
町長定例記者会見資料１ 
 

令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

議会事務局・総 務 部 門 

令和３年第３回長泉町議会定例会が 

９月29日（水）から開会します 
実質収支は黒字 令和２年度（2020）決算案発表 

長泉町議会は９月24日、議会全員協議会を開き、定例会の会期を９月29日（水）～10月22

日（金）の24日間と決めました。副町長を再度選任する人事案件や1億5,097万2千円を増額

する本年度一般会計補正予算案など24議案を上程、審議します。一般質問は10月15日からの

予定で10月５日に登壇者が決定します。（詳細は別添 議案 補正予算書等） 

 

【令和２年度一般会計決算案】 

 歳入総額217億1,256万1千円（前年度比59億3,282万7千円増）、歳出総額215億3,772万9千

円（前年度比65億7,890万3千円減）。翌年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支は1億551

万円の黒字となりました。（詳細は資料 No.２） 

 

【健全化判断比率等】 

 元年度決算案に基づく健全化判断比率等４指標のうち、実質公債費比率は国の基準（早期

健全化基準25.0％を大きく下回る2.6％で、前年度比で0.8％上回りました。残りの実質赤字

比率と連結実質赤字比率、将来負担比率は、いずれも黒字のために算出されませんでした。

（令和元年度実質公債費比率1.8％は、県内御前崎市に次いで２番目に低い値。） 

 

【令和３年度一般会計補正予算(第８回)案】 

一般会計補正予算（第８回）では、パークゴルフ場整備工事における入札差金の減額、新

型コロナウイルス感染症と同時流行が懸念される季節性インフルエンザの予防接種料自己

負担額無償化に要する経費を計上するほか、令和２年度決算剰余金などを財政調整基金に積

み立てるものなど、総額1億5,097万2千円を増額します。 

 

【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 
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令和３年９月 24日 

総務部門企画財政課 

令和２年度長泉町歳入歳出決算（案）を公表します 

一般会計の実質収支は１億５５１万円の黒字 

令和２年度の一般会計の決算は、歳入総額217億1,256万1千円（前年度比59億3,282万7千

円増）、歳出総額215億3,772万9千円（前年度比65億7,890万3千円増）となり、翌年度へ繰り

越す財源を差し引いた実質収支は1億551万円の黒字（前年度比4億5,200万5千円減）となり

ました。 

【歳入決算】 

歳入の主な構成割合は、町税が94

億2,311万4千円、43.4%、国庫支出金

が68億3,959万1千円、31.5%、繰入金

が14億1,350万円、6.5%、県支出金が

10億6,616万7千円、4.9%の順となり

ました。 

歳入の根幹を成す町税では、軽自

動車税や都市計画税は増収となった

ものの、新型コロナウイルス感染症

の影響により民間需要が低迷したこ

となどから、法人町民税が大幅な減収となり、町税全体では対前年度比5億8,422万3千円

の減となりました。自主財源と依存財源の構成比は、56.5%と43.5%となり、新型コロナウ

イルス感染症の影響による法人町民税の減や、新型コロナウイルス感染症対策事業に対す

る国庫・県補助金の受け入れ等により、自主財源比率は大幅にポイントが減少しました。 

【歳出決算】 

歳出の目的別経費の構成割合では、

総務費が62億7,698万6千円、29.1%と

最も大きく、次いで民生費が57億

6,058万3千円、26.7%、衛生費が28億

1,083万4千円、13.1%の順となりまし

た。総務費は前年度比317.7%の増と

なりましたが、これは、新型コロナウ

イルス感染症緊急経済対策として実

施した特別定額給付金事業が主な要

因です。 

性質別経費では、義務的経費のうち扶助費は32億1,584万8千円（前年度比11.9%増）と

増加傾向にある一方で公債費は、借入額を公債費の元金以下に抑えていることから、前年

度比5.1%の減となりました。また、その他の経費のうち積立金は、財政調整基金への積立

額が増となったこと等から前年度比8.1%の増となりました。 



 

【財政指標】 

 ⑴経常収支比率：78.7%（70%から75%までに収まることが妥当） 

  ※経常的経費に経常的収入である一般財源がどの程度充当されているかを測る指標 

   （令和元年度全国市町村平均 93.6 当町74.6 県下で最も低い値。） 

 ⑵財政力指数：1.34 （昭和58年から38年間連続普通交付税不交付団体） 

    ※地方公共団体の財政力を示す指標で1を超えると普通交付税が不交付となる 

    (令和元年度全国市町村平均 0.51 当町1.37 県下で最も高い値。全国第15位) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 企画財政課財務契約ﾁｰﾑ 担当：富田、野村 

電話 055-989-5503 FAX 055-989-5585 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ zaimu@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

総務部門企画財政課 

☆町有林間伐体験プログラム☆がスタートします 

～園児、はじめての間伐体験～ 
町有林の有効活用と園児向けの環境教育として、新たな取り組みになります。 

園外保育の一環で、園児が町有林の間伐現場を体験し、間伐・森のプロから町有林の成り

立ちや自然の原理、森の育ち方、伐採された木が身近な木製具になる過程などを学ぶことに

より、自然環境やモノの大切さを実感してもらうプログラムとなっています。 

園児（年長クラス）を対象とした町有林の間伐体験は他ではあまり例もなく、普段立ち入

ることのできない町有林での自然体験や、実際の伐採作業を体験、見学でき、木が倒れた時

の園児のリアクションは必見です。 

 

 

 

 

 

 

 

【対象】 

 町内の幼稚園・保育園・こども園の年長クラス 

 

【開催日程（予定）】 

 ○町立園（７園）･･･令和３年10月～12月 

  ※詳細日程については、お問い合わせください。 

 ○私立園（６園） 

  ※希望により日程調整のうえ、随時実施します。 

 

【実施内容】 

○愛鷹山森林組合による間伐や森林などに関する解説 

○間伐体験・伐採前の木や道具に触れる体験（のこぎり体験） 

・実際の伐採（倒木）の様子を見学 

・伐採後の木（切り株や輪切り木）に触れる体験 

【実施場所】 

水と緑の杜公園（ダム下駐車場）北側付近の町有林（裏面位置図参照） 

 

【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 企画財政課財務契約ﾁｰﾑ 担当：野村 

電話055-989-5503 FAX055-986-5585 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ zaimu@town.nagaizumi.lg.jp 

 

 

 



間伐体験場所

駐車場

桃沢野外活動センター

水と緑の杜公園

富士エースゴルフ倶楽部
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

総務部門企画財政課 

ながいずみ版ふるさと納税「ガバメントクラウドファンディング」活用事業 
☆はじめてのマイ箸☆をお届けします 
～町有林の間伐材を使ったオリジナルの箸を子どもたちへ～ 

長泉町で初めて令和２年度に実施した、ながいずみ版ふるさと納税「ガバメントクラウド

ファンディング」によりご寄附いただいたふるさと納税寄附金を活用し、町有林の間伐材（ひ

のき）を使った名前入りのオリジナルの箸を製作し、箸を使い始める時期の４歳児（年中ク

ラス）へ、世界に１つしかない「はじめてのマイ箸」をお届けするプロジェクトが実現しま

す。 

【☆はじめてのマイ箸☆の贈呈】 

令和３年11月11日（木）「箸の日」に合わせ、 

町内各園において随時贈呈します。 

※具体的な贈呈日時については、調整中です 

ので、下記担当までお問い合わせください。 

【寄附実績】 

 募集期間：令和２年10月15日～12月31日 

 寄附件数：50件 寄附金額：835,000円 

 

 

。 

 

プロジェクトにご賛同いただける方からのふるさと納税寄附金を活用し、下記プロジ

ェクトを実現するものです。 

町の豊かな自然を守り続けている中で、町有林の間伐材（ひのき）を有効活用して、 

「未来を担う子どもたちのために何かできないだろうか」と考え、町で育つ子どもたち 

へ、名前入りの「はじめてのマイ箸」を届けることで、町の自然や森、モノを大切にす 

る心、食に対する楽しみを感じてもらえるよう、ご賛同いただける方と一緒に、子ども 

たちの成長を見守っていきたいという想いを込め、今年度もプロジェクトをスタートし 

ます。 

【名 称】☆はじめてのマイ箸☆プロジェクト 

【寄附募集期間】令和３年10月15日～令和４年１月12日 

【寄附目標金額】1,000,000円 

【寄附の使い道】マイ箸の製作 

【マイ箸の贈呈】令和４年11月（予定） 

【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 企画財政課財務契約ﾁｰﾑ 担当：野村 

電話055-989-5503 FAX055-986-5585 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ zaimu@town.nagaizumi.lg.jp 

 

 

令和３年度  

ながいずみ版ふるさと納税「ガバメントクラウドファンディング」を実施します！！ 
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

総務部門地域防災課 

新型コロナウイルスに罹患
り か ん

された 

自宅療養者等への食料品等の支援を開始します 
  

  県内では、令和３年７月中旬以降、新型コロナウイルスの新規陽性者数が急激に増加し 

８月31日には政令市も含め自宅療養者が4,100人を超える大変厳しい状況になりました。  

 ９月に入り、新規陽性者数は減少傾向にあるものの、依然として収束の見通しが立たない

状況が続いています。 

こうした状況の中、食料確保が困難な自宅療養者等が多数いることが報道されており、生

活支援が急務になっていることから、県と連携し、食料品等の支援を実施することで、感染

者等の不安軽減と感染拡大防止を図ります。 

【対象者】 

町内で自宅療養中の新型コロナウイルスの感染者及び濃厚接触者の内、同居家族等によ

る支援を受けることが困難な方 

【事業内容】 

  上記対象者のうち支援を希望する方に食料品等を町から配布します 

①自宅療養となった感染者：県からの支援が届くまでの約３日分の食料品等を配布 

②濃厚接触者となった方：県の自宅療養者への支援と同様に約10日分の食料品等を配布 

【事業開始日】令和３年10月１日（金）～ 当面の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲支援食料品等の例 

【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：神山 

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 ９ 月 2 4日 

住民福祉部門税務課 

休日納税相談コーナーを開設します 
納税相談の機会を増やし、納税に対する不安の軽減へ 

 

令和３年10月から、毎月第２土曜日に納税相談コーナーを開設します。 

静岡県の緊急事態宣言により、新型コロナウイルスの影響で経済的に苦しい生活を送る方

が増えてきています。長泉町では、より多くの方に納税相談の機会を持っていただけるよう、

休日に納税相談コーナーを開設することにしました。 

相談は対面でも行いますが、非接触の対応として電話での相談も受け付けています。 

町民の方一人一人に合わせた納付計画について、相談をしながら作成していきます。 

なお、一括および分割での納付が困難な方には、引き続き徴収猶予や保険料の減免などの

制度について説明し、申請の受け付けも行います。 

さらに、第２土曜日は住民窓口課の休日開庁も行っているため、転出入される方の納税相

談にも対応します。 

未納額が累積する前に早めの相談を行うことで、納税への負担及び不安の軽減を行います。 

令和４年３月までの毎月第２土曜日を試行期間とし、令和４年４月から休日納税相談コー

ナーを本稼働いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談日等】 

 と き／毎月第２土曜日 午前９時～午後５時 

（10月９日，11月13日，12月11日，令和４年１月８日，２月12日，３月12日） 

 ところ／長泉町役場 本館１階・こども未来課カウンター 

【内 容】 

 ・来庁相談 ・電話相談 ・分割納付申請 ・徴収猶予申請 ・納付書再発行 

 ・町税等の支払い ・保険料減免制度説明 

【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 税務課納税ﾁｰﾑ 担当：松井 

電話055-989-5507 FAX055-986-5585 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nouzei@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

住民福祉部門健康増進課 

インフルエンザの定期接種となっている

高齢者等の予防接種費用を無償化します 
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行の恐れがある中、イ

ンフルエンザの感染を抑え、高齢者の重症化のリスクを回避し、医療機関の 

負担軽減に努めます。 
   

新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止するため、現在、12歳以上の町民の方を対

象にワクチンの接種事業を実施していますが、当町においても８月以降新型コロナウイ

ルス陽性患者の確認事例が急増するなど危機的状況が続いています。 

  新型コロナウイルス感染の終息が見込めないため、医療体制にも大きく影響を及ぼし

ている中、インフルエンザの感染を抑えることが高齢者の重症化リスクの回避、医療機

関の負担軽減に結びつくことから、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時

流行を防止するため、インフルエンザにかかると重篤化しやすいとされる65歳以上の高

齢者、60歳から64歳で心臓病等の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限され

る方などを対象に、昨年度に引き続き高齢者等のインフルエンザ予防接種費用の無償化

を実施します。 

 

【事業の概要】 

⑴  対 象／ 

 ・65歳以上の方 

 ・60歳から64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生 

活を極度に制限されている方 

      ・60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、 

日常生活がほとんど不可能の方 

⑵  対象予定者数／9,908人（令和３年８月10日現在） 

⑶  接 種 費 用 ／無 料 

⑷  スケジュール／令和３年９月17日（金）対象者に接種券発送 

             10月 1日（金）予防接種開始 

         令和４年３月31日（木）予防接種終了 

 

 

 

               【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 健康増進課成人保健チーム 担当：平方 
電話 055-986-8769 FAX 055-986-8713 メールアドレス seijin@town.nagaizumi.lg.jp 

 

mailto:i@town.nagaizumi.lg
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

都市環境部門産業振興課 

町内事業者のＰＣＲ検査の一部を助成します 
町内事業者新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査支援事業  

 

 町内事業者において、新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者が発生した際に、

その事業の安定的な継続、早期の再開、また、従業員等が安心して働ける環境づくりを促進

するため、事業者が独自にＰＣＲ検査を行う場合に検査費用の一部を補助します。 

 

【事業概要】 

⑴ 補助対象者／ 

    町内に事業所を有する事業者 

⑵ 補助対象経費／ 

    対象事業者が、保健所が行政検査等を対象としない町内事業所に勤務する従業員等 

    を対象に、８月20日（緊急事態宣言に基づく緊急事態措置）以降に行ったＰＣＲ 

    検査（医療機関での検査、医師の診断を伴う検体キット及び検体の送料を含む）に 

    係る費用（ただし、診断書（陰性証明書）、消費税等を除く）。 

   <要件> 

① 事業所等において、新型コロナウイルス感染症の発生が確認されたとき、また 

は、業務遂行にあたって、新型コロナウイルス感染症の陽性者及び濃厚接触者 

と従業従業員等が接触したときに、危機管理体制の観点からＰＣＲ検査を受け 

た従業員等 

        ②最初に陽性者もしくは濃厚接触者等が確認された日から２週間以内に実施され

たＰＣＲ検査 

⑶ 補助金額及び補助率／ 

    補助率2/3 上限50万円  ※申請は１事業者限度額内であれば複数回可能とする 

                 ※１検体１万円を限度する。 

  ⑷ 補助対象期間／ 

    令和３年８月20日(金)～令和４年３月31日(木) 

    補助対象期間は、緊急事態宣言に基づく緊急事態措置区域に適用された日まで遡及 

する 

⑸ 受付期間／ 

    令和３年10月１日(金)～令和４年３月31日（木） 

 

 

 

【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、丸田 

電話 055-989-5516 FAX 055-986-5564 メールアドレス nousei@town.nagaizumi.lg.jp 

 

mailto:nousei@town.nagaizumi.lg


町長定例記者会見資料９  
 

令 和 ３ 年 ９ 月 24 日 

教育部門・教育推進課他 

学校、幼稚園、保育園等で 

新型コロナウイルス感染者が 

発生した場合に PCR 検査を実施します 
新型コロナウイルス感染者への接触者等検査事業 

 

学校、幼稚園、保育園、放課後児童会等において、新型コロナウイルス感染者が発生した

場合、感染拡大の防止、早期の教育・保育等活動再開のために、保健所が PCR検査を行わな

い濃厚接触者や接触者に対し、町が PCR検査を実施します。 

 

【事業概要】 

⑴検査対象 

●対象施設/ 
町内の幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育事業所、認可外保育施設、企業
主導型保育事業所、地域子育て支援センター、こども交流センター、小中学校、放
課後児童会 

      

●対象者/ 
       ・対象施設に在籍する園児・児童生徒や勤務する職員 

・地域子育て支援センターなど対象施設の利用者 
 
●検査を行う範囲/ 
上記対象者が新型コロナウイルス感染者となり、感染者の感染可能期間（他の人へ
の感染が可能となる期間：発症２日前から療養開始まで）において、①または② 
いずれかに該当する対象者で、教育委員会が必要と認めた者。 
① 濃厚接触者（ただし、保健所の指示による PCR検査を受けていない者） 
・感染者の飛沫に直接触れた可能性の高い者 
・手で触れることのできる距離（目安として１メートル）でマスク等の感染予防

策なしで、感染者と 15 分以上接触があった者 

② 接触者 
・感染者と同一の学級、部活動、放課後児童会、職場等で活動を共にした者 
・感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等 

 

⑵検査費用  無 料 

 

【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  教育推進課学校教育ﾁｰﾑ 担当：日比 

電話 055-989-5529 FAX055-989-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gakko@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

教 育 部 門 教 育 推 進 課 

外国語活動の楽しさを1・2年生から体験しています 

～今年度からスタート！ ３年生外国語活動への円滑な接続を目指して～ 

 

令和２年度より小学校の学習指導要領が全面実施となり、３年生から外国語活動が始まり

ました。長泉町では、小学校１・２年生に学級担任と ALTとが１年間を通して計画的に外国

語活動の授業を行い、「英語って楽しいな」「相手に通じてうれしいな」といった興味・関心

を育みます。この１・２年生の外国語活動は、「コミュニケーションを図る素地となる資質・

能力」の育成という外国語活動の目標の土台となるものです。この授業を通して体験したり

感じたりすることが、中学年の外国語活動、高学年の外国語へと円滑につながっていくと考

えています。 

  
▲１・２年生外国語活動の授業風景 

【内容】 

 ⑴ 小学校１・２年生全クラスで、学級担任と ALTによる外国語活動の授業を実施 

 ⑵ １単元３時間の授業を年間３回、合計９時間（１クラス当たり）実施 

 

【５月から開始した授業では、児童が楽しそうにコミュニケーションをとる姿が見られた】 

 小学校低学年外国語活動の授業内容は、令和２年度に町内の小中学校５校の外国語・英語

担当の教員が集まり、単元の項目や内容を協議して決めました。５月に長泉小学校からスタ

ートした最初の授業では、児童が、ALTと簡単なあいさつを交わし、コミュニケーションを

図るためのゲームに取り組んだり、ALTのギターに合わせて体を動かしながら楽しそうに歌

ったりする姿が見られました。今後、単元のテーマが動物や数、色、野菜と、変わりながら、

計画的に授業が進められていきます。 

 

【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 教育推進課学校教育ﾁｰﾑ 担当：髙塚 

電話055-989-5529 FAX055-986-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gakko@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

教 育 部 門生 涯 学習課 

長泉ピアノマラソン30周年記念事業 

レ・フレール MagicalPiano in NAGAIZUMI を開催します 

～本公演後、レ・フレールによるミニトークショーも同日開催！～ 
 

長泉ピアノマラソンの第30回を記念し、全国的に著名なピアニストを招聘して公演を行うことで、

長泉ピアノマラソン参加者をはじめ、広く町民に一流に触れる機会を提供し、ピアノを演奏する楽

しさなど、ピアノ演奏・鑑賞への関心を高め、町の芸術文化の振興を図ります。 
 

本公演 『レ・フレール MagicalPiano in NAGAIZUMI』 

【日 時】 令和３年10月24日（日）午後４時～ 

【場 所】 長泉町文化センター ベルフォーレ ホール 

【出 演】 レ・フレール（斎藤守也・斎藤圭土） 

【入場料】 一般5,000円 高校生以下3,500円 ペアチケット9,000円 

【主 催】 主催：長泉町文化センター 共催：長泉ピアノマラソン実行委員会 

 

付帯事業 『長泉ピアノマラソン30周年記念ミニトークショー』 

 レ・フレールの２人が、あらかじめお寄せいただいたピアノや連弾などに関する質問に、時には 

ピアノを使ってお答えします。 

【日 時】 令和３年10月24日（日）午後６時15分～（公演時間約30分） 

【場 所】 長泉町文化センター ベルフォーレ ホール 

【出 演】 レ・フレール（斎藤守也・斎藤圭土） 

【入場料】 無料 

【定 員】 100人（定員を超えた場合は抽選） 

【対 象】 本公演チケット購入者 

【主 催】 主催 長泉ピアノマラソン実行委員会 

      協力 長泉町文化センター 

 

 ピアノデュオ「レ・フレール」のプロフィール 

  2002年結成の斎藤守也・斎藤圭土の兄弟によるピ 

アノデュオ。兄弟ともルクセンブルク国立音楽学校 

に留学。１台４手連弾の可能性を追求しながら、これまでアルバム５枚をリリース。結成時から続 

ける幼稚園・保育園等での演奏活動や、災害復興を機に「子どもたちへの音楽支援活動」を全国展 

開し、次世代の子ども達への芸術文化発展に力を注ぐ。 

  

※長泉ピアノマラソン事業は、令和３年12月４日（土）～５日（日）両日午前10時～午後５時 

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

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-0943静岡県駿東郡長泉町下土狩1283-11 生涯学習課生涯学習チーム 担当：工藤 

電話 055-986-2289 FAX 055-988-7802 メールアドレス syogai@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ３ 年 ９ 月 2 4日 

教育部門生涯学習課 

長泉町井上靖文学館開館記念講座（図書館講座）を開催します    

～「井上靖からのメッセージ」～ 

 

本年７月にリニューアルオープンした長泉町井上靖文学館の開館を記念して、図書館講座

として「記念講演」と「施設見学＆企画展ギャラリートーク」を開催します。 

井上靖文学に深く触れる機会を提供し、その魅力をお伝えします。 

 

〈記念講演〉 
日時／10月20日（水）午後７時～午後８時30分 

会場／コミュニティながいずみ・３階ホール 

演題／「井上靖からのメッセージ」 

講師／長泉町井上靖文学館職員 

 

〈施設見学＆企画展ギャラリートーク〉 
日時／10月28日（木）午後１時～午後３時30分 

会場／長泉町井上靖文学館 

講師／長泉町井上靖文学館職員 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-0943静岡県駿東郡長泉町下土狩1283-11 生涯学習課図書館チーム 担当：小野 

電話 055-988-7801 FAX 055-988-7802 メールアドレス tosyokan@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和３年９月24日 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止により 

中止とする事業をお知らせします 
 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点に鑑み、例年開催している町主催事業等で 

中止と決定した事業は下記のとおりです。 

 

開催予定日 事業名 

10月10日（日） 第12回長泉町スポーツフェスティバル 

10月17日（日）  第33回福祉健康まつり 

10月15日（金）～17日（日） 第56回長泉町民文化祭【展示の部：第１部】 

10月31日（日） 第56回長泉町民文化祭【芸能の部】 

11月５日（金）～７日（日） 第56回長泉町民文化祭【展示の部：第２部】 

11月３日（祝）  文化講演会 

11月28日（日）  第26回長泉町産業祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 行政課行政情報チーム：栗田・下山 

 電話 055-989-5500 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ koho@town.nagaizumi.lg.jp 
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