメンセミ
ナーふれあい教室

産業支援センターみのわ　研修室 企画振興課 内　233

29日 土

平成30年9月行事予定表（町主催） 2018/8/22

8日 土

20日 木

12日 水

15日 土

28日 金

19日 水



日付 曜日 時間 内容 場所 主催者 問合せ先 対象

1日 土

地震総合防災訓練 各区

8：30～10：30 わんさかマルシェ(直売朝市)　＋おでかけキッチン 直売所にこりこ みのわ振興公社 おでかけキッチンは未来農戦略係（内線166）

3日 月

4日 火 13：30～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 大会議室 町・区

5日 水

6日 木

7日 金

8日 土

9日 日 第２回土木作業 木下区

10日 月

11日 火

12日 水

13日 木

14日 金

15日 土 赤そばの里オープニングイベント 赤そばの里 古田の里・赤そばの会

第２回土木作業（予備日） 木下区

町内駅伝試走会 福与区

17日 月 松島区長寿者慰安会 伊那プリンスホテル 松島区

18日 火

19日 水

20日 木

21日 金

22日 土

23日 日 第59回　箕輪町町内一周駅伝大会 町公民館、各分館

24日 月

25日 火 ぶどう狩り 松島分館

26日 水

27日 木

28日 金

29日 土 赤そば花祭り 赤そばの里・上古田公民館 古田の里・赤そばの会

赤そば花祭り 赤そばの里・上古田公民館 古田の里・赤そばの会

木下区敬老会 木下区

2018/8/22平成30年9月行事予定表（町以外の主催）

30日 日

2日 日

16日 日











大正大学地域創生学部地域実習の概要 

 

１．はじめに 

東京都豊島区に学校を置く、学校法人大正大学の地域創生学部は、「都市」と「地方」

を交互に体験する実習をカリキュラムとしており、４年間を通して各地域の人々と接し

ながら社会の様々なあり方を学ぶこととしています。 

箕輪町は、豊島区と防災連携協定をはじめとする連携交流を進めており、その縁で平

成２８年に大正大学地域構想研究所広域自治体連携コンソーシアムに加入しました。依

頼調査研究事業など連携してきましたが、この度、地域創生学部の地域実習を受け入れ

る運びとなりました。 

 

２．概要 

  受入期間：９月１９日～１０月３０日 

  参加学生：８人（男性６人/女性２人） 

  実習内容：①テーマに基づく研究 

       ②地域の企業での職業体験 

       ③各種地域行事などへの参加 

 ※箕輪町で実習を終えた生徒は、２年目（２年次）は東京都内において関係実習を実

施、３年目（３年次）にもう一度箕輪町内で実習する予定。 

 

３．日程（予定） 

  ９月２０日午前１０時 箕輪町委嘱状交付式・町長懇談 

 １０月２６日午前    実習成果報告会 

 



ほどほどの田舎暮らし信州みのわ体験フェア 
～MADE IN MINOWA～ 

開催日時：平成30年９月29日（土） 午前11時～午後４時 
場所：WACCA IKEBUKURO 
オープニングセレモニー：午前11時～ 

移住相談・移住
者との交流カフェ 

【みのわ人として
生きる】 

（テナント専用 
 フロア） 

ギャラリー展示 
クラフト体験 

【みのわ人として
支える】 

キッチン 

【みのわを好きに
なる】 

みのわマルシェ 

【みのわの魅力
を発信】 

５階 

 ①みのわキッチン（２回・各16名・1000円） 
    地域おこし協力隊による箕輪町の 
    特産品を使った料理の提供 

 ②そば打ち実演（試食の提供） 
 ③町紹介ムービーの上映 

４階 

３階 

１階 

２階 

 ①みのわの事業所紹介 
 ②みのわの写真の展示 
 ③みのわファンクラブの案内・入会受付 
 ④体験教室 
   ・はしづくり体験（児童対象） 
   ・検討中（幼児対象） 

 ①移住相談 
 ②移住者との交流カフェ 
 ③ふるさと応援寄附金の紹介 

 ①みのわマルシェ 
   ・箕輪町の特産品の販売 
   ・箕輪産のお米つめ放題 
     （有料又はファンクラブ入会者は無料） 

 ②みのわクイズ（正解者は特産品割引） 
 ③広報としま持参者への粗品の配布 

み
の
わ
ク
イ
ズ
（１
・２
・４
・５
階
） 

 ○事前の周知 
   ・広報としま９月１日号（特集版） 
   ・豊島区役所庁舎内及び区有施設でのポスター・写真の掲示、チラシの設置 
   ・１階入口へのポスター等の掲示 
   ・テナント：飲食店へのみのわの特産品の提供、ファンクラブの案内 

 ○当日（その他） 
   ・１階入口へのポスターの掲示及び１階入口での呼び込み     
   ・吹き抜けスペース・・・町民参加型大型フラッグアートの展示（検討中） 
   ・来場者アンケート 
   ・フロアマップ配布 

予定 





投票用紙
※小中学校へは、８月27日
から周り番で各校２日間
投票箱が設置されるので、
設置日に投票を行う。


