
町 長 定 例 記 者 会 見

令 和 ４ 年 11  月

日時：令和４年11月22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４回長泉町議会定例会11月28日(月)から開会します

資料２ ちょうどいいグッズを販売しています

資料３ 令和４年度長泉町人権講演会を開催します

資料４ 令和４年度長泉町ウィプロ事業を実施します

資料５ コミュニティバスの再編運行を開始します

資料６ マイナンバーカードの取得申請を促進します

資料７ 「地域防災の日」可搬ポンプ取扱訓練を実施します

資料８ NPO法人コメリ災害対策センターと協定を締結します

資料９ 令和５年長泉町消防出初式を開催します

資料10 パークゴルフ場がオープンしました

資料11 【３年ぶり‼】第27回長泉町産業祭を開催します

資料12 中小企業臨時支援金第２期を実施します

資料13 第６回ももざわ軽トラ市を開催します

資料14 【県内公立保育園初‼】紙おむつサブスクリプション

サービスの実証実験が始まります

資料15 令和５年長泉町二十歳の集いを開催します

３ 行事予定（令和４年12月～令和５年２月）

４ 意見交換

５ 次回開催日（予定）

※次回定例会（令和５年３月）開会前に開催します。（決まり次第、お知らせします）
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こども未来課

生涯学習課



長泉町議会は11月22日（火）、議会運営委員会を開き、11月定例会の会期を11
月28日（月）～12月９日（金）の12日間と決めました。令和４年度一般会計補正
予算案や公の施設の指定管理者の指定など19議案を上程し、審議します。一般質
問は12月１日、２日の２日間に５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11月22日

令和４年第４回長泉町議会定例会が
11月28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８回）
原油価格高騰に伴う公共施設の電気代・ガス代などの光熱水費の増額、障害福祉

サービスや障害児通所給付事業などの利用者増加に伴う事業費の増額、人事院勧告に
伴う特別職及び一般職の職員の給与改定や人事異動などに係る人件費の調整などで、
既定予算に２億１千584万３千円を増額し、総額を171億６千638万２千円とするもの。

○公の施設の指定管理者の指定
現在、指定管理者が管理・運営を行っている「長泉町健康公園」「長泉町桃沢野外

活動センター他３施設」「長泉町文化センター」の指定期間が令和５年３月31日を
もって終了することから、引き続き指定管理者による管理運営を行わせるため、「長
泉町公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例」の規定に基づき、指定
管理者を指定するもの。

○橋梁長寿命化修繕事業 元長窪Ⅰ橋補修工事請負契約の締結
橋梁長寿命化修繕事業を進めるため、東名高速道路に架かる元長窪Ⅰ橋を補修する

工事請負契約の議会の議決を求めるもの。
○ 契約金額 １億120万円 ○ 契約の相手方 鈴与建設株式会社
○ 仮契約日 令和４年10月31日 ○ 本契約日 議決の日
○ 工 期 議決の日の翌日から令和５年７月28日まで



本年度より創設した「長泉町都市ブランド戦略PR活動補助金制度」を利用し、企
業により開発された町ブランドシンボルを活用した商品が販売中です。これは、都市
ブランド戦略の一環とし、行政だけでなく、地域や企業が一体となって町の魅力を発
信していく取り組みです。

【グッズ詳細】

●スポーツタオル（800円）、ハンドタオル（300円）

販売者 美津濃株式会社（ウェルピアながいずみ指定管理者）

販売場所 ウェルピアながいずみ（055-989-5510)

●サウナグッズ：ハット（3,500円) 、ポンチョ（3,000円）、
バスタオル（1,200円）

販売者 加和太建設株式会社（桃沢野外活動センター指定管理者）

販売場所 桃沢野外活動センター(055-987-5100)

●あしたかつTシャツ（2,500円）

販売者 株式会社東平商会

販売場所 株式会社東平商会(055-986-8675)

令和４年11月22日

ちょうどいいグッズを販売しています

【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

都市ブランド戦略PR活動補助金を活用した商品

町長定例記者会見資料２

総務部門行政課



人権意識の高揚を図り、人権に対す
る正しい知識を広めることを目的に人
権講演会を開催します。

近年、メディアでも多く取り上げら
れるLGBTQについて、自身もLGBTQ
の当事者である永田 怜さんに講演を
していただきます。

令和４年11月22日

令和４年度 長泉町人権講演会を開催します

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

多様な性について知ろう ～誰もが自分らしく生きるために～

町長定例記者会見資料３

総務部門行政課

【概要】

日 時／令和５年１月28日(土) 開場13：30 開演14：00

場 所／長泉町文化センター・ベルフォーレ ホール

内 容／・トランスジェンダーを自覚し始めた幼少期の頃からの振り返り

・性の自認や周りへカミングアウトを通して感じた思いや経験

・基本的な用語（LGBTQの意味、セクシュアリティの意味など）

・「友人に当事者がいたら」「家族にカミングアウトされたら」

という場合を想定して考えることで、自分自身も含め「一人

一人が多様な中の一人である」ということの体感的理解

講 師／永田 怜さん（にじいろ安場 LGBT支援担当、認定NPO法人ReBit

メンバー、掛川市男女共同参画審議会委員）

定 員／500人 ※申込不要、全席自由

入場料／無料

主 催／長泉町、沼津支局人権啓発活動地域ネットワーク協議会

※この事業は静岡地方法務局沼津支局管内市町が輪番制で担当する「人権啓発

活動地域ネットワーク協議会」の一つで、今年度は長泉町が当番町です。



我が家のペット自慢 フォトコンテスト２０２２

内 容
対 象
写真応募

写 真 展

そ の 他

自宅で飼われているペットの写真を募集し、写真展を開催します。
町内在住・在勤の方
応募期間：11月15日（火）～12月20日（火）
応募方法：オンライン申請
開催期間：令和５年２月16日（木）～２月18日（土）
開催場所：コミュニティながいずみ・２階展示室
詳細はSNSおよび広報（12月1日号、1月1日号）でお知らせします。

長泉町ウィプロ事業は、「長泉町定住のための新幹線通学支援補助金」を申請し
ている長泉町の未来を担う若者（未来人）が行う当該補助事業の一環であり、未来
人自らが「やってみたいこと」や「町の課題解決」を実現する事業として、本年度
から始まりました。
本年度は２グループ計12人の未来人が参加し、次の２つのイベント開催に向けて

準備を進めています。

令和４年11月22日

令和４年度長泉町ウィプロ事業を実施します
～We produce ○○○～

【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・外山

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４

総務部門企画財政課

異文化に触れる 国際交流イベント

日 時
場 所
内 容

そ の 他

令和５年１月22日（日）10：00～14：00
コミュニティながいずみ・駅前広場
外国の食べ物や展示物などの出店、ステージ演目などを通して
異文化に触れられる国際交流イベントを開催します。
詳細は、SNSや広報（１月１日号）でお知らせします。



本町では、既存の「長泉・清水循環バス」における課題の解決、公共交通の満足
度向上、町内公共交通空白地の解消を目的としたコミュニティバスの再編について
令和３年度から協議を重ね、令和４年10月31日(月)に開催された長泉町地域公共交
通協議会において再編運行案が承認されました。今後、令和５年１月23日(月)の再
編運行に向けて各種手続きや関係各所への周知を進めていきます。

令和４年11月22日

長泉町コミュニティバスの再編運行を
令和５年１月23日（月）から開始します

【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番地企画財政課企画調整チーム担当：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５

総務部門企画財政課

令和４年度第３回長泉町地域公共交通協議会（10月31日）

【再編の主なポイント（詳細は別添チラシ参照）】

⑴ 現在の「長泉・清水循環バス」を「南北線」とし、町内を縦断する路線とします。
新たに「循環線」２系統（循環線A・循環線B）を加え、現在の１系統から３系統によ
る運行になります。

⑵ 「南北線」は中型バスを利用し平日６便、土・日・祝・休日５便を運行します。運賃
は３キロまで150円（小人80円）、以降200円（小人100円）の２段階運賃です。

⑶ 新たに運行を開始する「循環線」は、「南北線」を補完し、町内を８の字で運行する
路線で、「循環線A」「循環線B」が２台同時に逆回りで運行します。市街地を走行
するため小型バスを利用し平日、土・日・祝・休日ともに５便を運行します。運賃は
一律150円（小人80円）です。

⑷ 「南北線」と「循環線」を相互利用する際の利用者の負担軽減のため、「フリー乗車
券」（１日500円）を新たに導入します。

⑸ 「循環線」は３年間の実証運行としてスタートし、収支の状況や利用者数、住民満足
度、南北線との相互利用の状況を見ながら本格運行への移行を検討していきます。



本町では、マイナンバーカードの取得を促進するため、役場窓口の臨時開庁
をはじめ、町内の商業施設や企業での出張申請などを行っています。
このたび、さらなる取得促進のため、町内唯一の高等学校である「知徳高

校」において、全校生徒を対象に、マイナンバーカードの制度概要などを周知
するための出前講座を開催します。
最新の本町の交付率は55.3%ですが、20歳未満では41.7%にとどまっており、

本町は年少人口が多いことから、この年代の底上げが鍵となります。したがっ
て、まずは高校生を対象に認知度を高め、制度を理解してもらった上で出張申
請などを行っていく予定です。

令和４年11月22日

マイナンバーカード取得申請を促進します

【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 担当：総務 川口，住民福祉 露木

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

企業への出張申請拡大と高等学校で出前講座を開催します

町長定例記者会見資料６

総務部門・住民福祉部門

これまでの出張申請の様子

マックスバリュ竹原店 ウェルピアながいずみ

【出張申請の実績】※10月以降

10月16日 福祉健康まつり ５件 11月10,15,17日 東レ㈱三島工場 ７件
10月18,25日 特種東海製紙㈱ 26件 11月16日 協和キリン㈱ 16件
11月６,９日 ウェルディ長泉 39件 〃 コミュニティながいずみ 12件

【知徳高校での出前講座開催】
日 時／12月15日（木）９：45～（１時間程度）
実施方法／校内放送設備を活用し、全校生徒に画像を使い説明を行う
説明内容／マイナンバー制度について

マイナンバーカードについて
マイナンバーカードでできることについて



12月４日（日）の「地域防災の日」における本町の防災訓練は、町内の各区自

主防災会が北部・中部・南部の３地区に分かれて、可搬ポンプ取扱訓練を実施し

ます。

人力で搬送できる可搬ポンプは、初期消火に有効であり、災害時でも使用でき

るよう自主防災会役員などが訓練を行います。

令和４年11月22日

「地域防災の日」可搬ポンプ取扱訓練を実施します
～～防災力 人の輪 知恵の輪 地域の輪～～

【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７

総務部門地域防災課

【日 時】
12月４日（日）9：00～11：30

【会 場】
北部地区／長泉北小学校
中部地区／長泉小学校
南部地区／長泉南小学校

【内 容】
可搬ポンプ取扱、放水訓練

【主 管】

長泉町自主防災会連合会



実際に大規模災害が発生した場合においては、行政として住民の安全確保に

関する役割は多岐にわたり、災害時での的確かつ迅速な対応、救援物資などの

確保・供給は非常に重要です。

こうしたことから、本町とNPO法人コメリ災害対策センターとの間で災害時

の緊急対応物資の供給などを行うことを目的とした協定を締結します。

令和４年11月22日

NPO法人コメリ災害対策センターと協定を締結します
～コメリグループの物流網を活用した災害時の物資供給～

【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８

総務部門地域防災課

【協定名】
災害時における物資供給に関する協定

【協定の主な内容】
地震、風水害その他の災害時にコメリグループの物流網と流通在庫を活用し、
継続的な物資供給を可能とする。

【協定締結先】
NPO法人コメリ災害対策センター

【協定締結日時等】
日 時／12月27日（火）15：00～
場 所／役場西館２階 特別応接室



新春を飾る恒例の長泉町消防出初式を挙行します。

出初式は、町内の無火災・無災害を祈念する行事ですが、感染防止の観点から、

昨年と同様に観閲、パレード等は取りやめるなど式典内容を大幅に縮小し、主に

団員の表彰を消防関係者のみで行います。

令和４年11月22日

令和５年 長泉町消防出初式を開催します
～新春を飾る恒例行事を挙行します～

【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番地地域防災課地域防災ﾁｰﾑ担当：室伏
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

【日 時】令和５年１月８日（日）13：30～
【会 場】長泉小学校グラウンド（雨天時は長泉小学校体育館）
【内 容】
令和５年
式典
・表 彰 団員（代表者のみ）※退団者、家族表彰などなし
・来 賓 三役（町長・副町長・教育長）、議長、まとい会長
・火の用心三唱 動作のみ
・参 加 者 消防団員

【主 催】長泉町消防団

※３密回避などの 「新しい生活様式」に基づく感染対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。



令和４年11月22日
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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した

～パークゴルフ場の利用についてお知らせします～

11月20日（日）、自然豊かな桃沢地区にパークゴルフ場がオープンしました。
しかし、コース内の芝生の一部に養生が十分でない箇所があることから、今後の

適正な運営管理のために、当分の間、Aコースのみの運用とします。

【具体的な運用】
⑴ 原則、Aコース（９ホール）を２周（18ホール）で１プレイとします。

（子ども用ホールは利用できます。）

⑵ 最大利用組数は９組（36人）を原則とします。

⑶ 団体の利用は、午前午後各１組とします。

※利用希望者が上記組数や人数を上回る場合など、利用状況により、お待ちいた
だく場合または利用できない場合もあります。

※１日券の販売は、当面の間、休止します。
※予約、利用状況などは、健康増進課にお問い合わせください。

【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

利用可：Aコースおよび子どもホール

Bコース：芝生の養生が十分でないため、
当面運用を制限

駐車場



本町の農・工・商業の交流・情報交換を行うとともに、観光交流や地場産業への理
解を深めていただくために、多くの町民の方々に農作物特産品の販売や商工業製品の
紹介などを行う、第27回長泉町産業祭を開催します。
今回は、長泉町未来人が製作した学生目線の町内店舗などのＰＲ動画を商工会ブー

ス内で紹介するとともに、前日11月26日（土）には、「農産物品評会」を富士伊豆農
業協同組合ながいずみ営農経済センターで実施します。なお、コロナ禍での開催とな
りますので、規模を縮小した上で店舗間の間隔を通常より広くするなど、感染対策を
講じながら実施します。来場される皆さんには、マスクの着用、手指消毒、ソーシャ
ルディスタンスの確保にご協力をお願いします。

【日 時】11月27日（日）10：00～14：00

【会 場】長泉町健康公園（ウエルピアながいずみ）

【事業概要】

○農産物品評会出品農産物の販売

○農業者団体による農産物の即売会

○名店逸品市（全品テイクアウトのみ）

○工業展 ○木工教室

【主 管】長泉町産業祭運営委員会

令和４年11月22日

～３年ぶりの開催～

第27回長泉町産業祭を開催します！！

【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番地産業振興課農業支援チーム担当：久保田、鈴木
電話 055-989-5516 FAX 055-989-5564  メールアドレスnousei@town.nagaizumi.lg.jp
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都市環境部門産業振興課

令和元年度産業祭の様子（品評会）令和元年度産業祭の様子（工業展）



原油価格や物価高騰等の影響を緩和するため、町内に事業所を有する中小企業
者および個人事業者に、エネルギー関連経費を助成していますが、依然として社
会情勢が不安定の中で円安による物価高騰は更に深刻化していることから、令和
４年４月から７月を対象としていた第１期の受付期間を延長するとともに、さら
に第２期として、令和４年８月から11月の経費を対象とした追加支援を実施し
ます。
また、第２期においては、エネルギー関連経費が高額となる事業者に対しては、

支援金の上乗せをします。

【事業概要】

⑴ 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

⑵ 申請対象月

令和４年８月から11月までの任意の１カ月を選択

⑶ 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、ガス代および燃料油代（税抜）

⑷ 支援金額

対象経費が ４万円以上 20万円未満の場合は対象経費の1/2

対象経費が20万円以上 50万円未満の場合は10万円

※対象経費が50万円以上100万円未満の場合は20万円

※対象経費が100万円以上の場合は30万円 ※第２期での支援上乗せ分

【申請期間】

令和４年12月１日（木）～令和５年２月10日（金）

第１期（４月～７月）の申請受付期間も令和５年２月10日（金）まで延長

令和４年11月22日

原油価格・物価高騰等に伴う
中小企業臨時支援金第２期を実施します！

【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番地産業振興課にぎわい企画ﾁｰﾑ 担当：山田・丸田
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



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６回ももざわ軽トラ市」を開催します。
今年は、先日桃沢地区に新たにオープンしたパークゴルフ場での開催とな

ります。地域の新鮮な農産物や、パン、菓子などの販売を行うと同時に、希
望者は有料でパークゴルフを楽しむことができます。

【日 時】12月11日（日）10：00～14：00（小雨決行）

【会 場】長泉町パークゴルフ場

【出 店】農産物やパン、菓子、松崎町の土産品など約15店舗

（※松崎町：長泉町と災害協定を締結）

【主 管】桃沢郷まつり実行委員会

令和４年11月22日

第６回ももざわ軽トラ市を開催します！！

【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 メールアドレスsangyo@town.nagaizumi.lg.jp
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都市環境部門産業振興課

昨年の軽トラ市の様子



本町では、保護者の負担軽減と保育環境の改善につなげるため、紙おむつのサ
ブスクリプションサービス実証実験を行います。
町立保育園を利用する際、保護者は保育園で使用する紙おむつに１枚１枚に名

前を書いて、必要枚数を用意する必要があります。時間がかかるばかりでなく、
登園時の荷物が増えるなど、大きな負担となっています。
また、保育園側にとっても、紙おむつを園児毎に個別管理し、間違えることな

く使用する業務が煩雑であり、手間となっています。
今回の実証実験では、それらの手間や負担がどの程度軽減され、園での保育時

間や家庭で子ども達と過ごす時間の更なる充実につながったのか、保護者と職員
を対象としたアンケート調査を実施して、本格導入するか判断します。

令和４年11月22日

県内公立保育園初！！

紙おむつサブスクリプションサービスの
実証実験が始まります

【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番地こども未来課こども保育チーム担当：花木
電話 055-989-5573 FAX 055-986-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kodomo@town.nagaizumi.lg.jp

【期間】

令和５年２月１日（水）～３月31日（金）

【対象園】

中央保育園、竹原保育園

【対象児】

０歳児、１歳児、２歳児 合計78人

【内容】

花王グループカスタマーマーケティング株式会社が提供する、すまいる登園

実証実験（紙おむつ、おしり拭きを提供）

【費用負担】

実証実験中の長泉町、保護者の費用負担は発生しない
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教育部門こども未来課



本町では、成人式を「二十歳の集い」へ名称を変更し、これまでどおり年度
内に二十歳を迎える方を対象に式典を開催します。民法改正により、令和４年
４月から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、18歳の多くが高校３年生で
あり、進学や就職等の進路決定の時期と重なりご本人、ご家族に大きな負担が
かかることや二十歳を区切りとして飲酒などに関する年齢制限がなくなること
などの理由から、対象年齢を二十歳と決定しました。
この式典を通じて、二十歳の若者を町ぐるみで祝い励ますとともに、今後の

活躍と将来の幸せを願います。

令和４年11月22日

令和５年長泉町二十歳の集いを開催します

【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：髙橋、齊藤
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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教育部門生涯学習課

【令和５年二十歳の集いの実施について】
本町では、令和５年二十歳の集いについて、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、オンラインを活用した式典の
ライブ配信も併用します。

【日 時】 令和５年１月８日（日）
受 付／10：00～10：30
式 典／10：30～11：15
写真撮影／11：15～11：30（予定）

【会 場】 長泉町文化センター ベルフォーレ・ホール
【新型コロナウイルス感染拡大防止対策の概要】
⑴ 式典会場でのマスク着用、検温、手指消毒、換気の徹底
⑵ 式典プログラムの短縮
⑶ オンラインの活用

町公式YouTubeチャンネルで式典のライブ配信およびアーカイブ配信を
実施。併せて、二十歳の集い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）を配信。

⑷ 来場者への依頼
・健康観察表（直前７日間）の
提出による健康管理

・事前の出欠報告
（オンライン申請）
※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。

令和４年の様子


