
町長定例記者会見資料１ 
 

令 和 ３ 年 1 1月 2 2日 

議会事務局・総 務 部 門 

令和３年第４回長泉町議会定例会が 

11月29日（月）から開会します 
新型コロナワクチン３回目接種に伴う経費を含む補正予算案など上程 

長泉町議会は11月22日、議会運営委員会を開き、定例会の会期を11月29日（月）から 

12月10日（金）までの10日間と決めました。長泉町個人番号カードの利用に関する条例の

制定や総額２億5,871万１千円を増額する本年度一般会計補正予算案など15議案を上程、審

議します。なお一般質問は12月２日から行われ、４人が登壇します。 

（詳細は別添 議案 補正予算書等） 

 

 

【長泉町個人番号カードの利用に関する条例】 

 本条例は、個人番号カード（マイナンバーカード）を新規実施予定の事業に活用するため

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第18条の規定

に基づき、その利用手続の方法等について定めるため新たに制定するものであります。 

 

【令和３年度一般会計補正予算(第11回)案】 

 一般会計補正予算（第11回）では、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に伴うスケ

ジュールが示されたことから、システム改修や会場運営委託の契約など体制の整備に要する

経費や接種費用等について、歳入歳出それぞれ８千851万８千円を増額します。 

 

【令和３年度一般会計補正予算(第12回)案】 

一般会計補正予算（第12回）では、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、やむを得

ず中止した各種イベントなどの経費を減額する一方、障害福祉サービスの利用者、民間保育

所などの利用児童の増加に伴う経費や、保育施設等を新設する企業への支援に要する経費の

増額と人事異動等に伴う人件費の調整などにより、総額１億7,019万３千円を増額します。 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地  

議事関係 議会事務局：篠原  議案関係 総務部門：川口  

     電話 055-989-5526         電話055-989-5500 FAX 055-986-5905 

 



町長定例記者会見資料２ 
 

令和３年 11 月 22 日 

総務部門企画財政課 

高齢者スマホセミナーを開催します 
デジタル格差解消に向けて 

 

コロナ禍において「新たな生活様式」に代表されるように、社会全体が大きな変化を余儀

なくされており、行政サービスもそのサービスのあり方を抜本的に見直す必要に迫られ、デ

ジタル技術を活用したオンラインサービスの推進が幅広い分野で求められています。 

このような状況において、デジタル技術の恩恵を全ての町民が受けられるよう、その第一

歩として、高齢者の方にスマートフォンに実際に触れていただき、その取り扱いに慣れてい

ただくことを目的とした「スマホセミナー」を民間事業者のご協力のもと開催します。 

なお、今回は各地区の単位シニアクラブに参加を呼びかけ、７団体より応募をいただきま

した。今後も継続的に取り組みを進めていきます。 

 

【セミナー概要】 

 内容 ガラケーとスマホの違い 

    アンドロイドとアイフォンの違い 

    基本操作やカメラ、マップ等アプリ体験 他 

     

      

 

【実施日程等】 

日 時 会 場 クラブ名称 

令和４年１月 19日(水) 午前 10時 上長窪公民館 上長窪百澤クラブ 

令和４年１月 19日(水) 午後２時 納米里公会堂 納米里シニアクラブ 

令和４年１月 31日(月) 午前 10時 本宿区公民館 本宿ニューライフクラブ 

令和４年１月 31日(月) 午後２時 下長窪公会堂 下長窪城山クラブ 

令和４年２月 22日(火) 午前 10時 三軒家区公民館 三軒家白友会 

令和４年２月 22日(火) 午後２時 原分公民館 原分スマイルクラブ 

※新屋町下いなり会については、各会員が上記会場にそれぞれ参加します。 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地 企画財政課デジタル推進ﾁｰﾑ 担当：中井 

電話 055-989-5504 FAX 055-989-5585  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ dx@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和３年 11 月 22 日 

総務部門地域防災課 

“地域防災の日”に感染防止対策を 

取り入れた避難所運営訓練を実施します 
 

  例年、“地域防災の日”防災訓練は、自主防災会が３地区に分かれて各小学校を会場に防

災資機材の取扱いや応急救護などを学ぶ体験型の防災訓練を実施していました。 

しかしながら、未だ新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況が続いており、

こうした状況の中で大規模災害が発生した場合は、自主防災会などと連携してあらゆる場

面で感染リスクを低減させる必要があることから、今年は長泉小学校を会場に各区自主防

災会長と町職員が連携して感染防止対策を取り入れた避難所運営訓練を実施し、避難所に

おける感染防止対策の徹底を図ります。 

 

【日  時】令和３年 12月５日（日）午前９:00～（約２時間） 

 

【会  場】長泉小学校 

 

【対 象】自主防災会長、地域防災対策委員、避難所運営訓練アドバイザー、 

町広域避難場所配備職員、地域防災課等              約 60名 

 

【内 容】新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所開設訓練 

受付・居住スペース等の設置、検温等から受付・居住スペースへの案内等 

の訓練を実施します。 

※今回の訓練を実施するにあたり、自主防災会連合会長が被災地でのボランティア活動等で

避難所運営に関して知識・経験を有する方を避難所運営訓練アドバイザーとして委嘱し、

訓練の企画・検討に関わっていただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(写真：町職員対象訓練の様子) 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地 地域防災課地域防災チーム担当：加藤 

電話 055-989-5505 FAX 055-986-5656 メールアドレス bousai@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和 3 年 11 月 22 日 

総 務 部 門地域防災課 

 

令和４年長泉町消防出初式を開催します 

 

新春を飾る恒例の長泉町出初式が挙行されます。前年は、コロナ禍の影響により、開催中

止となりましたので２年ぶりの出初式となります。 

消防出初式は、消防関係者にとって、新春に大変重要な式典であり、式典を挙行すること

により、町内の無火災、無災害を祈念するものです。 

現在、新型コロナウイルス感染者数は、全国的にも急減していますが、今後は第６波への

警戒が継続して必要となりますので、出初式の内容の見直しを行い、消防関係者のみで式典

のみを行うこととしました。 

  

【日 時】：令和４年１月９日（日）午後１時 30分～ 

【会 場】：ウェルピアながいずみ・アリーナ 

【内 容】： 

内 容 令和２年（前回） 令和４年（今回） 

観閲（礼式・機械器具点検・ 

操法披露） 
あり なし 

アトラクション（幼年消防） あり なし 

パレード あり なし 

祈念放水 あり なし 

来場者 あり 団員等関係者のみ 

式典  

・表彰 
あり 

団員（代表者のみ） 

※退団者、家族表彰等なし 

・来賓 あり 
観閲者、議長、まとい会長

のみ 

・火の用心三唱 発声、動作 動作のみ 

※３密の回避等の 「新しい生活様式」に基づく感染予防策を徹底して開催します。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更、中止となる場合があります。 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地 地域防災課地域防災チーム 担当：木村 

電話 055-989-5505 FAX 055-989-5656 メールアドレス bousai@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和３年 11 月 22 日 

住民福祉部門福祉保険課 

障害者週間における啓発活動の実施 
障がいに対する理解と関心を深めるため地域で障がいについて考えよう 

   
 

「障害者週間」は、障害者基本法第９条に定められた週間で、毎年 12 月３日から９日ま

での期間、障がい及び障がいのある人に対する国民の理解と関心を広く深めるために、国及

び地方公共団体が取り組むものとされています。 

当町においても、長泉町障がい者自立支援協議会事業所部会が中心となり、コロナ禍にお

いても可能な限り啓発活動を実施できるよう検討してきました。 

今年度につきましては、昨年と同様に次のとおり町内数ケ所で福祉関係団体及び当事者・

施設職員が作成したポスターや作品の展示や町内奉仕活動を実施する予定で、障がい及び障

がいのある人に対する理解と関心を高める取組みを行います。 

 

【作品・ポスター展示場所】 ５ケ所（令和３年 12月３日（金）～９日（木）） 

①長泉町役場本庁舎１階 ②ウェルディ長泉 ③長泉町福祉会館 

④ウェルピアながいずみ ⑤長泉ショッピングセンター・ピュア 

 

【ポスターのみ展示場所】  11ケ所（令和３年 12月３日（金）～９日（木）） 

①グラッテ長泉店 ②しずてつストア長泉店 ③ＪＲ御殿場線下土狩駅 

④エブリィビッグデー長泉店 ⑤コミュニティながいずみ 

⑥知徳高等学校 ⑦～⑪町内小中学校（５校） 

 

【町内奉仕活動】 （令和３年 12月６日（月）） 

  町内にて障害者就労施設利用者及び事業所職員で清掃・草取りを実施予定。 

  場所については下土狩駅から大いちょう通り付近を予定しております。 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒4111-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地 福祉保険課福祉チーム 担当：鈴木 
電話：055-989-5512 FAX：055-986-5515 メールアドレス：fukushi@town.nagaizumi.lg.jp 

 

mailto:fukushi@town.nagaizumi.lg
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令和３年 11 月 22 日 

住民福祉部門健康増進課 

新型コロナワクチン３回目接種へ 
長泉町、来年１月から 

 

長泉町は、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について、医療従事者等の先行接種者を

来年１月22日から、65歳以上の一般接種者を２月17日から開始します。 

 対象者は、２回目の接種日から８ヶ月以上経過している方で、約３万３千人を見込んでいます。 

 ３回目の接種券は、先行接種者を11月下旬から、一般接種者を１月上旬から順次発送する予定

で、集団接種会場のウェルピアながいずみを中心に、町内医療機関による個別接種も同時に進め

ていきます。 

 また、前回の65歳以上の方の接種時に、電話予約が集中するなど、予約がスムーズに進まなか

ったことから、65歳以上の高齢者の３回目の接種予約では、８ヶ月経過した対象者全員に順次ハ

ガキで、あらかじめ接種日時をお知らせし、ご本人がその日程で都合等が悪く、変更・取り消し

等を希望する場合のみ、特設コールセンターに電話で申請する方法とする予定です。 

詳細な日程については、ワクチンの供給状況を確認の上、広報・ホームページ等で公表しま

す。 

 町で行われてきた１回目、２回目の集団接種につきましては、11月６日（土）で終了とさせて

いただきましたが、個別接種につきましては継続していきます。 

 なお、11月14日現在の12歳以上の接種率につきましては、１回目が88.2％で、２回目が86.4％

であります。 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-0933静岡県駿東郡長泉町納米里549番地 健康増進課 
 新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム 担当：上杉・梅澤 
電話 055-986-8769 FAX 055-986-8713 メールアドレス seijin@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和３年 11 月 22 日 

都市環境部門産業振興課 

 

「スタンプラリー de Buy ながいずみ」を

開催します！ 
 

 コロナで失われた町内のにぎわいを回復し、密にならずに行えるイベントとして、長泉マ

マラッチ、商工会、観光交流協会と連携したスタンプラリーを開催します。 

デジタルでスタンプを取得するなど新様式のスタンプラリーで町内の魅力も再発見。 

 

【第１弾：長泉ママラッチ主催】 

 期間：令和４年１月上旬～２月上旬 

 内容：Web システムを活用したデジタルスタンプラリー。ママラッチのお勧めする町内

飲食店、小売店で 500 円以上買い物をするとスマートフォンでスタンプを獲得でき、

スタンプを４個集めると、抽選で 30 名にママラッチイチオシの豪華景品をプレゼ

ント。 

 

【第２弾：長泉商工会主催】 

 期間：令和４年２月上旬～２月末 

 内容：ウォーキングアプリを活用したデジタルスタンプラリー。商工会に加盟している町

内飲食店、小売店で買い物をするとアプリ内でスタンプを獲得でき、スタンプを３

個以上集めると抽選で参加事業所のお勧め品をプレゼント。 

 

【第３弾：ながいずみ観光交流協会主催】 

期間：令和３年 12 月上旬～ 期間を定めず常設する 

 内容：クレマチスの丘周辺施設で行う、重ね捺しスタンプラリー。各ポイントで台紙にス

タンプを重ねて押していくことで、最終的に１枚の絵が完成。５カ所全てのスタン

プを押すと、先着 30 名に長泉ブランド品をプレゼント。 

 

【第４弾：桃沢わさび de MARKET（産業振興課主催）】 

期間：令和４年２月 19 日(土)～ ３月６日(日) 

 内容：桃沢わさびを使用したメニューを町内の飲食業者が考案し、販売します。商品を購

入するとスタンプを獲得でき、必要数以上のスタンプを獲得すると先着 30 名にわ

さびをプレゼント。 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地  

産業振興課にぎわい企画チーム 担当：佐野 

電話 055-989-5516 FAX 055-986-5905 メールアドレス sangyo@town.nagaizumi.lg.jp  
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令和３年 11 月 22 日 

都市環境部門産業振興課 

 

第５回ももざわ軽トラ市を開催します！ 
   

 桃沢地域の活性化や観光振興、地域資源の有効活用を目的とする“桃沢郷まつり”「第５

回ももざわ軽トラ市」を開催します。 

今回も昨年と同様に規模を縮小し、感染症対策を実施しながら、新鮮な地域の農産物や雑

貨、菓子などの販売を行います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

昨年度の様子 

【日時等】 

 日 時：令和３年 12月 19日㈰ 午前 10時～午後２時（小雨決行） 

 会 場：元長窪公会堂周辺道路（会場内飲食禁止） 

 出 店：農産物やパン、お菓子、工芸品など約 15台 

 主 催：桃沢郷まつり実行委員会（事務局：長泉町産業振興課） 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地  

産業振興課にぎわい企画チーム 担当：山田、佐野 

電話 055-989-5516 FAX 055-986-5905 メールアドレス sangyo@town.nagaizumi.lg.jp  
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令和３年 11 月 22 日 

教育部門生涯学習課 

令和４年長泉町成人式の開催 

及び 成年年齢引下げに伴う令和５年以降の対応について 

 

【令和４年成人式の実施について】 

長泉町では、令和４年成人式について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じ

て、以下のとおり実施します。 

実施にあたり、会場にお集まりいただく通常の開催方法に加え、WEB を活用した式典の

ライブ配信や恩師のメッセージ動画配信も併用します。 

【日時】  令和４年１月９日（日） 

      受  付／午前 10 時～10 時 30 分 

      式  典／午前 10 時 30 分～11 時 15 分 

      写真撮影／午前 11 時 15 分～11 時 45 分（クラス別に撮影予定） 

【会場】  長泉町文化センター・ホール 

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策の概要】 

① 式典会場でのマスク着用、身体的距離の確保、検温、手指消毒、換気の徹底 

② 式典プログラムの短縮 

③ ＷＥＢの活用 

町公式 YouTube チャンネルにて、 

式典のライブ配信及びアーカイブ配 

信を実施。併せて、成人式実行委員 

会による思い出のアルバム（スライ 

ドショー動画）及び恩師のメッセー 

ジ動画を配信。 

④ 来賓人数の削減 

（例年約 130 人から約 30 人へ削減） 

⑤ 新成人への依頼 

・健康観察表（直前 14 日間）の提出による健康管理 

  ・事前の出席報告（メール） 

⑥ 保護者、同伴者の入場は不可 

※新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、内容を変更する場合があります。 

 

【成年年齢引下げに伴う令和５年以降の対応について】 

 成年年齢を 18 歳に引下げる「民法の一部を改正する法律」が令和４年４月１日から施行

されることに伴い、令和５年以降の対象年齢、開催時期、及び成人式の名称変更について、

以下のとおりとします。 



⑴ 対象年齢（変更なし） 20歳 

⑵ 開催時期（変更なし） 成人の日（１月の第２月曜日）の前日 

⑶ 式典名称（変更あり） 二十歳の集い 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668駿東郡長泉町中土狩 828番地 生涯学習課生涯学習ﾁｰﾑ 担当：佐藤、髙橋 

電話 055-986-2289  FAX055-988-7802  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ syogai@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和３年 11 月 22 日 

教育部門生涯学習課 

令和３年度長泉町地域づくり講演会を開催します 

 

【令和３年度地域づくり講演会について】 

長泉町では、各区の生涯学習推進地域づくり活動連絡協議委員の資質向上を図り、また地

域づくり事業を推進し、より活発化するために講演会を実施しています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、オンライン（Zoom の活用）

による視聴を取り入れ、以下のとおり実施します。 

 

【日時】  令和４年１月 22日（土）午後２時～４時 

【会場】  コミュニティながいずみ・ホール 

【対象】  ① 生涯学習地域づくり活動連絡協議会委員および各区代表 

② 町内の希望者 

※申込時にオンライン視聴または集合による視聴を選択していただきます。 

【演題】 「パラサイクリングの迫力を多くの人に 

～パラ競技の普及とともに広がる共生の輪～（仮）」 

【講師】  大西 涼太郎 氏 

静岡県地域づくりアドバイザー・（一社）日本パラサイクリング連盟広報  

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策の概要】 

① オンライン（Zoom）の活用 

② 会場でのマスク着用、身体的距離の 

確保、検温、手指消毒、換気の徹底 

③ 来場者の削減 

（例年約 130 人から、今年度は会場定員

半分の約 100人へ削減します） 

 

※新型コロナウイルス感染症の今後の状況に

より、内容を変更する場合があります。 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668駿東郡長泉町中土狩 828番地  生涯学習課生涯学習ﾁｰﾑ 担当：川﨑・渡邉 

電話 055-986-2289  FAX055-988-7802  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ syogai@town.nagaizumi.lg.jp 
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