
町 長 定 例 記 者 会 見

令 和 ４ 年 ６ 月

日時：令和４年５月31日（火）14:00～

場所：長泉町役場西館４階大会議室

１ 町長挨拶

２ 町政トピックス

資料１ 令和４年第２回長泉町議会定例会６月６日開会 議会事務局・総務部門

資料２ マイタク実証運行の状況をお知らせします 企画財政課

資料３ 職員の自主研究で行政課題を解決します 行政課

資料４ ウクライナチャリティコンサートを開催します 行政課

資料５ 静岡県司法書士会と災害協定を締結します 地域防災課

資料６ がん検診受診率向上を目指します 健康増進課

資料７ 新型コロナワクチン４回目接種についてお知らせします 健康増進課

資料８ 長泉町プレミアム付き商品券を販売します 産業振興課

３ 行事予定（６月～９月）

４ 意見交換

５ 次回開催日（予定）

※次回定例会（９月）開会前に開催します。（決まり次第、お知らせします）



長泉町議会は５月31日、議会運営委員会を開き、６月定例会の会期を６月６日～

６月17日の12日間と決めました。令和４年度一般会計補正予算案や鮎壺公園整備工

事に伴う請負契約の締結など７議案について審議します。一般質問は６月９日、

10日、13日の３日間に９氏が登壇します。（詳細は別添 議案・補正予算書ほか）

令和４年５月31日

令和４年第２回長泉町議会定例会
６月６日開会

【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１

総務部門行政課

＜主な議案＞
○議第50号【令和４年度一般会計補正予算（第２回）】
新型コロナウイルスワクチン４回目接種に係る経費や新型コロナウイルス感染症拡

大防止対策として、国、県の補助を受け、放課後児童会、町立認定こども園等町立子
育て関連施設において購入する保健衛生用品の経費や民間保育所等民間保育関連施設
で実施する感染症対策に要する経費などを盛り込み、既定の予算に９千 87万６千円を
増額し、総額を161億６千982万１千円とするもの。

○議第49号【鮎壺公園整備工事請負契約の締結】
幅広い世代の住民が気軽に憩い、楽しむことができる鮎壺公園を整備するため、工

事請負契約締結の議会の議決を求めるもの。総工事面積は１万７千平方メートル（約
５千２百坪）
１ 契約の目的 令和４年度鮎壺公園整備工事
２ 契約の方法 制限付き一般競争入札
３ 契約金額 ２億９千810万円
４ 契約の相手方 加和太建設株式会社 代表取締役 河田亮一
５ 仮契約日 令和４年５月30日
６ 本契約日 議決の日
７ 工期 議決の日の翌日から令和６年３月15日まで
８ 工事概要 芝生広場、駐車場、園路、植栽、隣接広場に大型複合遊具など



高齢者の日常的な外出支援を促進するため、本年10月から事業開始予定の「マイ

ナンバーカードを活用した高齢者のタクシー利用助成事業」について、利用モニ

ターを募集し、５月９日から実証運行を実施しています。

今後は、マイナンバーカードの出張申請受付を継続しながら、実証運行の課題整

理や利用者アンケートを分析し、10月からの本運行に備えます。

令和４年５月31日

「マイナンバーカードを活用した高齢者のタクシー
利用助成事業」実証運行の状況について

【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番地企画財政課企画調整チーム担当：緒方・長澤

電話 055-989-5504 FAX 055-989-5585 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kikaku@town.nagaizumi.lg.jp

町長定例記者会見資料２

総務部門企画財政課

主な議案
【令和４年度一般会計補正予算（第２回）案】 【マイナンバーカードの取得率】

①町民全体
令和４年５月 44.4％

【契約の締結】 （令和３年11月 37.2％）
②高齢者タクシー・バス利用券
申請者
令和４年５月 58.9％

（令和３年11月 33.1％）

【実証運行の状況】
○実証運行期間 ５月９日～７月29日
○利用モニター登録者 186人
○利用状況（５月９日～５月25日）
・利用人数 177人
・利用件数 169件
・乗車平均 約1,240円／回（約３km）
・助成額計 94,290円

【今後のスケジュール】
７月下旬 利用者アンケート実施
８月上旬 実証運行の検証、利用者アンケートの分析等
10月１日 本運行開始



町では、平成24年度から政策形成能力の向上を目的とした職員研修の一環と

して、毎年度公募により若手・中堅職員（主事・主査級）４人から６人で構成

された１，２グループが、町の重要課題を基に設定した研究テーマに取り組み、

創造的な業務改善や政策提案の方法を習得する自主研究グループ事業を実施し

ており、発表された研究成果や提案事項については、実施の可能性を検討し、

町の行政課題の解決につなげています。

これまでにも「情報ツールを活用したまちづくり」をテーマとした研究成果

から、町内在住の子育てママがソーシャルメディアを通じて町の魅力を発信す

る「長泉mamarazzi（ママラッチ）」が事業化されるなど、この取り組みから

の提案で新たな事業が生まれました。

また、直近では、５月19日に開催された令和３年度研究成果発表会において、

「テレワーク（シェアオフィス、コワーキングスペース）」「オリンピック・

レガシーを生かしたスポーツ環境の創出」の２つのテーマが発表され、今後の

事業化へ向け、現在、検討を行っています。

なお、本年度も８月に公募し、11月から政策形成に必要な研修を受講した上

で来年７月の成果発表に向け研究をスタートする予定となっています。

今後もこの取り組みを継続することで、職員の資質向上を図るとともに研究

成果を活かし、新たな事業を展開してまいります。

令和４年５月31日

職員の自主研究で行政課題の解決を！
若手・中堅職員のグループ研究による提案で新たな事業を展開します

町長定例記者会見資料３

総務部門行政課

【研究活動から生まれた新たな事業の例】

・町民に身近な健康公園となるために

⇒ 町民から募集した写真を利用してフォトモザイクアートを作成し、健康公

園オープン時に施設内に展示

・総合型地域スポーツクラブから考察する町民の健康増進とコミュニティ作り

⇒ こどもたちの健康づくりを目的に、ランバイクを利用したイベントを開催



年度 研究テーマ

平成24年度 情報ツールを活用したまちづくり

平成24年度 町民に身近な健康公園となるために

平成25年度 タウンセールス

平成25年度 住み続けたくなる景観づくり

平成26年度 「食」による健康づくり

平成28年度 高齢者の「居場所」づくり

平成30年度
総合型地域スポーツクラブから考察する町民の健康増進と
コミュニティ作り

令和元・2年度 ちょうどいいグッズ製作・販売等に係る法人の設立

令和３年度 テレワーク（シェアオフィス、コワーキングスペース）

令和３年度 オリンピック・レガシーを生かしたスポーツ環境の創出

【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番地行政課行政庶務ﾁｰﾑ 担当：髙橋
電話 055-989-5500 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyousei@town.nagaizumi.lg.jp

【これまでの研究テーマ一覧】



ロシア軍の侵攻により避難民として苦しい生活を送っている方々、そしてウク
ライナに一刻も早く平和が戻ることを願い、チャリティコンサートを行います。
収益金（入場料千円）は、すべてウクライナ大使館へ寄付します。また、当日

は募金箱での寄付も募り、町内にある知徳高等学校の生徒（インターアクト部10
人程度）による募金協力への呼びかけをしていただきます。（募金箱は生徒の手
作りを予定）
このイベントは、ウクライナで戦禍に追われていたカテリーナさんのお母さん

が日本へ避難してきた報道を見た住民の方が、何かウクライナのためにできるこ
とはないかと町へ相談されたことがきっかけとなり、長泉町国際交流協会の申し
出により企画され実現しました。

令和４年５月31日

ウクライナチャリティコンサートを
開催します

【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番地行政課行政情報ﾁｰﾑ 担当：山川
電話 055-989-5500 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ koho@town.nagaizumi.lg.jp

カテリーナ～バンドゥーラの音色と美しい歌声が響き渡る～

町長定例記者会見資料４

総務部門行政課

【日時等】
日 時：６月５日（日曜日）

19:00開演
場所：長泉町文化センター ホール
入場料：千円（全額寄付）
内 容：ウクライナ民族楽器

（バンドゥーラ）の演奏者
カテリーナさんによる
楽器演奏と歌による
コンサート。

プロフィール：別添チラシ参照
主催：長泉町国際交流協会
共催：長泉町文化センター
後援：長泉町、長泉町教育委員会、長泉町商工会
協力：特種東海製紙株式会社、知徳高等学校

【町内公共施設でライトアップを実施中】
町文化センター（ホワイエ）
点灯日時 ６月５日（日曜日）まで（休館日を除く）18:30～21:00
※夜間のホール利用状況によりライトアップを一時的に消灯する場合があります。

コミュニティながいずみ（下土狩駅側）
点灯日時 当面の間（休館日を除く）17:00～21:00

ウェルピアながいずみ
点灯日時 当面の間 日没～22:00



災害時に想定される相続や不動産登記などの被災者相談業務を円滑かつ適切に

行うため、静岡県司法書士会が被災者支援業務を行う司法書士を派遣することが

できる協定を締結し、災害時の相談業務体制を強化します。

令和４年５月31日

静岡県司法書士会との災害協定を締結します
～被災時における相談対応体制の強化に向けて～

【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 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ bousai@town.nagaizumi.lg.jp

町長定例記者会見資料５

総務部門地域防災課

【協定名】
災害時における司法書士相談業務の支援に関する協定

【協定の主な内容】
・調査業務（司法書士による被災地における相談用件調査）
・相談業務（司法書士による相続に関する相談、不動産登記などの相談）

【協定締結先】
静岡県司法書士会

【協定締結日時等】
日時：６月16日（木）15：00～
場所：役場西館２階 特別応接室



長泉町では、町民が、がんに対する正しい知識を持ち、がんの予防や早

期発見・早期治療を行うことでがんによる死亡者を減らすため、平成28年か
らがん検診の無料化を始めたほか、令和２年４月には、がん対策推進条例を
施行し、禁煙外来治療費の助成を行うなど、積極的ながん対策を推進してき
ました。
しかしながら、町が実施しているがん検診事業については、平成28年度か

ら自己負担額を無料にしているにもかかわらず、受診率が伸び悩んでいるこ
とから、この度、厚生労働省実証事業「がん検診のアクセシビリティ向上策
等の実証事業」に参加しました。実証事業委託事業者である日本対がん協会
と令和４年２月に覚書を締結し、行動経済学やソーシャルマーケティングに
精通している専門家の協力を得て、より住民目線に立った受診勧奨はがきな
ど勧奨資材の作成や周知方法について活用していきます。

令和４年５月31日

【検診の日程等】

期間：６月13日（月）～10月31日（月）

場所：町が指定する実施医療機関

町長定例記者会見資料６

住民福祉部門健康増進課

がん検診受診率向上を目指します

～長泉町、厚生労働省実証事業へ参加～

検診内容：胃がん検診 35歳以上

大腸がん検診 40歳以上

肺がん検診 40歳以上

前立腺がん検診 50歳以上の男性

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

乳がん検診 40歳以上で前年度未受診の女性

（視触診＋マンモグラフィ）

【内容等】

事業内容：わかりやすく、受診したくなるような表現にした受診勧奨や周知

を図り、受診率向上を図るとともに、町民の行動変容を把握し、

今後の受診率向上に生かしていく。



【実証事業の詳細】

・ナッジ理論とソーシャルマーケティングの視点を取り入れた、受診する流

れが一目で分かるよう簡潔に記載した勧奨資材の作成。

・その他の必要な情報も同じページで得られるようなレイアウトへの変更。

・長泉町のがん検診が県内唯一無料であることを、より強調した勧奨資材の

作成。（コール）

・勧奨資材にQRコード掲載し、直感的に町ホームページにアクセス可能と

し、SNSや紙媒体を使用しない若い世代にも長泉町のがん検診について、

検索・閲覧できるものに変更。

・町公式ＳＮＳを利用した、がん検診に関する情報の随時更新・通知の実施。

・過去の受診率やリピート受診の状況を分析し、再受診勧奨をする対象者の

選定や再受診勧奨をする時期など勧奨内容を検討。

・その他の受診勧奨方法は、今後協議を重ね、長泉町で実施できるもの等を

取り入れ、その実績を評価し、効果的な受診勧奨については、次年度以降

も積極的に採用。

【本件に関する問い合わせ先】

〒411-8668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：大嶋、小野田

電話 055-986-8769 FAX 055-986-8713 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ eijin@town.nagaizumi.lg.jp



長泉町では、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種について、７月１日
から開始します。
対象者は、３回目の接種日から５ヶ月以上経過している60歳以上の方と18歳

から59歳以下の基礎疾患を有する方で、基礎疾患を有する方を除き、約10,100
人を見込んでおり、接種に関する詳細は次のとおりです。

１．接種会場及び使用予定ワクチン
・集団接種 ウェルピアながいずみ（８月中旬以降はコミュニティながい

ずみ展示室で実施予定）
モデルナ社製を使用予定

・個別接種 町内６医療機関（７月１日から接種開始予定）
ファイザー社製を使用予定

２．接種券発送時期・予約方法等
【60歳以上の方】
①接種券の発送 ６月21日から順次
②予約方法
・３月７日までに３回目接種をした65歳以上の方
（３回目接種時に町から接種日時を指定した方）
予約時の混雑緩和や高齢者の予約負担軽減のため、５月下旬に往復はが
きによる接種意向調査を実施し、町による集団接種予約日時の割当てを
希望された方に対し、順次、３回目接種と同様に予約日時の通知はがき
を送付。

※個別接種を希望する方、集団接種日時の変更等を希望する方は、接種券
到着後、特設コールセンターまたは予約専用サイトにてご自身で手続き。

・３月８日以降に３回目接種をした65歳以上の方
・60歳から64歳までの方

接種券到着後、特設コールセンターまたは予約専用サイトからご自身で
手続き。

【18歳から59歳の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師
が認める方】
６月15日から接種を希望する方からの電子申請または特設コールセン
ターでの受付後、町から接種券を送付。接種券が届いた後、特設コール
センターまたは予約専用サイトからご自身で手続き。

（詳細は広報ながいずみ６月15日号チラシを折り込み予定）

令和４年５月31日

町長定例記者会見資料７

住民福祉部門健康増進課

新型コロナワクチン４回目接種について

長泉町は７月１日から開始します



※５月22日現在の接種状況

（３回目接種）

65歳以上が 8,879人で接種率は92.12％､

12歳以上64歳以下の接種者数が16,317人で接種率は48.04％

（５歳以上11歳以下の小児）

１回目は780人で接種率は23.93％、

２回目は749人で接種率は22.98％

【本件に関する問い合わせ先】

〒411-8668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：上杉、梅澤

電話 055-986-8769 FAX 055-986-8713 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ eijin@town.nagaizumi.lg.jp



コロナ禍やウクライナ情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰や、電気・ガス
料金、食料品等の相次ぐ値上げにより影響を受けている町民及び町内事業所
に対する緊急経済対策としてプレミアム付き商品券事業を実施することで、
合わせて、町内購買力を高め地域経済の活性化を図ります。

今回、額面5,000円の商品券を3,000で販売することで、令和２年度に実施
したプレミアム付き商品券よりも購入しやすい価格を設定する一方で、プレ
ミアム率66.6％という前回（令和２年度）以上の上乗せを行います。

令和４年５月31日

長泉町プレミアム付き商品券を販売します！

【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番地産業振興課 担当：佐野
電話 055-989-5516 FAX 055-989-5564 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sangyo@town.nagaizumi.lg.jp

【事業概要】

発行総額 ２億2,000万円（44,000冊）

種 類 額面1,000円の全店使用可能な商品券を４枚、額面500円の

小規模店舗限定使用の商品券を２枚（合計5,000円）で１冊

とし、これを3,000円で販売

販売限度 １人１冊（世帯主に世帯人数分の購入券を郵送予定）

販売時期 ７月29日(金)～９月16日(金)

販売場所 商工会、町内マックスバリュ（５店舗）での販売

有効期間 ７月29日(金)～12月31日(土)

対 象 者 商品券の販売開始までに住民登録を行った方

都市環境部門産業振興課

※この商品券は令和２年
度に販売したものであり、
今回の商品券とは異なり
ます。

町長定例記者会見資料８


