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皆さまの事業活動や、日々 の暮らしの営みなどの「なりわい」。
なりわいに、長泉町はもってこい。

その理由を、ご紹介します。

なりわいに ちょうどいい
ながいずみ

長
泉
 

地価上昇　
2010年地価公示において、全国約18,000地点のうち、わず
か6地点で住宅地調査地点の地価が上昇。このうち2地点が長
泉町内。翌年の地価公示でも地方圏地価上昇17地点のうち、7
地点が長泉町内。景気の影響もあり、その後も上昇は10年間続
いている（令和元年7月1日時点）。長泉町の暮らしやすさが、地
価公示価格というデータとして表われている。

高い出生率　
合計特殊出生率、全国平均1.43、県平均1.52を大きく上回る
1.82は県内第1位タイ。子どもが多い町。

確かな財政基盤　
昭和58年度から普通地方交付税の不交付団体を継続。財政力
指数1.34（平成28～30年度の3ヵ年平均）は県内第1位。

県立静岡がんセンター　
2002年9月開院。「がん治療の実力ランキング日本一」の評価
を受ける県立静岡がんセンターが立地する町。

富士山　
2013年世界文化遺産登録。日本の象徴、霊峰富士が見える
町。富士山からの豊富な地下水にも恵まれ、その恩恵は水道料
金の安さにも。

将来人口推計　
静岡県が独自に算出した県内35市町ごとの将来人口推計で、
2040年には34市町で人口が減少する中、増加は長泉町のみ。
しかも、20～39歳女性の人口変化率が県内で最も低い自治体。

1.ファルマバレープロジェクト
ファルマバレープロジェクトの一環として医療健康関連産業の集
積を図り、静岡県の目指す世界一の健康長寿県の形成をサポート
します。

2.“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組
新東名高速道路「長泉沼津IC」周辺は静岡県の「“ふじのくに”の
フロンティアを拓く取組」推進区域の指定を受け、保管や運送の
みならず流通加工を含む高度な物流サービス企業の集積を図りま
す。

3.優れた交通アクセス
東海道新幹線「ひかり」を利用して、ＪＲ品川駅まで最速37分。
新東名高速道路「長泉沼津IC」とともに、企業の機動力を支えて
います。

4.ちょうどいいが いちばんいい、長泉町
先駆的な子育て支援、教育環境は、子育て世代に大きな安心を。
温暖な気候、豊かな自然は、心に癒しを。
充実した文化施設、健康施設、良質な生活環境は暮らしに潤いを
与えます。

　現在、国全体の人口減少や少子高齢化の進展による人口構造の変化を受け、全国の自治体が地方創
生の名のもと、人口減少克服という大きな課題への対応が迫られています。
　静岡県全体の人口も減少する中、長泉町は合計特殊出生率や、平成27年国勢調査における人口増加
率、増加数ともに県内トップ、静岡県将来人口推計の推移を見ると2040年まで人口増加が見込まれるな
ど、他地域にない特色のある自治体です。
　長泉町は東海道新幹線の三島駅北口に隣接し、また、新たに新東名高速道路長泉沼津ＩＣ、東駿河湾
環状道路等により、広域交通の結節点として良好な交通環境を誇っています。
　また、これに加え、首都圏に近接する立地、豊富な地下水、温暖な気候に恵まれた環境から、昭和30年
代から企業誘致が進み、多くの町内企業に支えられた全国有数の財政力が行政施策の基盤となり、住民
の暮らしやすさにつながっていると感じています。
　長泉町は前述のとおり、全国でも数少ない地方創生のモデル自治体として活気溢れる元気なまちでは
ありますが、今後も行政を取り巻く様々な環境の変化に伴う課題に対して、様々な世代から選ばれ続ける
魅力ある自治体を目指し、都市ブランド戦略に掲げるブランドメッセージ「ちょうどいいが いちばんいい 
Nagaizumi」の実現に向けた行政運営を進めてまいります。
　これにより、町民の皆様には「我がまち長泉町」により一層愛着を持ち、「住んで良かった」と誇りを感じ
続けられるよう住民満足度を高め、また県や関係機関との連携による産業の活性化に努めることで企業
の皆様には「立地して良かった」と思っていただける企業満足度も高めてまいります。
　この度、長泉町への進出立地をご検討いただくため、案内冊子を作成しました。当町に関心がございま
したら、どのようなことでも、ぜひお問い合わせください。

「長泉町への進出立地にあたって」　

ちょうどいい、その理由
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「ふじのくに医療城下町」で健康長寿・自立支援プロジェクトがスタート

医療健康産業に関する
研究開発をお考えの方に！

●医療機器・医薬品の研究開発
●医療機器・医薬品の生産設備の新増設
●研究成果の製品化
●販路開拓

●医療機器等の研究開発
●医療機器等の部品・部材の研究開発

設備投資をお考えの方に！

●医療機器・医薬品の研究開発
●医療機器・医薬品の生産設備の新増設
●研究成果の製品化
●販路開拓

その他《静岡県独自の補助制度》もあります

　ファルマバレープロジェクトを戦略的に推進する中核支援機
関です。静岡県と一体となり、関係事業の支援をワンストップで
提供。医看工連携の共同研究のコーディネートや創薬探索研究
の推進、産業化コーディネート、医療機器に特化した人材育成、
展示会や交流会、セミナー等の開催を行っています。
　それらに加え、人生100年時代に対応するための「健康長寿・
自立支援プロジェクト」を新たにスタートしました。

　世界最先端の医療を目指す県立静岡がんセンター、国立遺伝学研究
所（三島市）などの研究機関が中核となっています。これらと、県東部地域
を中心に集積した生産額全国1位を誇る医薬品・医療機器産業が連携し、
医学・看護学・工学の融合（医看工連携）による研究開発を進めるのが、プ
ロジェクトの大きな特徴。東京工業大学、東京農工大学、早稲田大学、慶
應義塾大学などの大学や企業との連携も進み、ファルマバレーこそ日本の
医療研究の先端にいます。

ファルマバレープロジェクトとは？
富士山麓に広がる長泉町を中心に、これからの成長が見込める医療と健康産業へ、
地域が一体となって「健康長寿世界一」をめざす研究開発が進んでいます。

「静岡を世界一の健康長寿県にする。」そんな雄大な目標を掲げ推進されるのがファルマバレープロジェクトです。
広大な富士のすそ野に幅広い健康関連産業が集積。「産学官金」が連携し、地域が一体化したネットワークで、医
療からウェルネスまで、世界トップレベルの研究開発が進んでいます。

こんな
事業に

こんな
事業に

こんな
事業に

 静岡県立静岡がんセンター総長　山口 建氏
　長泉町では、2002年に開設された県立静岡がんセンターと2017年に整備さ
れたファルマバレーセンターを中核施設とする「ふじのくに医療城下町」が活動
を始めています。
　静岡がんセンターは我が国最大級のがんセンターとして多くのがん患者の命
を救い、一方、ファルマバレーセンターが主導するファルマバレープロジェクト
は、国から指定を受けた「ふじのくに先端医療総合特区」が高い評価を受けると
ともに、静岡県の医療健康産業の発展にも貢献し、静岡県の医薬品、医療機
器生産額はともに全国一位を占めるに至っています。
　長泉町は、県内有数の若い世代が多く住む町です。しかし、いずれ超高齢社
会の波が押し寄せてきます。そこで、「ふじのくに医療城下町」では、長泉町の協
力も得て、新たに健康長寿・自立支援プロジェクトを開始しました。このプロジェ
クトでは、ゲノム医療の推進、高齢者補助器具の開発、老化現象に特化した医
療の実践、人生100年時代に適応した住居開発の四つの柱をテーマに、静岡
県民や国民の豊かな老後を支え、得られたノウハウを全世界に普及させること
を目指しています。

高度ながん医療研究開発の拠点！
静岡県立静岡がんセンター及び静岡がんセンター研究所

地域企業の医療健康産業分野への参入、第二創業などを支援しています。

ファルマバレープロジェクト推進支援機関

富士山麓先端健康産業集積プロジェクト

ファルマバレーセンター
（静岡県医療健康産業研究開発センター）

ベッドサイドのニーズに応えるものづくり

利子補給制度

研究開発費の優先採択
研究開発費の税額控除

利子補給制度

法人税の減免措置

が受けられます

を提案しています

を提案しています

を提案しています

が受けられます

ファルマバレープロジェクト

ファルマバレープロジェクト
が目指すクラスターの姿

東京工業大学
東京農工大学

早稲田大学
慶應義塾大学

医看工連携協定締結大学との共同研究

国内市場シェア拡大

プロジェクト推進・支援機関
ファルマバレーセンター・静岡県庁

住民

人口増・健康増進 企業立地・雇用創出

地域中小企業の積極参入

世界市場へ進出

高次都市機能 の充実

患者・家族

産業支援機関行政
国・県・市町

企業

企業群ネットワーク

東海大学工学部
沼津工業高等専門学校

静岡県立大学
静岡大学

県立静岡
がんセンター
および

地域医療施設

国立遺伝学
研究所沼津工業高等専門学校

静岡県立大学
静岡大学

医療 研究

東海大学工学部

こんな
事業に

Q
A

●ふじのくに先端医療総合特区内に新たに立地
　する医療機器や医薬品の製造業者

PharmaValleyProject

PharmaValleyProject

ファルマバレープロジェクト「優遇制度」

１
２
３

異業種参入、第二創業の促進
既存企業の規模拡大
企業、ベンチャー企業の支援
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「準工業地域」
建ぺい率／ 60％以下
容積率／ 200％以下

県立静岡がんセンター周辺地区を 

市街化区域に編入
　県立静岡がんセンターや県医療健康産業研究開発センタ
ー（ファルマバレーセンター）など、ファルマバレープロジェクト
の中核的な機能が集積するこの地区（約28.3ha）を、平成29
年3月に市街化区域に編入し、用途地域および地区計画を定
めました。

県立静岡がんセンターを除く区域（約14.9ha）について地区計画を定めました。医療健康産業の事業所や
工場、研究所、地区内の利便施設として店舗や飲食店の誘導など、計画的に土地利用を進めていきます。

［ 地区計画 ］

用途地域

医薬品・医療機器等の製品化を加速する拠点施設
「静岡県医療健康産業研究開発センター」が本格稼働！

特色ある地域企業の技術や製品についてご紹介する営業ツールとして、また医療健康産業分野のすそ野を広げることを目指して、冊子「Made 
in Mt.Fuji～ふじのくにの宝物～」を作成しています。その冊子に紹介されている長泉町内の企業を以下に紹介します。

■ファルマバレープロジェクト参加の 町内企業ご紹介

会社名 

(株)アーティスティックス

(有)エルテック

(株)盛光化学

セキトランスシステム(株)

(株)巧工業

(株)東平商会

長泉パーカライジング(株)

日商産業(株)

(株)不二精機製造所

(株)米山製作所

エイブル(株)三島事業所

業種・主要生産物  

ソフトウェア

樹脂等・材料・加工

表面処理

その他

表面処理

その他

表面処理

樹脂等・材料・加工

表面処理

樹脂等・材料・加工

開発設計・実装・組立

会社名 

(有)京和工業

深澤電工(株)

平電機(株)

キタ工業(株)長泉工場

コータキ精機(株)

(有)鈴木機械

東海部品工業(株)富士メディテックセンター

(株)ナカハラ

パルツ工業(株)

(有)松和製作所

業業種・主要生産物

開発設計・実装・組立

開発設計・実装・組立

電子部品・デバイス

金属等・材料・加工

金属等・材料・加工

金属等・材料・加工

金属等・材料・加工

金属等・材料・加工

樹脂等・材料・加工

金属等・材料・加工

出典：「Made in Mt.Fuji～ふじのくにの宝物2018～」

地域企業開発生産ゾーン 

リーディングパートナーゾーン

プロジェクト支援・研究ゾーン

※県医療健康産業研究開発センターに入居。

※県医療健康産業研究開発センターに入居。

自ら高度な研究開発などを進めながら、地域企業や入居企業を積極的に支援する大手企業が開発・生産の拠点として活用する。

リーディングパートナーゾーン

地域企業開発生産ゾーン

テルモ㈱MEセンター 医療機器の研究開発・製造

医療健康産業へ参入した地域企業が事業拡大に向け、開発と生産を一体的に行うレンタル工場として活用する。

東海部品工業㈱富士メディテックセンター 医療機器の開発・製造

プロジェクト支援・研究ゾーン
中核支援機関「ファルマバレーセンター」が入居企業をワンストップで支援する。また、研究開発室には研究開発を行う企業や、
コンサルタント企業が入居する。常設展示場、リフレッシュスペース、会議室などを設け交流の場の提供や医療人材の育成を図る。

オリンパステルモバイオマテリアル㈱研究開発センター
㈱サイダ・FDS富士ファルマバレーラボ
㈱リコーファルマバレーラボ
㈱ハヤブサ
オフィス長谷川合同会社
特許業務法人樹之下知的財産事務所
サンスター㈱静岡イノベーションセンター
深澤電工㈱
㈱テクノサイエンスPVCラボ
ヤザキ工業㈱

医療機器の研究開発(整形インプラント)等
創薬・製薬研究に係る試作実験、医療検査診断装置用デバイスの研究開発・事業化
薬剤粒子製造技術の研究開発・事業化
介護・医療向け製品の研究開発・事業化
薬事に関するコンサルティング・出願支援等
知的財産に関するコンサルティング・出願支援等
口腔ケア製品の研究開発等
医療機器の研究開発(電子制御部品)等
圧力制御技術を応用した医療機器の研究開発・事業化
口腔外科関連医療機器の研究開発・事業化

「静岡県医療健康産業研究開発センター」入居企業のご紹介

　オープンイノベーションを戦略的に進め、「ワンストップによる支援」、「交流・連携機会の提供」などを通じ、医療健康分野の企業による研究開
発と、地域企業の参入・成長を加速させます。
　愛称は「ファルマバレーセンター」。戦略的に３つのゾーンを設け、様々な企業等の連携・交流による世界市場を視野に入れた研究開発を進め
るとともに、研究開発を支援する機能を集約。企業のものづくりに精通したコーディネーターが入居企業間連携を図り、ワンストップの地域企業支
援や入居企業とのマッチングを行います。

医療健康産業への地域企業等の新規参入、
研究開発・製品化・販路拡大を集約して支援する中核施設
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なぜ今、内陸に注目が？
地震や津波などの災害時に強いことから、
すでに新たな産業基盤が集積し始めています。

「ふじのくに防災減災・地域成長モデル総合特区（“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組）」
　新東名高速道路等を最大限活用し、内陸部に災害に強く魅力ある先進地域を築くことや、都市部と内陸部の両
地域間の連携と相互補完による均衡ある発展を促し、南海トラフの巨大地震等の有事に備えた地域づくりモデル
形成を目標とし、防災・減災機能の充実・強化と有事に強い産業基盤の構築、生活環境の確保及び広域ネットワー
クの構築を図る取組で、平成25年2月15日に地域活性化総合特別区域に指定されました。
　この取組では、先導的なモデルとなる地域づくりが、県内の11地域で実施されています。

事業展開の実績は？
長泉町では「“ふじのくに”のフロンティア」を拓く取組を先導する
地域づくりとして、県内第1号の企業が進出しました。

イオン長泉
ロジスティクスセンター

　鴻池運輸株式会社が設置した長泉流通センター（イオン長泉ロジスティクスセンター）は、延床面積が約26,000平方
メートル、59基のドックシェルターを有する鉄骨2階建てで、同社でも有数の大規模施設です。
　1階の配送センターの運営ならびに店舗への配送をイオングループから受託、また2階の食品製造加工場では、イオング
ループのイオンフードサプライ株式会社とマックスバリュ東海株式会社が、生鮮商品の加工やお弁当・サラダなどデリカ商
品の製造を行っています。
　当センターは、新東名高速道路「長泉沼津IC」から約700メートルという好立地です。
　静岡県、山梨県、神奈川県西部までを配送範囲としてカバーしており、イオングループの更なる店舗展開に貢献します。
　また、高台に立地するメリットを活かし、屋上に太陽光パネルを5,152枚配置（発電力1,250kw/h）し、地域の電力確保に
も貢献するとともに、災害時には物資調達や運搬を行う拠点としても活用します。
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内陸部に、災害に強く安全・安心で
魅力ある先進地域づくり

企業紹介

Frontier of the Home of Mt.Fuji

　新東名高速道路「長泉沼津IC」周辺に物流関連産業等を集積させる
ことにより、物流機能の強化を進め、より高度なサービスの提供と周辺企
業の活性化を図るとともに、従来の地域資源である農産物と広域的な農
産物を集め、食と農と物流をマッチングさせ、新たな産業の形態を見出す
ことで、地域の活性化を図るものです。

　「“ふじのくに”のフロンティア」を拓く取組の県内第1号として鴻池運輸株式会社が進出しました。イオングループ
からの業務委託を受け、農畜産物の加工や惣菜の製造のほか、県内イオングループ約80店舗への配送業務を行う
「イオン長泉ロジスティクスセンター」として、平成27年9月から稼動しています。進出に当たり町ではインフラ等の基
盤整備や、各種許認可手続きの支援等を行いました。

 

 

 

 

 

 

 

伊豆縦貫自動車道
長泉ＪＣＴ

新東名高速道路

国道246号

東名高速道路

（都）片浜池田線

（都）池田柊線

イオン長泉ロジスティクスセンター

総合特区指定区域

ふじのくにフロンティア推進区域

ふじのくに防災減災・地域成長モデル
“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組Inland Frontier

Q
A

Q
A



富士山富士山

山梨県 東京都

静岡県
愛知県

浜松I.C浜松I.C

名古屋I.C名古屋I.C

三ヶ日
JCT
三ヶ日
JCT

2020年度開通予定

浜松いなさ
JCT
浜松いなさ
JCT

御殿場
JCTJCT

新清水新清水

海老名
JCT
海老名
JCT

静岡I.C静岡I.C

50km
50km

100km

沼津I.C沼津I.C

（河津I.C）（河津I.C）

（下田北I.C）（下田北I.C）

（天城湯ヶ島I.C）（天城湯ヶ島I.C）

大平I.C大平I.C伊
豆
縦
貫
自
動
車
道

伊
豆
縦
貫
自
動
車
道

（伊勢原大山I.C）

（厚木南I.C）（厚木南I.C）
長泉沼津

I.C
長泉沼津

I.C

三島三島

東京東京東京I.C東京I.C

新東
名高
速道
路

新東
名高
速道
路

東名
高速
道路

東名
高速
道路

東海
道新
幹線

東海
道新
幹線

静岡静岡
富士山
静岡空港
富士山
静岡空港

中央自動車道中央自動車道

東名阪自動車道東名阪自動車道

名神高速道路名神高速道路

名古屋名古屋

至大阪至大阪

豊田
JCT
豊田
JCT

豊田東JCT豊田東JCT

小牧JCT小牧JCT

清水JCT清水JCT

（海老名南JCT）（海老名南JCT）

↓↓

長泉町
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東名高速道路と新東名高速道路 長泉沼津IC

東海道新幹線

特急ふじさん

高速バス

自動車

JR東海道新幹線 こだま［53分］・ひかり［44分］  

 東名高速道路 高速バス

新東名高速道路

［約1時間15分］ 東名高速道路［約15分］

［約15分］

東名高速道路

［約22分］JR御殿場線 ［約1時間40分］

［約2時間30分］

 特急ふじさん

三 島 駅 東 京 駅

東海道新幹線
JR東海道新幹線 こだま［45分］・ひかり［37分］  

三 島 駅 品 川 駅

東海道新幹線
JR東海道新幹線ひかり［1時間］

三 島 駅 名古屋駅

長泉なめり駅 御殿場駅 新 宿 駅

三島駅北口 渋谷マークシティ 新宿駅西口

沼津I.C. 御殿場JCT 用賀料金所

長泉沼津I.C.

自動車

自動車

自動車
［約1時間30分］ 新東名高速道路

［約1時間40分］東名高速道路

JR東海道新幹線こだま［25分］  

［約50分］ 東名高速道路

［約45分］新東名高速道路

沼津I.C. 三ヶ日JCT

浜松いなさJCT

静 岡 駅

名古屋I.C.

名古屋I.C.長泉沼津I.C.

JR御殿場線

JR東海道新幹線

東京方面へのアクセス

●名古屋方面へのアクセス

●

良好なアクセスが可能性を広げる

都市部への所要時間は？
東海道新幹線「ひかり」を利用して、JR品川駅まで最速37分。
　長泉町は、静岡県の東部、伊豆半島の基部に位置し、東西を三島市と沼津市、南北を清水町と裾野市に接しています。
　東海道新幹線、JR在来線、東名高速道路、新東名高速道路、東駿河湾環状道路、国道246号などの広域交通網にも
恵まれ、良好なアクセスが可能です。
　東海道新幹線では、JR三島駅に「ひかり」も停車（一部除く）。
　JR三島駅始発も多く、終電はJR東京駅・品川駅発の最終便で三島駅に帰ることもできます。

Q
A

Transportation Network 優れた交通アクセス

国道246号と伊豆縦貫自動車道

新東名高速道路「長泉沼津IC」の開設で、
広域交通網の一大拠点として、無限の可能性が。
新東名高速道路の開通により内陸部への期待が高まる中、長泉町に「長泉沼津IC」が開設されました。
長泉沼津ICは広域交通網の要衝として、周辺地域は町の新たな活力を生み出す拠点地域として、
その可能性が大きく期待されています。

　長泉町は、静岡県の東部に位置し、北に霊峰富士を仰ぎ、南に駿河湾を望

む、気候温暖な美しい自然環境に富んだ町です。県都静岡市から約50km、東

京からは約100kmの位置にあり、町内にあるJR御殿場線「長泉なめり駅」と

「下土狩駅」、さらに市街中心部から至近のJR東海道新幹線「三島駅」、JR東

海道線「三島駅」などが利用できます。

　また、道路交通も整備されており、東名高速道路「沼津IC」に近接している

うえ、新東名高速道路「長泉沼津IC」が町内に開設されました。

さらに、新東名高速道路「浜松いなさJCT」と「豊田東JCT」間が平成28年2月

に開通し、名古屋方面へのアクセスが向上しました。

　こうした高速道路網に接続する国道246号や国道1号、さらには東駿河湾環

状道路を経由することで伊豆へのスムーズなアクセスも可能であるなど、まさ

に静岡県東部と首都圏・中京圏を結ぶ交通の結節点として、今後の更なる発

展が見込まれています。

東名高速道路東名沼津I.C.

新東名長泉沼津I.C.

伊豆縦貫自動車道

新東名高速道路

町公式動画
すぐそこ！ ながいずみ

双葉JCT

↓↓
（伊勢原JCT）

御殿場

2023年度開通予定
2021年度開通予定

至長野
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町公式動画
ものづくりの現場から

 【長泉町】 長泉町地域産業立地事業費補助金　　　        【静岡県】 新規産業立地事業費補助金

長泉町と静岡県の企業立地優遇制度

長泉町の工業団地と入居企業のご紹介
工業団地　　　工業団地解説 企業名 業種・主要生産物
  旭トラストフーズ㈱ 食料品製造（パン粉）
  ㈱河西建設 建設業（土木工事、舗装工事、外構工事）
  ㈱旭洋工業製作所 輸送用機械器具製造（自動車備品、冷凍機部品、プレス用金型等）
  ㈱昭南発條製作所 三島工場 金属製品加工業（ばね、金属製コイルスプリング他）
  ㈱盛光化学 塗装業、医療機器、OA機器、自動車部品塗装
  ㈲谷井商店 大型自動車解体加工（解体部品販売、中古部品）
  ㈱東京発条製作所 ばね製造（金型用、強力ばね、搬送用スパイラル他）
  ㈱富岡製作所 輸送用機械器具製造（加工、高周波焼入、組立、塗装）
  永倉精麦㈱ 食料品製造（精麦、雑穀、麦茶）
  日商産業㈱ 合成樹脂製品製造
  月島発条㈱ ばね製造販売
  フジ産業㈱ 三島総合センター 給食・食品製造（大豆加工品）
  藤原鉄筋建材㈱ 鉄筋工事、建築用建材の製造販売
  水戸部製缶㈱ 三島工場 金属製品製造（食用缶詰缶）
  米久㈱ 富士工場 食料品製造（ハム、肉ダンゴ他）
  ㈱デンショウ 電気通信設備他
  岳南光機㈱一色工場 製造業（道路用ライン施工機械）
  日立化成ダイアグノスティックス・シズテムズ㈱ 富士事業場 体外診断用医薬品（診断薬）、自動分析装置製造業
  コイト電工㈱ 本社・富士長泉工場 電気機器製造業（道路情報機器、交通信号機器、照明機器、鉄道車両機器）
  静岡ロジスティクス㈱ 倉庫業、運輸業、建設業
  セイノースーパーエクスプレス㈱ 運輸業
  セキトランスシステム㈱ 産業廃棄物・一般廃棄物処理業
  平電機㈱ 富士長泉工場 電気機械器具製造業、電気接点、医療機器製造販売
  タカラスタンダード㈱ 三島工場 システムバス製造販売
  沼津米穀卸㈱ 卸売業（米）、加工（玄米のとう精）
  不二運輸㈱ 長泉物流センター 倉庫物流業、人材派遣業
  ヤンセンファーマ㈱ 富士工場 医薬品製造業（抗精神病剤、抗真菌剤、鎮痛剤、抗悪性腫瘍剤他）
  横浜フォームラバー㈱ 長泉工場 製造業
  東海ビバレッジサービス㈱ 沼津支店 清涼飲料水卸売業
  ㈲小澤工業 板金溶接組立て加工業、端子箱、分岐箱、標示板、情報版
  ㈲富澤 自動車部品加工
  ㈱ＩＭＡ 金属製品製造業（表面処理、長尺無電解ニッケルめっき、ニッケル電鋳）
  ㈲長谷川工業 製造業（搬送装置、省力化機械設計製作、両端自動加工機他）
  富士物産㈱ 冷凍食品製造業（とろろ芋すりおろし、和惣菜）
  キタ工業㈱ 板金加工業（大型TVシャーシ、測定器部品）
  ㈱コロナ宣広社 特殊印刷業、道路情報表示幕
  セキトランスシステム㈱ 産業廃棄物・一般廃棄物処理業
  パルツ工業㈱ 金属部品製造業（自動車部品加工、電気部品、産業機械部品他）
  ㈱スギショーテクニカルフーズ 食品製造販売業（清涼飲料水、焼肉のたれ）
  ㈲さくら水産 水産加工業（蒸し蛸）
  ㈲京和工業 製造・販売業（焼肉の網洗浄装置、福祉運動器具）
  ㈲東静クボタ工機 自動車部品加工、検査治具製造
  ㈱加藤鉄筋工業 建設用鉄筋資材の加工、製造
  コータキ精機㈱ 油圧プレス機、プラズマ切断機
  冨士森永乳業㈱ 食料品製造業（パルム、アイスクリーム製造）
  オリンパステルモバイオマテリアル㈱ 人工骨
  ㈱Z会 通信教育・教室・出版事業、模擬試験の運営

住宅と工場の混在による公害
防止のため、1974年（昭和
49年）公害防止事業団（現「
環境事業団」）と長泉工業団
地協同組合が事業主体となっ
て、町北部地区に内陸型工業
団地を計画しました。開発面積
は18.4ヘクタールで、1982
年（昭和57年）に造成が完了
し、1984年（昭和59年）から
操業が開始され、現在1６社が
操業しています。 

1987年（昭和62年）静岡県
の「富士山麓研究産業集積ゾ
ーン」形成の一環として位置
付けられ、東名高速道路や国
道246号など、交通アクセス
にも恵まれたこの地に計画さ
れました。静岡県土地開発公
社が事業主体となり、1989年
（平成元年）に造成が完了し、
以後順次建設が進み、現在13
社が操業しています。開発面
積は20.7ヘクタールです。 

 市街地に点在する小規模工
場の生産環境の改善を図ると
ともに、一般住宅との混在によ
る公害防止を目的に、環境事
業団と長泉一色工業団地協同
組合が事業主体となり、1990
年（平成2年）に計画されまし
た。開発面積は4.7ヘクタール
で、1996年（平成8年）に造成
、1997年（平成9年）に建設が
完了し、現在14社が操業して
います。

富士長泉
工業団地   

長泉一色
工業団地  

町内に立地する
その他の企業 

長泉
工業団地      

補助対象 企業（製造業、物流施設、研究所・ソフトウェア業） 企業（製造業、物流施設、研究所）

 ・用地の取得および雇用増（または雇用者数維持＋ ・雇用増（または雇用者数維持＋生産性向上）を伴う新増設であること
対象要件  生産性向上）を伴う新増設であること ・用地取得日から３年（未造成地は５年、自社有地は事業着手日から２年）以内の
 ・用地取得後３年（未造成地は５年）以内に業務開始できること  業務開始であること

 [製造業・物流施設]　設備投資額５億円以上 [製造業・物流施設]　設備投資額５億円以上で県内雇用増１人以上または雇用
対象別要件 （ただし、用地取得面積10,000㎡未満は１億円以上、 者数維持＋生産性向上（物流施設は流通加工用設備等が必要）
 用地取得面積10,000㎡～30,000㎡未満は３億円以上） [研究所]　設備投資額１億円以上で県内雇用増１人以上、
 [研究所・ソフトウェア業]　設備投資額１億円以上 研究施設の床面積200㎡以上、対象施設での研究員５人以上

対象経費 用地取得費・従業員の新規雇用 建物建設費および機械設備購入費（生産、研究、開発、事務、流通加工、事業継続に係るもの） 

補助率等 [用地取得費]成長分野※または研究所は30％   その他は20％ [製造業のうち成長分野・研究所] 10％
 [新規雇用従業員]１人あたり100万円 [その他] ７％       
           
限度額 成長分野または研究所は３億円、その他は２億円 製造業のうち成長分野と研究所は10億円   その他は7億円

帝人株式会社

特種東海製紙株式会社東レ株式会社

ベックマン・コールター株式会社

協和キリン株式会社
　がん、腎、免疫疾患を中心とした領域で、抗体技術を核にした最先端のバイオテ
クノロジーを駆使して、画期的な新薬を継続的に創出し、開発・販売をグローバル
に展開することにより、世界の人々の健康と豊かさに貢献する、日本発のグローバ
ル・スペシャリティファーマとなることを目指しています。

　三島工場はポリエステル繊維の生産工場として、昭和33年4月に操業を開始し
ました。交通・運輸の便の良さ、良質な工業用水の豊富さなど、恵まれた立地条件
のもとに、最新の技術・設備による繊維・フィルム・医薬品を生産する総合化学工場
として大きく前進しています。

　1963年に操業を開始した三島事業所は、帝人のPAN系炭素繊維の生産拠点とし
てグローバルに展開しており、主力製品である炭素繊維は「一般産業用途」、「スポー
ツ・レジャー用途」、「航空・宇宙分野」など幅広く活用されています。今後も、「Human 
Chemistry,Human Solutions」のもと、ソリューションを提供することで、「Quality of 
Life」向上の実現に挑戦し続けます。

　大正15年創業以来、日本における特殊紙のリーディングカンパニーとして書籍の
装丁用紙、オリンピック入場券などの偽造防止用紙、工業用機能紙などで国内外に
おいて高い評価とトップシェアを獲得。高品質、高付加価値の様々な製品を提供し、
人々の暮らしと文化を支えています。

長泉町の中小企業支援制度

※成長分野とは「産業に関する分類に定める日本標準産業分類」に掲げる業種をいう。

● 事業資金利子補給制度 ● 産学共同研究支援補助金 ● 販路拡大事業補助金 
● 新製品等開発事業補助金 ● 産業財産権取得補助金 

● 小規模事業者経営改善資金利子補給事業● 緊急時事業継続計画（BCP）策定等支援補助金

ヤンセンファーマ株式会社

Companies in Nagaizumi

太平洋ベルト地帯内に位置する長泉町には、好アクセスと好環境、豊かな水資源などを背景に、国内外の優良企業が多数
立地し、良好な環境の中で企業活動を展開しています。そのうちの主な企業の一部をご紹介します。（順不同）

町内には工業団地が多数存在し、化学工業などを中心として操業中。
静岡県下でも有数の工業生産を誇り、町部では製造品出荷額が１位※となっています。
※平成30年工業統計調査（経済産業省）

世界で活躍する、長泉の企業

　米国に本社を置き、世界120カ国以上でビジネスを展開するグローバルカンパ
ニーです。ライフサイエンス分野、臨床検査分野、粒子物性分野という３つの分野
で事業を構成しています。ライフサイエンス分野では、血清情報を得ることで患者
の診断のために、病院・医療関連施設の臨床検査技師の方々に。粒子物性分野で
は、粒子の測定を必要とする製造業などの工業用途として、幅広い製品・サービス・
ソリューションを提供しています。

　世界最大のトータルヘルスケアカンパニー、ジョンソン・エンド・ジョンソンの医
薬品部門です。ヤンセンファーマは、病のない未来の実現を目指して、がん、免
疫疾患、精神・神経疾患、ワクチン・感染症、代謝・循環器疾患、肺高血圧症の６つ
の分野に注力しています。治療が困難な病を過去のものとするために、科学の
力で病に打ち克ち、画期的な発想力で医療アクセスを向上させ、真心とともに希
望をお届けしています。
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町公式動画
それ、胃がん？

長泉町健康づくりセンター

「健康公園」町の健康づくり拠点施設

町民の健康づくりを推進する施設

「ウェルピアながいずみ」

「健康寿命の延伸」を図るために、生活習慣の
改善や健康づくりのための一次予防への取組
を推進するとともに、これに伴う行動や運動が
継続してできるような仕組みと、その拠点とな
る施設として健康公園を整備しました。

町民一人ひとりの健康づくりを支援する施設であり、また町民に広く開か
れた憩いと交流の場を提供する施設。再生可能エネルギー設備を積極的
に導入し、平成28年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞。

がん検診受診率向上に向けて、受診される方の費用負担を軽減するため、町で実施
する各種がん検診の対象となる全ての方の自己負担金が無料になります。

健康健康増進法の改正に伴い受動喫煙対策が進む中、喫煙による健康被害を防止す
る観点から、喫煙者の禁煙外来治療に係る費用の一部を助成します。

中学2年生を対象に、ピロリ菌の検査を実施しています。

健康アプリを導入し、多くの方が気軽に取り組みやすいウォーキングで自己の健康管
理を促進しながら、ポイントを貯めて特典を受けることができます。

施設を利用しない方、利用できない方でも自宅などで取組むことができる健康づくり
のマイレージ制度を行っています。県内初の取組みとして、3種類の目的別マイレー
ジシートを導入し、個人の目的に沿った健康づくりを促進しています。

健康づくりをより一層推進するために、住民、専門家、行政の三位一体の健康づくり
事業を展開していく人材として、住民有志の健康推進コーディネーターが活躍中。

地域の公民館などを会場にして、生活習慣病を予防するための運動を中心とした健
康づくりの教室を実施しています。

地域で行われる健康づくり教室のスタッフ等に対する研修を開催し、主に運動指導
に携わる方の人材育成を図っています。

■高齢者への細かな相談支援体制と連携

■補聴器購入費助成事業
■高齢者運転免許証自主返納等支援事業

■高齢者タクシー・バス利用助成事業

■高齢者見守り

■敬老事業

町内３つの小学校区ごとに地域包括支援センターを設置し、専門職（保健師・主任ケア
マネジャー・社会福祉士）による相談支援体制が整備されています。

聴力機能の低下がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成しています。

運転経歴証明書を取得した高齢者に対し、運転経歴証明書の交付手数料及びタクシ
ー、バスで使用できる利用券１万円分を発行しています。

75歳以上の在宅の高齢者に対し、タクシー・バス料金の利用券を年間5,000円分発行します。

民間事業者と協定を締結し、高齢者の見守り・安否確認を実施しています。また、75歳
以上のひとり暮らし高齢者に乳酸菌飲料を配達し声掛けや安否確認を行うほか、QRコ
ードを活用した徘徊高齢者の見守り事業を実施しています。

永年社会に貢献した高齢者を地域で敬愛するため、喜寿・米寿・卒寿・白寿・100歳以上
の方に祝品を、70歳以上の方に祝金を贈呈し、敬老会式典を開催しています。

ウェルピアながいずみウェルピアながいずみ

健康公園とウェルピアながいずみ健康公園とウェルピアながいずみ

町民一人ひとりの健康をサポート。
長泉町は子どもから高齢者まで、健康に暮らせるまちです。
■成人がん検診自己負担金無料

■禁煙外来治療費助成金（令和２年度開始）

■ピロリ菌検査事業

■健康アプリ「ながいずみ ちょうどいい Walk」

■健康マイレージ

■健康推進コーディネーター

■地域元気わくわく教室

■地域元気づくり研修

Health,Welfare,Longevity ［健康・福祉・長寿］

安心な子育て環境。
長泉町は「子育て支援の充実したまち」です
　長泉町は、堅実な財政基盤を背景に各種子育て施策を実施
してきた「子育て支援が充実したまち」です。
　中でも、こどもの医療費が高校３年生
相当年齢※まで無料、幼児教育・保育の
無償化後も年齢制限を撤廃し、保育園、
こども園における０～２歳児の第２子の保
育料が半額・第３子以降の保育料が無料、
副食費についても第２子半額、第３子以降
無料とするなど、妊娠、出産、育児と切れ目の
ない子育て支援事業を展開し、安心して子育
てができる環境が整っています。

主要な施策

その他、豊富な支援制度が設けられています。　

民間商業施設内に設置した、子育て支援センターと児童館の機能を併せ持つ施設。こどもたち
の遊びや体験の場、保護者の交流の場を提供しています。その他乳幼児向け一時保育事業や育
児相談も行い、ファミリー・サポート・センター事業を実施しています。また、子育てコンシェルジュ
を配置し、子育て情報の発信やサービスの紹介、相談に応じています。官民連携複合施設として
飲食店や雑貨店なども入居し、町の新たな賑わいが生まれています。

多子世帯の経済的負担軽減のため、公立・私立保育園、こども園に通園する0歳児から2歳児に
おける第2子の保育料を2分の1に減額、さらに第3子以降の保育料は無料になります。

多子世帯の経済的負担軽減のため、公立・私立保育園、こども園に通園する3歳児から5歳児に
おける副食費において第2子を2分の1に減額（上限2,250円）、第3子以降は無料（上限4,500
円）になります。

こどもの疾病の早期発見・早期治療および疾病の慢性化を予防するため、こども（高校3年生相当
年齢※）の入院・通院に要した医療費（保険診療分）の自己負担額を助成しています。
※18歳に達する日の前日以後の最初の3月31日まで。

乳幼児、小学生、中学生および高校生（相当年齢含む）のこどもに対し、小児用肺炎球菌、日本脳
炎などの各種の定期予防接種を行い、感染症の発病と蔓延を予防しています。また、妊娠を希望
する方、妊婦のご家族の方などに風しん予防接種費用の助成（令和3年3月31日まで）を行ってい
ます。

認可外保育施設を利用する世帯に、利用料の一部を助成します。（保育園入園基準を満たす等
の条件があります。）

不妊、不育症に悩む夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成しています。

保護者が労働などで昼間家庭にいない小学校１～６年生の児童を対象として、放課後および長
期休暇中に生活指導を行います。町内３小学校に計９児童会を設置しています。

子育て世帯が外出中に気軽に立ち寄り、おむつ交換や授乳などができる町内公共施設や民間
事業所を「ながいずみベビーステーション」として認定し、安心して外出できる環境を整えます。

JR三島駅から新幹線（原則として鉄道営業キロ100km以上）を利用して大学や専門学校など
に通学する学生に、新幹線定期券購入費用の一部（月額最大2万円）を補助します。

住宅に困窮する子育て世帯専用の賃貸住宅として県に登録し、入居する子育て世帯の家賃の
軽減を行う賃貸人に対して、その住宅ごとに月額最大４万円を補助しています。

こどものための交通安全意識の高揚と子育ての支援を目的としてチャイルドシートの購入又は
レンタルをした場合に費用の一部（購入1万円・レンタル5千円上限）を補助します。

■長泉町こども交流センター
　「パルながいずみ」

■第2子以降保育料負担軽減助成
　［保育園・こども園］
■第2子以降副食費負担軽減助成
　［保育園・こども園］

■こども医療費助成

■母子予防接種事業

■認可外保育施設利用者助成

■不妊不育症治療費助成

■放課後児童会

■ベビーステーション事業

　　　　　　
■定住のための新幹線通学支援補助金

■子育て世帯家賃低廉化事業補助金

■チャイルドシート購入費等補助

［子育て・教育］ Parenting,Education

ちょうどいいが いちばんいい、長泉町
県内でも数少ない、人口が増加しているまち。その要因のひとつは、地域に誇れる暮らしやすさにあります。

パルなが
いずみ

長泉中央グラウンド長泉中央グラウンド



工場、事業所などの公害発生を防止するため、公害防止及び意識の向上に努めるべく38事業所と公害防止協定を締結（平成30年度
末時点）しています。また、町と事業所が一体となって取り組む、環境と経済を両立させた快適な暮らしの実現に向けた「環境創造型ま
ちづくり協定」を町内事業所との間で4事業所と締結（平成30年度末時点）し、全国モデルとなっています。

環境問題についての事業者の意識の高揚を図り、環境配慮行動を促進し地球温暖化対策を推進するため、エコアクション21の認証
を取得又は更新する事業者に対して、認証・登録料を補助していきます。

平成30年度から県内初の取り組みとして、町内で生み出された環境価値（CO2の排出削減量）を町内の大型イベントである長泉町産
業祭において「Ｊ－クレジット制度」を活用し、ＣＯ２の排出削減量の“地産地消”を実現しました。今後も長泉わくわく祭り・各種イベント
において活用するなど、事業の拡大に努めていきます。

新・省エネルギーの利用を促進し、地球環境に配慮した社会の構築を図るため、自宅に太陽光発電システム、家庭用蓄電池、太陽熱高
度利用システム、家庭用燃料電池（エネファーム）、LED照明器具を設置した方に費用の一部を助成しています。

循環型社会の構築に向け、日常生活においてごみを適切に仕分け、分別を行い排出していただくことで、燃やせるごみや埋立ごみの
減量化が実現し、焼却施設や埋立場の延命化につながっています。

自然エネルギーの有効活用を目的に、町内の河川に3基の水力発電装置を民間事業者主導で設置しました。通常時は売電され、その
収益の一部を地域に還元するとともに、災害時には町との電力供給に関する協定に基づき、その電力を有効活用します。

町のメインストリートである「大いちょう通り」と、町立北小学校から県立静岡がんセンターまでの下長窪駿河平線「ファルマバレー通
り」に、花と緑を植えて彩りある街並みをつくっています。
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きめ細かな教育の推進
教育環境の整備 魅力ある授業づくりの推進 開かれた学校の推進

●学校運営協議会制度と学校評議員制度
　による学校評価の充実
●地域への学校開放、外部人材の活用
●地域の諸施設、団体等との交流
●部活動指導の充実
　（外部指導者の積極的活用）
●地域学校協働本部事業の充実

順天堂大学 沼津工業高等専門学校日本大学 静岡県立大学 静岡大学

近隣には多彩な大学や高専が。

［環境・都市基盤］ Environment,Urban infrastructure

「多彩な資質や能力を引き出す」小学校、「主体性・豊かな創造性を伸ばす」中学校。
地域の信頼にこたえる、夢を育む学校づくりを目指しています。

交通至便なロケーションは、首都圏への通学も可能なほど。
近接地にも大学、県内有数の進学校や、国立高等専門学校機構沼津工業高等専門学校があります。

●教職員研修の充実
●特別支援教育の充実
●小学校１・２年生支援事業及び少人数指導事業の充実
●多様な人材を活用した学習支援
●全ての教室にエアコン完備
●町養護教員の配置（複数化）
●教員の授業以外の事務に対応する補助員の配置
●中学生英検3級以上検定料補助
●中学3年生インフルエンザ予防接種費用補助
●学校トイレの洋式化推進（令和元年度現在約７割）
●スクールソーシャルワーカー配置による児童、
　生徒とその家族等に対する支援

●新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業研修
●授業力向上に向けた教職員研修の充実
●子ども同士の関わり合いを大切にした授業づくりの推進
●英語教育、国際理解、外国語活動の推進（各学校1名のALT配置）
●主体的に学ぶ学習習慣の確立、基礎学力の定着、活用力の育成
●体験的・問題解決的学習、知識・技能を活用する学習の推進
●小学校１・２年生の書道授業の実施
●理科支援事業の実施
●ICT（情報通信技術）を活用した、タブレット端末と
　無線LAN整備による教育の推進
●全ての普通教室への電子黒板完備

生活空間満足度向上事業

［コミュニティ・防犯、安全］ Community,Crime prevention,Security

■事業所との協定による「公害防止・環境創造型まちづくり」

■エコアクション21認証取得事業費補助金

■J-クレジット制度

■住宅用新・省エネルギーシステム設置助成

■廃棄物処理施設の延命化

■民間事業者主導で水力発電を地域に還元

■花いっぱい

本事業は、地域住民と町職員が昼間と夜間、区域内を歩きながら道路などの危険箇所を
確認し、その解決方法を検討して、それぞれが地域の課題を解決していく事業です。これ
により、カーブミラーや道路の段差、道路標示の修繕、樹木の剪定などの問題解消を地域
とともに行うことで、安全な地域づくりを目指しています。

安心して暮らせる社会を実現すため、町内全域の高照度型防犯灯（蛍光灯）のＬＥＤ化を
進めています。※令和２年度完了予定。

犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、安全で安心して暮らすことがで
きる地域社会の実現に寄与するため、犯罪等により害を被った方やそのご家族に対し、見
舞金の支給、生活支援などを行います。

公共性が高く地域課題の解決や地域活性化を図る各種事業を実施する団体に対して補
助金（上限30万円、補助率10／10）を交付し、魅力あるまちづくりを推進します。

高齢運転者による交通事故防止を図るため、後付け急発進等抑制装置などの設置に係る
費用の一部を補助します。（令和5年3月31日まで）

■地域との協働で「生活空間満足度向上事業」

■ルミナスストリート整備事業

■犯罪被害者等支援

■協働によるまちづくり推進事業

■高齢者安全運転装置設置費補助事業（令和２年度開始）

長泉町の学校教育では、「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」を育み、
身に付けた知識、技術等を地域社会で発揮できる人づくりを目指します。

■教員事務補助・
　養護教員の配置

■各小中学校への英語
　指導助手（ALT）の配置

■がんばる中学生
　応援事業補助金

教育の質の向上を目指し、児童・生徒に関わる時間や教材研究の時間を増やしていくため、教員が行う授業以
外の事務を担う教員事務補助員を各学校に1名配置するとともに、児童・生徒の健康状態をきめ細かく管理し
ていくため、養護教諭が1名の学校に、その教諭を補佐する補助員を1名配置します。

外国語活動・外国語科が先行実施されることに伴い、コミュニケーションの機会を増やし、英語をより身近に感
じてもらうことで、英語への学習意欲を高めてもらうよう、各小中学校に1名ずつの英語指導助手を配置しま
す。

英語検定3級以上を受験する中学生にその検定料を補助するとともに、中学3年生が万全な体制で高校入試
に望めるようにインフルエンザ予防接種費用の一部を補助します。

■地産地消による学校給食の提供 小中学校の児童・生徒が地場産品に興味を持ち郷土愛を育むことを目的に、町単独予算を投入して、あしたか
牛をはじめとした町内産の農畜産物を学校給食として提供する「長泉の日」を年間11回実施しています。

■食物アレルギー対応
　給食提供事業

食物アレルギーを持つ児童・生徒に対して、除去食(一部代替え食)を提供しています。学校給食センター内に
隔離した「除去食対応給食調理室」を増築し、アレルギー食材が混在しないよう安全を確保した給食提供を実
施しています。



　Statistics Data Base

１｜財政力指数

２｜経常収支比率

３｜住民1人当たりの地方債残高

5｜人口増加率

6｜高齢化率

4｜製造品出荷額等

1. 町の状況       

経常収支比率は上昇傾向であるものの、
静岡県市町平均と比較し低い水準を保っています。         

2. 近隣自治体との比較        

経常収支比率は、近隣市町及び県内市町の中で
１位を維持しています。

3. 全国との比較      

全国上位５位は下記のとおりとなりますが、
長泉町は28位と全国上位を維持しています。

1. 町の状況       

近年、起債額の制限等により地方債現在高が
減少していることから、住民１人当たりの地方債
現在高（借金）は低い水準を保っています。

2. 近隣自治体との比較        

住民１人当たりの地方債現在高は、
近隣市町の中で１位を維持しています。

3. 県内での比較        

住民１人当たりの地方債現在高は、
県内市町の中で１位を維持しています。

１. 町の状況
町の製造品出荷額等は、年により例外はあるもの
の傾向として増加しています。      

２. 近隣自治体との比較
政令市等の大規模自治体には及ばないものの、
県内町部では最も高い数値となっています。

３. 県内（町）との比較        

県内町部では最も高い数値となっています。

１. 町の状況        

微減していますが、人口増加率はプラスで
推移しています。   
 

２. 近隣自治体との比較        

近隣自治体は減少していますが、
長泉町のみ増加しています。   

３. 県内自治体との比較
県内で１位となっています。

4－１. 全国自治体との比較        

全国の自治体で113位となっています。

 順位 自治体名         人口増加率（％）
 １位 千代田区（東京都） 24.0
 ２位 新宮町（福岡県） 23.0  
 ３位 港区（東京都） 18.6
 ４位 大阪市中央区（大阪府） 18.3
 ５位 十島村（鹿児島県） 15.1
 113位 長泉町 3.8

 順位  自治体名          人口増加率（％）
 １位 新宮町（福岡県） 23.0 
 ２位 十島村（鹿児島県） 15.1 
 ３位 大和町（宮城県） 13.5
 ４位 与那原町（沖縄県） 12.8
 ５位 与那国町（沖縄県） 11.2
 36位 長泉町 3.8

4－２.全国（町村）自治体
との比較        

全国の町村の部で36位となっています。

４. 全国の高齢化率等     

平成30年10月1日現在

１. 町の状況
高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）
は、年々上昇しており、令和元年度は過去最高の
21.9％となった。後期高齢化率（総人口に占める
75歳以上人口の割合）は、年々上昇しており、
令和元年度は過去最高の11.4％となった。

２. 近隣自治体との比較
高齢化率は県内で最も低い
（平成24年から８年連続）
後期高齢化率は県内で２番目に低い
（最も低い市町は袋井市で11.1％）
平成31年4月1日現在

３. 県内との比較
高齢化率は県内で最も低い
（平成24年から８年連続）
後期高齢化率は県内で２番目に低い
（最も低い市町は袋井市で11.1％）

（経常的な収入と支出により財政構造の弾力性を表す指標。一般的に70～75％に収まることが妥当とされています。）       

（一般家庭における借金にあたる指標）       

製造品出荷額等（従業者4人以上の事業所）        
        

（総人口に占める65歳以上の人口割合）        
        

（自治体の財政力を示す指標で、基準となる収入額を支出額で除した数値。高いほど財源に余裕があるといえます。）        
        

出典：平成26年度～30年度市町の指標（静岡県） 出典：平成30年度市町の指標（静岡県）

出典：平成26年度～30年度市町の指標（静岡県） 出典：平成30年度市町の指標（静岡県） 出典：総務省「平成30年度地方公共団体の財政指標一覧」

出典：総務省「平成29年度地方公共団体の財政指標一覧」

出典：平成26年度～30年度市町の指標（静岡県） 出典：平成30年度市町の指標（静岡県） 出典：平成30年度市町の指標（静岡県）
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1. 町の状況 
財政力指数は１を超えた高い数値を保っており、普通
交付税は昭和58年度から不交付団体となっています。

2. 近隣自治体との比較        

財政力指数は、近隣市町及び県内市町の中で
１位を維持しています。

3. 全国との比較      

全国上位５位は下記のとおりとなりますが、
長泉町は15位と高い水準を維持しています。 
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製造品出荷額等の推移 製造品出荷額等の近隣自治体との比較 製造品出荷額等の県内（町）との比較

人口増加率　近隣自治体との比較 人口増加率　県内との比較

5.7

7.0

5.3

3.8

-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

-3.3 -1.6 -0.6 -3.3

3.8

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

3.8

1.1 1.0
-0.4 -0.5

出典：平成27年国勢調査（総務省統計局）

出典：平成27年国勢調査（総務省統計局）

出典：平成30年度市町の指標（静岡県） 出典：平成30年度市町の指標（静岡県）出典：平成12～27年国勢調査（総務省統計局）

出典：工業統計調査 出典：平成30年工業統計調査 出典：平成30年工業統計調査

 総人口 65歳以上人口 75歳以上人口 高齢化率 後期高齢化率

全国 12,644 万人 3,558 万人 1,798 万人 28.1% 14.2%

    
出典：内閣府　高齢社会白書

出典：静岡県高齢者福祉行政の基礎調査出典：静岡県高齢者福祉行政の基礎調査出典：長寿介護課
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長泉町の統計データベース
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高齢化率
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１. 近隣自治体との比較        

近隣自治体と比較し、最安となっています。
平成30年4月1日現在

2. 全国との比較        

家事用20㎥当たりの最低料金(全国)は、
全国３位となっています。　
平成30年4月1日現在

家事用20㎥当たりの最低料金(給水人口３～５万
人未満)は、全国２位となっています。　
平成30年4月1日現在

１. 町の状況        2. 近隣自治体との比較      

小学校児童数・中学校生徒数ともに、
県内町部で第１位となっています。

3. 県内（町）との比較      

小学校児童数・中学校生徒数ともに、
県内町部で第１位となっています。

0

2. 県内（町）との比較
県内の町部では、最も高い整備率となっています。

出典：水道料金表（日本水道協会）  

出典：平成30年度　学校基本調査報告書

出典：静岡県の都市計画 資料編（静岡県）(平成31年3月31日現在)出典：静岡県の都市計画 資料編（静岡県）

出典：平成30年度　学校基本調査報告書 出典：市町の指標（平成30年度）

※メーター口径に限らず、最安の条件を記載。
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長泉町の統計データベースしなやかに強く、元気なまち長泉町
　
　

■将来負担比率…0％

■一般財源等比率…71.2％　県内1位

■標準財政規模…103億4千万円　県内町部1位

■医師数（人口10万人当たり）…587.5人　県内1位

■薬剤師数（人口10万人当たり）…279.9人　県内1位

■汚水衛生処理率…82.0％　県内町部1位

■人口自然増減率…0.20％　県内1位

■人口社会増減率…0.35％　県内1位

■年少人口割合（0～14歳）…16.3％　県内1位

■生産年齢人口割合（15～64歳）…62.5％　県内1位

■婚姻率（人口千人当たり）…6.5件　県内1位

■普通出生率…10.5　県内1位

■合計特殊出生率…1.82人　県内1位

※財務省自治財政局「平成30年度 決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要」

※平成30年度 市町の指標（静岡県）　

※県市町行財政課「平成30年度 市町財政の状況」

※厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師数調査」（平成28年12月31日時点）

※厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師数調査」（平成28年12月31日時点）

※県市町行財政課「平成29年度市町公共施設の状況」

※総務省自治行政局「住民基本台帳人口要覧」（平成30年1月1日現在）

※総務省自治行政局「住民基本台帳人口要覧」（平成30年1月1日現在）

※平成27年 総務省統計局「国勢調査」

※平成27年 総務省統計局「国勢調査」

※県健康福祉部管理局政策監「平成29年 静岡県の人口動態統計」

※総務省自治行政局「住民基本台帳人口要覧」（平成30年1月1日現在）

※厚生労働省「平成20年～24年 人口動態保健所・市区町村別統計」

豊かな水資源に恵まれた長泉町は、水道料金が安いまち。
確かな財政基盤に支えられた各種行政施策により、
近年でも確実な経済発展を遂げているという事実が、これらの指標として表れています。
今後も人口の増加が見込まれる地方創生のモデル自治体として、全国から注目を集めています。

家事用20㎥料金家事用20㎥料金

近隣自治体の中学校生徒数
近隣自治体の小学校児童数

長泉町の中学校生徒数
長泉町の小学校児童数

県内（町）の中学校生徒数
県内（町）の小学校児童数

長泉町の中学校生徒数
長泉町の小学校児童数
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１. 町の状況       

都市計画道路整備率は着実に上昇を続けています。       
       

小学校児童数は、平成29年度、30年度が多くなっ
ており、今年度は少し減少しています。中学校生徒
数は、平成26年が生徒数が多くなっているが、この
３年間は減少傾向にあります。
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長泉町内の子育てママライターが、まちの魅力をSNSで発信中。
全国から注目される、全く新しい住民型情報発信のカタチがここに。
　

町公式動画、続々公開中！

ながいずみMamaRazzi

長泉ママラッチ 　検 索

長泉町  YouTube  　検 索

長泉町の魅力が詰まった公式動画を、町公式YouTubeチャンネルで公開中！

町の魅力を全国へ。そして世界へ発信！

「長泉ママラッチ」活動

長泉ブランド認定品

長泉ブランド認定品 検 索

町公式動画
長泉ママラッチ

町公式動画
すぐそこ！ ながいずみ

町公式動画
奇跡の自治体

町公式動画
だから、食べきり

町公式動画
ブランド戦略

町公式動画
すぐそこ！ ながいずみ

「長泉らしさ」を有する地域資源を活用した、
魅力ある農畜産物、食品、製品などを長泉ブ
ランドとして認定し、町内外に広く情報発信
することにより、長泉町の知名度向上を図る
とともに、産業振興と地域活性化に資するこ
とを目的としています。

　ロゴマークは、長泉を好きな気持ち、認定
品への愛情・愛着をハートのモチーフで表現
し、また商品や消費者に対する生産者のやさ
しい想いが込められています。

より多くの人に長泉を知ってもらうこと。

長泉の良いイメージを持ってもらうこと。

多くの人が長泉を好きになること。

町民も町外から訪れる人も、より多くの人が長泉を「好きになる」ことを目指す取り組みです。

■ブランドシンボルの策定

　　STEP1　町の魅力の分析
　　　町民の皆さんを対象とした、現在の町のイメージなどについてのアンケート調査を実施。

　　STEP2　キーワードの抽出
　　　写真募集やワークショップなどを開催し、町の強みや魅力についての意見交換を実施。

　　STEP3　ブランドシンボル案の策定
　　　各分野のエキスパートからなる都市ブランド推進戦略会議で、3つの候補を作成。

　　STEP4　ブランドシンボルの投票・決定
　　　町民の皆さんからの投票結果をもとに、都市ブランド戦略推進会議の意見を踏まえ決定。

■ブランドシンボル「ロゴマーク」に込めた想い

　町の優しい雰囲気と人 が々気持ちよく過ごしている雰囲気を、風や水の流れるラインで表現しました。

「青」と「黄」が重なる「緑」がその象徴です。

自然の豊かさや水の恵みを表す「青」。

人の温かさや活力、未来への希望を表す「黄」。

そして、その重なりを、ブランディング活動を表す「緑」。

この３色で構成されたラインは、ちょうどよいバランスを表現しています。

長泉町都市ブランド戦略City brand strategy

環境省主催Re-Style CMコンテスト　地域作品賞受賞作品

Town Activities 長泉町の諸活動

町公式動画
こだわりの特産品


