
町長定例記者会見資料１ 
 

令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

議会事務局・総 務 部 門 

令和２年第３回長泉町議会定例会 

８月 31 日（月）開会 
実質収支は黒字 令和元年度（2019）決算案発表 

長泉町議会は８月 25日、議会運営委員会を開き、定例会の会期を８月 31日（月）～９月

18日（金）の 19日間と決めました。教育委員会教育長を再度任命する人事案件や 3億 5,000

万円を増額する本年度一般会計補正予算案など 22 議案を上程、審議します。一般質問は９

月３日、４日、７日に８氏が登壇します。（詳細は別添 議案 補正予算書等） 

 

【令和元年度一般会計決算案】 

 歳入総額 157 億 7,973 万 4 千円（前年度比 2 億 508 万 1 千円増）、歳出総額 149 億 5,882

万 6千円（前年度比 2億 86 万 2千円減）。翌年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支は 5

億 5,751万 5千円の黒字となりました。詳細は資料 No.2 

 

【健全化判断比率等】 

 元年度決算案に基づく健全化判断比率等４指標のうち、実質公債費比率は国の基準（早期

健全化基準 25.0％を大きく下回る 1.8％で、前年度で同率でした。残りの実質赤字比率と連

結実質赤字比率、将来負担比率は、いずれも黒字のために算出されませんでした。（平成 30

年度実質公債費比率 1.8％は、県内御前崎市に次いで２番目に低い値。） 

 

【令和２年度一般会計補正予算(第８回)案】 

一般会計補正予算（第８回）では、保育施設や地域子ども・子育て支援事業における新型

コロナウイルス感染拡大防止のための保健衛生用品や備品の購入に要する経費の計上、ＧＩ

ＧＡスクール構想に基づく児童・生徒用タブレット調達等に要する経費の計上、令和元年度

決算剰余金などを財政調整基金に積み立てるものなど、総額 3 億 5,000 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８月 25日 

総務部門企画財政課 

令和元年度長泉町歳入歳出決算（案） 
一般会計の実質収支は５億５千万円の黒字 

令和元年度の一般会計の決算は、歳入総額157億7,973万4千円（前年度比2億508万1千円増）、

歳出総額149億5,882万6千円（前年度比2億86万2千円減）となり、翌年度へ繰り越す財源を

差し引いた実質収支は5億5,751万5千円の黒字（前年度比2億558万2千円増）となりました。 

 

【歳入決算】 

歳入の主な構成割合は、町税

が100億700万円、63.4%、国庫支

出金が16億2千万円、10.3%、県支

出金が9億5千万円、6.0%、地方消

費税交付金が7億9千万円、5.1%

の順となりました。 

歳入の根幹を成す町税では、

個人町民税は増収となったもの

の、設備投資や民間需要の低迷、

一時的な利益増大がなかったこ

とから法人町民税が減収となり、

町税全体では対前年度比1億4千

万円の減となりました。自主財源と依存財源の構成比は、74.8%と25.2%となり、依然とし

て自主財源の比率が高く、健全な状況が継続しています。 

 

【歳出決算】 

歳出の目的別経費の構成割

合では、民生費が53億4千万円、

35.7%と最も大きく、次いで衛

生費が22億7千万円、15.2%、土

木費が22億1千万円、14.8%の

順となりました。 

性質別経費では、義務的経

費のうち扶助費は28億7千万

円（前年度比4.0%増）と年々増

加傾向にある一方で公債費は、

借入額を公債費の元金以下に

抑えていることから、前年度



比9.5%の減となりました。また、その他の経費のうち積立金は、財政調整基金への積立金

が減となったことなどから前年度比65.6%の減となりました。 

 

【財政指標】 

 ⑴経常収支比率：74.6%（70%から75%までに収まることが妥当） 

  ※経常的経費に経常的収入である一般財源がどの程度充当されているかを測る指標 

   （平成30年度全国市町村平均 93.0 当町73.7 県下で最も低い値。） 

 ⑵財政力指数：1.37 （昭和58年から37年間連続普通交付税不交付団体） 

    ※地方公共団体の財政力を示す指標で1を超えると普通交付税が不交付となる 

    (平成30年度全国市町村平均 0.51 当町1.34 県下で最も高い値。全国第15位) 

 ⑶実質収支比率： 5.1%（3%から5%程度が望ましいとされる） 

  ※実質収支の額の適否を判断する指標、標準財政規模に対する実質収支の割合 

 

【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：富田、野村 

電話 055-989-5503 FAX 055-989-5585 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ zaimu@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

総 務 部 門 行 政 課 

姉妹都市ＮＺワンガヌイ市と 

オンライン会議を実施します 
これからの交流について、町長とワンガヌイ市長が意見交換 

 

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きました。 

今年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、長泉町国際交流協会が毎年８月に

実施している、中学生を対象としたワンガヌイ市への語学研修支援事業を３月に延期しまし

たが、現状を考えると実施が難しい状況です。このような状況であることから、今後の交流

について、町長とワンガヌイ市長がオンラインによる会議を実施します。 

ワンガヌイ市長とホンギ（マオリ式の挨拶）をする町長 

【日時等】 

日時：９月 11日（金）11:00～12:00 場所：町長室 

 

【内容】 

  コロナ時代での姉妹都市交流（語学研修支援事業等について） 

 

【近年の交流実績】 

・平成 30年度（姉妹都市提携 30周年） 

８月 ワンガヌイ市長を含む訪問団 18名が来町 

   １月、２月 公式訪問団６名、親善訪問団 22名がワンガヌイ市を訪問 

 ・令和元年度 

 ９月 ワンガヌイ市・ラザフォード中学校生徒、校長ら７名が来町 

 

【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 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

総務部門地域防災課 

城山神社前交差点に 

歩車分離式信号機を設置します 
交通事故のない安心・安全な町づくりを目指して 

 

全国では、交差点で歩行者が巻き込まれる交通事故が発生していますが、特に右左折時に

歩行者や自転車を巻き込む事故が多く、特に右折時に死亡事故などの重大事故が報告されて

います。歩車分離式信号機では、歩行者が横断中に車両が横切らないよう制御するため、交

差点の事故を減少させる効果があるとされています。 

当交差点は地域住民からも要望が多く、裾野警察署と協議を重ねた結果、歩車分離式信号

機（押しボタン式）の設置が実現するもので、小・中学校の通学路に指定されていることか

ら、児童や生徒の安全が確保されるものと期待されます。 

町内では、荻素橋交差点（長泉町納米里 395 付近）に歩車分離式信号機が設置されており、

今回で２箇所目となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城山神社前交差点             歩車分離式信号機（荻素橋交差点） 

【設置時期】 

10月末までに設置 

 

【設置交差点】 

城山神社前交差点（長泉町下長窪 725-1付近） 

 

【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 ８ 月 25 日 

住民福祉部門健康増進課 

幼児個別フッ素塗布事業を実施します 

コロナ禍の今、幼児のむし虫予防のための代替事業の実施 

 

本町では、平成 16 年度から幼児を対象としたフッ素塗布事業を開始し、現在では一人の

幼児に対し、１歳６か月児健診及び３歳児健診、２歳児歯っぴい教室、２歳児元気っこ教室

の実施時の計４回、集団方式で歯科衛生士によるフッ素塗布を実施してきましたが、新型コ

ロナウイルス感染症の蔓延防止のため、本年３月から中止にしたところ、多くの保護者から

幼児に対するフッ素塗布の要望が寄せられています。 

そこで、代替策として令和２年度に限定し、駿東歯科医師会長泉支部に加入する町内の歯

科医療機関の協力により、個別のフッ素塗布事業を実施することで、幼児のう歯の罹患の低

減を図ります。 

 
【対象者】 

・令和２年３月以降で各健診、幼児教室において集団によるフッ素塗布を受けていない幼

児（令和２年３月から令和３年３月までの事業対象者） 

・平成 29年１月から令和元年８月までに生まれた幼児 

※誕生月により、個別フッ素塗布の回数が異なる（最大２回まで） 

 

【実施方法】 

町が発行したフッ素塗布受診券を町内の歯科医療機関に持参し、医療機関において個別

にフッ素塗布を受ける。 

受診期間：９月から令和３年３月末まで 

  受診費用：無料 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-0933静岡県駿東郡長泉町納米里 549番地 健康増進課母子保健ﾁｰﾑ 担当：藁科 

電話 055-986-8760 FAX 055-986-8713 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ bosi@town.nagaizumi.lg.jpp 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

住民福祉部門長寿介護課 

ダイハツ沼津販売㈱と 

高齢者等見守りネットワーク事業の 

協定を締結します 
住み慣れた地域で安心して生活できるように 

 

本町では、町内の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、協力事業者と協定

を締結し、事業者が勤務中に高齢者宅での異変を発見した場合、町に通報し、安否確認や対

応を町が行う見守りネットワーク事業を 16事業者と協定を締結しています。 

この度、更なる事業推進を図るため、ダイハツ沼津販売㈱の社員が顧客訪問等をする際に、

高齢者の安否確認を行うことなどを目的とした、「長泉町高齢者等見守りネットワーク事業

に関する協定」を締結します。 

 

 

 

 

 

 

【締結式】 

日時：８月 25日（火）15:30～ 場所：長泉町役場 西館４階大会議室 

 

【対象者】 

町内の高齢者等 

 

【期待される効果】 

高齢者が居住すると思われる住宅及び高齢者等に関する異変の早期発見 

 

【協定に基づく事業内容】 

異変を察知した際の町への速やかな通報 

 

【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:大嶋 

電話 055-989-5537 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tiikihoukatu@town.nagaizumi.lg.jp 

 

 

 

×  
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

住民福祉部門長寿介護課 

長泉町の礎を築いた皆様の長寿を祝し 
敬老事業を行います 

地元事業者を応援するための敬老祝品の贈呈とタクシー等の利用券の交付 

 

本町では、「多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う」敬老の日に

合わせ、毎年９月に町主催による敬老会記念式典や 100歳到達者への町長表敬訪問、敬老祝

金・祝品の贈呈などを行っています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、記念式典を中止に

しましたが、元気な長泉町の礎を築いた皆様の長寿を祝し敬老事業を実施します。 

                          

                  

 

 

 

 

 

 

【敬老会対象者】 

祝金：70歳以上 7,740 人（男:3,350人、女：4,390人） 

祝品：100歳以上 16人、100歳到達８人、白寿 12人、卒寿 147人、米寿 217人、 

喜寿 432人 

 

【100歳到達者への表敬訪問】 

日時：８月 27日（木）9:00～ 場所：自宅他 

 

【長泉ブランド等の敬老祝品の贈呈】 

毎年 100歳以上の高齢者や喜寿等を迎える方に敬老祝品を贈呈していますが、今年度は

地元事業者の応援につながる、長泉ブランド認定品を中心とした商品を選定しました。 

 

【タクシー・バス利用助成】※70歳以上の方が対象 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛に伴う高齢者の心身機能の低下

を予防するため、敬老祝金対象者に 5,000円分のタクシー・バス利用券を交付します。 

 

【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 長寿介護課高齢者支援ﾁｰﾑ 担当：大嶋 

電話 055-989-5537 FAX055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tiikihoukatu@town.nagaizumi.lg.jp 

 

長泉ブランドの敬老祝品 

あしたか牛、ブルーベリージャム、あしたか牛カレー、

いもおとこの娘ジュレ、秘伝万能ダレねぶっかけ 

地元応援の敬老祝品 

きぬむすめ（米）、スティック素六（茶） 

※贈呈品の品目は節目の年齢により異なります。 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

都市環境部門産業振興課 

長泉町プレミアム付き商品券を発売します 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 

 

地域経済が新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けている中、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し、消費を喚起し町内購買力を高

めることで地域経済の活性化を図ります。 

今回、額面８千円の商品券を５千円で販売することで、これまで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 60％という過去最大の上乗せを行います。また、商品券販

売開始前に各世帯に購入券を発送し、商品券販売時に密を作らないように配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

【事業概要】 

・発行総額 352,000,000円（44,000冊） 

・種  類 額面1,000円の全店使用可能な商品券を７枚、額面500円の小規模店舗限定使 

      用の商品券を２枚（合計8,000円分）で１冊とし、5,000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８月中旬に郵送） 

・販売期間 ８月28日（金）～10月16日（金）10:00～17:00 ※商工会販売は16:30まで 

・有効期間 ８月28日（金）～令和３年１月31日（日） 

・対 象 者 ８月28日（金）までに住民登録を行った者 

・取扱店舗 169店舗（うち110店舗が小規模店舗）※８月12日現在 

・販売場所 

ウェルピア、ベルフォーレ、南部地区センター ８月28日（金）～８月30日（日） 

   町内マックスバリュ（５店舗）        ８月28日（金）～９月５日（土） 

  長泉町商工会                ８月31日（月）～10月16日（金） 

 

【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 FAX055-989-5564 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sangyo@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

都市環境部門工事管理課 

中土狩日吉神社公園（仮称）の 

公園整備工事に着手します 
令和２年度内の供用開始に向けて 

 

本町では、新たな公園整備や既存公園の施設改修等、地域の皆様が安心して利用できる公

園整備に積極的に取り組んでいます。 

本公園は、令和元年度から中土狩区の区民、各委員、ＰＴＡの皆様とワークショップを通

し、官民が一体となり公園の名称をはじめ、施設内容や供用後の維持管理について話合いを

進めてきました。中土狩日吉神社に隣接する立地条件を生かして、区の行事等での使用やア

ダプトプログラムにより、地域の皆様が管理することで愛着を持ち、利用しやすい公園とし

て多くの皆様に親しまれることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        イメージ図                  位置図 

【施設概要】 

場所：長泉町中土狩613-1 

公園面積は約690㎡で様々な用途として使える広場を中心に、子どもたちに人気の複合

遊具を配置します。また、多目的トイレ、四阿１基、ベンチ７基の休憩施設を配置するな

ど、幅広い年代の方が安心して利用いただけるよう配慮しています。 

 

【工事期間】 

 ８月24日（月）～令和３年１月29日（金） 

 

【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 工事管理課施設維持ﾁｰﾑ 担当：加藤、矢部 

電話 055-989-5518 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ koji@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

教育部門教育推進課・こども未来課 

公立幼稚園・保育園・こども園と小学校の 

連絡会を開催します 

小１プロブレム対策 幼小連携フラット会議 

 

長泉町教育委員会では、本年３月、公立幼・保・こども園の職員が主体となり、町独自の

幼児教育カリキュラムを作成、小学校教育への円滑な接続に取り組んでいます。 

４月には、教育アドバイザーを設置し、保育、教育現場を定期的に巡回し、保育、授業の

進め方など教諭と意見交換を実施するなど、具体的な取り組みを進めています。 

今回、公立幼・保・こども園の５歳児を担任する職員、公立小学校１年部の教諭、教育ア

ドバイザー等が一堂に会す「フラット会議」を開催し、保育見学、園と小学校の連携の在り

方、グループワークなどを通じ意識の共有を高めていきます。 

 

会議の様子 

【日時等】 

  日時：９月 28日（月）13:30～16:00  場所：長泉幼稚園 

 

【参加者】 

公立幼稚園・保育園・こども園５歳児担任、公立小学校１年学年主任・１年部担任、教

育アドバイザー、教育推進課指導主事、こども未来課長 

 

【内容】 

長泉幼稚園保育見学、園と小学校の連携について、グループワーク（意見交換）等 

 

【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：石橋 

電話 055-989-5528 FAX055-989-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kodomo@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

教育部門生涯学習課 

第 33 回ながいずみ美術展を開催します 

町民が主役の美術の祭典 

 

町民の文化芸術活動の高揚を図ることを目的に、第 33回ながいずみ美術展を開催します。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ソーシャルディスタンスを確保

しながら、会期を例年の６日間から４日間に短縮して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日時等】 

日時：９月 24日（木）～27日（日）9:30～18:00 ※最終日は 14:00まで 

場所：コミュニティながいずみ ２階展示室 

 

【内容】 

・「日本画」、「洋画」、「彫刻」、「陶芸」の４部門から町民等が出品 

  応募資格は、町内に在住、在勤、在学あるいは町内美術サークル等に加入している方

で 16歳以上の方。 

・優秀作品出品者を表彰 

  各部門の審査員が作品を審査します。全４部門の作品から最も優れた作品を大賞とし、

部門ごとの優秀作品についても、町長賞等を贈呈します。 

表彰式は、９月 27 日（日）13:30 からコミュニティながいずみ３階ホールで行われ、

表彰状や賞品が贈られます。 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-0943静岡県駿東郡長泉町下土狩 1283-11 生涯学習課生涯学習ﾁｰﾑ 担当：佐藤 

電話 055-986-2289 FAX 055-988-7802 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ syogai@town.nagaizumi.lg.jp  
 

 

昨年度の大賞受賞作品 

彫刻「あぶないよ」 

（田中 康紀さん） 
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令 和 ２ 年 ８ 月 25 日 

総務部門企画財政課 

町有林の間伐体験プログラムを実施します 

幼稚園児が初めての間伐体験 

 

幼稚園児が園外保育（自然体験）の一環として、町有林の成り立ちや自然の原理、森の育

ち方、伐採された木が身近な木製具になる過程を学びながら、自然やモノの大切さを知って

もらうプログラムです。 

普段立ち入ることのできない町有林での自然体験と、実際の伐採作業を見学できます。な

お、幼稚園児による町有林を使った間伐体験は今回が初めてとなります。 

 

間伐体験のイメージ 

【日時等】 

日時：９月３日（木）10:00～11:00 

場所：水と緑の杜公園（ダム下駐車場）付近の町有林 

 

【対象】 

 桃沢幼稚園児（年長５歳児）20人 

 

【内容】 

・愛鷹山森林組合からのお話、質問タイム 

・間伐体験（伐採前の木や道具に触れる体験、実際に伐採される（倒れる）様子を見学、

伐採後の木に触れる体験、随時写真撮影） 

 

【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 

電話 055-989-5503 FAX055-986-5585 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ zaimu@town.nagaizumi.lg.jp 

 


