
 

 

 

 

町 長 定 例 記 者 会 見 

令 和 ４ 年 ２ 月 
 

日時：令和４年２月 24 日（木）14:00～ 

場所：長泉町役場 西館４階 大会議室 

 

１ 町長挨拶 

 

２ 令和４年度長泉町当初予算（案）       企画財政課 

 

３ 町政トピックス 

資料１ 令和４年第１回長泉町議会定例会３月１日開会   議会事務局・総務部門 

資料２ 第２回 Kia Oraながいずみ（ＮＺフェア）を開催します    行政課 

資料３ 転職しない、ちょうどいい移住を PRします         行政課 

資料４ 自治功労者表彰式を開催します               行政課 

資料５ まちづくりへの住民参画を促進します         産業振興課・こども未来課・企画財政課 

資料６ ｽｷﾄﾚ！原川 愛ﾄｰｸｼｮｰ＆毎日 5分！ｽｷﾏ体操講座を開催します  健康増進課 

資料７ 新型コロナワクチン３回目の接種についてお知らせします   健康増進課 

資料８ 空き家改修事業補助金を創設します             建設計画課 

資料９ 都市計画道路沼津三島線が一部開通します          建設計画課 

資料 10 持続可能な農業を目指して新たな補助金を創設します     産業振興課 

資料 11 コワーキングスペースを設置します             産業振興課 

 資料 12 宅配エコ BOX【置き配達専用 BOX】を配布します       くらし環境課 

 資料 13 長泉小学校プレハブ校舎が完成します           教育推進課・こども未課 

 資料 14 長泉町史 平成史 を販売しています            生涯学習課 

 資料 15 井上靖文学館 新企画展を開催します            生涯学習課 

 

４ 行事予定（３月～６月） 

 

５ 意見交換 

 

６ 次回開催日（予定） 

   ※次回定例会（６月）開会前に開催します。（決まり次第、お知らせします） 

 



 

町長定例記者会見 
 
 

令和 ４年２月 2 4 日 

総務部門企画財政課 

令和４年度長泉町当初予算（案） 
「みんなでつくる輝き続ける“ちょうどいい”まち」の実現 

健康づくり・賑わいづくり・ＤＸ推進 
 

 

一般会計の総額は前年度比3.2％増の159億3,000万円となり、前年度当初予算を５億円上

回り過去最大規模としました。特別会計、公営企業会計を含めた総額は3.2％増の256億円。 

第５次長泉町総合計画がスタートして最初の予算編成であり、計画の実現に向けた積極型

予算を編成しました。 

中長期財政見通しにおいて、令和４年度以降は、社会保障経費の増大や大型事業の実施に

伴い厳しい財政状況が続くことが見込まれますが、コロナ禍においても進めるべき重点施策

は積極的に実行しつつ、経常的経費についてはゼロベースで抜本的な見直しを行い、従来の

町の特色である「子育て支援」に加え、「健康づくり」、「賑わいづくり」、「ＤＸ推進」

を主軸にメリハリをつけた予算を編成しました。 

 

 (一般会計) 

主な歳入 予算額 前年度比 構成比 

町税 93億 4,200万円 ＋2億 8,700万円 ＋3.2％ 58.7% 

地方消費税交付金 10億 3,300万円 ＋2,000万円 ＋2.0％ 6.5% 

国・県支出金 33億 6,700万円 ＋3億 300万円 ＋9.9％ 21.1% 

財政調整基金繰入金 2億円 ＋7,000万円 ＋53.8％ 1.3% 

町債 4億 5,000万円 ＋8,000万円 ＋21.6％ 2.8% 

○自主財源比率…65.8％ 

○町債残高（見込み）…26億 1,800万円（住民１人あたり約６万円） 

 ※令和２年度の起債残高（住民一人あたり）の県平均…約 40万円 
 

主な歳出 予算額 前年度比 構成比 

総務費 16億 3,100万円 ＋1億 4,000万円 ＋9.4% 10.2% 

民生費 59億 9,800万円 ＋4億 300万円 ＋7.2% 37.7% 

衛生費 23億 8,400万円 ＋1億 2,200万円 ＋5.4% 15.0% 

土木費 22億 4,600万円 △3億 4,200万円 △13.2% 14.1% 

教育費 20億 2,800万円 ＋1億 5,400万円 ＋8.2% 12.7% 

※令和４年度の主要事業は裏面参照 
 

【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 
 

 

mailto:zaimu@town.nagaizumi.lg.jp


【主な事業】 

○パークゴルフ場整備事業【3億 7,700 万円】 

世代間交流も可能な生涯スポーツとして、誰もが気軽に楽しむことができるパークゴル

フ場を整備し、令和４年 10月１日にオープンします。 

○新型コロナウイルスワクチン接種事業【1億 6,800万円】 

「町長定例記者会見資料７」参照 

○マイナンバーカードを活用した高齢者等のタクシー利用助成事業【2,870 万円】（新規） 

  高齢者の継続的な外出を支援するため、タクシー事業者と連携してマイナンバーカード

を活用した移動支援事業を実施します。 

○自主運行バス運行事業費【4,500 万円】（拡充） 

  既存の長泉・清水循環の自主運行バス路線の一部再編に加え、令和４年度には町内全域

を８の字で運行する路線を新設することで、利便性の高い生活交通の確保を推進します。 

○子育て支援団体活動促進事業費補助金【100万円】（新規） 

「町長定例記者会見資料５」参照 

○子育て支援を核とする地域活性化プロジェクト【240 万円】（新規） 

  子育て支援拠点を活用した、多世代交流による子育て支援事業や子育て支援の情報発信

などを実施します。 

○鮎壺公園整備事業【2 億 5,900万円】 

幅広い世代の住民が気軽に憩い、楽しむことが出来る鮎壺公園の整備に向けた用地取得

（償還）を行うとともに、造成工事を実施します。 

○北部地域幹線道路整備事業【4,900万円】 

  町北部地域への良好なアクセスの確保と将来的な産業基盤の整備に備え、国道 246号に 

接続する新設道路の詳細設計と補償積算等を行います。 

○コワーキングスペース等拠点運営事業【1,000 万円】（新規） 

「町長定例記者会見資料 11」参照 

○空き家改修事業費補助金【260 万円】（新規） 

「町長定例記者会見資料８」参照 

○新規就農者育成支援事業【63万円】（新規） 

「町長定例記者会見資料 10」参照 

○ＺＥＨ（ゼロ・エネルギー・ハウス）等支援事業費補助金【1,200万円】 

温室効果ガスの排出抑制等の推進を図るため、太陽光発電システムや国が推奨するＺＥ 

 Ｈ（ゼロ・エネルギー・ハウス）等の導入に対し補助を行い、省エネ設備の積極的な導入 

を推進します。※ＺＥＨ導入に対する上乗せ補助制度は県内で当町のみ 

○宅配エコＢＯＸ「置き配達専用ＢＯＸ」配布事業【165万円】（新規） 

「町長定例記者会見資料 12」参照 

○防災用監視カメラ増設事業【470万円】（新規） 

  大雨等による土砂災害の危険性がある区域へ防災用監視カメラを増設し、危険察知から

初動、対策までの対応を迅速に行えるよう、災害対策機能の強化を図ります。 

○デジタル化推進事業【7,890 万円】（新規） 

  町のＤＸを推進するため、庁内ネットワーク基盤の再構築や、業務システムの最適化計 

画の策定、公共施設（貸館）の Wi－Fi環境構築、地域におけるスマホ指導者育成セミナー 

等を実施します。 

 



町長定例記者会見資料１ 
 

令 和 ４ 年 ２ 月 2 4日 

議会事務局・総務部門 

令和４年第１回長泉町議会定例会３月１日開会 

「長泉町パークゴルフ場の設置、管理及び使用料に関する条例」など審議  

 

長泉町議会は２月24日、議会運営委員会を開き、３月定例会の会期を３月１日～３月23日

の23日間と決めました。令和４年度当初予算案や令和３年度一般会計補正予算案など24議案

について審議します。一般質問は３月４日、７日、８日の３日間に９氏が登壇します。 

（詳細は別添 議案・予算書・補正予算書ほか） 

 

主な議案 

【長泉町パークゴルフ場の設置、管理及び使用料に関する条例】 

 豊かな自然環境の中で生涯スポーツの振興及び世代間交流の促進により、町民の健康増進

を図るため、長泉町パークゴルフ場の設置、管理及び使用料に関する条例を制定します。 

主な内容は、施設の名称、位置、開場時間、休場日、使用の許可、許可の制限、使用料の

納付、減免等の施設使用上の基準等を定めるものとなっています。 

施行日／令和４年10月１日（施設オープン日） 

 

【公の施設の指定管理者の指定】 

現在、指定管理者により管理・運営を行っている「長泉町障害者就労支援施設ほほえみ＆

みのり工房」の指定期間が令和４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・運営を行うため、「長泉町公の施設に係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であります。 

なお、指定管理者の候補者は、当該施設が障がい者の就労支援を目的とした施設であるた

め、その性格、機能等を考慮し、これまでも障がい者福祉事業における実績を有する地域の

団体である「社会福祉法人 静香会」を選定しました。 

 

【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２ 
 

令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

総 務 部 門 行 政 課 

第２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 

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、32 年が経

過し、これまで教育・文化・スポーツ等、様々な交流を重ねてきました。 

昨年度から、新型コロナウイルス感染拡大のため、ワンガヌイ市との交流が国境の閉鎖に

より人の往来ができなくなっています。コロナ禍でも姉妹都市交流を盛り上げ、継続してい

くため、本町にいながら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昨

年に引き続き開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内メインストリート                     

 

【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：２月 18 日（金）～３月 21 日（祝・月） 場所：町内外 15 店舗予定 

 ⑵主催 

  長泉町国際交流協会（事務局：行政課） 

 

【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 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 アイスコーヒー 
NZ 産クリームチーズケーキ 

Kiwi バーガー 



町長定例記者会見資料３ 
 

令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

総 務 部 門 行 政 課 

「転職しない、ちょうどいい移住」を PR 
首都圏へ公共交通へ広告を掲出 

 

本町では、平成 29 年度に策定した長泉町都市ブランド戦略に基づき、ブランドシンボル

を活用し、本町の認知度・知名度の向上を図るとともに、町民の地域に対する誇りと愛着を

高めていく活動を行っています。 

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が動き出

している中、本町は大東建託㈱賃貸未来研究所が実施した「街の住みここちランキング2021」

で県内１位、また、「街の住みここちランキング 2021＜ふるさと版＞」で全国５位となりま

した。これらの結果について、ブランドシンボルを活用しながら、町の魅力をＰＲすること

で、町のイメージやブランド力の向上を図り、併せて関係人口の創出・拡大をします。 

 

＊掲出イメージ（合成画像） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広告掲載詳細】 

⑴掲載日  

２月 21 日（月）～２月 27 日（日）  

⑵掲載場所  

JR 新橋駅改札内２箇所 

 

 

 

【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４ 
 

令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

総 務 部 門 行 政 課 

自治功労者表彰式を開催します 
町政の進展に貢献いただいた方々の功績を讃え表彰 

 

永年にわたり本町の公益に寄与し、町行政の進展に尽くされた方々の功績を讃えるととも

に、協働によるまちづくりを推進する契機として、平成 18 年度から毎年表彰を実施してい

ます。 

 

前年度表彰式の様子 

【過去３箇年の受賞者数】 

 令和３年度：38 人、令和２年度：24 人、令和元年度：35 人 

 

【日時等】 

 日時：５月 15 日（日）10:00～ 場所：コミュニティながいずみ ３階ホール 

 

【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：中村 

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 
 

令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

産業振興課・こども未来課・企画財政課 

まちづくりへの住民参画を促進します 
「にぎわい交流イベント支援事業費補助金」と 

「子育て支援団体活動促進事業費補助金」を創設 

 

本町は、平成28年度より「協働によるまちづくり補助金」を活用し、町民が自主的に行う

まちづくりイベント等に対する支援を行ってきましたが、町民との協働によるまちづくりを

一層推進するため、新たに「にぎわい交流イベント支援事業費補助金」と「子育て支援団体

活動促進事業費補助金」を創設します。 

 

１ にぎわい交流イベント支援事業費補助金（新規） 

イベント開催による交流人口の拡大や、町民・団体・地域との連携による新たな賑わい 

を創出するための補助金を新たに創設します。 

【事業概要】 

町が主催する「イベント企画セミナー」に参加し、町内で新しいにぎわい交流イベント 

（観光交流、商工業を推進する事業）を実施する個人又は団体を対象にイベント事業に要す

る経費を助成します。 

対象者 対象区域 補助率 限度額 その他 

イベント企画セミナーに参加した町

内在住、在勤、在学の個人または団体 

町内全域 

9/10 

５万円 
年間２回 

最大２年間 都市機能

誘導区域 
10万円 

※都市機能誘導区域…下土狩駅・長泉なめり駅周辺および（都）池田柊線沿道 

※イベント企画セミナー 

初めてイベントを実施する際に必要な手順や調整事項、開催イメージの作成等について 

専門家を講師にセミナーを開催します。 

 第１回／計画編 第２回／実践編 計２回（約 90分／回） 

【予 算】令和４年度予算額：100万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 子育て支援団体活動促進事業費補助金（新規） 

町内の子育て支援団体の活動を支援するとともに、地域の子育て支援の輪を広げ、さらに

子育てしやすいまちづくりを推進するための補助金を新たに創設します。 

【事業概要】 

町内で子育て支援事業（子育て中の親子の交流の場の提供や子育てに関する相談、男性育

児参画に関する事業等）を実施する団体に対し、その活動やイベント事業に要する経費を助

成します。 

対象者 補助率 限度額 その他 

町内で活動する３人以上（半数以上

が町内在住）の子育て支援団体 
9/10 20万円／年 １事業５万円を限度 

【予 算】令和４年度予算額：100万円 

 

３ 協働によるまちづくり推進事業補助金 

地域の活性化を図り、魅力あるまちづくりを推進するため、協働によるまちづくりに関す

る事業の実施団体に対して補助金を交付します。 

【事業概要】 

町内でまちづくりに関する事業（地域住民の健康づくりや生涯学習を推進する事業等）を

実施する団体に対し、その事業に要する経費を助成します。 

対象者 補助率 限度額 その他 

町内で活動する５人以上（半数以上

が町内在住・在勤・在学）の団体 
10/10以内 30万円 

同一事業については、 

連続して３年まで 

【予 算】令和４年度予算額：80万円 

 

【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  

にぎわい交流イベント支援事業補助金 担当：産業振興課にぎわい企画チーム 山田 

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

子育て支援団体活動促進事業費補助金 担当：こども未来課子育て支援チーム 日比 

電話 055-989-5573 FAX 055-989-5528 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kosodate@town.nagaizumi.lg.jp 

協働によるまちづくり推進事業補助金 担当：企画財政課企画調整チーム 長澤 

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

 

mailto:sangyo@town.nagaizumi.lg.jp
mailto:kosodate@town.nagaizumi.lg.jp
mailto:kikaku@town.nagaizumi.lg.jp


町長定例記者会見資料６ 

令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

住民福祉部門健康増進課 

スキトレ！原川 愛トークショー＆

毎日５分！スキマ体操講座
健康づくりイベント 開催 

 本町では、第５次町総合計画において、「10分以上連続した健康づくりに週１回以上取り

組んでいる町民の割合」を増やすことを目指しています。しかしながら、直近の調査では

30代～50代の働き盛り世代で取り組めていない方が多く、背景には「時間がない」という

理由が多く見受けられるため、生活習慣病予防の観点からも、働き盛り世代からの健康づ

くりへの取組みが必要であると考えています。 

そこで、この世代の方を中心に、これまで健康づくりに取り組んでいなかった方々にも、

手軽に楽しく取り組んでいただける内容『すきま時間の有効活用！毎日５分のスキマ体操』

で健康なまちづくりにつなげます。さらにイベント時だけでなく、イベント終了後も継続的

に健康づくりに取り組める「毎日５分のスキマ体操」を３パターン動画配信します。

【日時等】 

日 時：３月 26 日（土）14:00～ 場所：ウェルピアながいずみ 多目的室 

youtube でライブ配信予定です。 

内 容：１部 原川 愛さんと小沼みのりさんによるトークショー 

２部 スキマ体操（ストレッチ等） 

定 員：18 人(１部・２部参加者) 

対 象：町内在住または在勤の方で、Web 配信などで公開予定の動画及び写真撮影、 

当日のインタビュー・アンケートに協力していただける方等 

入場料：無料 ※事前に申し込みが必要 

【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 健康増進課健康企画ﾁｰﾑ 担当：野田 

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

原川 愛プロフィール 

1989 年生まれ。宮崎県出身。 
大学まで続けていた新体操を大学の部活・幼稚園・新体操 
クラブで指導。
大学院時代にテレビ東京の番組「おはスタ」のおはガール
の振り付けを２年行う。 
2014 年大学院修了を機に、NHK テレビ体操のオーディショ 
ンを受け、現在アシスタントとして下記の番組に出演中。
また、体操のパーソナルトレーナーとして、ラジオ体操の

講習会など普及活動をしながら、運動の素晴らしさを広める 
活動を行っている。 

●主な出演番組／NHK「テレビ体操」「みんなの体操」
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令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

住民福祉部門健康増進課 

新型コロナワクチン３回目の接種について 

２月９日から 64 歳以下の方への接種券配布を開始 

 

町では、65 歳以上の方の新型コロナワクチン３回目の接種について、２月１日から接種

日時指定し、下記のとおり接種を開始しています。 

２月 20日現在の接種状況（医療従事者含む） 

対 象 接種者数 接種率 

65歳以上 4,370人 45.34％ 

18歳以上 64歳以下 2,279人  8.86％ 

●65歳以上の方 

接種開始／集団接種：２月１日（火）～（日時指定） 

     個別接種：２月７日（月）～（町内６カ所の医療機関） 

●18歳以上 64歳以下の方 

対象／２回目接種完了日から６か月を経過した方 

接種券発送／２月９日（水）～（順次発送） 

接種予約／接種券が届き次第、順次可能 

 ※２月中に接種予約枠を追加し、前倒しを進めています。 

●保育士等の方の優先接種 

 対象／町内在住の方 

接種開始／２月 19日（土）～ 

●ワクチンの種類／ 

 ２月１日～（集団・個別）ファイザー社製 

 ２月 27日 （集団）      モデルナ社製接種開始 

 ３月    （集団）   ファイザー社製とモデルナ社製を併用 

      （個別）   ファイザー社製 

 ４月以降【原則】（集団） モデルナ社製 

         （個別） ファイザー社製 

●64歳以下を対象にしたワクチン３回目の接種券発送予定 

２月 ９日 （２回目接種完了日：昨年８月 １日から ８月 16日までの分） 

２月 14日   (２回目接種完了日：昨年８月 17日から ８月 31日までの分) 

２月 25日  (２回目接種完了日：昨年９月 １日から ９月 ２日までの分) 

２月 28日  (２回目接種完了日：昨年９月 ３日から ９月 16日までの分) 

  ※３月以降分については、順次発送予定です。 

【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 健康増進課成人保健ﾁｰﾑ 担当:上杉・梅澤 
電話 055-986-8760 FAX 055-986-8713 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ seijin@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

    都市環境部門建設計画課 

空き家改修事業補助金を創設します 
町内の空き家活用と定住促進に向けて 

 

 全国的に空き家問題がクローズアップされるなか、本町の住民アンケート調査では、「住

宅購入・リフォームの資金面の支援」や「空き家等を活用した住宅の提供」の要望が高い結

果となりました。 

そこで、空き家の解消及び定住の促進を図りつつ、子育て世帯の環境の向上や町内への移

住を通し地域の活性化を促進するために、空き家の改修に係る支援制度を令和４年度からス

タートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【 改修前 】              【 改修後 】 

 

【補助事業名】長泉町空き家改修事業補助金（新規） 

令和４年度当初予算額：260 万円 

【制度概要】 

対 象 建 物：長泉町空き家等情報バンクに登録された住宅のうち、1 年以上空き家のもの 

条 件：改修後 10 年以上居住する者 

対 象 経 費：空き家の改修にかかる経費（電気/トイレ/台所/風呂/内装/外装等の改修） 

補 助 額：対象経費の３分の１以内で、上限 100 万円 

      ※子育て世帯又は転入世帯は 120 万円、子育て世帯かつ転入世帯は 140 万円 

そ の 他：本事業に併せて、「長泉町空き家等情報バンク制度」もスタートします。 

      （この空き家等情報バンクに登録された住宅が補助の対象になります。） 

  

【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 建設計画課計画ﾁｰﾑ 担当：金丸 

電話 055-989-5520 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ keikaku@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

    都市環境部門建設計画課 

都市計画道路沼津三島線が一部開通します 

町南部地域の交通利便性が向上 

 

都市計画道路沼津三島線約 750 メートルの区間が開通します。 

この道路は、納米里本田町線（旧国道 246 号）と町道中土狩竹原線（長泉中央通り）をつ

なぐ新たな道路（県道）であり、ＪＲ御殿場線と立体交差するため踏切待ちがなく、東西へ

アクセス向上が図られます。また、道路幅が十分に確保された道路が整備されることにより、

これまで地域内の生活道路に進入していた車両が減少し、交通安全にも寄与するものです。 

 

  

 

【路線概要】 

開通延長：L=756.0ｍ 

計画幅員：W= 25.0ｍ 

事業期間：平成８年度～令和３年度 

事 業 費：約 97.2 億円 

 

【日時等】 

開通式 
日時：３月６日（日）11：00～，場所：都市計画道路沼津三島線 下土狩ガード 
主 催／静岡県・長泉町 

  

【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 建設計画課計画ﾁｰﾑ 担当：金丸 

電話 055-989-5520  FAX 055-986-5905  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ keikaku@town.nagaizumi.lg.jp 

〒410-0055 静岡県沼津市高島本町 1-3 番地 沼津土木事務所都市計画課 担当：菅沼 

電話 055-920-2222  FAX 055-926-5527 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ keikaku@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ４ 年 ２ 月 2 4 日 

都市環境部門産業振興課 

持続可能な農業を目指して 

 新たな補助金等を創設します！ 

 農業分野における SDGs への取り組み 

 令和３年５月に農林水産省が策定した「みどりの食料システム」などでは、農業分野に

おいても環境への負荷軽減など SDGs への取り組みが進められるなど、農業を取り巻く社会

環境も大きく変化しています。 

こうした状況のなか、環境に配慮した農業や安定した農業経営等を推進し、持続可能な

農業を目指すため新たな補助金等を創設します。 

 
 
１ 環境にやさしい農業推進事業補助金（新規） 

 

【事業概要】                

 町の農地基本台帳に登録されている農業者

が生分解性マルチフィルムなどの環境にやさ

しい農業用資材、有機質肥料を購入した場合、

費用の一部を補助します。  

                      

                      

 

【補助対象経費・補助率・上限額】 

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 

（認定農業者は

５万円） 

生分解性マルチフィルム、生分解性

ポット、土に還るプラスチック紐、

生分解性樹脂エコピン等 

有機質肥料購入費用 2/3 以内 ５千円 

（認定農業者は

１万円） 

牛ふん（町内の畜産農家から購入し

た堆肥のみ対象）腐葉土、鶏ふん、

バーク等 

施行日／令和４年４月１日  

【予算】令和４年度予算額：24 万円 

 

 

 

 

 

 



２ 農業経営収入保険加入促進事業補助金（新規） 

 

【事業概要】                  

 町内に住所を有する農業者（主たる事務所を町内に有する法人）が新規に収入保険に加

入した場合、掛け捨て保険料（事務費、積立金、付加保険料並びに消費税及び地方消費税

を除く）の２分の１以内で最大５万円を補助します。     

 

収入保険制度の仕組み 

◇農業者が保険期間に生産・販売する農作物の 

販売収入全体が対象となる（肉用牛等他制度 

により補てんがあるものは対象外）。 

◇農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の 

９割を下回った場合に、下回った額の９割 

が補てんされる。 

 

施行日／令和４年４月１日   

【予算】令和４年度予算額：25 万円 

 

 

 

３ 新規就農者育成支援事業の実施（新規） 

 

【事業概要】 

 農業分野における課題のひとつである新規就農者の確保に向け、ＪＡ、近隣市町と連携 

し、小規模な農地で栽培指導のもと実際に農業を行う「きままに農業」を実施するため、 

貸出農地の整備を進めます。「きままに農業」で栽培技術や知識を重ね、将来的に町内で 

の就農を推進するための支援を行います。 

 【予算】令和４年度予算額：63 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 産業振興課農業支援ﾁｰﾑ 担当：久保田 

電話 055-989-5516 FAX 055-989-5564 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nousei@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

都市環境部門産業振興課 

コワーキングスペースを設置します 
働く空間の共有、交流を支援しにぎわいを創出 

 

ＪＲ御殿場線下土狩駅周辺にコワーキングスペース等を設置し、多様な働き方や地域と事

業者等の交流を支援するとともに、本町にふさわしい運営や活用の在り方について利用者等

のニーズを把握し、にぎわいの創出につなげます。なお、拠点施設の設置や運営については、

民間事業者をプロポーザル方式での選定を予定しています。 

 

 

 

 

 

                               出典：シンマチ 

 

 

 

 

 

出典：Antique Door 

 

 

 

【事業概要】 

 実施場所：下土狩駅周辺の空き物件を活用 

事業手法：プロポーザル方式（公募）により民間事業者を選定し委託契約 

 事業期間：令和４年度は社会実験として実施 

      令和５年度から社会実験を踏まえて本格実施（令和７年度までの３年間） 

事業内容：コワーキングスペースと交流スペース等の設置、運営や活用方法や利用者等の

ニーズ調査について民間事業者から提案を受け、運営委託により実施 

【予算】 

 令和４年度 1,000 万円（家賃、改修設備費、運営費等） 

 

【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 産業振興課にぎわい企画ﾁｰﾑ 担当：山田 

電話 055-989-5516 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sangyo@nagaizumi.org 

 



町長定例記者会見資料 12 
 

令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

都市環境部門くらし環境課 

宅配エコ BOX「置き配達専用 BOX」を 

配布します 

with コロナ時代のライフスタイルへの変換と脱炭素社会の実現を目指して 

コロナ禍において、多種多様な生活様式の変化に伴い、宅配サービスの利用や新型コロ

ナウイルス感染拡大防止に伴う非対面・非接触での受け取りの需要が高まっていることか

ら、新しい生活様式の定着を踏まえ、再配達に係る環境負荷の低減、非対面受領による感

染リスクの軽減を図るため、町オリジナル宅配エコBOX「置き配達専用BOX」を希望される

方に配布します。 

 

【事業概要】 

対   象／町内在住の方 

配 布 数／300個 

費   用／無料（ただし、盗難防止装置代として実費1,000円を負担） 

申込方法／オンライン申請（応募者多数の場合は抽選） 

※配布した世帯には後日アンケートを実施し、使用状況や再配達等の状況を調査します。

 

↑画像はイメージとなります。 

 

【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 くらし環境課 担当：椎田  

電話 055-989-5514 FAX 055-986-5905 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kankyo@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

  教 育 部 門 教 育 推 進 課・こども未来課 

長泉小学校プレハブ校舎が完成します 
児童増加に伴う教室不足と放課後児童会待機児童に対応 

 

長泉小学校において、児童の増加に伴い教室不足が見込まれることから、今年度新たにプ

レハブ校舎の建設を進めており、本年２月末に完成します。 

完成後は、３月中に引っ越し等の準備作業を行い、４月から利用を開始します。 

また、校舎内には、教室を活用し放課後児童会を臨時的に開設します。例年、新年度の新

規申し込みの時点では申込者数が多く、令和３年度当初も待機児童が発生していましたが、

新たな放課後児童会を開設することで、令和４年度当初の待機児童は解消される予定です。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建物概要】 

  軽量鉄骨造２階建て 延床面積 997 ㎡ 

  普通教室８教室（内１教室を放課後児童会として利用） 男女トイレ（各階１箇所） 

 昇降口、渡り廊下 

 【整備方法】 

  リース契約：10 年  リース料：１年あたり約 2,300 万円 

  工事期間：令和３年 11 月 15 日～令和４年２月 28 日 

 【放課後児童会】 

さくら第二児童会：定員 35 人,入会予定 30 人 

【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  

校舎建設担当  ：教育推進課教育総務ﾁｰﾑ 担当：杉山 

電話 055-989-5529 FAX 055-986-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kyouiku@town.nagaizumi.lg.jp 

放課後児童会担当：こども未来課子育て支援ﾁｰﾑ 担当：日比 

電話 055-989-5573 FAX 055-986-5993 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kosodate@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

教 育 部 門 生 涯 学 習 課 

『長泉町史 平成史』を販売しています 
 

平成期の町のできごとをまとめた『長泉町史 平成史』を編さんしました。平成期に発展

する本町の様子を振り返った平成史をぜひご覧ください。 

 

販売価格／１冊 1,000 円（税込） 

販売場所／生涯学習課（コミュニティながいずみ内） 

遠方等の場合は、メールまたはファックス、電話にて①氏名②電話番号③住所④生涯学習

課への来館可否を記入し、生涯学習課宛に送信してください。納付書を郵送、入金確認後に

着払いにて郵送します。 

 

 

≪長泉町史≫ Ａ４サイズ 152 ページ フルカラー 

巻頭特集 国際姉妹都市 ワンガヌイ市との交流 

     長泉わくわく祭り 始まりと発展 

     平成期における都市基盤の発展 

     子育て支援と教育“子育てするなら長泉” 

平成上期(平成元～10 年度)、中期(平成 11～20 年度)、下期(平成 21～31 年度)のあらまし 

各年度のできごとを記事と写真により見開きで紹介 

 

【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 コミュニティながいずみ内 

               生涯学習課生涯学習ﾁｰﾑ    担当：渡邉 

電話 055-986-2289 FAX 055-988-7802 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ syogai@town.nagaizumi.lg.jp 
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令 和 ４ 年 ２ 月 24 日 

教 育 部 門 生 涯 学 習 課 

井上靖文学館 新企画展を開催します 

『はじめての井上靖～あなたに贈る最初の１冊～』 
 

井上靖文学館の町営移管から１年、井上靖の文学作品を「名前は聞いたことがあるけれ

ど読んだことがない」「なんとなく難しそうなイメージ」という声が少なくない中、地域

に寄り添う文学館として「最初の１冊」を提案する企画展を実施します。 
 企画展示を通して、来館者それぞれの興味や文学に寄り添う考え方に合う「最初の１冊」

を提案し、井上靖の世界へ導くきっかけを作ります。また、作品の魅力を多角的に伝える

ことで、井上文学の発信による町民の文化教養の向上を図ります。 

【日  時】    ３月 12 日㈯～９月 13 日㈫ 

【場  所】    井上靖文学館 １階展示室（長泉町東野 515－149） 
【展示内容】 
⑴ はじめての井上靖作品 

・展示ケース全体を使用し、ジャンルごとに井上文学作品を展示。 

 ジャンルを「生き方」「運命」「愛」「一途」「孤独」「旅」としてテーマに設定。 

⑵ オススメ本チャート 

・質問に答えていく形式で、壁面のオススメ本へ導くチャートを導入。 

⑶ 井上靖検定 

・初級編、中級編、上級編に分けて問題を作成。 

⑷ 井上文学の初版本、限定本、希少本、また井上氏本人の愛用品、万年筆、自筆原稿等を

展示する。 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒411-8668 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、徳山 

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