
町長定例記者会見資料１ 
 

令和２年 11 月 26 日 

議会事務局・総 務 部 門 

令和２年第４回長泉町議会定例会 

11 月 30 日開会 
人事院勧告を受け賞与引き下げ（月給据え置き）条例案上程 

 

長泉町議会は 11 月 24 日、議会運営委員会を開き、定例会の会期を 11 月 30 日～12 月 15

日の 16 日間と決めました。議会議員及び町長選挙における選挙公営に関する条例案や町立

南幼稚園を令和３年４月１日から町立幼保連携型認定こども園に変更する条例、また約３億

1,000 万円を増額する本年度一般会計補正予算案など 16 議案を上程、審議します。一般質

問は 12月３、４日に５氏が登壇します。（詳細は別添 議案 補正予算書等） 

 

【町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例】 

 公職選挙法の一部改正により、これまで都道府県及び市が対象とされていた選挙公営の対

象に、新たに町村が加えられたことから、選挙運動用自動車の使用、ビラ、ポスター作成に

係る費用を条例で定める額の範囲内で公費負担することが可能となります。 

 自動車 

（一般運送契約）64,500 円／日  

（一般運送契約以外）車借入 15,800 円／日、燃料 7,560 円／日、運転手 12,500 円／日） 

 ビラ 7.51円／枚、ポスター 900円／枚 

 

【長泉町立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例】 

令和３年度より町立南幼稚園を幼保連携型認定こども園「南こども園」とするため、名称

及び位置を新たに追加するものであります。 

 

【裾野市長泉町衛生施設組合規約の変更】 

 裾野市と長泉町で構成する一部事務組合である裾野市長泉町衛生施設組合で共同処理し 

ている新火葬施設について、令和３年７月１日に供用開始を予定していることから、共同処 

理する事務について、「火葬施設の建設に関する事務」を「火葬施設の設置及び管理運営に 

関する事務」へ規約の変更を行うため、議会の議決を求めるものであります。 

        

 

 



【令和２年度一般会計補正予算(第 10回)案】 

一般会計補正予算（第 10 回）では、新型コロナウイルス感染症対策として実施した事業

の一部が終了したことによる減額や、鮎壺公園整備事業に係る土地購入費及び補償費の増額、

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に伴う職員構成の調整な

ど、総額約 3億 1,000万円を増額します。 

【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：小出 議案関係 総務部門：篠原  

        電話 055-989-5526         電話 055-989-5500 FAX 055-986-905  

 

  



町長定例記者会見資料２ 
 

令和２年 11 月 26 日 

総 務 部 門 行 政 課 

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 

NZ を感じ・味わう、コロナ禍での姉妹都市交流 

 

本町は、1988年にニュージーランド・ワンガヌイ市と姉妹都市交流を締結し、これまで延

べ約 1,400 人が両市町を行き来し、教育・文化・スポーツ等、様々な交流を重ねています。 

現在、ワンガヌイ市との交流も国境の閉鎖により人の往来ができなくなっていますが、コ

ロナ禍での姉妹都市交流の変化に対応しつつ、本町にいながら現地を感じ・味わう、ニュー

ジーランドフェアを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内メインストリート           Fish & Chips         Flat White 

 

【日時等】 

⑴Eat and Feel NZ（ニュージーランドの食べ物を飲食店で提供） 

 日時：令和３年１月 16 日（土）～２月 14日（日） 場所：町内外 10店舗 

⑵ニュージーランド写真展 

日時：令和３年１月 25 日（月）～31日（日） 場所：下土狩駅前チャレンジショップ 

⑶ニュージーランド物品販売、ワンガヌイ市パネル展示・ストリートビューで現地案内 

日時：令和３年２月３日（水）～７日（日） 場所：下土狩駅前チャレンジショップ 

⑷ワンガヌイ市オンラインツアー（街並みや観光スポット等を生映像で配信） 

日時：令和３年２月 13 日（土） 10:00～（時間は予定） 

 ⑸主催 

  長泉町国際交流協会 

 

【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 行政課行政情報ﾁｰﾑ 担当：宍戸、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３ 
 

令和２年 11 月 26 日 

総務部門地域防災課 

長泉町地域防災展を開催します 
地震・水害・富士山火山災害に対する防災意識の高揚を目指して 

 

近年頻発するやゲリラ豪雨や大規模地震など各種災害への対応や意識づけ、富士山火山災

害に対する防災意識の普及啓発は大変重要なものとなっています。 

そこで、日頃から災害への備えに役立つ防災情報や家庭でも備蓄可能な防災用品、家具固

定器具の展示紹介を行い町民の防災意識の高揚を図ります。また、平成 30年 11 月から運用

が開始された防災センターに常設されている災害対策本部の紹介を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016年熊本地震の写真                 2018年７月豪雨の写真 

 

【内容】 

  過去に発生した災害被害状況のパネル展示、家具固定器具の展示、黄瀬川増水時の映像

上映、常設災害対策本部の見学など 

 

【日時等】 

日時：令和３年１月 23 日（土）～29日（金） 各日 9:00～16:00 

  場所：長泉町防災センター 

 

【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 055-989-5656 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ bousai@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和２年 11 月 26 日 

住民福祉部門税務課 

スマホ決済サービスを導入します 
非接触納付の推進 さらなる利便性の向上へ 

 

令和３年４月から、スマホ決済サービスの一部である PayPay・LINEPayで町税等の納付が

出来るようになるもので、納付科目は税金だけではなく、保険料・保育料・上下水道料など

も対象となります。 

本町は、平成 24 年度からコンビニ収納を開始し、昨年度はクレジット納付・ネットバン

キング納付や Web口座振替受付サービスを導入するなど、利用者の利便性を向上させてきま

した。今回のスマホ決済サービスの導入により、非接触での納付ツールはさらに充実し、コ

ロナ禍でも安心して納付が行える環境が整います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマホ決済のイメージ 

【対象科目】 

 ・町県民税（普通徴収） ・固定資産税（都市計画税） ・軽自動車税 

 ・国民健康保険税    ・介護保険料        ・後期高齢者医療保険料 

 ・保育園保育料     ・認定こども園保育料    ・上下水道料 

 

【開始時期】 

 令和３年４月１日 

 

【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２年 11 月 26 日 

住民福祉部門長寿介護課 

オンラインで高齢者の運動教室を開催します 

タブレットを通じた健康づくり活動 

 

転倒予防・認知症予防を目的として、地区住民が主体となって月２回活動している原区の

自主活動グループ「楽らくトレーニング教室」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

参加者が半数に減っています。 

そこで、参加を自粛している人とも交流を保ち一緒に運動するため、区公民館に集まった

方と感染症拡大が心配で自宅にいる方がタブレットを通じてオンラインで活動します。 

なお、本事業は、静岡県の「新しいつながり創出支援事業」として実施されるもので、タ

ブレット貸与・操作などの支援を受けます。 

 

昨年度の活動の様子 

【日時等】 

 日 時：12月２日(水) 10:00～ 

 場 所：原区公民館（長泉町下土狩 555番地の 15） 

 内 容：タブレット操作説明会 

     ※12月２日以降、来年２月まで全 10回、原則水曜日に開催予定 

 

【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 長寿介護課高齢者支援ﾁｰﾑ 担当：室岡 

電話 055-989-5537 FAX055-986-5515 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tiikihoukatu@town.nagaizumi.lg.jp 

 

  



町長定例記者会見資料６ 
 

令和２年 11 月 26 日 

住民福祉部門福祉保険課 

障害者週間に啓発活動を実施します 
地域で障がいについて考えよう 

 

毎年 12 月３日から９日までの期間は、障害者の福祉についての関心と理解を深めるとと

もに、障害者が積極的に社会活動に参加する意欲を高めるための運動を展開する障害者週間

となります。 

本町においては、長泉町障がい者自立支援協議会事業所部会が中心となり、コロナ禍にお

ける啓発活動を検討してきましたが、今年度は街頭啓発に代わる取組みとして、福祉関係団

体・当事者・施設職員が作成したポスターなどの作品展示を行います。 

 
昨年度の様子 

【内容】 

⑴作品・ポスター展示 

日時：12月３日（木）～９日（水） 

場所：役場本庁舎１階、福祉会館、ウェルピアながいずみ、長泉ショッピングセンター、

ウェルディ長泉 

⑵ポスターのみ展示 

日時：12月３日（木）～９日（水） 

場所：町内小中学校、ＪＲ御殿場線下土狩駅、しずてつストア長泉店、エブリィビッグ

デー長泉店、グラッテ長泉店 

 

【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 福祉保険課福祉ﾁｰﾑ 担当：勝又 

電話 055-989-5512 FAX055-986-5515 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ fukushi@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和２年 11 月 26 日 

都市環境部門くらし環境課 

オリジナルマイバックを配布します 
レジ袋の使い捨てを減らそう 

 

地球温暖化防止活動の一環として、プラスチックごみの原料である石油等がもたらす、温

暖化問題とプラスチックごみゼロに向けた具体的なアクションとして、７月１日からスター

トしたレジ袋有料化に伴い、レジ袋の使い捨てを削減する「プラスチックごみ リデュース

活動」を展開します。 

町民の皆様がプラスチックを使う責任と捨てる責任を持つため、まずはマイバック利用に

より、レジ袋の使い捨てを減らすことから取り組みます。オリジナルマイバックは成人式の

ほか、各種イベントなどを通じて配布します。 

 

オリジナルマイバックのイメージ図 

【規格等】 

・大きさ：（本体）幅400㎜×高さ400㎜、（取手部）幅40㎜×高さ200㎜ マチ付 

・枚 数：3,000枚 

・その他：町制施行60周年記念ロゴマーク入り 

 

【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 くらし環境課環境企画ﾁｰﾑ 担当：木村 

電話 055-989-5514 FAX055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kankyo@town.nagaizumi.lg.jp 
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令和２年 11 月 26 日 

都市環境部門産業振興課 

第４回ももざわ軽トラ市を開催します 
趣向を凝らした軽トラのお店が勢ぞろい 

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４

回ももざわ軽トラ市」を開催します。 

今回は例年より規模を縮小し、感染症対策を実施しながら、新鮮な地域の農産物や雑貨、

菓子などの販売を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の様子 

【日時等】 

 日時：12月 20日（日）10:00～14:00（小雨決行） 

 場所：元長窪公会堂周辺道路（会場内飲食禁止） 

 出店：農産物、パン、お菓子、工芸品など約 15台 

 主催：桃沢郷まつり実行委員会（事務局：長泉町産業振興課） 

 

【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：浅倉、佐野 

電話 055-989-5516 FAX055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sangyo@town.nagaizumi.lg.jp  
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令和２年 11 月 26 日 

都市環境部門産業振興課 

桃沢わさび de MARKET vol.2 を開催します 

長泉ブランド認定品「長泉町産桃沢わさび」を使用した創作メニュー 

長泉町産桃沢わさび(長泉ブランド認定品)は、桃沢川の源流に位置する愛鷹山水神社の麓

において、平成28年度から本町とカメヤ農園で栽培を始めました。 

桃沢わさびを使った創作メニューを、町内飲食店が期間限定で考案することで、認知度向

上や地産地消の推進、町内飲食産業の活性化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の創作メニュー 

【日時等】 

日時：令和３年２月20日（土）～３月７日（日） 

場所：各参加店舗（長泉町内の飲食店、パン屋、菓子店等） 

スケジュール： 

・11月２日（月）～11月20日（金） 参加店募集 

・12月～令和３年１月 メニュー考案 

・令和３年２月１日（月）～ 内容の詳細告知 

・令和３年２月20日（土）～３月７日（日） 開催 

 

【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：浅倉、鈴木 

電話 055-989-5516 FAX055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sangyo@town.nagaizumi.lg.jp 

 

  



町長定例記者会見資料 10 
 

令和２年 11 月 26 日 

教育部門教育推進課 

修学旅行キャンセル料を全額補助します 
子どもたちの心情等への配慮と、保護者の経済的な負担軽減を図る 

 

小中学校の修学旅行は「知識を広げる」、「集団生活の決まりを守れるようになる」、「社会

に生きる一人として守るべきルールを身に付ける」ことを目的とした、教育的意義の高い、

子どもたちにとってもかけがえのない思い出深い学校行事です。 

本町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため修学旅行を中止にした場合、楽しみ

していた子どもたちの心情等に配慮し、保護者の経済的な負担軽減を図るため、キャンセル

料等について全額補助します。 

 
修学旅行のイメージ写真 

【修学旅行実施状況】 

 ・小学校は、首都圏（東京都）を避けた目的地に変更し実施 

   長泉小：10月 28日（水）～29日（木） 日光 

   南 小：11月 17日（火）～18日（水） 長野県内 

   北 小：10月 22日（木）～23日（金） 浜松 

 ・中学校は、京都・奈良の修学旅行を中止とし代替案を実施 

   長泉中：11月 13日（金）校外学習を実施（伊東方面） 

   北 中：10月 15日（木）リモート修学旅行、16日（金）日帰りバス旅行実施 

【補助内容】 

・補助対象経費 

修学旅行に係る契約の解除により生じる取消料、企画料金等の費用 

・予算（本議会補正予算上程） 

   1,007,000円（２中学校分） 

 

【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 教育推進課教育総務ﾁｰﾑ 担当：日比 

電話 055-989-5529 FAX055-989-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kyouiku@town.nagaizumi.lg.jp 

 


