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東京2020オリンピック聖火リレーが
開催されました

５月８日土曜日、東京2020オリンピック聖火リレーが開催されました。
中尾城公園第１駐車場で出発式が行われ、第１区間走者である長崎北
陽台高校ラグビー部を代表して、川久保瑛斗さんが意気込みを語りました。
出発式終了後、ランナーは９時に同会場をスタートし、定林橋付近の

ゴールまでの10区間を沿道の声援を受けながら、笑顔で駆け抜けました。
長与町で聖火をつないでいただいたランナーの皆さま大変お疲れさ

までした！

町よりご本人様のもとへ訪問し、お祝いの言葉と記念品
をお贈りしました。
長寿の秘訣は何でも食べることで、100歳のお祝いを、
利用しているデイサービスでしてもらうことを目標にして
いたと笑顔で話されていました。
瀬戸口さん、どうぞこれからもいきいきとお元気でお過ご
しください。

昨年度、株式会社長与管工設備工業所様よりいただいた
寄付金を活用し、上長与児童館へ屋外遊具を設置しました。
また、町内各児童館の遊具を整備させていただきました。こ
れからも児童館の機能の更なる発展を図ります。誠にあり
がとうございました。

百歳の長寿を祝って 寄付金を活用させていただきました

大正10年４月25日生まれ　瀬戸口　タメ様

聖火リレーの写真はこちら

▲



Nagayoの情報通 TOPICS
and
NEWS Nagayoの情報通 TOPICS

and
NEWS

2021年 6月号　No.783　広 報  な が よ10

おめでとうございます　春の叙勲

春の叙勲の受章者が決まり、長与町からは５人の方が受章されました。誠におめでとうございます。
それぞれの分野における、永年のご苦労に対し、心から敬意を表しますとともに、今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りいた
します。

この度は瑞宝小綬章を賜る光栄に俗し、ありがたく、大変身が引き締まる思いです。
私は大学卒業以来、国家公務員として永年海上勤務に従事してきました。水産庁の漁業調
査乗組員として、東シナ海、日本近海はもとより太平洋の北はベーリング海やオホーツク海、
南はペルー沖、南極海までのほぼ全海域で、水産生物の採集や生物資源調査、海洋観測などに
従事してきました。冬の北太平洋やベーリング海での大時化、日本近海の台風やニュージー
ランド南緯50度海域での高さ20ｍを越える滝のような大波など自然の猛威の中での航行や
調査活動はいつも危険と表裏一体で、肝を冷やしたことも多々ありましたが、在職中は大過
なく職務を遂行できたことを幸いに思います。定年前９年間、３隻の船長を務め、安全運航と
調査成果達成など責任者として多くの苦労を経験しましたが、大自然と関わり、貴重な体験
ができ、また国内外の多くの場所に寄港し、数多くの経験
や知識を得ることができました。
退職して12年が経ち、現在は健康に留意しながら、陸
の生活を楽しんでいます。
今回の春の叙勲受章に際し、これまでお世話になり、支
えていただいた多くの方々に深く感謝申し上げます。

この度の受章は夢にも思っていませんでしたが、多くの方にお祝いのメッセージや花束な
どをいただき、少しずつ実感が湧いてきました。これまで私を支えてくださった方々に心か
ら感謝いたします。
百合野団地の中の小さな郵便局ですが、全国24,000局のネットワークの１郵便局として、
また地元に密着し気軽に利用できる郵便局として、その思いを常に念頭におきながら日々取
り組んできました。
長崎県の南部地区で構成する約140局の局長会の副会長として営業推進などの激励で巡回
し、多くの局長、職員さんたちと対話でき、多忙の中にも充実した日々を過ごしたことが懐か
しく思い出されます。
現在、百合野自治会の会長を仰せつかっていますが、今後も何らかのかたちで地元の発展
に微力ながら貢献していきたいと思っています。

この度の受章は身に余る光栄です。家族はもとよりなき両親が一番喜んでいると思います。
周囲には公職に就いた方が多く、母親の願いで警察官となりました。厳しい世界で、嫌な時と
か迷いもありましたが、使命感のもと治安維持一筋で勤めてまいりました。警察人生の中で
特に思い出に残っていることは、迷宮入りとも言われた死亡重大ひき逃げ事件を気が遠くな
るような車低部の科学的捜査により解決でき、その捜査手法が全国的にも注目を浴び、その
後の捜査手法の一つとして貢献できたことを誇りに思っています。7.23長崎大水害では、
濁流の中、夜間での救助活動でした。恐怖の中命を懸けたことを思いだします。
これからもこの章に恥じないよう精進し、残りの人生を楽しく健康で、出来れば生涯現役
でいたいと思っています。

築山 一雄さん
（吉無田郷）72歳
元水産庁開洋丸船長

横山 眞さん（高田郷）71歳
元日本郵政公社職員

近藤 和昭さん（まなび野）72歳
元県警部

受章にあたって　～これまでの歩み～

瑞宝小綬章

瑞宝双光章

瑞宝双光章



Nagayoの情報通 TOPICS
and
NEWS

広 報  な が よ　No.783　2021年 6月号 11

問  政策企画課　☎801–5661
長与町公衆Wi-Fiの開始について図書を寄贈いただきました

町内２か所の公共施設で、公衆Wi-Fi（公衆無線LAN）を
ご利用いただけるようになりました。

①長与町役場玄関ロビー　②長与町図書館２階

「ご利用いただける場所」にチラシを掲載しています。
お手持ちの端末の設定画面を開き、チラシ掲示の「SSID」
「パスワード」により接続し、画面に表示される利用規約に
同意のうえ、ご利用ください。

ご利用いただける場所

接続方法

有限会社四季工房様より、町内小学校５校に図書を寄贈
いただきました。
寄贈された図書に、子どもたちはとても喜んでいました。
誠にありがとうございました。

電波ミックン

問  政策企画課　☎801–5661

この度は私にとって栄えある春の叙勲の褒章を受章することになり誠に光栄の至りでご
ざいます。
消防関係者皆様方の温かいご指導ご支援ご協力の賜と心より感謝申し上げます。
私は、昭和48年３月１日付で長与町消防団第１分団に入団し、20年１か月消防活動に
携わってきました。平成５年４月１日より副団長として拝命を受け、平成16年３月31日まで
副団長として職務に精励することが出来ました。
これまで消防活動で培った経験や知識を活かし、今後は地域の防火防災のために微力です
が、恩返しが出来ればと思っています。
結びに長与町の今後の限りないご発展を祈念申し上げますとともに長与町消防団の更なる
ご隆盛と住民の皆さま方の益々のご健勝、ご多幸を祈念申し上げ、お礼のことばといたし
ます。

瑞宝単光章　警察功労　草野　俊昭さん（丸田谷）72歳　元警部補　におかれましても、警察職員としての
長年の活動が評価され受章されました。

開 弘光さん（岡郷）73歳
元長与町消防団副団長

瑞宝単光章

４月１日、株式会社ラックおよび長崎県立大学と協定を締結しました。
この実証試験は、町内に河川監視等各種センサーを設置し、当該機器の状態およびデータの取得による、情報セキュリティに
かかる検証、情報機器の活用可能性検討、産業・雇用創造の検証を目的としています。
また、情報セキュリティの観点から長崎県立大学と連携を図るなど、三者が相互に連携・協力することとしており、令和３年度末
まで実施されます。

「IoTセンサーネットワークにかかる実証試験に関する協定」を締結しました！
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第５次行政改革大綱を策定しました

4月28日　委員長から答申書を受ける町長

リフォーム費用助成の対象 リフォーム費用助成の対象外
増築 · 改築工事 新築工事
屋根の葦き替え · 塗装 · 防水工事 店舗内のクリーニング · 排水管工事
外壁の張り替え · 塗装 解体のみ（補助対象工事にかかる撤去などを除く）
天井 · 壁 · 床の張り替え · 塗装 耐震改修工事
サッシ · ガラスの取り替え 公共工事の施工に伴う補償工事
扉などの取り替え カーテン布の取り付け · 取り替え
間取りの変更 · 改修 設備などの購入費
基礎 · 土台の補強 · 修繕 · 取り替え 太陽光発電設備設置
門扉 · 塀などの外構のリフォーム工事 下水道接続工事
その他、営業に用いている部分の工事 その他、営業に用いていない部分の工事
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本町はこれまで、簡素で効率的な行政運営を目指し、各種の行政改革に積極的に取り組んできました。これからも人口減少
や少子高齢化をはじめとする社会情勢の大きな変化や多様化・複雑化する行政ニーズに対応し、健全な財政運営を維持するため
に、継続して行政改革へ取り組んでいく必要があります。
このようなことから、現行の行政改革大綱の見直しを行い、新たな大綱案について長与町行政改革推進委員会でご審議いただ
き、同委員会から答申を受けました。
この答申を踏まえ、「第５次長与町行政改革大綱」を策定しました。大綱の主な取組項目は次のとおりです。

(1)公共私の連携・協働
 ・地域協働の推進
 ・積極的な情報発信
 ・広域連携の推進
(2)事務事業の見直し
 ・公共サービスの見直し
 ・ＩＣＴの推進
 ・官民連携手法（ＰＰＰ）導入の検討
(3)人材育成の推進及び職場環境の整備
 ・人材育成の推進
 ・適正な人事評価の運用
 ・働きやすい職場環境の整備

(4)財政の健全化
 ・財政の健全性の維持
 ・補助金等の整理合理化
 ・地方公会計改革への取組
 ・地方公営企業の経営健全化
 ・地方公社の経営健全性の堅持
 ・公共施設の適正な維持管理
(5)組織機構の見直し
 ・行政ニーズに対して的確に対応できる
   組織編制
(6)定員管理及び給与の適正化
 ・定員管理の適正化
 ・給与の適正化

地域経済の活性化および町内事業者の経営改善を目的として、
町内の店舗リフォーム工事費用の一部を助成します。申・問  産業振興課　☎801–5836

対 象 者
町内にリフォームを行う店舗を所有しており、町内に居住している人。
※店舗を借りている場合は所有者の承諾が必要です。　※町内業者への発注に限ります。

補助金額 対象工事の 20％（上限 30 万円） ※助成は同一の方、同一店舗につき 1 回

申請期間 ６月１日 ㊋～　※予算がなくなり次第終了

申請方法 必要書類を産業振興課窓口に提出（郵送、電子メールなどでの提出不可）

必要書類
①補助金交付申請書（産業振興課窓口または町ホームページで入手可） 
②工事見積書の写し（内訳明細の明記が必要）③建物全体およびリフォームする箇所の写真
④町税の滞納がない証明書　⑤そのほか必要な書類　

注意事項

町外の事業者が施工した場合や助成金の交付が決定する前に着工した場合には、助成金は交付さ
れません。また令和４年３月末までに工事完了する必要があります。
本年度はコロナウイルス感染症予防のための設置工事費を伴う備品も補助対象に含まれます。

（例）空気清浄機能付きエアコン、非接触型トイレなど
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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。

シーボルト校　研究紹介

平岡　透　教授

ノンフォトリアリスティックレンダリングに
関する研究

－情報システム学部　情報システム学科－

近年、コンピュータグラフィックス（CG）の分野
において、ノンフォトリアリスティックレンダリング
（NPR）という技術が注目されています。一般的な
CGでは、コンピュータ上で仮想のものを作成して、現
実世界のものにどれだけ近づけるかということが行
われます。一方、NPRは、現実世界をコピーしたもの
から、非写実的な画像を生成します。例えば、NPRを
用いると、デジタルカメラで撮影した写真画像から、
油絵や水彩画、鉛筆画、砂絵などのアート表現の画
像に自動的に変換してくれます。このようなNPRは、
パーソナルコンピュータやスマートフォンのアプリ
ケーションとしても数多く出回っています。
私の行っている研究は、写真画像や動画、三次元

データをこれまでにない表現の非写実的な画像に

変換するNPRのアルゴリズムを開発することです。

例えば、これまでにないNPRの表現として、自然界や
人間社会にある模様を模倣したモアレ画像や迷路画
像、反応拡散模様画像などのようなアート表現、さま
ざまな視覚効果をもたらすオプアートなどがありま
す。特に、反応拡散模様画像はヒョウやキリン、シマウ
マなどの模様を表現したもので、反応拡散模様を生
成する研究はScienceやNatureのような世界的に一
流の科学雑誌にも取り上げられ、世界的にホットな
研究分野となっています。反応拡散模様は、簡単な数
式の繰り返し計算によって生成することができます。
図1は、私が作成したセル風画像でして、写真画像
上に細胞膜と細胞壁からなるセル（細胞）を自動的に

配置したものになります。セル風画像は、図2に示すよ
うなアルゴリズムによって生成されます。このアルゴリ
ズムはとてもシンプルでして、同様に私がこれまでに
開発したアルゴリズムも簡単な数式からさまざまな
模様を生成できます。現在は、さらに研究を推し進め、
NPRによって生成されたさまざまな非写実的な画像

を人がどのように認知しているかという問題にもチャ

レンジしています。

Vol.5

図1　セル風画像

図2　セル風画像生成のアルゴリズム

写真画像

セル風画像

Step 1：写真画像からの距離画像の計算

Step 2：逆アイリスフィルタを用いた計算


