
町 長 定 例 記 者 会 見

令 和 ４ 年 ８ 月

日時：令和４年８月26日（金）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３回長泉町議会定例会が９月１日から開会

議会事務局・総務部門

資料２ 令和３年度長泉町歳入歳出決算（案）を公表 企画財政課

資料３ 高齢者スマートフォン普及事業を実施 企画財政課

資料４ 交通広告グランプリ2022で優秀作品賞を受賞 行政課

資料５ 街の住みここちランキング2022で４年連続県内１位！ 行政課

資料６ 一筆書き（ひとふでがき）コンテストを開催 行政課

資料７ 長泉未来人ｵﾌｨｼｬﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ・ﾒｲｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ(NOMS）を開校 行政課

資料８ 第３回Kia Oraながいずみ（NZﾌｪｱ）を開催 行政課

資料９ 全国キッチンカー振興協会と協定を締結 地域防災課

資料10 パークゴルフ場がオープン 健康増進課

資料11 高齢者等インフルエンザ予防接種費用を無償化 健康増進課

資料12 新たな企業立地支援制度を創設 産業振興課

資料13 原油価格・物価高騰等に伴う中小企業臨時支援金を創設 産業振興課

資料14 物価高騰等に伴う農業肥料等購入費補助金を創設 産業振興課

資料15 省エネ家電製品購入補助金を創設 くらし環境課

資料16 NGF（Nagaizumi Grand Father）講座を開催 こども未来課

資料17 子育てフェスティバルを開催 こども未来課

３ 行事予定（９月～11月）

４ 意見交換

５ 次回開催日（予定）

※次回定例会（11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８月26日（金）、議会運営委員会を開き、９月定例会の会期を９
月１日（木）～９月22日（木）の22日間と決めました。令和４年度一般会計補正
予算案や長泉町教育委員会委員の任命など19議案を上程し、審議します。一般質
問は９月６日、７日、８日の３日間に８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８月26日

令和４年第３回長泉町議会定例会が
９月１日から開会します

【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１

総務部門行政課

＜主な議案＞
○令和４年度一般会計補正予算（第５回）

コロナ禍における原油価格や物価高騰により給食食材等の高騰の影響を受ける保護
者や民間の教育・保育施設等に対する支援を実施するとともに、新型コロナウイルス
ワクチン４回目接種の対象者拡大に伴い必要となる経費や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
る経費などを盛り込み、既定の予算に3億2千394万円を増額し、総額を165億8千710万
2千円とするもの。

○長泉町教育委員会委員の任命
長泉町教育委員会委員の南條潤氏の任期が、令和４年９月30日をもって満了となる

ため、後任に峰田学氏を任命することについて、議会の同意を得るもの。

○長泉町一般会計歳入歳出決算の認定
歳入総額178億8千659万5千円（前年度比38億2千596万6千円減）、歳出総額173億

3千712万8千円（前年度比42億60万1千円減）。翌年度に繰り越す財源を差し引いた
実質収支は4億8千211万8千円（前年度比3億7千660万8千円増）の黒字となりました。
※詳細は資料№２



令和３年度の一般会計の決算は、歳入総額178億8,659万5千円（前年度比 38億
2,596万6千円減）、歳出総額173億3,712万8千円（前年度比 42億60万1千円減）と
なり、翌年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支は4億8,211万8千円（前年度比
3億7,660万8千円増）となりました。

令和４年８月26日

令和３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4億8,211万円の黒字

【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・加藤

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

町長定例記者会見資料２

総務部門企画財政課

【財政指標】
⑴経常収支比率 78.7％（70％～75％までに収まることが妥当）

※令和２年度全国市町村平均93.1％、当町78.7％。
⑵財政力指数 1.26（昭和58年度から39年間連続で普通交付税の不交付団体）

※令和２年度全国市町村平均0.51 当町1.34（全国16位）。

【歳入決算】
歳入の主な構成割合は町税が94億

3,062万4千円、国庫支出金が36億
9,859万1千円、地方消費税交付金が
10億6,209万2千円の順となりました。

歳入の根幹を成す町税では、固定
資産税や都市計画税が減収となった
ものの、法人町民税や町たばこ税が
増収となったことなどにより、町税
全体では前年度比 751万円の増収と
なりました。

【歳出決算】
歳出の目的別経費の構成割合では

民生費が69億525万9千円で最も大き
く、次いで土木費が26億7,995万円、
衛生費24億9,072万2千円です。総務
費は前年度比44億9,141万3千円の減
となりましたが、これは令和２年度
に実施しました特別定額給付金事業
の終了が主な要因です。
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1.0％

4.1％

民生費

土木費

衛生費

教育費

総務費消防費

公債費

災害復旧費 その他

39.8％
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款 別 予算現額 決算額
令和２年度

決算額
増減額

1 町税 9,293,400 9,430,624 9,423,114 7,510
２ 地方譲与税 114,874 110,678 108,892 1,786
３ 利子割交付金 7,000 5,742 7,467 △1,725
４ 配当割交付金 35,000 48,912 31,852 17,060
５ 株式等譲渡所得割交付金 44,000 69,884 43,340 26,544
６ 法人事業税交付金 210,000 187,121 137,424 49,697
７ 地方消費税交付金 1,013,000 1,062,092 969,166 92,926
８ ゴルフ場利用税交付金 40,000 43,195 37,722 5,473
９ 自動車取得税交付金 1 0 0 0
10 環境性能割交付金 15,000 11,783 11,966 △93
11 地方特例交付金 243,000 120,056 26,882 93,174
12 地方交付税 10,000 42,351 12,509 29,842
13 交通安全対策特別交付金 10,000 9,953 10,577 △624
14 分担金及び負担金 79,033 69,677 68,928 749
15 使用料及び手数料 127,978 122,414 123,842 △1,428
16 国庫支出金 4,004,534 3,698,591 6,839,591 △3,141,000
17 県支出金 1,107,554 1,025,670 1,066,167 △40,497

18 財産収入 44,781 46,016 47,083 △1,067

19 寄附金 14,633 13,692 7,332 6,360
20 繰入金 778,665 778,595 1,413,500 △634,905
21 繰越金 174,832 174,833 820,908 △646,075
22 諸収入 459,997 467,716 354,299 113,417
23 町債 347,000 347,000 150,000 197,000

計 18,174,282 17,886,595 21,712,561 △3,825,966

款 別
予算現額

(A)

決算額
(B)

令和２年度
決算額(C)

増減額
(B)－(C)

(B)の

構成比

1 議会費 125,588 120,820 172,192 △51,372 0.7

2 総務費 1,884,932 1,785,573 6,276,986 △4,491,413 10.3

3 民生費 7,192,083 6,905,259 5,760,583 1,144,676 39.8

4 衛生費 2,580,199 2,490,722 2,810,834 △320,112 14.4

5 労働費 42,727 39,620 37,275 2,345 0.2

6 農林水産業費 125,925 115,490 110,698 4,792 0.7

7 商工費 166,991 133,505 528,981 △415,476 0.8

8 土木費 2,770,535 2,679,950 2,735,638 △55,688 15.5

9 消防費 608,910 603,397 629,992 △26,595 3.5

10 教育費 1,947,351 1,859,292 2,076,770 △217,478 10.7

11 災害復旧費 300,040 191,306 0 191,306 1.1

12 公債費 357,000 355,791 343,267 12,524 2.0

13 諸支出金 56,403 56,402 54,513 1,889 0.3

14 予備費 15,598 0 0 0 -

計 18,174,282 17,337,128 21,537,729 △4,200,601 100.0

歳入決算状況

歳出決算状況

（単位：千円）

（単位：千円）



社会のデジタル化が加速する中、町としてもＤＸ基本計画に基づき行政サービス
の利便性の向上を図っていきますが、スマートフォンはそれらのサービスを利用す
る上で不可欠なものとなるとともに、デジタル機器を持たない高齢者に生じるデジ
タルデバイドは社会的な孤立を生み出す要因にもなっています。

そこで、全ての住民の方々がデジタル技術の恩恵を受けることができるよう、町
住民意識調査においても、スマートフォンの所持率が極端に低い70歳以上の高齢者
世代に対し、その購入費用の一部を助成することで、スマートフォンの普及を図り、
デジタルサービスを利用するための環境整備を推進します。

令和４年８月26日

高齢者スマートフォン普及事業を実施します
～「誰一人取り残さない」デジタル化の実現に向けて～

【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
企画財政課デジタル推進チーム 担当：中井・小泉

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

町長定例記者会見資料３

総務部門企画財政課

対 象／
⑴ 町税の滞納のない70歳以上の方（昭和28年４月１日以前にお生まれの方）
⑵ 購入した店舗又は町が実施するスマホセミナーを受講した方
⑶ マイナンバーカードを取得済の方
⑷ 町の公式ＬＩＮＥアカウントの友達登録をした方

上記全てに該当する方が、町の指定した店舗において初めてＮＦＣ機能※付
スマートフォンを購入した場合以下の助成を受けることができます。
※マイナンバーカード等の読み取り機能です。

対象経費／本体購入費、充電器購入費、事務手数料、データ移行手数料
補助金額／上限金額２万円 （対象経費の５分の４、1,000円未満切捨）
事業対象期間／９月１日(木）～令和５年１月31日（火）
予算額／600万円

（財源：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金600万円）

指定店舗／ ドコモショップ長泉店 中土狩539 フレスポ長泉Ａ棟

auショップ長泉 中土狩339-5

ソフトバンク裾野南 裾野市伊豆島田825-2

ノジマ長泉店 中土狩350-16

（参考）スマートフォン所持率（令和３年度住民意識調査）
10代…100％ 20代…96.3％ 30代…97.1％ 40代…96.7％
50代…91.2％ 60代…84.5％ 70代以上…55.0％



今年２月にJR新橋駅に掲出した町の広告「転職しない、ちょうどいい移住しません
か？」が、株式会社ジェイアール東日本企画主催の「交通広告グランプリ2022」駅メ
ディア部門で優秀作品賞を獲得しました！（公表日：７月29日）

これは、コロナ禍により、テレワークや２拠点居住の流れが加速し、首都圏から地
方へと人の流れが動いている中で、町の認知度向上や関係人口の創出・拡大を図るた
め実施したものです。

応募総数／1,554作品 全６部門（デジタルメディア部門、車両メディア部門など）

受賞数／38作品（駅メディア部門受賞６作品の内自治体２作品、長泉町、鳥取市）

※審査員は著名なコピーライターやアートディレクターなど９人で構成されています。

広告掲載期間／２月21日（月）～２月27日（日）

掲出場所／JR新橋駅改札内２箇所

令和４年８月26日

町の広告が優秀作品賞を受賞
～交通広告グランプリ2022駅メディア部門～

【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

転職しない、ちょうどいい移住しませんか？

町長定例記者会見資料４

総務部門行政課

▶駅での掲出

▼贈賞式の様子



大東建託㈱が６月29日に発表した「いい部屋ネット 街の住みここちランキング
2022＜静岡県版＞」で、長泉町が４年連続で１位になりました。

令和４年８月26日

４年連続県内１位
～街の住みここちランキング2022～

【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

町長定例記者会見資料５

総務部門行政課

調査時期／

2022年３月８日～３月29日：2022年調査（回答者数：5,421人）

調査方法／インターネット

調査対象／静岡県居住の20歳以上の男女

世代比／20代14.2%、30代23.0%、40代24.6%、50代21.8%、60代以上16.4%

評価項目／生活・交通の利便性、行政サービスの良さ、親しみやすさなど８つの領域から

59項目について、満足度を５段階で評価

県内ランキング／２位 清水町、３位 浜松市浜北区、４位 静岡市葵区、５位 静岡市駿河区



町は平成30年に都市ブランド戦略の一環として、ブランドシンボル「ちょうどい

いが いちばんいい Nagaizumi」を発表し、町の魅力を発信しています。

町民のブランドシンボルの認知度は約76%（令和２年度住民意識調査）と高い状

況ですが、このデザインを多くの住民に活用してもらい、さらに町内外の認知度を

高めていくために、まずは町内の児童・生徒を対象とし、長泉の好きなものをテー

マに自由に描くことで、長泉をもっと好きになってもらうことが狙いです。また、

今回のコンテストはスマホやタブレットを活用して行うもので、デジタル教育の一

助を担うものと考えています。（町では、町内小・中学校の生徒全員にタブレット

端末を配布しています）

令和４年８月26日

長泉のここが好き！
ひとふでがきコンテスト開催中

【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

長泉の好きな食べ物、場所、良さなど、
あなたやあなたの家族がいちばん好きなものやことを一筆で描こう

町長定例記者会見資料６

総務部門行政課

応募期限／９月16日（金）

対 象／町内小学生（３～６年生）、町内中学生、高校生

※今回は、試行的な取り組みとして対象を小学生から高校生までとしていますが、

次回以降は、より多くの方に参加していただけるよう対象者の拡大を検討して

いきます。

内 容／スマホやタブレットで、自分や自分の家族が好きなものやことを、一筆

書きで描く

賞／グランプリや各学校賞などを選考し、11月に表彰式の開催を予定

コンテストウェブサイト ブランドシンボルについて



未来人がオフィシャルマガジンを作成するための知識や技術を学びながら、彼ら
自身の目線で地域の魅力を発見・発信する「長泉未来人オフィシャルマガジン・メ
イキング・スクール（NOMS）」（全４回）を開校します。

令和４年８月26日

長泉未来人オフィシャルマガジン
メイキングスクール（NOMS）開校！

【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

未来人が若者目線で町の魅力を取材し、オフィシャルマガジンを制作

町長定例記者会見資料７

総務部門行政課

対 象／長泉町定住のための新幹線通学支援補助金制度を利用している未来人

12人

内 容／ワークショップ全４回開催。３つのグループ（各４人）を編成し、各

グループでテーマを決め、取材し、原稿を作成

※オフィシャルマガジンは1,000部を印刷予定。（町内公共施設や店舗で配布）

回 日時 会場 テーマ

１
８月27日（土）
14:00~16:00

ウェルピア
ながいずみ２Ｆ
多目的室

マガジン作成の基礎知識を学ぶ。町の魅力
を発表

２
９月11日（日）
14:00~16:00

ウェルピア
ながいずみ２Ｆ
多目的室

写真撮影、インタビューの仕方を学ぶ

３ 10月中旬 未定 取材、記事まとめ

４ 11月中旬 未定 編集会議、冊子校正

講 師／中澤秀紀（なかざわ ひでき）

プロフィール／フリーライター（2017年２月～）

しずおかオンライン㈱（ 2000年～2017年）で女性向けフリーマガジン

「ｗｏｍｏ」、初代編集長、「静岡家を建てる時に読む本」編集長 、

「静岡最強ラーメン」編集長などを歴任



町では、1988年にニュージーランド・ワンガヌイ市と姉妹都市提携を締結し、
これまで教育・文化・スポーツなど、さまざまな交流を重ねてきました。

コロナ禍で人の往来などができない中、姉妹都市交流を継続して盛り上げてい
くため、姉妹都市の魅力を感じることができるニュージーランドフェアを開催し
ます。

令和４年８月26日

第３回Kia Ora ながいずみ（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾌｪｱ）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

NZを感じ・味わう、コロナ禍での姉妹都市交流

町長定例記者会見資料８

総務部門行政課

※写真は第１、２回目のものです

【日時など】
⑴ Eat and Feel NZ（スタンプラリー、NZの食べ物を飲食店で提供）

日時／９月10日（土）～10月10日（祝・月）
場所／町内外15店舗予定
内容／店舗で商品を購入するとスタンプをもらえる。スタンプ３個でオリジ

ナルバッジ、８個以上でオリジナルトートバックをプレゼント
⑵ ニュージーランド特産品の販売・企画展示

日時／９月１日（木）～11日（日）（企画展示）
９月10日（土）、11日（日）（物販）

場所／ウェルディ長泉２F（長泉町下長窪1076）
⑶ 主催 長泉町国際交流協会（事務局：行政課内）

後援 長泉町、長泉町教育委員会、ニュージーランド大使館



全国で地震や風水害などの自然災害が多発する中、災害時に避難所で温かい食

事を提供することができるキッチンカーについては、今後注目が集まっていくこ

とが予想されます。

協定を締結することにより、大規模災害時などの対応力を強化します。

令和４年８月26日

全国キッチンカー振興協会と協定を締結します
～大規模災害時の対応力強化に向けて～

【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９

総務部門地域防災課

【協定名】
災害時におけるキッチンカーによる炊き出しの実施等に関する協定

【協定の主な内容】
災害時における避難所でのキッチンカーによる炊き出し

【協定締結先】
全国キッチンカー事業振興協会（本部は「清水町」に所在）

※県東部地域を中心に20数台が加入し活動しています。

【協定締結日時等】
日時／10月17日（月）10：00～
場所／役場西館２階 特別応接室



令和４年８月26日

町長定例記者会見資料10

住民福祉部門健康増進課

パークゴルフ場がオープンします

桃沢地区の豊かな自然環境の中で誰もが気軽に楽しみ、世代間交流も可能な生
涯スポーツの場として設置が待ち望まれていたパークゴルフ場がいよいよオープ
ンします。

【全体】



【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 健康増進課健康企画ﾁｰﾑ
担当：杉山

電話:055-989-5575 FAX:055-986-8713
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ zosin@town.nagaizumi.lg.jp

【整備地】
⑴ 所在地／長泉町元長窪895番地内（桃沢グラウンド南側）
⑵ 面 積／約2.2ヘクタール（うちコース面積約1.4ヘクタール）

【整備概要】
天然芝の２コース（計18ホール）、日本パークゴルフ協会公認コース（予定）
こども用ホール、練習用ホール、駐車場60台（大型バス１台）

【その他】
⑴ オープニングセレモニー ／ 11月19日（土）９：30

プレオープン／ 〃 午後(地元区(元長窪区)限定)
⑵ 供用開始／11月20日（日）

(町民限定) 22日（火） ９：00～16：00
23日（水・祝）

（居住地制限なし）11月24日（木）～
⑶ 利用方法／直接来場可（予約可）
⑷ 特徴／

・小学生から高齢者までが利用することができ、公認コースで定められる
最長の100ｍロングホールを整備

・小学生未満のこども専用無料ホール（１ホール）を整備
・北側Ａコース（９ホール）は比較的平坦なコースで、足腰の弱い方にも

お勧めのコース。



令和２年度及び令和３年度において、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
インフルエンザの同時流行による高齢者の重症化リスクの減少及び医療機関の負
担軽減を目的に、高齢者等を対象としたインフルエンザ予防接種費用の無償化を
実施しました。

令和４年度においても、引き続き同時流行が懸念されることから、インフルエ
ンザ予防接種費用の無償化を行います。

例年、接種対象者には接種費用のうち1,200円を負担していただき、残りを町が
負担していますが、今年度も自己負担額の1,200円も含めて全額公費負担とし、対
象者の自己負担を軽減します。

令和４年８月26日

今年度も高齢者インフルエンザ予防接種の
無償化を行います

【本件に関する問い合わせ先】

〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町納米里549番地 健康増進課成人保健チーム
担当：上杉、大嶋

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

対象接種／インフルエンザ予防接種

対 象／⑴ 65歳以上の方

⑵ 60歳～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

⑶ 60歳～64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に

障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

実施期間／10月３日(月)～令和５年３月31日(金)まで

自己負担／なし

接種方法／対象の医療機関で各自接種を実施

※ 令和２年度接種率 73.1％（接種者数 7,165人）

※ 令和３年度接種率 65.7%（接種者数 6,495人）

住民福祉部門健康増進課

町長定例記者会見資料11



町が企業誘致を進める県立静岡がんセンター、新東名高速道路長泉沼津ＩＣ、
既存工業団地周辺は、市街化調整区域、農業振興地域内の農用地、埋蔵文化財の
包蔵地など開発の条件が厳しく、進出企業の負担となっています。

広域交通網やがんセンターを核とするファルマバレープロジェクトなど、本町
の強みを活かした企業誘致を更に推進するため、埋蔵文化財の発掘費用の補助、
従業員数や税相当額に対する補助制度を創設することで、町の優位性を構築し企
業の進出を全力で支援します。

新たに創設する支援制度は、既存支援制度の「地域産業立地事業費補助金」の
対象となる企業に上乗せする支援となり、民間開発における埋蔵文化財本調査費
の補助、従業員の数や年齢（40歳未満）に応じた補助、土地と建物の固定資産税
相当額を補助する制度です。

令和４年８月26日

新たな企業立地支援制度を創設！
発掘調査や従業員数に応じた補助、税負担の軽減で全力支援

町長定例記者会見資料12

都市環境部門産業振興課

業種等 工場（製造業･植物工場） 物流施設 研究所

補助率
成長分野 その他

20% 30%
30% 20%

限度額 3,000万円 2,000万円 2,000万円 3,000万円

対象経費 埋蔵文化財本調査費（上限額:1㎡当たり1万円）

業種等 工場（製造業･植物工場） 物流施設 研究所

補助額

成長分野 その他
20万円/人 30万円/人

30万円/人 20万円/人

40歳未満の正社員は１人当たり10万円上乗せ

限度額 1,000万円

対象経費 正社員のみ

交付条件 雇用人数を3年間維持

⑴ 埋蔵文化財調査費補助

⑵ 従業員補助



【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
電話 055-989-5516 FAX 055-989-5564 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sangyo@town.nagaizumi.lg.jp

業種等 工場（製造業･植物工場） 物流施設 研究所

補助額

成長分野 その他
対象経費に
3を乗じた額

対象経費に
5を乗じた額対象経費に

5を乗じた額
対象経費に
3を乗じた額

限度額 5,000万円 3,000万円 3,000万円 5,000万円

対象経費 土地及び建物の固定資産税相当額

交付条件 対象物の耐用年数維持

⑶ 固定資産税相当額の補助



新型コロナウイルス感染症の長期化やウクライナ情勢の緊迫化等に伴う原
油価格や物価高騰等の影響が幅広い業種に及んでおり、特に電気、ガス代等
は原油高の影響等を受け、大幅に値上がりし、中小企業者の経営を圧迫して
います。

そこで、本年４月～７月までの最も経費が高い月を対象に、影響を少しで
も緩和するため、県内で初めて、町内に事業所を有する中小企業者及び個人
事業者に臨時支援金を給付し、事業継続を支援します。

補助対象者／町内に常設の事業者等を有する中小企業、個人事業者、

農業者等

申請対象月／令和４年４月～７月までの任意の１カ月を選択

対象経費／申請対象月に町内の事業所または町内の事業所で使用する

車両で、事業用に使用した電気代、ガス代及び燃料油代(税抜）

支援金額／申請対象月の対象経費（税抜）の合計の１/２（上限10万円、

千円未満切捨）

※１事業者あたり１回限り

※算出金額が２万円未満の場合は支給対象外

申請期間／８月10日（水）～12月16日（金）

予算額／7,000万円

（財源：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

4,033万円）

令和４年８月26日

原油価格・物価高騰等に伴う
中小企業臨時支援金を創設！

【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 055-989-5564 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sangyo@town.nagaizumi.lg.jp
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都市環境部門産業振興課



ウクライナ情勢の緊迫化等に伴う原油価格や物価高騰等の影響を受け、高騰している
農業肥料に関して、町内農業者の経営安定及び農畜産物の安定供給のため、肥料、土壌
改良資材購入費用の一部を補助します。これに加え、国が推奨する「みどりの食料シス
テム戦略」の化学肥料から有機質肥料への転換の推進のため、「長泉町環境にやさしい
農業推進事業補助金」の有機質肥料購入費にかかる上限額の拡充も同期間行います。

(1) 農業肥料等購入補助金

対 象／町の農地台帳に登載され、町内に在住、令和３年に農業収入を確定申告して
いる農業者等

補助金額／肥料及び土壌改良資材購入に係る経費の１/３（上限20万円、千円未満

切捨）

事業実施期間／６月１日（水）～令和５年１月31日（火）

申請期間／令和５年２月１日（水）～令和５年２月17日（金）

予算額／500万円（町単独費）

(2) 長泉町環境にやさしい農業推進事業補助金

対 象／町の農地台帳に登録されている農業者

補助内容／有機質肥料の購入費用の補助額を拡充

補助金額／下表を参照

事業実施期間及び申請期間／(1)と同じ

令和４年８月26日

物価高騰等に伴う
農業肥料等購入費補助金を創設！

【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
産業振興課農業支援チーム 担当：久保田、牧野

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

町長定例記者会見資料14

都市環境部門産業振興課

補助対象経費 補助率 限度額 詳細

環境にやさしい農業
用資材購入費用

2/3以内
２万５千円
認定農業者５万円

生分解性マルチフィルム、生分解
性マルチポット、土に還るプラス
チック紐等

有機質肥料購入費用 2/3以内

（従来）５千円
（改正後）１万円
認定農業者
（従来）１万円
（改正後）１万５千円

牛ふん堆肥（町内の畜産農家から
購入した堆肥）腐葉土、鶏ふん等



ウクライナ情勢に伴う物価高騰や生活様式等が大きく変革する中、自宅で過ごす時
間の増加に伴う家電の使用時間の増加、東京電力管内での「電力需給ひっ迫警報や注
意報」の発令など、各家庭や身近な場所での節電対策は喫緊の課題となっています。

令和４年８月26日

町長定例記者会見資料15

都市環境部門くらし環境課

対 象／
⑴ 町内に住民登録があり、町税等の滞納がない方
⑵ ８月２日（火）～令和５年２月28日（火）の間に、町内小売店舗または中小企業法

に規定される小売店舗から家庭用エアコンまたは電気冷蔵庫を購入した方
補助対象製品／家庭用エアコン、電気冷蔵庫

省エネ家電製品の購入費を補助しています

補助要件／
⑴ 多段階段階評価３つ星以上（多段階評価点3.0以上）
⑵ 省エネ基準達成率100％以上(グリーンラベル)必須
⑶１世帯につき各１台とし、町内の自宅に設置すること

内閣府消費動向調査では、省エネ性能に優れた家電品は、10年前の電力使用量と比
較し、エアコンは約17％、電気冷蔵庫は約47％の削減が図られると試算されています。

このような現状を踏まえ、現在の生活様式を維持しつつ、物価高騰など、住民生
活の負担軽減を図るため、省エネ性能に優れた家電(エアコン・冷蔵庫)の購入費の
一部を補助します。

補助額／

家庭用エアコン 多段階評価５つ星（多段階評価点5.0） 50,000円

同上 ４つ星（多段階評価点4.0～4.9） 40,000円

同上 ３つ星（多段階評価点3.0～3.9） 30,000円

電気冷蔵庫 多段階評価５つ星（多段階評価点5.0） 50,000円

同上 ４つ星（多段階評価点4.0～4.9） 40,000円

同上 ３つ星（多段階評価点3.0～3.9） 30,000円

※高齢者世帯は、上記項目ごとに10,000円を加算します。

※高齢者世帯とは、申請日時点において、65歳以上の者のみで構成された世帯です。

二酸化炭素排出削減・消費電力量削減・電気料金削減

申込方法／申請書の様式は、くらし環境課窓口で配布しています。また町ホームペー
ジからもダウンロードできます

受付期間／８月２日（火）～令和５年３月10日（金）

予算額／1,000万円（財源：町内篤志家からの指定寄附金1,000万円）

【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 くらし環境課 担当：平川
電話 055-989-5514 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kankyo@town.nagaizumi.lg.jp



町では、子育て世代だけではなく、祖父母など子育て支援ができる担い手を
増やすことで、安心して子育てができる環境をつくります。このため、今まで
補助的な役割となることが多かった祖父を対象とした講座を下記の内容で開催
します。

対 象／町内在住・在勤でお孫さんのいる男性 定 員／10人

令和４年８月26日

NGF（Nagaizumi Grand Father)講座を開催します

【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
こども未来課子育て支援チーム 担当：日比、大川

電話 055-989-5573 FAX 055-989-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kosodate@town.nagaizumi.lg.jp

「おじいちゃん、かっこいい！」が聞きたくて…
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子育ての情報発信、親子の遊び場の提供、子育て世代の交流を目的とした「子
育てフェスティバル」を開催します！

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で２年ぶりの開催となる今年度は、開館
５周年を記念し、パルながいずみを会場に１カ月間、下記の内容で実施します。

令和４年８月26日

子育てフェスティバルを開催します

【本件に関する問い合わせ先】

〒411-0942静岡県駿東郡長泉町中土狩539番地
こども未来課パルながいずみ 担当：佐野

電話 055-988-1086 FAX 055-988-7786 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ pal@town.nagaizumi.lg.jp

パルながいずみ開館５周年Anniversary

対 象／町内在住の未就園児とその保護者

内 容／

(1) オープニング 10月３日（月）10：00～

音楽サークル「くいしんぼ～ん」による「パルの歌＆体操」初披露

(2) パル運動会 10月５日(水）、６日(木）両日とも10：00～

パル職員が考えた種目「乗り物にのって親子あそび」など

(3) 子育て支援サークル紹介 10月12日(水）～31日(月）

子育て支援サークルの活動内容を紹介するブースの設置

(4) 親子遊び 10月27日（木）９：45～

親子で楽しめる歌遊び（講師：小沢かづとさん(あそび歌作家））
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