
10月記者懇談会

平成 30年 10月 25日

午前 10時 00 分 大会議室

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）

・もみじ湖のイベント等について（産業振興課 商工観光推進室）

・10月 20日から 11月 11日までもみじ湖紅葉祭が開催

されます。紅葉を楽しんでいただくために、地元の農産

物等の売店やもみじのライトアップを実施します。

・10月 28日には、地域おこし協力隊のイベント「和装で

インスタ」が開催されます。春に行われたイベントの第

２弾として、着物を着用してもみじ湖を散策しながら、

インスタ映えする写真を撮影して楽しむイベントです。

・11月３日には、紅葉を楽しみながらウォーキングを行う、

「もみじ湖夢ウォーキング」が開催されます。今年で３回

目を迎えるイベントですが、多くの方の参加が見込まれます。

・（11/3）もみじ湖夢まつり「酪農コーナー」について（産業振興課 未来農戦略係）

もみじ湖夢まつりの中で、初めて酪農コーナーを開催します。町で策定した農業応援団計画の

中で、町の中で大きな産業である「酪農」を、町民に知ってもらい酪農家を応援する目的でコー

ナーを行います。酪農家の活動を紹介する、パネル展示やクイズ、搾乳体験等を実施します。ま

た、酪農家が作る製品についても知ってもらうため、上伊那の若手農家で作る「おもてなし牛乳」

を使用したチーズやバター作り体験、上伊那農業高校の生徒がおもてなし牛乳を使用して作った、

うしパンの試食なども行われます。

・（11/１）イクボス・温かボス共同宣言式について（企画振興課 みのわの魅力発信室）

町が取り組んでいる「イクボス・温かボス宣言」について、町だけでなく町内の企業や商店で

働かれているボスの皆様に宣言をしていただくことで、「働きやすい、働き甲斐のある職場を増や

し、心身共に豊かに暮らせる温かい町」を目指します。宣言式は産業支援センターで行われ、共

同宣言者の 7社 15 人の方が宣言書に署名を行うほか、イクボス・温かボスに関するセミナーや

ワークショップも行われます。

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



・（11/24、25）着地型観光プラン開発ワークショップについて

（企画振興課 若者・女性活躍推進係）

都内の大学生の視点や発想から、都市部から観光客の引き

込みにつながる魅力的な観光資源の発掘や観光プランの開発

を行い交流人口の増加を目指す等を目的としたワークショップ

が行われます。対象は豊島区内の大学に在学する学生で、事

前に東京で講義等受け、箕輪町では散策や取材等を行い観光

プランの企画をし、観光プランのコンペティションを行いま

す。箕輪町内からも参加者を募集します。また、25日のコン

ペティションは一般観覧も可能です。

記者）町内の参加者には、どういった立場で参加してもらうのか。

⇒町民の参加者は年齢制限がないので、興味・関心がある方に参加してもらい、箕輪町の

参加者だけのチームを作り、大学生と一緒にプランを考えます。大学生の視点と町民の

視点が競い合う事で、相乗効果や新しい気づきが見つかることを期待しています。

・（12/１）古田人形芝居定期公演について（文化スポーツ課 生涯学習係）

箕輪中学校古田人形部発足 40周年記念公演ということで、淡路人形座を招いての公演が行わ

れます。淡路人形座とは、指導をしていただいたり交流があったりしますが、箕輪町では初公演

となります。チケット配布が10月 24 日から始まっていて、全席指定、入場無料となっています。

町長コメント

「諏訪圏工業メッセについて」

10月 18～20日に開催された諏訪圏工業メッセに行ってまいりました。地方のメッセでは全国

で１番の規模を誇るメッセですが、今年は上伊那地域からも多くの企業が参加していて、昔と比

較しても多くの企業が参加するようになったと感じました。各企業の力を引き出していくために

はメッセのようなことは必要で、当町からも地域連携と言う形で町のブースに企業が参加してく

れました。しかし、町として参加しているブースはほとんどなく、企業がそれぞれのブースで出

展をしている形態がほとんどでした。

産業支援を進める中で、当町の場合は下請け企業の体質が非常に強いので、単なる受託確保だ

けでは、今後の競争に勝ち残れないと思います。中小企業の企業主の皆さんにも意識を変えても

らわないと、これから難しくなると感じます。町の企業は、他の市町村に比べればメッセに出て

くれるようになってきて良くなっていると感じますが、まだまだ足りない部分もあると感じます。

単に工場誘致だけしていても発展は難しいと感じる部分もあります。

町では、工業ビジョンを現在策定中ですが、単に支援をするというよりも体質的なことを変え

られないかと考えます。町として支援できることは本当にわずかなことなので、体質的な部分が

変えられると良いと思います。しかし、こういった産業の発展については、お金もかかる話なの

でどうしても企業の皆さんは慎重になると思います。メッセの参加については、ブースは町が準

備して、商工会にも応援をしていただいて今後も継続して出展等行えればと思います。



定例記者懇談会次第

平成 30 年 10 月 25 日（木） 午前 10 時 00 分

箕輪町役場 大会議室

１ 開会

２ 町長月間予定

３ 町の主なトピックス

・もみじ湖のイベント等について（産業振興課 商工観光推進室）

・（11/３）もみじ湖夢まつり「酪農コーナー」について（産業振興課 未来農戦略係）

・（11/１）イクボス・温かボス共同宣言式（企画振興課 若者・女性活躍推進係）

・（11/24、25）

着地型観光プラン開発ワークショップ（企画振興課 若者・女性活躍推進係）

・（12/１）古田人形芝居定期公演（文化スポーツ課）

４ 町長コメント

５ 質疑







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合せ先

1日 木 15：00～17：30 〈新規〉イクボス・温かボス共同宣言式 産業支援センター 企画振興課 内　233

2日 金 町民文化祭（展示の広場） 文化センター・地域交流センター 町公民会 79-2178

8：30～
町民文化祭（開会式・展示の広場・
音楽の広場（12：00～）・野点）

文化センター・地域交流センター 町公民館 79-2178

9：30～ 功労者表彰 箕輪町役場 総務課 内　109

9：00～12：00 第３回もみじ湖夢ウォーキング もみじ湖下　イベント広場 商工観光推進室 内　157

10：00～11：00 特別展展示解説 郷土博物館 博物館 79-4860

10：30～16：00 ほどほどの田舎交流ツアー 町内 みのわの魅力発信室 内　232

13：00～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

町民文化祭(展示の広場・
芸能の広場（11：00～）・野点）

文化センター・地域交流センター 町公民館 79-2178

9:30～10：30 「子ども・若者育成支援強調月間」街頭啓発 文化センター・地域交流センター周辺 文化スポーツ課 70-6602

5日 月 16：30～ 政策研究発表会 役場講堂 企画振興課 内　113

6日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング③ 保健センター 子ども未来課 79-0007

7日 水 箕輪町長選挙立候補届出書事前審査 役場大会議室 選挙管理委員会 内　104・105

8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

9日 金 19：00～ 長野県縦断駅伝競走大会上伊那チーム結団式 伊那市役所1階多目的ホール 文化スポーツ課 70-6601

10日 土

9：00～ 火災予防パレード 町内 総務課 内　102

14：00～17：00 若者交流推進事業　みのわトレジャー 天竜公園 企画振興課 内　233

12日 月

13日 火 箕輪町長選挙告示 選挙管理委員会 内　104・105

14日 水 同上　期日前投票開始～11/17 役場1F町民ホール 選挙管理委員会 内　104・105

10：30～11：00
14：00～15：00

絵本よんであげるよ
箕輪町子育て支援ネットワーク協議会 代表者会議

町図書館なごみ～な
保健センタ―

図書館
子ども未来課

79-6950
79-0007

15:45～ 箕輪町ICT教育セミナー 文化センター 学校教育課 70-6603

16日 金

17日 土 9：00～12：00 りんごオーナー収穫祭 選果場～町内各園 産業振興課 内166

18日 日 箕輪町長選挙投開票日 選挙管理委員会 104・105

19日 月

20日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング④ 保健センター 子ども未来課 79-0007

21日 水

22日 木 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

23日 金 13:00～15：00
〈新規〉リオデジャネイロオリンピック50ｋｍ競歩銅メ
ダリスト　荒井広宙氏による　体力づくり教室

ながたドーム 文化スポーツ課 70-6601

13：30～15：50 長野県立歴史館出前講座 地域交流センター 博物館 79-4860

9：00～16：00 〈新規〉着地型観光プラン開発ワークショップ 町内 企画振興課 内　233

13:30～15:30 〈新規〉着地型観光プラン開発ワークショップ 産業支援センター 企画振興課 内　233

13:30～15:00 平成30年度人権尊重のまちづくり講演会inみのわ 箕輪町文化センターホール 文化スポーツ課 70-6602

26日 月

27日 火 15:00～ 教育委員会定例会 文化センター 学校教育課 70-6603

28日 水

29日 木 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

30日 金 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

25日 日

平成30年11月行事予定表（町主催） 2018/10/25

24日 土

15日 木

3日 土

11日 日

4日 日



日付 曜日 時間 内容 場所 主催者 問合せ先 対象

1日 木

2日 金 秋葉三尺坊前夜祭 松島分館

3日 土 10：00～15：00
もみじ湖夢まつり
(酪農コーナー同時開催）

もみじ湖イベント広場

もみじ湖ゆめま
つり実行委員会
産業振興課　未
来農戦略係

090-2549-2611

4日 日 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

5日 月

6日 火 13：30～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 講堂 町・区

7日 水

8日 木

9日 金 山の神祭典 木下区

10日 土 文化祭 福与分館

文化祭 福与分館

敬老会 福与分館

長岡展覧会 長岡公民館 長岡分館

12日 月 文化祭 福与分館

13日 火

14日 水 18：30～ 予定）町長選事務説明会 講堂 町選管 104
投票管理者
（区長多数）

15日 木

16日 金

17日 土 8：30～ 予定）町長選準備 各地区 町選管 104
投票管理者
（区長多数）

18日 日 7：00～ 予定）町長選挙 全町 町選管 104
投票管理者
（区長多数）

19日 月 消防署見学 松島分館

20日 火

21日 水

22日 木

23日 金

24日 土

25日 日 荻原翁墓参 木下区

26日 月

27日 火

28日 水

29日 木

30日 金

平成30年11月行事予定表（町以外の主催）

11日 日

2018/10/25





秋のもみじ湖 10-28sun

和装Deインスタ第二弾

⒑28(sun) 10am~14pm ※雨天中止

集合場所：竹の尾広場駐車場
（もみじのトンネル手前）

定員：10名 対象：どなたでも

参加費：500yen（抹茶＆和菓子付き）

申込先：箕輪町観光協会（締切10/25）
0265－79－3111（内157）

（担当：地域おこし協力隊ルーカス尚美）



お問合せ・申し込み先：箕輪町観光協会
0265－79－3111（内157）

メールアドレス：kankou@town.minowa.lg.jp

☆お昼ご飯は、竹の尾広場に出店している

お店で各自で購入いただく予定です。

☆和装ができる方は、着用して集合ください。

☆二部式の着物をお貸しできます（先着5名）

申し込み時にお知らせください。

☆羽織のみの参加もOKです、貸出もできます。

☆抹茶＆和菓子を召し上がらないお子様は

参加費無料です。

☆SNSアカウントをお持ちの方大歓迎です。

～当日の流れ～
10：00 着物を着用して集合。お昼まで散策しながら

撮影会
12：00 竹の尾広場にて昼食
13：00 抹茶＆和菓子を楽しみながら、SNSに投稿！
14：00 イベント終了 解散
























