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このたび、株式会社長与管工設備工業所様から、町のた
めに役立ててもらいたいと多額のご寄付をいただきまし
た。寄付金は、ご意向に沿い子育て支援の充実のため有意
義に活用させていただきます。ありがとうございました。

10月11日、長与町、公益社団法人全日本不動産協会長
崎県本部、公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会、およ
び長与町自治会長会との間で協定を締結しました。
協定の内容は、『住宅の販売や仲介および賃貸等の契約
時に、入居世帯に対して自治会への加入案内チラシ等の
配布を行い、自治会への加入を促進する』というものです。

ご寄付をいただきました「自治会加入促進に関する協定」を締結しました

このたび、町内で農業を営む３名の有志の方より、町内
で栽培された新米（30ｋｇ×７袋）を寄贈いただきました。
有志の代表として来庁された井上様からは｢今年は、町の
スマート農業推進事業補助金を活用し、ドローン操縦の
資格を取得することができました。私たちの暮らしや地
域の農業は、町民の皆様の税を元とした町からの支援で
成り立っていると思っています。一農業者としての恩返
しと、今後の農業の発展を願い寄附させて頂きました。来
年も、生産者の方に少しでも賛同頂ければ嬉しく思いま
す。｣と話されました。
寄贈された新米は、県内で作付けが推進されている｢な
つほのか｣で、町内小学校の給食で提供されます。

町が利用されているデイサービスを訪問し、お祝いの
言葉と記念品をお贈りしました。
結婚されるまでは、大阪の軍需工場で働かれていたそ
うです。町の自然がお好きで、今でも毎日自然を眺めら
れています。毎日を大事に過ごしていたら、いつの間に
か100歳になっていたと笑顔で話す出口さん。
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。

お米をご寄贈いただきました百歳の長寿を祝って

大正10年10月６日生まれ　出口　ミカ様
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10月１日に改修工事が完了し、皆さまに利用していただけるようになっています。
今回の工事では、外壁の塗装と内装の改修を行いました。新しくできた多目的ルームは地域の皆さまが集うことがで
きる明るい雰囲気のスペースとなっています。気軽に立ち寄り、出会い、ふれあい、学び合う場としてご利用ください。
公民館の開館時間は午前9時～午後10時です。

▲外観 ▲コミュニティルーム1

▲コミュニティルーム2▲調理スペース

８月９日に役場庁舎会議室で開催された原爆犠牲者の
慰霊と恒久平和を願う「平和のつどい」の様子をYouTube
に掲載しました。
小中学生による千羽鶴の献納、小学生による平和メッ
セージの発信、中学生による平和宣言の朗読などの式典の
様子をご覧ください。

YouTube
「長与町　平和のつどい」で検索！

上長与地区公民館がリニューアルオープン！

長与町平和事業「平和のつどい」を
YouTubeに掲載しました！

問  総務課　☎801-5781

問  生涯学習課社会教育班　☎801-5682　　上長与地区公民館　☎883-7711

宝くじ助成金でレスキューボートを
購入しました

このたび、一般財団法人自治総
合センターが実施する「令和3年
度コミュニティ助成事業」を活用
し、レスキューボートを購入しま
した。この事業は、宝くじの社会
貢献広報事業で、宝くじの受託事
業収入を財源として実施されているものです。
地域防災の要である消防団に水難救助用ボートを配備
することで、地域の安心感に繋がり、救助の迅速化と幅広
い災害対応が可能となります。
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犬・猫の飼い方について考えましょう！
問  住民環境課環境係　☎801-5824

犬や猫は生活に癒しを与えてくれますが、その飼い方が原因でご近所とトラブルになる可能性が
あります。改めて犬や猫の飼い方を考えましょう。

・ 動物を飼うということは、その動物の命を預かるという
ことです。最後まで責任を持ちましょう。
・動物も高齢になると介護が必要になることがあります。
・毎日の餌や健康の管理が必要になります。
・不妊去勢手術などにより、むやみな繁殖を防ぎましょう。

犬・猫を飼っている方、飼おうと思っている方へ

●令和３年度の狂犬病予防注射はお済みですか？
毎年１回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられて
います。未接種の方は、最寄りの動物病院で必ず注射を
受け、住民環境課環境係にて、注射済票の交付手続きを
行ってください。
●放し飼いはやめましょう。
どんなにおとなしい犬でも、犬が苦手な方にとっては
恐怖を与えることになります。
●糞・尿は飼い主の責任です。
散歩は、人にとっても犬にとっても大切なひと時です。
散歩中の糞は必ず持ち帰り、尿にはペットボトルなどで
持参した水をかけておきましょう。
●首輪に鑑札と注射済票をつけましょう。
● 飼い犬が逃げ出したときは、住民環境課環境係に連絡し

てください。

●猫の屋内飼育を心掛けましょう。
屋外飼育の猫は、近所で糞や尿をして、知らないうち
に周りに迷惑をかけています。屋外で飼育することで、
交通事故に遭う、猫同士の喧嘩でケガをする、病気をも
らってしまうなど、猫自身にも危害がおよぶことがあり
ます。
●所有者の氏名・連絡先を明記した名札をつけましょう。

犬について 猫について

町では、住民サービスの向上および事務手続負担軽減
のため約1,600件の手続について、押印・署名の廃止に向
けた見直し作業を進めています。
長与町に提出する各書類は、法律などにより義務とさ
れているものなど、一部の様式を除き、押印・署名が不要
となります。なお、手続の種類によっては、身分証明書の
提示などが必要となることがあります。
個別の見直し状況は、随時町ホームページでお知らせ
いたします。

見直し状況（10月末現在）
【押印】約８割の押印を廃止・廃止予定
【署名】約６割の署名を廃止・廃止予定

令和４年３月末をもって、自治会における年に２回の
粗大ごみの拠点回収（無料）を廃止します。
令和４年４月からは、「戸別有料収集」と「個人でのク
リーンパーク長与への持ち込み」のみとなります。皆さ
まのご理解とご協力をお願いします。

● 何のためにするの？
① リデュース、リユース、リサイクルを促し、ごみの排
出量の抑制につなげることで、ごみを処理するこ
とによる環境への負荷が少なくなります。
② ごみを出す人（受益者本人）が直接費用を負担す
ることになり、ごみ処理の費用が公平に負担され
ます。
③戸別で収集することで、違反ごみがなくなります。
④ 集積場所を管理している自治会役員の負担が軽
減されます。

粗大ごみの出し方に関するお知らせ申請書などへの押印・署名を見直し
問  住民環境課環境係　☎801-5824問  総務課行政係　☎801-5781
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1 自分には、よいところがあると思いますか？

平
均
正
答
率

小：国語
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2 家で自分で計画を立てて勉強をしていますか？
（学校の授業の予習や復習を含む）

小：国語
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3 地域や社会をよくするために何をすべきかを
考えたことがありますか？

小：国語
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※全国平均以上の場合「＋」表示

全国学力・学習状況調査では、
アンケート形式の調査も実施され
ています。各教科の平均正答率と
アンケートの回答結果を組み合わ
せた分析（クロス集計）から次のよ
うなことも見えてきました。

❶のグラフは、「自己肯定感（自
分は価値のある存在であると感じ
ること）」と平均正答率の関係を
あらわしています。自己肯定感が
高い子どもほど平均正答率が高く
なっているのがわかります。「ほめ
て伸ばす」と言うように、日ごろか
ら、学校や家庭、地域での声かけが
大切です。

❷のグラフでは、家で自分で計画
を立てて勉強をしている子どもほ
ど平均正答率が高くなっているの
がわかります。主体的に学習を進
め、さらに学びを深めていくこと
を期待しています。

❸のグラフは、地域や社会への関
心と学力との関係についてあらわ
したものです。
正答率に関わらず、地域との良好
な関係性、地域や社会への関心の
高さがうかがえます。今後も地域
全体で子どもの成長を見守ってい
きたいものです。

家庭教育10か条
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各教科の平均正答率と本町の状況

平均正答率と児童生徒質問紙調査のクロス集計から

がんばっています！長与町の子どもたち

令和３年度　長与町小・中学生の全国学力・学習状況調査の結果概要

５月27日に、全国の小学６年生・中学３年生を対象とした『全国学力・学習状況調査』が実施されました。その結果の
概要をお知らせします。長与町の子どもたちの平均正答率は、すべての実施教科で県平均・全国平均を上回っており、
県内トップクラスの学力を維持しています。

平均正答率
（％）

小　学　校 中　学　校
長崎県 全国 本町の状況※ 長崎県 全国 本町の状況※

国　　　　語 63 64.7 ＋ 63 64.6 ＋

算 数・数 学 68 70.2 ＋ 56 57.2 ＋
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※申請時に住民環境課窓口で本人確認を行えば、本人限定受取郵便でマイナンバーカードの受取ができます。
　必要書類など、詳しくはお問い合わせください。
※平成27年10月５日以降に氏名変更・住所変更などがあった場合には最新の交付申請書が必要な場合があります。
　詳しくはお問い合わせください。
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■カード申請方法

申請から1か月～2か月程度でマイナンバーカードが出来上がります。役場より『個人番号
カード交付のご案内』を送付いたします。ご案内に記載のある必要書類を確認のうえ、申請
者ご本人さまが役場へ来庁してください。

マイナンバーカードを持っていると、公的な身分証明書として利用できるだけでなく、コンビニ交付サービス、確定申
告時のe-tax(電子申告)および健康保険証などで活用することができます。

期間中にカードを申請頂いた方、先着200名様に期間限定でファイルをプレゼントします！
また、カード受取時にマイナンバーなどが隠れるようになる専用のケースに入れてお渡しします。
この機会にマイナンバーカードを作りませんか？

※ QRコード付申請書を用いて、ご自身で申請された方は、カード受取時に申請時に受け取ったメール画面をご提示ください。

ドラえもんファイル ドラえもん専用ケース

マイナンバーカード取得促進キャンペーンを行います！
期間：11月1日㊏から12月31日㊎まで

11月28日㊐も申請
受付してるよ♪
詳しくは、P33を
見てね!!

問  住民環境課住民係　☎801-5825
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ふるさと納税（寄付金）制度により長与町へ寄付をい
ただいた町外にお住まいの方に対し、お礼の意味を込め
て商品やサービスを進呈することにより、町の魅力発信、
地元特産品のPR並びに販路拡大による地域経済の活性
化を図るため、寄付者への返礼品提供にご協力をいただ
ける事業者を募集します。

長崎本線（長与経由）の喜々津～長与間において、線路の保守工事を実施することに伴い、９時台～15時台の時間帯
の列車を運休いたします。工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、お客さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

運転区間 運休区間 運転区間
発　駅 行　先 喜々津 東　園 大　草 本川内 長　与 発　駅 行　先
佐世保
8:27 発

喜々津
9:58 着 9:58 発 10:04 10:08 10:15 10:18 着 長　与

10:19 発
長　崎
10:36 着

竹　松
11:45 発

喜々津
12:16 着 12:16 発 12:21 12:26 12:32 12:35 着 長　与

12:38 発
長　崎
12:57 着

― ― 13:10 発 13:16 13:20 13:27 13:30 着 長　与
13:38 発

長　崎
13:56 着

竹　松
13:47 発

喜々津
14:22 着 14:23 発 14:28 14:33 14:39 14:43 着 長　与

14:43 発
長　崎
15:00 着

運転区間 運休区間 運転区間
発　駅 行　先 長　与 本川内 大　草 東　園 喜々津 発　駅 行　先
長　崎
11:11 発

長　与
11:27 着 11:28 発 11:32 11:38 11:43 11:48 着 喜々津

11:49 発
竹　松
12:31 着

長　崎
12:12 発

長　与
12:29 着 12:36 発 12:40 12:46 12:51 12:56 着 ― ―

長　崎
13:12 発

長　与
13:28 着 13:31 発 13:35 13:41 13:46 13:51 着 喜々津

13:51 発
竹　松
14:30 着

長　崎
15:09 発

長　与
15:25 着 15:26 発 15:30 15:36 15:42 15:47 着 喜々津

15:47 発
竹　松
16:31 着

【下り】　〈喜々津→長与方面〉

【上り】　〈長与→喜々津方面〉

※長与～長崎間、諫早～喜々津間および長崎本線（市布経由）、大村線は通常運転を行います。
※運休区間におけるバスおよびタクシーによる代行輸送は実施いたしませんので、あらかじめご了承ください。

返礼品の要件

返礼品は、地場産品基準に適している必要があります。
地場産品とは、「自治体の区域内で生産・加工または提
供されるサービス」とされています。
例外的に「町内産の材料を使い、町外で作られた商品」
も含まれます。

ふるさと納税返礼品を募集します！

長崎本線（長与経由）の保守工事に伴う列車の運休について

問  産業振興課　☎801-5836

運休区間

運休する列車

期　　日

長崎本線（長与経由）の喜々津～長与間 

９時台～15 時台の次の列車（８本）の喜々津～長与間を運休いたします。 

2021年11月16日㊋～18日㊍
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■町長と語り合う「ほっとミーティング」を行っています

■まちづくりに関する皆さまのご意見をお待ちしています

あなたの声を町長に届けませんか

第17回　NCCふるさとCM大賞作品募集!!

　町長が地域に出向いて、住民の皆さまといっしょに語り合う場です。
長与町をより良くするためのまちづくりのアイデアなど、町長といっ
しょに語り合ってみませんか。

　皆さまの建設的なご意見・ご提案を募集しています。町政について日頃思っていることや疑問に感じていること
など、率直なご意見をお待ちしています。
※いただいたご意見に対しては責任を持って回答させていただきます。
　 連絡先のご記入がない場合、回答を差し上げることができませんので、必ずお名前とご連絡先のご記入をお願いいたします。連絡先
は、回答および内容確認の目的以外には使用いたしません。

● まちづくり提案箱設置場所（７施設）
　長与町役場１階、長与町公民館、上長与地区公民館、ふれあいセンター、
　長与北部地区多目的研修集会施設、長与南交流センター、高田地区公民館

自治会、コミュニティなど、町民で構成している各種団体・グループ
例）老人会、大学生のサークル、商工会青年部 など
随時受付中。まずはお気軽にお問い合わせください。

長崎のふるさと紹介、地域の紹介（観光、歴史、自然、物産、人物など）を表現したもの
 作品秒数  30秒
 作品企画  ビデオやデジカメで撮影し、音声、文字スーパー、BGMなどを編集したもの

詳しくはこちら

過去のCM
大賞作品を
動画で配信中！無料

令和４年１月７日㊎ 必着

まちづくり提案箱　令和３年度上半期　投函数：９件（役場受付日で区分）

問  秘書広報課　☎801-5780申・

問  NCC長崎文化放送「ふるさとＣＭ大賞」事務局　〒852-8527 長崎市茂里町３番２号　　
☎843-7000（平日10時～ 17時30分）　 FAX 843-8433

申・

ほっとミーティング

まちづくり提案箱

対

内

料
〆

申
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シーボルト校　研究紹介 Vol.10
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。

小林信博　教授

つながる世界の安全・安心の確保に
向けたセキュリティの研究

－情報システム学部　情報セキュリティ学科－

https://sun.ac.jp/researchinfo/koba-nobu/
小林信博　教授紹介ページ

▲

モノのインターネット（IoT）

私たちの生活のなかで、スマホやパソコンをインター
ネットにつなげて様々なサービスを利用することが、日
常的になってきました。この便利なインターネットに、こ
れまではつながっていなかった機器や装置を新たにつな
げて利活用する考え方が、モノのインターネットと呼ば
れるIoT（Internet of Things）です。一部では、帰宅前
にスマホからONにできるエアコンなどのIoT家電が登
場していますが、今後はこのIoTを、社会全般で広く活用
していくことが計画されています。

Society 5.0 と制御システムセキュリティ

我が国では、第６期科学技術・イノベーション基本計画
において、目指すべき社会の姿として『Society 5.0』を掲
げています。このSociety 5.0 は、「サイバー空間とフィジ
カル空間（現実世界）を高度に融合させたシステムによ
り、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心
の社会」と定義されており、その一例として、現実世界の
センサーから IoTを通じてあらゆる情報が集積（ビッグ
データ）され、人工知能（AI）がビッグデータを解析し、高
付加価値な情報、提案、機器の制御などを再び現実世界
に戻すことが示されています。
一方で、悪意によるサイバー攻撃を受けた場合に、
現実社会にもたらされる被害が増大し、深刻な影響を及
ぼすことが懸念され、Society 5.0の実現のためには、
IoTを利用した制御システムにおけるセキュリティの確
保が重要となります。
私の研究室では、IoT制御システムの弱点となる脆弱
性を発見し、そのセキュリティ対策を確立するための研
究に取り組んでいます。

長与町のIoT実証実験

2021年5月19日に広報発表のとおり、長与町、長崎
県立大学、株式会社ラックの三者は、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。生活空間におけるICTの利活用や、情報セキュリティ
上の可用性を確認するための実証試験を推進すること
で、地域課題の解決を行うことが目的です。長与町にお
いて、検証のために河川監視等各種センサーの設置な
どを行い、データの収集を開始しました。この検証結果
は、地域の活性化と、未来の街づくりの安全・安心の確保
に向けて活用していく予定です。

図１　長与町役場屋上の雨量センサー

雨量・気圧・湿度などを
計測しているよ！
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地域POWER町民参加の

第32回長与町交通安全ゲートボール大会

　ふれあい広場で開催され、町内の９つのクラブの約40人
が参加しました。
　開会式では、町ゲートボール協会の森山泰夫会長が交通
マナーアップ宣言を行い、交通事故を起こさない・遭わない
ことを誓いました。

　優勝は「三彩会」でした。主将の山口さんは「予選で調子
が悪かったので、優勝できるとは思っていませんでしたが、
助っ人の好調と運が絡み勝つことができました。ゲートボー
ルを通じて健康づくりと親睦・交流を深めて、いつまでも元
気で過ごしていきたいです。」と述べられていました。

9
27
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戦争の悲惨さと平和への思いを後世へ　―長与町殉国者追悼式－

10月23日、町民文化ホールにて、新型コロナウイルス
感染症拡大防止に配慮し、式典の規模・内容を縮小して
行われました。遺族の方々など約70人が参列し、式典中

には、参列者による献花、黙祷などが行われ、戦争犠牲
者への追悼の意を捧げるとともに、戦争の悲惨さと平和
の尊さを心に刻み、後世へ繋いでいくことを誓いました。


