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問 長与町新型コロナワクチン予防接種コールセンター　平日9時～17時（土日祝除く）
☎050-3733-0956　FAX 050-3819-8153

新型コロナワクチン
接種について

接種
費用
無 料
（全額公費）

追加接種（3回目接種）
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事業復活支援金（国）
□問相談窓口ダイヤル　☎ 0120-789-140
●対 象 者 	 新型コロナウイルス感染症により2021年11月～2022年3月のいずれかの月の

売上高が2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較し
て50％以上または30％以上50％未満減少した事業者
※長与町では国の事業復活支援金について申請受付・相談等をお受けできません。

	 　詳しくは事業復活支援金の相談窓口やホームページでご確認ください。

長崎県事業復活支援給付金
□問コールセンター　☎ 050-8881-6347
国の事業復活支援金を申請又は受給しており、その給付額を上回る売上減少が生じている事業
者に対して、上限20万円で国の事業復活支援金に上乗せして給付する給付金です。
※長与町では長崎県事業復活支援給付金について申請受付・相談等をお受けできません。
　詳しくは県のコールセンターやホームページでご確認ください。（申請書のみ設置しています）

長与町事業継続支援金第６弾
□問支援金専用ダイヤル　☎ 801-4304／801-4305
●対 象 者 	 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県下全域へのまん延防止等重点措置区域の適用に

より、2022年1月～3月の事業収入が前年（前々年・前々々年）同月比20％以上
30％未満減少した事業者に支援金を給付します。

●申請期限	 ６月７日㊋（必着）
●提 出 先 	 西そのぎ商工会長与支所
	 ※国の事業復活支援金の対象外であることや減収などの各種要件があります。
	 詳しくは町ホームページでご確認ください。

長崎バス　春のダイヤ改正（令和４年４月１日㊎	改正）
□問長崎バス	☎ 826-1112
○多良見大浦線のうち「堂崎－多良見大浦」区間の路線が廃止されました。
○丸田および丸田温泉前バス停を経由する路線が減便となり、改正後に両バス停を経由する
路線は、平日２便となりました。

運行系統 丸田バス停 丸田温泉前バス停
満永発→長崎新地ターミナル行 9 時 35分 9 時 36 分
長崎新地ターミナル発→堂崎行 16 時 31分 16 時 32 分

地域のくらしを支える公共交通機関を積極的に利用しましょう！
詳しくは、長崎バスホームページをご覧ください。　　　　　　長崎バス

令和３年度長崎県衛生優良店が決定
□問長崎県西彼保健所　衛生環境課　食品薬務班　☎ 856-0693　　　　　　
長崎県西彼保健所が審査を行い、下記のとおり決定されましたのでお知らせします。

業　種 屋　号 営業者名
飲食店 自家製麺讃岐絢うどん 綾部　隆則

そうざい製造業 岩崎本舗 株式会社岩崎食品
食肉販売業 マックスバリュ長与店 イオン九州株式会社
理容 ヘアスタジオ的野 的野　己典
理容 ビジョン・ヘアー・ワークス 古井　一夫
美容 美容室　英 樋口　歌子

▲長崎バス
　ホームページ
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令和２年度　財務書類の概要
□問 財政課　☎ 801-5783

　財政の全容を正確に把握し、財政の健全化を図る
ため、地方公共団体は総務省通知に基づき民間企業
の手法を応用した財務書類を作成し公表しています。
　このたび、本町において「統一的な基準」により令和
２年度決算における財務書類を作成いたしましたので、
その概要をお知らせします。

貸借対照表

※数値は下記に示す町のすべての会計の合計です。
四捨五入しているため一致しない部分があります。

※財務書類は町ホームページでもご覧いただけます。
　【町政】→【行政・財政】→【財政状況】→【財務書類】

・一般会計
・駐車場事業特別会計
・土地区画整理事業特別会計
・国民健康保険特別会計
・介護保険特別会計 ( 保険事業勘定 )
・介護保険特別会計（サービス事業勘定）
・後期高齢者医療特別会計
・水道事業
・下水道事業

（単位：百万円）
資産の部 負債の部

項目 金額 項目 金額
[1] 固定資産 64,768 [1] 固定負債 21,775
(1) 有形固定資産 60,434 　   ①地方債など 15,537
　   ①事業用資産 19,617 　   ②退職手当引当金 379
　   ②インフラ資産 37,905 　   ③その他 5,859
　   ③物品 2,911 [2] 流動負債 2,255

(2) 無形固定資産 223 　   ① 1 年以内償還
　　　予定地方債など 1,580

(3) 投資その他の資産 4,111 　   ②未払金 159
　   ①投資および出資金 45 　   ③その他 516
　   ②長期延滞債権 193
　   ③基金 3,870
　   ④徴収不能引当金 ▲ 14
　   ⑤その他 17
[2] 流動資産 5,821
　   ①現金預金 4,206
　   ②未収金 82 負債の部合計 24,030
　   ③財政調整基金など 1,500
　   ④徴収不能引当金 ▲ 1 純資産の部
　   ⑤その他 34 純資産の部合計 46,559

資産の部合計 70,589 負債・純資産の部合計 70,589

概要

　令和３年３月31日現在に保有する資産、負債、純資産を表
したものです。町ではこれまでに706億円の資産を形成して
きており、そのうち、純資産である466億円ついては、これま
での世代の負担で支払いが済んでおり、負債である240億円
について、これからの世代が負担していくことになります。

項目の説明

●固定資産
   ・事業用資産…庁舎や学校など
   ・インフラ資産…道路や河川など
   ・物品…器具備品や機械装置など
   ・無形固定資産…ソフトウェアなど
  ・長期延滞債権…回収期限到来後１年を経過した税などの未

収金や貸付金など
   ・基金…特定の目的のために積み立てた資産　
  ・徴収不能引当金…長期延滞債権などに対して徴収不能とみら

れる金額を見積り引当てた金額
●流動資産
  ・未収金…回収期限到来後１年を経過していない税や使用料

など
  ・財政調整基金など…財政調整基金や１年以内に地方債の償還

に充てられる減債基金
●固定負債
  ・地方債など…地方債・借入金残高のうち翌年度償還額を除い

た残高
   ・退職手当引当金…将来の退職者に対し給付すべきこととな

る退職金の引当額
●流動負債
  ・１年以内償還予定地方債など…地方債・借入金残高のうち翌

年度償還予定額
  ・未払金…企業会計団体の財貨または用役の提供を受けたが

支払が済んでいない残高
●純資産…これまでの世代が負担して蓄積された資産

＜財務書類の対象となる会計＞
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行政コスト計算書および純資産変動計算書

資金収支計算書

（単位：百万円）

（単位：百万円）

概要

概要

　「行政コスト計算書」は、１年間の行政運営に係るコスト
のうち、人件費や福祉サービスなど資産形成に結びつかな
い行政サービスに要したコストを表したものです。
　また「純資産変動計算書」は純資産（過去の世代や国・
県が負担した将来返済しなくてよい財産）が年度中にどのよ

　１年間の資金の増減を、「業務活動収支」、「投資活動
収支」、「財務活動収支」に区分し表示したもので、どのよ
うな活動に資金が必要であったかを表したものです。

　令和２年度は５億円の資金が増加しており、期末資金残
高は39億円になりました。
　利払後基礎的財政収支はゼロ以上であれば公債（借金）
に依存しない財政運営が行われたと判断されるものです
が、令和２年度は7億円となっています。

項目 金額
（イ）業務活動収支（④-③+②-①） 1,840
　　　①業務支出 22,622
　　　②業務収入 24,460
　　　③臨時支出 13
　　　④臨時収入 16
（ロ）投資活動収支（②-①） ▲1,156
　　　①投資活動支出 2,823
　　　②投資活動収入 1,667
　　　　利払後基礎的財政収支（イ+ロ） 684
（ハ）財務活動収支（②-①） ▲162
　　　①財務活動支出 1,608
　　　②財務活動収入 1,446
１　本年度資金収支額（イ+ロ+ハ） 522
２　前年度末資金残高 3,351
３　比例連結割合変更に伴う差額 0
４　本年度末資金残高（１+２） 3,872

うに増減したかを表示したものです。
　長与町では行政コストの発生とそれに伴う純資産の変動
との関係性をわかりやすく示すため、行政コスト計算書と純
資産変動計算書を結合した計算書を採用しています。
　令和２年度の行政コストの総額は243億円です。行政サー
ビスの利用に対する対価として町民の皆さんに負担いただ
いた使用料や手数料などの経常収益は18億円になります。
　行政コストの総額から経常収益を引き、これに臨時損失
と利益の差額を加えた純行政コストは226億円で、この不
足分は町税や地方交付税などの一般財源や国・県補助金で
まかなっています。
　純行政コストと財源に資産評価差額、無償所管替等を加
減した本年度純資産変動額は14億円であり、将来返済しな
くてよい財産が増加したことになります。

項目の説明

●経常費用
   ・人件費…職員給与や議員報酬など
  ・物件費…備品や消耗品、施設などの修繕に係る経費や事業

用資産の減価償却費など
   ・その他の業務費用…地方債、関係団体の借入金の償還利子

や徴収不能引当金繰入額など
   ・移転費用…町民への補助金や児童手当などの社会保障費など
●経常収益…公共施設を使用した際に徴収する使用料、証明

書の発行手数料など
●臨時損失…災害復旧事業費、資産の除売却損など臨時に発

生するもの
●臨時利益…資産の売却益など臨時に発生するもの
●財源
   ・税収など…町税や税の交付金、特別会計の保険料などの収入

など
   ・国県など補助金…国や県からの補助金収入
●資産評価差額…有価証券などの評価差額など
●無償所管替など…無償で譲渡または取得した固定資産の評価

項目の説明

●業務支出…行政サービスを行う中で、毎年度継続的に支出
されるもの（人件費、物件費など）

●業務収入…行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入
されるもの（町税、保険料、使用料など）

●臨時支出…行政サービスを行う中で、臨時的に支出される
もの（災害復旧事業費など）

●臨時収入…臨時的に収入されるもの（資産の売却収入など）
●投資活動支出…公共施設や道路整備などの資産形成、投資や

貸付金などの金融資産形成に支出したもの
●投資活動収入…公共施設の資産形成の財源に充てられた補助

金収入、土地などの固定資産の売却収入など
●財務活動支出…地方債や借入金などの元本の償還
●財務活動収入…地方債や借入金の収入

項目 金額
１　経常費用　計（行政コスト総額） 24,321
　　①人件費 2,135
　　②物件費 5,164
　　③その他の業務費用 303
　　④移転費用 16,719
　　　補助金など 7,907
　　　社会保障給付 8,806
　　　他会計への繰出金 0
　　　その他の移転費用 6
２　経常収益 1,789
３　臨時損失 57
４　臨時利益 16

純行政コスト 22,572
５　財源（経常費用－経常収益） 23,910
　　①税収など 10,892
　　②国県など補助金 13,018

本年度差額 1,338
６　資産評価差額 0
７　無償所管替など 70
８　その他の純資産変動額 1

本年度純資産変動額 1,408
前年度純資産変動額 45,151
本年度末純資産残高 46,559
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　４月６日、長崎総領事館第11代目総領事とし
て着任された張

ちょう

大
だい

興
こう

氏が吉田町長を表敬訪問
されました。
　出迎えた吉田町長は「今後益々の友好交流
を深めていきたい。」と歓迎の挨拶を述べまし
た。これに対し、張総領事は「長崎の人々の優
しさを感じている。今後益々の友好交流を深め
ていきましょう。」と、笑顔で述べられ有意義
なひとときを過ごしました。

　３月23日、生活協同組合ララコープと協定を
締結しました。協定内容は、協働による活動を
通して、持続可能な地域社会の実現を目指すと
ともに、町民生活の質の向上を目的とし、「安
心・安全な暮らしの実現」「地域経済活性化」
「未来を担う子どもの育成」「福祉と健康のま
ちづくり」「スポーツ・文化・芸術の振興」など
の項目で連携に取り組むというものです。
　吉田町長は「本町が目指すまちづくりの実現
に向け、大変大きな力となる」と感謝の言葉を
述べました。

－協議体は、地域の支えあいを考え
　実現させることを目的として発足しました－
　3月24日㊍、長与町水道局にて委員会を開催
いたしました。来年度の活動について各委員の
皆さまよりご意見をいただきました。さまざま
なご意見をいただき、地域における支えあいの
仕組みづくり、そして、支えあい活動についての
普及・啓発を中心に取り組む方向性となりまし
た。地域の支えあいの仕組みづくりを実現して
いくために、今後さらに協議を進めていきます。

　３月25日、農業委員会等に関する法律第38
条第１項の規定に基づき、町の農業施策に反
映されるように「農地等利用最適化施策の推
進に関する意見書」を吉田町長に提出いたしま
した。
　この意見書は、農業委員と農地利用最適化
推進委員が日頃の活動のなかで、農家からの
意見や要望をとりまとめたものです。

～これからも友好交流を！～

中華人民共和国駐長崎総領事が表敬訪問

生活協同組合ララコープと包括的

連携に関する協定締結式

支えあい「ながよ」推進協議体　便り

□問 介護保険課　包括支援係　☎801-5822

農地等利用最適化施策の推進に

関する意見書を提出
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　４月14日、アメリカが
2021年６月と９月に実施し
た臨界前核実験に対し、核
実験の中止と核軍縮への取
組を強く求める抗議文を、
駐日アメリカ合衆国大使館
のラーム・エマニュエル特
命全権大使宛に送付しまし
た。また、政府に対しても、
アメリカに対し強く抗議の
意を示すよう、要請文を送
付しました。

長与町・長与町議会

アメリカ合衆国の

臨界前核実験に対し

抗議文を送付しました

　永年に渡る消防団活動へのご功績に対し、
長与町消防団前団長・原田成信さんが受章さ
れました。功労章は、消防に関する表彰とし
ては、最も栄誉あるもののひとつとされてい
ます。
　今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りい
たします。

消防庁長官表彰 功労章

受章おめでとうございます。

▼原田成信さん　 ▼谷川義浩 団長

　４月23日、老人福祉センターで開催し、小学生から高齢者までの
町民および新図書館整備計画検討委員会委員の約30人が参加し
ました。はじめに、「長与町新図書館基本構想（案）」について説明
し、新図書館の基本理念や新図書館の建設予定地が北陽台一丁目
（長崎北徳洲会病院横）であること、令和９年４月に開館予定であ
ることなどを報告しました。
　その後、「どんな図書館を望むか」をテーマに各グループで話し合
い、「落ち着いて過ごせる場所」、「子どもたちが集える場所」、「学
習できる場所」など、様々な意見が出ました。
　今後、参加者からのご意見も参考に、「長与町新図書館基本構想
（案）」を策定していきます。
　また、７月に第２回町民ワークショップを開催予定です。今回、参
加していない方も参加できます。広報ながよなどで募集しますので、
ぜひ参加していただき、一緒に新図書館について語り合いましょう！

第１回

町民ワークショップ

「長与町新図書館づくり意見交換会」

　お誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品
をお贈りしました。
　若いころは看護師をされており、踊りや俳
句がお好きで、昨年の記念植樹の際の作品は
「想定外の長寿に人のなさけしる」です。
　当日は入居の皆さまが集まって、今にも咲き
そうな桜の前でお祝いをされていました。どう
ぞこれからも生き生きと、お元気にお過ごしく
ださい。

百歳の長寿を祝って

― 大正11年３月16日生まれ　冨田　田鶴子様―
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シーボルト校
研究紹介

Vol.16

ネットショッピングの商品比較効率化を図る
最新検索システムに関する研究
情報システム学部　情報セキュリティ学科
チャットウィチェンチャイ・ソムチャイ　教授

　近年、インターネットの普及に伴い、ショッピングサイトやサイト掲載出品数が増加しています。その状況の
中、消費者がショッピングサイトの商品を一括して検索・比較し、欲しい商品の最安値を探すことができる価
格 .com や比較 .com 等の商品比較サイトの重要性がより一層増加しています。しかし、商品比較サイトには次
の 2 つの重大な問題があります。1 つ目は、商品比較サイトに登録されている商品数が一般のショッピングサ
イト（Yahoo！ショッピングや楽天市場等）よりも少ないため、探している商品が見つからない恐れがあるとい
う問題です。2 つ目は、商品比較サイトの商品情報が必ずしも最新ではないという問題です。例えば、販売停止
により一般のショッピングサイトには掲載されなくなった商品が、商品比較サイトには掲載され続けていることが
あります。この 2 つの問題を解決するために、本研究では、商品比較を容易にするインターフェイスを備えた最
新の検索システムの開発を目指しました。

　図 1 は、このシステム動作の流れを示
したものです。ユーザーが商品の検索条
件を指定すると、システムは楽天市場等
のサイト専用のウェブサービスを通じて
サーバーに検索リクエストを送信します。
各サイトのサーバーから商品情報を取得
した後、Excel の表に格納し、図 2 のよ
うに表示します。ユーザーは、データの並
べ替えやフィルタリング等の Excel の標準
機能を使うことで、商品価格やレビュー
評価、送料、獲得予定ポイント等の商品
情報の並べ替えや絞り込みを簡単に行い、
商品を効率よく比較することができます。
ユーザーは購入する商品を決めると、表
内にある商品の写真をクリックして商品の
ウェブページを表示し、購入することがで
きます。商品検索時間の計測実験では、
楽天市場等のショッピングサイトにおい
て、従来のウェブブラウザーを使った検索
時間に比べ、約 70％もの検索時間の短縮
に成功しました。

長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。
すぐ近くの大学でどのような研究が行われている
かをシリーズで紹介していきます。

図1　システム動作の流れ

図2　本システムが表示した商品検索結果の例

出典：2020年度卒業論文 長崎県立大学情報セキュリティ学科（ソムチャイ研究室）板倉大和
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長与町のパワーあふれる活動をご紹介！！

　令和４年度入学式が町内小中学校で行われ、小学生377
人、中学生346人の新一年生が新たな学校生活をスタート
しました。小学校では、名前を呼ばれた子どもたちが元気
よく返事をしていました。中学校では、凛とした空気のな
か緊張した面持ちで式に臨んでいました。期待や希望に子
どもたちの胸が大きく膨らむ学校生活になることを願いま
す。みなさん、ご入学おめでとうございます。

4 7木

土

町内小中学校入学式

　本町の自然を生かした交流人口の拡大を目的として、なが
よグリーン・ツーリズムがスタートしました。
　初回のプログラムとして、岡郷の下岡農場（田中章喜代
表）で親子など14組約50名が玉ネギの収穫を体験しました。
　子どもたちは、初めて畑で見る玉ネギに目を輝かせ、小さ
な手で力いっぱいに引っ張っていました。上手に収穫できる
と、子どもも大人も大喜び。
　収穫後は下岡農場のスタッフが準備したぜんざいを美味し
くいただき、心もお腹も満たされ、大満足の体験会でした。

4 16
ながよ
グリーン・ツーリズム
玉ネギ収穫体験

地 域
町民参加の

JR九州　駅営業時間の変更
□問		JR長崎駅　☎822-0063
○町内の３駅（道ノ尾、高田、長与）の駅係員による
窓口対応時間などが下記のとおり変更となりました。

駅　名 駅係員による
対応時間 備　考

道ノ尾駅 終日不在 無人駅となりました

高田駅 終日不在 無人駅となりました

長与駅 7時30分～12時
改札対応のみ
係員による切符販売
は行いません

〇お身体の不自由なお客様への対応について
車いすをご利用の方や目の不自由な方など、駅係員

によるご案内や乗降のお手伝いが必要な場合は、お手
数ですが下記お問合せ先まで事前にご連絡ください。

浦上駅介助対応スタッフ　☎ 070-1425-8529

・時間帯や区間、予約状況または駅の構造などによっ
てはご希望に添えない場合があります。また、ご乗
車当日のお問合せでも可能な限り対応します。

・長与駅は、左記の駅係員による対応時間内であれば、
長与駅に直接お問合せしていただいて構いません。
（長与駅　☎ 883-2031）ただし、改札業務などで対
応できない場合がありますので、その際はお手数です
が、浦上駅介助対応スタッフにお問合せください。

・高田駅は、駅の構造上、車いすでのご利用ができません。
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