
12月記者懇談会 

 

平成 30 年 12 月 25 日 

 午前 11 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 

 

 記者）仕事納めの式を行わない理由は。 

   ⇒県が行わないと決めたことが 1 つのきっかけにはなりますが、年末年始のあいさつ

を 1 回に集約するといった点が、主な理由となります。 

 

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

・2019 みのわ祭りついて（産業振興課 商工観光推進室） 

 2019 みのわ祭りの実行委員を募集しています。実行委員募

集の締め切りは 2019 年１月 15 日までとなっています（その

後も、委員は随時募集します）。また、2019 みのわ祭り第１回

の実行委員会を１月 28 日に開催します。 

 

・町観光協会推奨土産品のロゴデザインコンテストについて

（産業振興課 商工観光推進室） 

 町観光協会が募集している推奨土産品（12 月 25 日現在 17 品の応募）に貼るシールのロゴ

デザインを募集しています。募集期間は 2019 年１月 21 日まで。一人３点まで応募可能で、

カラーでの応募を受け付けています。入賞者には賞金も授与されます。 

 

・（2/16）箕輪町移住者の会 そば打ち体験＆試食会について

（地域おこし協力隊） 

 松島そばクラブにご協力いただき、そば打ち体験と試食会を

松島コミュニティーセンターで開催します。定員は先着 10 名

で、移住者の方や移住希望者の方などの申込みをお待ちしてい

ます。 

 

記者）申込みは町内の方に限るか。 

  ⇒町外の方でも、箕輪町に移住を考えている方や近隣市町村に移住された方で箕輪町移

住者の会のメンバーと話がしてみたい方など、広く募集しています。 

 

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 



・みのわファンクラブ加入促進企画について（企画振興課 みのわの魅力発信室） 

 町民の方へみのわファンクラブの周知と加入促進を図るため、オリジナルカードを作成し全

戸配布を実施します。カードを手に取って読んでもらうため、ファンクラブの内容のほか、町

オリジナルのノベルティが抽選で当たるようにもなっています。 

 

町長コメント 

「2018 年箕輪町の重大ニュースついて」 

 今年は一年を通して天候不順でしたが、箕輪町は大きな災害は無く、行政運営も含めて穏や

かな年の瀬になってくれることを期待しています。私自身は４年目ということで、具体的な成

果や町の元気さなどを求めてやってまいりました。まだまだ、十分ではないと感じる部分はあ

りますが、課題となっている町の人口面は、この 2 年間 25,000 人を維持していますので、

産業に対する支援や若者や女性の活躍の推進、移住促進など幾分は施策の効果がでていると思

います。来年以降も新しい施策に取り込みながら、町政を進めていきたいと思います。 

 

「若草園について」 

若草園（三日町）については、東部診療所（南小河内）に移転をするということで、当初予

算も経常し検討を進めてきました。若草園は、発達支援が必要な子どものための施設ですが、

部屋数が足りなかったり個人の療育や相談ができなかったりという部分で、東部診療所への移

転を考えていました。平成 28、29 年の保護者の方からの要望を受け、移転の検討を進めてき

ましたが、現在の保護者の皆さまからのご理解が得られませんでした。こういった状況の中、

移転を行うことは望ましくないので、移転についてはしばらく時間を置き、予算の方も不執行

とすることになりました。 

保護者の皆さまからは、保育園の隣に施設があり一般の園児と一緒にいることで発達が促さ

れると言ったことや、単体の施設となった時に地域からの孤立感が生まれてしまうのではない

かという点から、出来れば保育園の隣接を考えてほしいというご意見をいただきました。もち

ろん、新たな受け入れ態勢ができるという面で、賛同いただける意見もいただきましたが、結

果的には賛同をいただけなかったので、今回は移転をしないということになりました。 

療育体制を考えた時に、私自身は今の体制が良いとは思っていませんので、今後なんらかの

方策を考えていきたいと思います。発達支援が必要な子どもたちは多くなっていると感じてい

ます。そういった子供が就学をできるような支援を行っていかないといけないので、改めて検

討したいと思います。 

 

「にこやか号について」 

 ５年間の約束ということで、経産省や町の補助などを受けて町内を巡回している「にこやか

号」ですが、（運営を行っている）泰成運輸さんの運輸の本体事業も含めて、人手不足や経費

の値上がりといった問題、にこやか号の食品衛生法上の問題等の経営上の課題から、1 月まで

運営をしたのち、一旦休止として今後の展開を再考したいというお話をいただきました。 

 



 以前からこの話を受けてはいましたが、一定のお客様がいることもあり、休止をすることな

く見直しをする方向、かつ、町とすれば運転に関わる経費については支援をさせていただきた

いと申し入れをしていましたが、泰成運輸さんとすれば、一度立ち止まって考えたいというこ

とです。 

今後どのように展開していくか、改めて検討をしていきたいと思います。現状は、経費の問

題やにこやか号が当初予定していたよりも福祉的な色合いが大きくなってきたこともあり、対

応が難しいという点が課題となっています。にこやか号が、運転再開をすることが一番良いこ

とだとは思いますが、泰成運輸さんだけでは展開が難しいということであれば、違った方策を

考える必要があるのか、買い物弱者問題や交通対策も含めてもう一度検討をしていきたいと思

います。また、泰成運輸さんのご要望やご提案にも相談をさせていただいて、対応をしていき

たいと思います。 

町民の皆さまにはご迷惑かける部分がありますが、一時のことだと思ってご容赦いただきた

いと思います。民間業者が行っている事業なので、直ちに町が代替わりするというわけにはい

きませんので、時間をいただきたいと思っています。 

 

 記者）東部診療所への移転がなくなったということですが、東部診療所の今後の利用につい

ては、考えがあるか。 

  ⇒現段階では白紙です。ただし、遊休な施設に長くしておいてはいけないと思っています

ので検討を行っていきたいと思います。 

 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

平成 30年 12月 25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 

  ・2019みのわ祭りについて（産業振興課 商工観光推進室） 

 

 

 

 
・町観光協会推奨土産品のロゴデザインコンテストについて 

（産業振興課 商工観光推進室） 

 

 

 

 

・（2/16）箕輪町移住者の会 そば打ち体験＆試食会について（地域おこし協力隊） 

 

 

 

 

  ・みのわファンクラブ加入促進企画について（企画振興課 みのわ魅力発信室） 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  １月 24日（木）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合せ先

1日 火 6：30～ 初日の出を見る会 萱野高原 商工観光推進室 内157

2日 水

3日 木

4日 金 9：00～ 仕事始めの式 役場　講堂 総務課 内105

5日 土

6日 日 13:00～15：30 消防団出初式 文化センター　ホール 総務課 内102

7日 月

8日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング⑦ 保健センター 子ども未来課 79-0007

9日 水

10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

11日 金

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

13：00～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

13日 日 16：30～19：30 楽園信州移住セミナー ふるさと回帰センター 企画振興課 内232

14日 月 9:00～12:00 鏡開きの式 町民武道館 文化スポーツ課 70-6601

15日 火 19：30～ 消防団夜警激励会 役場駐車場 総務課 内102

13:00～15:00 みのわ健康アカデミー集団健康講座（ひまわりクリニック・三浦浩平先生） 地域交流センター 健康推進課 内130

9：30～12：00 〈新規〉クラウドソーシング実践セミナー 産業支援センター 企画振興課

9：30～12：00 〈新規〉クラウドソーシング実践セミナー 産業支援センター 企画振興課

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

18日 金 9：30～12：00 〈新規〉クラウドソーシング実践セミナー 産業支援センター 企画振興課

19日 土 9:30～14:00 〈新規〉若者チャレンジ講座　プロにまなぶ料理（パスタ） 保健センター調理室 箕輪町公民館 79-2178

20日 日 10:00～17:00 JOIN移住・交流&地域おこしフェア 東京ビッグサイト東1ホール 企画振興課 内232

21日 月

22日 火 15：00～ 教育委員会定例会 箕輪町文化センター 学校教育課 70-6603

23日 水

24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

25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

13:00～15:00 なつかしい民具を動かしてみよう 町博物館 博物館 79-4860

11：00～14：00 交通安全祈願祭 伊那プリンスホテル 総務課 内103

27日 日 10:00～12：00 〈新規〉男女共同参画事業　第３回イクメンセミナー　遊び教室 文化センター　ホール 企画振興課 内233

28日 月 19：00～ 第１回2019みのわ祭り実行委員会 伊那プリンスホテル 商工観光推進室 内158

14：00～15：30 ペアレントトレーニング⑧ 保健センター 子ども未来課 79-0007

財産区議会議員選挙告示 選挙管理委員会 内104

30日 水 13:30～15:00 〈新規〉「全国の名人に学ぶ　野菜づくりのコツと裏ワザ」 地域交流センターA.B 図書館 79-6950

31日 木

平成31年1月行事予定表（町主催） 2018/12/21

29日 火

12日 土

17日 木

26日 土

水16日



日付 曜日 時間 内容 場所 主催者 問合せ先 対象

1日 火 元旦走ろう・歩こう 長岡分館

2日 水

3日 木 新年会 福与区

4日 金

5日 土

6日 日

7日 月

8日 火

9日 水 15：30～ 連絡事務嘱託員長会・区長会 大会議室 町・区

10日 木

11日 金

12日 土 9：00～ どんど焼き 大出区

13日 日 どんど焼き 長岡グランド 長岡分館

14日 月

15日 火

16日 水

17日 木

18日 金

19日 土

20日 日 長田ドーム開放 沢公民館

21日 月 班活動 松島分館

22日 火

23日 水

24日 木

25日 金

26日 土

27日 日

28日 月

29日 火

30日 水

31日 木

平成31年1月行事予定表（町以外の主催） 2018/12/21



あなたの「やりたいこと」や「思い」を込めたお祭りを、一緒につくりませんか？ 

ご家族 サークル 
団体 

友達同士 

2019みのわ祭り ２０１９年７月27日(土)【予定】※雨天翌日 

実行委員募集締め切り：２０１９年1月15日(火)  

●１月28日(月)に第１回2019みのわ祭り実行委員会（顔合せ会）を開催予定 

●応募方法等詳細は裏面をご覧ください。 

みのわ祭り実行委員会事務局 
箕輪町役場 産業振興課 商工観光推進室 79-3111 （内線158） 

お 問 い 合 わ せ 

職場 
企業 

「2019みのわ祭り」の計画・運営に参加していただける委員を募集しています。 

   ＜活動内容＞実行委員会の会議（全体・部会）に出席していただき、活動をお願いします。 
    ■会場・出店部会・・・会場設置・出店全般に関すること 
    ■広報・イベント部会・・・祭り内でのイベントの企画・運営及び祭りPR等に関すること 
    ■花火部会・・・花火打上全般に関すること 

もちろん 
お1人でも！ 

 興味がある方 
 どなたでもOK！ 



みのわ祭り実行委員会委員申込み用紙  
平成  年  月  日   

下記のとおり、みのわ祭り実行委員会に申込みます。   

みのわ祭り実行委員会募集要項  

１ 活動内容  
  実行委員会の会議（全体会・部会）に出席していただき、それぞれの視点から祭りを考えます。 
   【会場・出店部会】会場設置・出店全般に関すること 
   【広報・イベント部会】祭り内でのイベントの企画・運営及び祭りPR等に関すること 
   【花火部会】花火打上全般に関すること 
 
２ 応募条件  

  夜間の会議（月１回程度）及びみのわ祭り当日に参加できる方で、みのわ祭りに興味がある
方ならどなたでも結構です。 

  ※高校生以下の参加は、保護者の同意が必要です。 
 
３ 応募方法  
  申込み用紙に必要事項をご記入の上、みのわ祭り実行委員会事務局（役場産業振興課商
工観光推進室）にFAXまたは郵送、メール、窓口持参のいずれかの方法でお申し込みください。 
 
４ その他 
  2019年１月28日(月)に、第１回2019みのわ祭り実行委員会（顔合せ会）を開催します。 

キリトリ線 

氏名 所属 住所 連絡先 1/28(月)出欠 

   －   － 出 ・ 欠 

     －   － 出 ・ 欠 

   －   － 出 ・ 欠 

※所属については、会社・学校名・団体やサークル名についてご記入ください。ない場合は記入なしで結構です。   
※個人情報は名簿の作成及び実行委員会に関する連絡に使用することを目的として適正に管理し、目的外の

使用はいたしません。   

申 し 込 み 先 

みのわ祭り実行委員会事務局 
箕輪町役場 産業振興課 商工観光推進室  
〒399-4695（住所記載不要）  電話：79-3111（内線158） FAX：79-0230 
Eメール：sangyou@town.minowa.lg.jp 
 

※2019年１月28日(月)午後７時～ 第１回2019みのわ祭り実行委員会を開催する予定です。   

高校生以下の方の氏名 保護者の同意署名欄 保護者の連絡先 

－   － 



あなたのデザインがお土産品といっしょに 

みのわ町をＰＲします! 

 表彰 最優秀賞 2万円 優秀賞 5千円 

 

 

箕  輪  町  観  光  協  会 
 

   〒399-4695 箕輪町中箕輪10298番地 
 ＴＥＬ 0265-79-3111（内線157） kankou@town.minowa.lg.jp 

 
 

締切 

1月21日 

(月） 



箕輪町観光協会推奨土産品 ロゴデザインコンテスト  
 

箕輪町観光協会では「箕輪町観光協会推奨土産品」の 認定事業をはじめました。 
推奨土産品と町のPRのため、 土産品に貼付するロゴシールのデザインを募集します。 

 
○応募資格     プロアマ問わずどなたでも応募可能。 
       一人3点まで。 
 

 
○応募期間     平成3１年1月21日（月）まで （必着）  
         
○仕 様       ・応募用紙の丸枠内に記載すること。 
                   ・カラーかつ未発表のデザインであること。 
                 ・「長野県みのわ町」と「箕輪町観光協会推奨土産物品」 
        を記載。 

              ＊完成シール寸法（案） 大3.5ｃｍ×3.5ｃｍ 小 1.8ｃｍ×1.8ｃｍ  

 
○審査基準   箕輪町をイメージでき、オリジナリティのある 
        デザインであること。 
 
○表 彰    最優秀賞（1点） 賞金20,000円  優秀賞（2点） 賞金 5,000円 
       
 
○応募方法   応募用紙への手書き、 または電子データのどちらでも可能。 
        氏名、住所、電話番号、デザインについてのコメントを記載。 
 
○提 出 先   箕輪町観光協会  表面参照 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊電子データでの場合、1デザイン案5MB以内、解像度300dpi以上とします。 
＊採用されたロゴマークに係る著作権に関するすべての権利は、箕輪町観光協会に帰属するものとします。 
＊応募いただいたデザイン案、資料等は返却いたしません。 
 採用作品については、ロゴマークとして使用する上で必要な加筆・加工・修正することがあります。 
＊その他留意事項は観光協会ＨＰをご覧ください。 

応 募 用 紙 

イメージ図 

デザイン案 

　名　前

　住　所
　〒

　ＴＥＬ

デザイン
について
一言

　









平成 30年 箕輪町の主なニュース 

 

１ 映画「オボの声」完成 

 町を舞台に撮影された映画「オボの声」が完成。齋藤孝監督や主演の結城貴史さんなど関係者

や撮影協力者を招き、完成披露試写会が開かれた（１月 10日）。10月には東京でロードショーと

なった。 

 

２ 農業応援団計画の策定 

 町全体で農業を支える取組みを推進する農業応援団計画を策定。町全体で農業を支え、農地が

農地として使われ続ける環境をつくることを目的としており、生産や販売支援、農地の確保、  

地産地消の推進などの施策を平成 30年度から５か年で進める（２月 18日）。 

 

３ 若者・女性活躍の推進 

 若者・女性活躍推進係を設置（４月１日）。誰もが働きやすく充実した生活を送る地域を目指し

て普及を進める「イクボス・温かボス宣言」を行った（町５月９日、町内企業共同 11 月１日）。   

また、東京豊島区の大正大学生による地域実習や、箕輪進修高校生による地域課題に取り組む  

授業、町小中学生の「ふるさと箕輪学」など、町内で若者が活動する取組みが広がる。 

 

４ 産業支援センターの開設 

 創業支援や産業振興の拠点となる産業支援センターみのわを開設。創業支援オフィスのほか、

コワーキングスペースや研修室、商談スペースがあり、企業支援相談員も常駐し、創業・起業な

どの支援を行う（４月１日）。 

 

５ 駅伝大会での箕輪町勢の活躍 

 市町村対抗駅伝で箕輪町チームが初の総合３位、町の部３年連続優勝の快挙を達成（４月 28日）。

また、県縦断駅伝でも箕輪町の選手の活躍により上伊那チーム５連覇に貢献（11 月 17、18 日）

や、市町村対抗上伊那郡縦断駅伝でも２年連続優勝を果たした（11月 25日）。 

 

６ 2018みのわ祭り 30回の節目 

 第 30回みのわ祭りは、台風の影響で１日順延して開催。松島仲町周辺を会場に、町民踊りや手

筒花火、ステージ発表のほか、スタンプラリーなど多彩な催しに、多くの家族連れなどでにぎわ

った（７月 29日） 

  

７ みのわナイトラン＆ウォークの開催 

 町の美しい景色や歴史の道を活用したイベント「みのわナイトラン＆ウォーク」を開催。電飾

で彩られた天竜川の川辺や、歴史の道からの夜景を楽しみながらのランニングやウォーキングに、

町内外からおよそ 500人が参加者した（９月８日）。 

 



８ 町の魅力発信の強化 

 町内外の人に町の観光地や特産品をＰＲしてもらう「みのわファンクラブ」を創設（９月 29日）。

誰でも会員になることができ、一緒に町を盛り上げてもらう取組み。また、もみじがデザインさ

れた町のオリジナルナンバープレートを作成し交付が始まった（11月 29日）。 

 

９ 秋の箕輪、観光客でにぎわう 

 今年の秋は好天に恵まれ、町の２大観光スポット「赤そばの里」、「もみじ湖」が多くの観光客

でにぎわった。全国紙やテレビ、雑誌でも数多く取り上げられ、全国各地から大勢の人が訪れる、

有数の名所となる。 

 

10 白鳥政徳町長が再選 

 任期満了に伴う町長選挙が 11 月 13 日に告示され、現職の白鳥町長が無投票で再選を決める。

11月 29日に初登庁、「各自治体が地方創生に取組み、生き残りをかけて行政運営をしている時代。

初心を忘れることなく、町政運営に全力を傾注していく」と訓示。 

  

 

 

 


