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長与町は、昭和44年1月1日に村から町へと移行し、平成31年1月1日で町制施行50周

年を迎えました。この節目の年を記念して、町制施行50周年記念事業を実施しました

ので報告いたします。 

 

Ⅰ 長与町町制施行50周年記念事業の概要 

１ 趣旨 

平成31年1月1日に町制施行50周年という節目の年を迎えるにあたり、町民に改めて

町への誇りや愛着を深めてもらい、「住みたい、住み続けたい、住んでよかった」と

思える長与町の実現に向かって前進する年とするため、下記の基本方針のもと、記念

事業を実施する。 

 

２ 基本方針 

（１）これまでの町制50年の歴史を現代に受け継ぎ、未来へつなぐことができるよう

な事業を行う。 

（２）50周年記念事業として、より郷土愛を育み記憶に残るような事業を行う。 

（３）町全体の50周年に対する気運が高まるよう、町民の参加を促すとともに、町民

が主体的に実施する取組を推進する。 

 

３ 実施期間 

平成31年1月1日～令和元年12月31日 

（ただし、周知事業や募集が必要な事業、また、平成30年中の実施が決定した事業

については、平成30年中に実施。） 
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４ 事業の種別及び内容 

 

種別 内容 

募集・周知事業 
町制施行50周年を町内外にＰＲ及び周知するために実施する事

業。 

町主催事業 

（記念事業） 

町制施行50周年を記念して主に町が主催して実施する事業。 

町民等主催事業 

町制施行50周年を記念して主に町民が主催して実施する事業。 

・町民自主企画事業･･･町内の団体及び法人等が自主的に企画し

取り組む事業について、町が補助金を交

付し、町民が主体となって実施する事業 

・協賛事業･･･町内の団体及び法人等が主催する事業に「町制施

行50周年記念協賛事業」の冠を使用し、50周年記

念のPR及び機運の醸成を図る事業 

 

 

Ⅱ 長与町町制施行50周年記念事業の推進体制 

町制施行50周年を記念する事業を町民との協働により推進していくために、町内各

団体の代表者等で構成する「長与町町制施行50周年記念事業実行委員会」を中心とし

て、住民の方の意見を取り入れながら事業を実施しました。 

＜組織体制＞ 

 

 

 

長与町町制施行 50周年記念事業 
実行委員会 

（平成 30年 3月～） 

長与町町制施行 50周年記念事業 
推進本部 

（平成 30年 3月～） 

記念事業主体（所管課） 

長与町町制施行 50周年記念事業 
検討委員会 

（平成 29年 6月～） 

記念事業主体（所管課） 

記念事業案の提示 

・事業の提案 

 

・意見提言 
・事業の決定 

・事業進捗報告 
・事業案に対する意見報告 ・事業進捗確認・報告 
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１ 長与町町制施行50周年記念事業検討委員会（平成29年6月1日設置、委員22名） 

記念事業について広く検討を行うため、庁内組織として設置し、記念事業案の検討

を行いました。 

時期 主な内容 

平成29年6月19日 第1回検討委員会 

運営体制、50周年記念事業計画と事業の募集について 

平成29年10月11日 第2回検討委員会 

記念事業募集結果、実行委員会（仮称）の設立について 

平成29年12月26日 第3回検討委員会 

記念事業の検討結果、実行委員会（仮称）等の設置について 

 

２ 長与町町制施行50周年記念事業実行委員会（平成30年3月1日設置、委員18名） 

町長を委員長とし、町内各団体の代表者及び庁内代表者で構成された組織で、町民

と町との協働のもと、記念事業の決定、募集事業の審査・決定、記念事業の進捗確認

等を行いました。 

時期 主な内容 

平成30年3月29日 第1回実行委員会 

記念事業実施計画の承認、各種募集事業の承認 

平成30年7月26日 第2回実行委員会 

記念事業進捗状況の確認、ロゴマーク及びキャッチフレーズ

の受賞作品の決定 

平成30年10月16日 第3回実行委員会 

記念事業進捗状況の確認、新規提案事業の承認、町民自主企

画事業補助金にかかる申請事業の決定 

平成30年12月25日 第4回実行委員会 

記念事業進捗状況の確認、新規提案事業の承認、「標語」及

び「50年後の長与町未来予想図」の受賞及び入選作品の決定 
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時期 主な内容 

平成31年3月25日 第5回実行委員会 

記念事業進捗状況の確認、事業の実施報告、新規提案事業の

承認、町民自主企画事業補助金【再募集】にかかる申請事業の

決定 

令和元年7月29日 第6回実行委員会 

記念事業進捗状況の確認、事業の実施報告 

令和2年2月21日 第7回実行委員会 

記念事業実績報告 

 

３ 長与町町制施行50周年記念事業推進本部（平成30年3月1日設置、本部員10名） 

記念事業を円滑に進めるため庁内組織として設置。事業等の進捗を管理し、実行委

員会と事業実施所管課との調整を行いながら、記念事業を推進しました。 

時期 主な内容 

平成30年4月20日 第1回推進本部会議 

記念事業実施計画書、推進本部の役割について 

平成30年6月28日 書面会議 

ロゴマーク及びキャッチフレーズの受賞作品選考に伴う第1次

選考通過作品の承認 

平成31年4月25日 第2回推進本部会議 

記念事業の進捗、推進本部の役割及び事業の進め方について 

令和2年2月17日 第3回推進本部会議 

記念事業実績報告について 

 

４ 事務局（政策企画課） 

実行委員会及び推進本部との調整等、記念事業の総括を行いました。 

 

 

 



Ⅲ　長与町町制施行５０周年記念事業一覧

１　募集・周知事業
№

1

2

3

4

5

6

7

8

２　記念事業（町主催事業）
【平成30年度実施】

№ 実施日 実施場所

9 平成30年12月 ―

10
平成31年1月号～
令和元年12月号

―

11 平成31年1月13日 中尾城公園

12 1月20日 総合公園運動公園広場

13 2月2日 長与町民文化ホール

14 3月9日 長与町民文化ホール

15 3月10日 長与町民体育館前広場

16 3月10日 長与シーサイドパーク

17 3月15日・16日
長与町民体育館・長与町民
文化ホール

18 3月 ―

【令和元年度実施】

№ 実施日 実施場所

19 4月13日 中尾城公園

20 5月～8月 長与町役場他

21 7月12日 長与町民文化ホール

22 8月4日 長与町民文化ホール

23 8月18日 総合公園ふれあい広場

24 9月8日 総合公園ふれあい広場他

25 10月13日 総合公園運動公園広場

26 10月16日発行 ―

27 10月27日
長与町ふれあいセンター・
健康センター

28 11月3日 長与町民文化ホール

29 11月3日 長与小学校体育館

30 11月3日～11月17日 長与町民文化ホール他

平成30年9月20日公開

平成30年10月7日

平成30年12月～令和元年12月

随時

実施期間

平成30年4月20日～平成30年6月20日

募集　平成30年6月22日～
掲載　平成30年9月23日～平成30年12月31日

平成30年7月～平成30年8月

平成30年9月5日～平成30年11月30日

長与の歴史展

さだまさしトーク＆ライブ

平和コンサートinながよ　Vol.20

第49回町民体育祭

第14回健康まつり

「ふるさと今昔ものがたり　長与町まるわかり本」発行

第39回長与川まつり

第65回町民ソフトボール大会

町制施行50周年記念式典

第8回郷土芸能大会

第56回町民文化祭

第22回「みどりの月間」記念植樹祭

「長与町の昔の写真」募集

50周年記念特設ホームページ作成

町民体育祭（プレイベント）

各種周知事業

のぼり旗作成・掲示

「ウォーキングガイド」作成

事業名

記念グッズの作成

広報ながよ50周年記念特集

記念植樹式

第43回ロードレース大会

事業名

50周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズ募集

カウントダウン写真募集・掲載

標語・50年後の長与町未来予想図（絵画）募集

事業名

長与町健康宣言・健康セミナー

三遊亭小遊三・栁亭市馬二人会

第43回ながよヘルシーウォーキング大会　（雨天中止）

第6回長与シーサイドマルシェ　（雨天中止）

ソフトボール教室・スポーツ講演会

5



№ 実施日 実施場所

31 11月3日発行 ―

32 11月3日発行 ―

33 町青少年健全育成町民のつどい 11月23日 長与町民文化ホール

34 12月1日
長与町民体育館・総合公園
運動公園広場

35 令和2年2月16日 長与町民文化ホール

３　町民等主催事業

（１）長与町町制施行５０周年記念町民自主企画事業
№ 事業名 団体名 実施日 実施場所

1 長与バスケットボールまつり
長与町バスケットボール
協会

平成31年
3月2日～3月3日

長与町民体育館

2 第9回スプリングコンサート
「平和コンサートinなが
よ」ジュネス弦楽アンサ
ンブル

3月21日 長与町民文化ホール

3 バウンドテニス親睦大会
長与町バウンドテニス協
会

令和元年6月23日 長与町民体育館

4
第1回長与アクアスロン大会
長崎県アクアスロン選手権大会

長与町トライアスロン協
会

8月11日
長与シーサイドパーク多目
的広場、長与港他

5
西高田敬老会（長与町町制施行50
周年記念歌謡ショー）

西高田自治会 9月16日 西高田自主防災センター

6
コミュニティフェスタｉｎ高田
（運動会）

高田地区コミュニティ活
動推進会議

10月20日 高田中学校グラウンド

7
長与ニュータウンビンゴゲーム大
会

長与ニュータウン仲よし
サロン

11月17日
長与ニュータウン防災セン
ター

8
長与プラーム混声合唱団創立25周
年記念演奏会

長与プラーム混声合唱団 11月24日 長与町民文化ホール

（２）長与町町制施行５０周年記念協賛事業
№ 事業名 団体名 実施日 実施場所

1
長与町国際交流協会設立20周年記
念事業「渡部陽一氏 講演会」

長与町国際交流協会 平成31年1月27日 長与町民文化ホール

2 写真に関するシンポジウーム2018 三彩写真会 2月10日 長崎県立大学シーボルト校

3 体感型防災アトラクション
長与町自主防災組織連絡
協議会

2月24日 長与町民体育館

4

世界文化遺産「長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産」に纏わ
る「長崎・潜伏キリシタン祈りの
里」の写真展

（一社）イケベンフォト
ミュージアム

令和元年
5月11日～5月24日

長与駅コミュニティホール

5 第29回健康ふれあい大会 長与町老人クラブ連合会 5月29日 長与町民体育館

6 第42回長与町文化協会発表大会 長与町文化協会 6月9日～6月16日 長与町民文化ホール他

7
17周年記念・三彩写真会作品発表
写真展

三彩写真会 7月9日～7月14日 長崎県美術館

8 第2回長与町老人クラブ大会 長与町老人クラブ連合会 7月10日 長与町老人福祉センター

9 第35回長与町ペーロン大会 長与町ペーロン保存会 8月4日 長与港

10
ノーベル平和賞の受賞メダル及び
賞状（公式レプリカ）の展示

ICANサポート・ナガサキ 8月19日 長与町役場

11
長与町レクリエーションボッチャ
協会設立記念　第1回長与町レク
リエーションボッチャまつり

長与町レクリエーション
ボッチャ協会

12月1日 長与町公民館

「出張！なんでも鑑定団in長与」
（当初開催予定日9月22日　台風接近のため、延期開催）

町制施行50周年記念動画「笑顔の実る町」作成

SOMPOボールゲームフェスタ

町制施行50周年記念誌「きせき」発行

事業名
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Ⅳ 長与町町制施行50周年記念事業実施内容  

 

 １ 募集・周知事業  

 

 

 

 

 

 

 

すこやかな 未来をはぐくむ 長与町  
 

 

 

 

  



 



５０周年記念ロゴマーク

５０周年記念キャッチフレーズ

すこやかな　未来をはぐくむ　長与町

事業区分 募集・周知事業 実施主体 長与町政策企画課

長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№ 1 事業名 ５０周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズ募集

趣旨・目的

町制施行５０周年を町内外に広くＰＲするとともに、５０周年記念のシンボルとし

て広く活用できるロゴマーク及びキャッチフレーズを募集する。

長与町に対する思いを形（ロゴマーク）や言葉（キャッチフレーズ）にすることで

長与町への愛着を深めてもらい、また、広く応募を募ることで町民の参加を図り、

町全体の５０周年の気運を醸成する。

実施内容

上記期間中、ロゴマーク・キャッチフレーズについて募集を実施し、全国からロゴ

マーク２３１点、キャッチフレーズ５６６点の応募をいただいた。

長与町町制施行５０周年記念事業実行委員会による選考を実施し、最優秀賞作品

（各１点）と優秀賞（各５点）を決定した。

最優秀賞作品については、５０周年記念のシンボルとして、記念事業をはじめ、広

く活用を行った。

募集期間 平成３０年４月２０日（金）～平成３０年６月２０日（水）
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長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№ 2 事業名 カウントダウン写真募集・掲載

趣旨・目的

町民の皆さまとともに５０周年をお祝いするため、町制施行５０周年（平成３１年

１月１日）の１００日前から、ホームページにおいて、町民の皆さまによるカウン

トダウンを行う。

実施期間
募集　平成３０年６月２２日（金）～

掲載　平成３０年９月２３日（日）～平成３０年１２月３１日（月）

事業区分 募集・周知事業 実施主体 長与町秘書広報課

参加者数 ９８団体（１００枚）

実施内容

平成３０年６月２２日からカウントダウン写真の募集を町内に在住・在勤・在学の

個人またはグループなどを対象に開始。町内の保育所・幼稚園・高校・大学・商

店・地域の方・個人の方等多くの方にご協力をいただいた。

１００日前の平成３０年９月２３日から５０周年特設サイトに写真を１日１枚ずつ

掲載し、１日前の平成３０年１２月３１日までカウントダウンを行った。

写真は、５０周年特設サイトの「カウントダウンPHOTO」のコンテンツに掲載し、

広報ながよ平成３１年３月号にも掲載を行った。

写真
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別紙

長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№

事業区分

趣旨・目的

実施内容

写真

3 事業名 標語・50年後の長与町未来予想図（絵画）募集

募集・周知事業 長与町政策企画課実施主体

町制施行５０周年を記念し、未来を担う小中学校児童生徒を対象に、長与町に対す

る思いについての標語、及び、５０年後の長与町の未来を予想した絵画を学校を通

して募集する。

未来を担う小中学生へ応募を募ることで、児童生徒が長与町の未来を考えるきっか

けとなるとともに、長与町への愛着を深めてもらう。

≪長与町町制施行50周年記念標語募集≫

【テーマ】　「長与町に対する思い」

下記の二つのテーマから一つを選択しテーマに沿った標語を作成。

①長与町の良いところ（長与町のこんなところが好き）

②将来の長与町へのメッセージ（こんな町になってほしい）

【応募資格】　町内中学２年生　　　【応募総数】　３４２点

【受賞作品】　最優秀賞１点、優秀賞５点、入選９点

≪50年後の長与町未来予想図募集≫

【テーマ】　「５０年後の長与町未来予想図」

【応募資格】   町内小学５年生　　　【応募総数】　５７点

【受賞作品】　最優秀賞１点、優秀賞５点、入選１２点

標語、絵画の受賞・入選作品は、広報誌、ホームページで紹介を行い、長与の歴史

展、記念式典において展示を行った。その他、記念誌や記念動画においても紹介し

た。

募集期間 平成３０年７月～８月（夏休み期間中）

10
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長与町町制施行５０周年記念「標語」 （学年組は平成 30年度時点） 

【最優秀賞】 

大好きな みかんの香り 故郷（ふるさと）の風   

長与第二中学校 ２年４組 平尾 太洋さん 

 

【優秀賞】 

 助け愛 伝統繋ぐは 長与っ子     長与中学校   ２年３組   谷川 こまちさん 

地域の輪 自然とやさしさ あふれる長与  高田中学校   ２年２組  佐藤 太亮さん 

人たえず 笑顔あふれる 未来の長与  長与中学校   ２年４組  緒方 優姫さん 

川の流れ 人の優しさ いつまでも    長与第二中学校 ２年２組  原田 雅大さん 

ここよかばい自然 ここよかばい人 ここよかばい長与町  

高田中学校   ２年２組   平野 太智さん 

 

【入選】 

 助け合い 学び合うのが 長与町    長与中学校   ２年３組  末次 晴登さん 

温かい 心が育む 人と町     長与第二中学校 ２年１組  高濵 爽良さん 

未来へと 育てていこう エコタウン    長与第二中学校 ２年３組  山口 竜輝さん 

広げよう あいさつかわして 笑顔の輪    長与中学校    ２年３組  中山 亜美さん 

ここが好き 「おかえり・おはよう・いってらっしゃい」 あいさつひびく やさしい地域 

高田中学校    ２年２組  古館 実紗さん 

笑顔咲く 町民の輪は 未来へと    高田中学校    ２年２組  小森 蘭々さん 

未来へも 繋いでいくよ 緑の町    長与中学校    ２年２組  小石原 利佳さん 

朝夕に 自然の匂い いい香り     高田中学校    ２年２組  村岡 彬大さん 

伝統がつなぐ 昔と今 そして未来    長与第二中学校 ２年３組  宮﨑 和斗さん 
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長与町町制施行５０周年記念「５０年後の長与町未来予想図」（絵画） 

（学年組は平成 30年度時点） 

【最優秀賞】 

                       高田小学校 ５年１組 島田 藤士さん 

                       （タイトル）５０年後のにぎやかな長与町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】 

      

長与小学校          長与南小学校          高田小学校  

５年３組 本間 拓見さん   ５年３組 増田 楓音さん    ５年２組 佐藤 結月さん 

    

長与南小学校         長与南小学校  

 ５年３組 池田 脩真さん   ５年３組 吉永 羽優さん 

 

 

 

 

 

（作品の説明） 

・50 年後の車はリニアモーターカーになっている

と思いました。 

・土地が少ないから畑は 3階建てました。 

・丘を整地してチューブスライダーがある「みかん

の丘公園」も書きました。 

・温泉が鉄道になっています。 
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【入選】 

         

長与北小学校         長与小学校          長与小学校  

 ５年２組 白﨑 千絢さん   ５年１組 松本 鉄平さん   ５年３組 朝長 陸都さん 

     

高田小学校          長与小学校          長与南小学校  

 ５年２組 上田 芽依さん   ５年４組 磯辺 仁之亮さん   ５年３組 山口 愛來さん 

       

長与南小学校         長与南小学校         長与小学校  

５年３組 小林 真理子さん   ５年３組 小坂 双羽さん   ５年１組 柳原 健汰さん 

          

高田小学校          長与小学校          長与北小学校  

 ５年２組 小西 都暖さん   ５年２組 平田 有希乃さん   ５年１組 中村 和歩さん 

 



事業区分 募集・周知事業 実施主体 長与町政策企画課

長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№ 4 事業名 「長与町の昔の写真」募集

写真

趣旨・目的

町制施行５０周年を記念し、昭和４４年より昔の長与町の写真を広く募集する。集

まった写真は、５０周年記念事業として実施する「長与の歴史展」や、「ふるさと

今昔ものがたり 長与町まるわかり本」で使用する。なお、提供いただいた写真は、

長与町の歴史を残していく観点から、町でデータとして保管する。

募集期間 平成３０年９月５日（水）～平成３０年１１月３０日（金）

実施内容

町内在住の８名の方から合計２５枚の写真を提供いただいた。いただいた写真は、

町で保管を行い、「長与の歴史展」（実施内容№20）において展示を行ったほか、

一部の写真については「ふるさと今昔ものがたり　長与町まるわかり本」（実施内

容№26）や５０周年記念誌（実施内容№31）等に掲載した。
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事業区分 募集・周知事業 実施主体 長与町秘書広報課

長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№ 5 事業名 ５０周年記念特設ホームページ作成

写真

趣旨・目的

町制施行５０周年記念事業の特設ホームページを作成し、記念事業に関するイベン

ト等の周知や、長与町のPRを行う。

公開日 平成３０年９月２０日（木）公開

実施内容

５０周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズをレイアウトした特設サイトを作成

し、平成３０年９月２０日より公開した。以下の６つのコンテンツで構成。

①町制施行５０周年について　②ロゴマーク・キャッチフレーズ

③カウントダウンＰＨＯＴＯ（写真）　④５０周年記念関連事業

⑤長与今昔写真　⑥長与の歴史

町ホームページのトップページにもバナーを設置。なお、令和２年３月をもって当

該サイトは閉鎖予定。記念事業の内容（ロゴマーク・キャッチフレーズ、記念事業

一覧、記念誌、記念動画）は、町ホームページへ移行した。
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事業区分 募集・周知事業 実施主体 長与町政策企画課・長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№ 6 事業名 町民体育祭（プレイベント）

趣旨・目的

平成３１年１月１日の町制施行５０周年に向け、多くの町民が集まる町民体育祭に

おいて、町制施行５０周年及びロゴマーク・キャッチフレーズの告知を実施し、広

く周知を図る。

開催日時 平成３０年１０月７日（日）　　

開催場所 総合公園運動公園広場

参加者数 ３２チーム（約８，０００名）

実施内容

昼休みの時間を利用し、町歌をバックにロゴマークとキャッチフレーズの看板を掲

げ、各自治会のテントを周り、周知を行った。

写真
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実施内容

町内各小学校の６年生に、各学級１枚ずつ、のぼり旗に飾り絵や町への祝いの言葉

等を自由に描いていただき、完成品を概ね校区内の公共施設に設置した。

そのほか、イベント時貸出用ののぼり旗（150cm×45cm）、役場窓口設置用のミニ

サイズののぼり旗（30cm×10cm）の合計３種類を作成。

【６年生の学級数と設置場所】（全１５学級）（学年は平成３０年度時点）

　長与小５　役場ロビー、図書館、長与町公民館、働く婦人の家、長与児童館

　高田小２　高田地区公民館、ふれあいセンター

　洗切小２　町民文化ホール、上長与地区公民館

　北小　２　北部地区多目的研修施設、町民体育館

　南小　４　南交流センター、長与南児童館、勤労青少年ホーム、長与駅

写真

趣旨・目的

町制施行５０周年を広く周知するため、町民の皆さまの目に留まりやすい場所にの

ぼり旗を設置する。また、のぼり旗の一部は小学生に作成してもらい、児童に長与

町への愛着を深めてもらう。

設置期間 平成３０年１２月～令和元年１２月

事業区分 募集・周知事業 実施主体 長与町政策企画課・長与町教育委員会学校教育課

長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№ 7 事業名 のぼり旗作成・掲示
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 ※（）は設置場所                         （学年組は平成３０年度時点） 

【長与小学校】 

 

6年 1組（役場ロビー）     6年 2組（長与町図書館）   6年 3組（長与町公民館） 

   

6年 4組（働く婦人の家）    6年 5組（長与児童館） 

  

【高田小学校】 
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6年 1組（高田地区公民館）   6年 2組（ふれあいセンター） 

  

【洗切小学校】 

 

6年 1組（町民文化ホール）   6年 2組（上長与地区公民館） 

  

【長与北小学校】 
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6年 1組（長与北部地区多目的研修集会施設） 6年 2組（町民体育館） 

  

【長与南小学校】 

 

6年 1組（南交流センター）   6年 2組（長与南児童館）    6年 3組（長与南児童館） 

   

6年 4組（長与駅コミュニティホール） 

 

 

 

 

 

 

 



事業区分 募集・周知事業 実施主体 長与町政策企画課・会計課・秘書広報課

長与町町制施行50周年記念事業実施内容

事業№ 8 事業名 各種周知事業

写真

趣旨・目的

町制施行５０周年を広く周知し、浸透させるため、町民の皆さまの目に留まりやす

い場所に看板、ポスター等を設置する。

また、情報発信として、長与町公式SNS（facebook、LINE、twitter）、長与町内を

走行するバス車内での音声アナウンス、町封筒へのロゴマーク及びキャッチフレー

ズの掲載を実施する。

実施期間 随時

実施内容

・５０周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した啓発物を作成し、周知

を図った。

作成物：懸垂幕、ポスター、町封筒、公用車用マグネット、役場正面玄関横掲示板

・長与町公式SNS（facebook、LINE、twitter）を使い、記念事業に関する情報発信

を随時行った。

・長崎バス車内（「百合野バス停」及び「商業入口バス停」）で町制施行５０周年

の音声案内を約１年間実施した。（平成３０年１２月～令和元年１２月）

　【放送内容】（町歌をバックに）

　　「２０１９年１月１日で、長与町が誕生して５０年

　　　　　これからも、『すこやかな　未来をはぐくむ　長与町』」
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Ⅳ 長与町町制施行50周年記念事業実施内容  

 

 ２ 記念事業（町主催事業）  

 

 

 

 

 

 

 

すこやかな 未来をはぐくむ 長与町  
 

 

 

 

 



 



デザイン① デザイン②

事業区分 記念事業 実施主体 長与町秘書広報課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 9 事業名 記念グッズの作成

趣旨・目的

町制施行５０周年記念グッズとして配布することを目的に作成。各記念事業の参加

者や協力者などへ配布を行う。

実施内容

５０周年にちなんだデザインのフェイスタオル２種類を作成。

①５０周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズをメインとしたデザイン（２,８００

枚）

②キャラクター（ミックン）を入れ込んだデザイン（３,８００枚）

各記念事業への参加者等へ配布を行い、５０周年のPRを行った。

【主な配布イベント】

・第４３回ロードレース大会　　　・ソフトボール教室

・スポーツ講演会　　　　　　　　・第２２回「みどりの月間」記念植樹祭

・第３９回長与川まつり　　　　　・第６５回町民ソフトボール大会

・第４９回町民体育祭　　　　　　・町制施行５０周年記念式典

・第８回郷土芸能大会

写真

平成３１年１月～令和元年１２月配布期間
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平成３１年１月号：岡郷

事業区分 記念事業 実施主体 長与町秘書広報課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 10 事業名 広報ながよ５０周年記念特集

写真

趣旨・目的

町制施行５０周年を記念し、「広報ながよ」において、平成３１年１月号から、１

年を通した特集企画を行う。

実施期間 平成３１年１月号～令和元年１２月号

実施内容

平成３１年１月から、郷別特集「我が町シリーズ」を実施し、地域の特徴や、当時

と今の様子を比較した今昔写真、地域の発展に貢献された方へのインタビュー記事

を掲載した。また、表紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを掲載するとともに、

５０周年記念事業の周知や開催報告等を特集として掲載した。

≪我が町シリーズ≫（１月号～１１月号）

１月号　岡郷「引き継ぐみかんづくり」

２月号　斉藤郷「長与川 長与浦 自然 継承される伝統」

３月号　丸田郷「歴史と人々の暮らし 中世からの中心地区を担う」

４月号　嬉里郷「暮らし 教育 文化 町の中心地区としての発展」

５月号　まなび野「大学と街並みの調和 まなびの風が未来をはぐくむ」

６月号　吉無田郷「伝統継承 大団地造成 町の人口増加の一翼を担う」

７月号　北陽台「教育施設・商業施設・公共施設を徒歩圏内に有するコンパクトタ

ウン」

８月号　平木場郷「農業振興と道路整備 伝統的な産業・芸能を守る」

９月号　高田郷「伝統と地域の絆 公共交通の整備 町の玄関口として最多人口を誇

る」

10月号　本川内郷「琴の尾岳を望むみかんの産地 昔からの自然や伝統産業を守る」

11月号　三根郷「伝統の米栽培と大団地造成 自然と住宅が調和したまちへ発展」
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紅梅

白梅

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№

事業区分

開催日

開催場所

趣旨・目的

約５０人

実施内容

写真

11 事業名 記念植樹式

記念事業 長与町政策企画課・土木管理課実施主体

平成３１年１月１３日（日）

中尾城公園

町制施行５０周年を記念し、長与町の町花・町木である梅を中尾城公園へ植樹し、

長与町の歴史を後世へ継承する。

これまでの町制５０年を未来へつなげるよう、これからの長与町を担う若者を代表

し、新成人者へ植樹に参加していただくため、「長与町成人式」の日程にあわせ実

施をする。

長与町町制施行５０周年を記念し、町花・町木である梅の木（紅梅と白梅）を中尾

城公園に植樹した。植樹には新成人者２名にも参加していただいた。

記念植樹者：吉田　愼一町長、内村　博法議長（当時）、

　　　　　　新成人代表　西村聖さん（写真左）、長嶺知弥さん（写真右）

参加者数
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町体育協会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 12 事業名 第４３回ロードレース大会

趣旨・目的

毎年開催のロードレース大会を、町制施行５０周年記念大会として開催し、町の５

０周年をPRし、気運を高める。

開催日 平成３１年１月２０日（日）　

開催場所 町民体育館、総合公園運動公園広場

参加者数 １,５３４名

実施内容

町制施行５０周年記念大会特別招待選手として、㈱メモリード女子陸上部からモス

クワオリンピック代表の喜多秀喜監督を含む４名、㈱十八銀行女子陸上部から東京

オリンピック最終選考に出場する野上恵子選手を含む５名、県立長崎北陽台高等学

校陸上部から６名の招致を行い、大会に華を添えていただいた。

こどもから大人まで１,８８３名のエントリーがあり、当日は１,５３４名に参加して

いただいた。沿道からの応援も多く、走ることに親しみながら、健康・体力づくり

の促進が図られ、心のふれあいにつながった。参加賞として、記念タオルを配布し

た。

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町健康保険課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 13 事業名 長与町健康宣言・健康セミナー

趣旨・目的

町制施行５０周年という節目の年に「長与町健康のまち宣言」を行い、これから先

の町の健康づくりの方針を町民の皆さまに知ってもらい、町全体で健康づくりの機

運を高めるきっかけを作る。

開催日 平成３１年２月２日（土）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 約１７０人

実施内容

町長による「長与町健康のまち宣言」、及び生活習慣病予防の正しい知識の普及と

具体的予防法を学び、日常生活に取り入れることができるよう記念講演会を開催し

た。

また、ホワイエにおいて、健康支援関連ブースの設置（大塚製薬・チョ―コ―醤

油・長与カラフル・メガネのヨネザワによる展示、個別相談及び販売ブース 、減塩

食の試食・展示）を行った。

【記念講演】

１．長与病院理事長　本多光幸 先生

　　　「生活習慣病の予防について～健康宣言を自分の生活に活かそう～」

２．積水化学女子陸上部　森智香子 選手（長与町出身トップアスリート)

　　　「心を一つに、一歩一歩前進！」

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 14 事業名 三遊亭小遊三・栁亭市馬二人会

趣旨・目的

町教育委員会自主事業に町制施行５０周年記念の冠をつけ開催することで、町制施

行５０周年を町内外に広くＰＲする。

開催日 平成３１年３月９日（土）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 ５８２人

実施内容

人気番組でお馴染みの三遊亭小遊三氏、落語協会会長を務める栁亭市馬による落語

会を開催。満席の観客が耳を傾ける中、古典落語の名作が披露され、会場全体が大

きな笑いに包まれた。柳貴家 雪之介 氏による華麗な曲芸も会場を大いに沸かせた。

開口一番　　春風亭 べん橋 氏　「つる」

落　　語　　柳亭 市馬 氏　「長屋の花見」

大  神  楽　   柳貴家 雪之介 氏

落　　語　　三遊亭 小遊三 氏 「引越しの夢」

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町健康保険課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 15 事業名 第４３回ながよヘルシーウォーキング大会（雨天中止）

実施内容

（雨天中止）

長与町民体育館前広場をスタート及びゴールとし、長与シーサイドストリートコー

ス（７km・潮井崎公園折り返し）とファミリーコース（３km・クリーンパーク長与

折り返し）を設定。参加者には「長与町町制施行５０周年記念」歯ブラシを配布予

定としていた。

写真

趣旨・目的

毎年開催のながよヘルシーウォーキング大会に町制施行５０周年記念の冠をつけ開

催することで、町制施行５０周年を町内外に広くＰＲする。

開催日 平成３１年３月１０日（日）　

開催場所 スタート・ゴール　長与町民体育館前広場
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事業区分 記念事業 実施主体 長与シーサイドマルシェ実行委員会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 16 事業名 第６回長与シーサイドマルシェ（雨天中止）

趣旨・目的

毎年開催の長与シーサイドマルシェに町制施行５０周年記念の冠をつけ開催し、町

制施行５０周年を町内外に広くＰＲする。

開催日 平成３１年３月１０日（日）　

開催場所 長与シーサイドパーク

参加者数 出店者数　７８店舗

実施内容

（雨天中止）

「手作りの食」、「こだわりの雑貨」、「癒やし」のテーマに加え、新企画として

「カレーマルシェ」を予定していた。

そのほか、町のＰＲ、特産品等のＰＲ、バルーンアレンジ、長崎バイオパークの動

物ふれあいコーナー、まんてんによるぜんざいのふるまい、みかんのミックンファ

ミリーセットの販売、ワークショップの開催等を企画していたが、中止となった。

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課、長与町体育協会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 17 事業名 ソフトボール教室・スポーツ講演会

趣旨・目的

長与町町制施行の年に長崎国体の一般女子ソフトボール会場となった縁の深いス

ポーツ「ソフトボール」の更なる普及のため、元全日本女子ソフトボール監督　宇

津木妙子氏を講師として、ソフトボール教室及びスポーツ講演会を記念事業として

開催する。

開催日
ソフトボール教室　平成３１年３月１５日（金）

スポーツ講演会　　平成３１年３月１６日（土）

開催場所 長与町民体育館・長与町民文化ホール

参加者数 ソフトボール教室６６名・スポーツ講演会３０１人

実施内容

元全日本女子ソフトボール監督の宇津木妙子氏をお招きし、ソフトボール教室及び

スポーツ講演会を開催した。

ソフトボール教室は、悪天候のため、ふれあい広場から町民体育館へ移動して開催

した。日本女子ソフトボールリーグでトッププレーヤーとして活躍した松崎絵梨子

氏にもご協力いただき、町内の小学生６６名が宇津木先生の代名詞である『速射砲

ノック』を受け、みんな元気よくソフトボールを楽しんだ。

スポーツ講演会では『夢の実現～努力は裏切らない～』と題して、オリンピック秘

話やソフトボールを通じて培われた人生訓について熱く語っていただいた。子ども

から大人まで約３００人が参加し、ソフトボールのまちとして発展してきた長与町

の５０周年記念にふさわしい事業となった。

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町健康保険課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 18 事業名 「ウォーキングガイド」作成

写真

趣旨・目的

「歩く」人口を増加させるため、町制施行５０周年を記念して、新たなコースを設

定し、新しい「ウォーキングガイド」を作成する。

配布開始 平成３１年３月～

実施内容

新たなコースとして、「長与中央コース」を設定し、既存の２コースを含めた合計

３コースを紹介する「ウォーキングガイド」を３,０００部作成した。「ウォーキン

グガイド」には、５０周年を記念して宣言を行った「長与町健康のまち宣言」につ

いても掲載し、イベントや窓口での配布を行った。
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町土木管理課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 19 事業名 第22回「みどりの月間」記念植樹祭

趣旨・目的

みどり豊かな潤いあふれるまちづくりのために開催する「みどりの月間記念植樹

祭」を町制施行５０周年記念事業として開催し、中尾城公園内にあじさいの道をつ

くる。

開催日 平成３１年４月１３日（土）

開催場所 中尾城公園

参加者数 ６団体　約１００名

実施内容

中尾城公園内の遊歩道に、あじさいの苗約３３０本の植樹を行った。当日は、長与

北緑の少年団、日本ボーイスカウト第１０団、長与ライオンズクラブのほか、学童

保育まきのきクラブ、めぐみ保育園、フローラル愛華（ＮＴの植樹団体）に参加を

いただき、多くの子どもたちの手で中尾城公園に植樹をしていただいた。

写真
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長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№

事業区分

趣旨・目的

開催場所及

び開催日時

役場1階玄関ホール：令和元年５月３０日（木）～６月１２日（水）（１４日間）

長与駅コミュニティホール：令和元年６月１４日（金）～６月２４日（月）（１１

日間）

長与町図書館２階休憩室：令和元年７月１９日（金）～８月１８日（日）（３１日

間）

実施内容

写真

20 事業名 長与の歴史展

記念事業 長与町政策企画課実施主体

町制施行５０周年を機に、昔を振り返り、これまでの町の発展の過程を見つめ直

し、これからの長与町の未来について考える機会とする。

町内３カ所で「長与の歴史展」の展示を行ったほか、令和元年１１月３日（日）開

催の長与町町制施行５０周年記念式典においても展示を行った。

展示後は、多くの方に閲覧していただけるよう、展示内容をPDFにまとめ、町ホー

ムページの「町の紹介・見どころ」に掲載した。

【展示内容】

・団地造成に伴う５０年間の人口・世帯数の推移グラフ

・50年前（1969年）と現在（2019年）の１月１日時点の各郷の人口・世帯数

・昔の写真と現在の写真を郷別に展示（撮影場所・年代、写真に関する説明）

　＜写真の枚数＞

　　・役場１階玄関ホール　　　：昔６７枚、現在５０枚　計１１７枚

　　・長与駅コミュニティホール：昔７５枚、現在５６枚　計１３１枚

　　・長与町図書館２階休憩室　：昔７４枚、現在５５枚　計１２９枚

・町制施行５０周年記念「標語」及び「５０年後の長与町未来予想図」受賞・入選

作品

・年表
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 21 事業名 さだまさしトーク＆ライブ

趣旨・目的

町教育委員会自主事業を町制施行５０周年記念として開催するにあたり、知名度の

高い方を招致し、町民の記憶に残るような事業を開催する。

開催日 令和元年７月１２日（金）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 ５８１人

実施内容

長崎市出身のシンガー・ソングライター、小説家のさだまさし氏のトーク＆ライブ

を開催。チケットは販売日当日完売。さだまさし氏の軽妙なトークと名曲の数々、

生の歌声に会場は惹きつけられ、５０周年を記念する心温まるライブとなった。

写真
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事業区分 記念事業 実施主体
長与町教育委員会生涯学習課

平和コンサートinながよ実行委員会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 22 事業名 平和コンサートinながよVol.２０

趣旨・目的

平和の尊さ、戦争の惨禍の記憶を風化させることなく、コンサートを通じて後世に

引継ぎ発信していこうという思いから、２０００年より開催しているコンサート

に、町制施行５０周年記念の冠をつけ開催し、町制施行５０周年を町内外に広くPR

する。

開催日 令和元年８月４日（日）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 観客３６８人、出演者２００名

実施内容

平和コンサートの２０周年と長与町の町制施行５０周年を記念し、幅広い年代の有

志の方々による２０周年記念オーケストラと合唱団を編成し披露した。

また、高校生による「平和の詩」の朗読をはじめ、弦楽器初心者を対象とした「子

どものための弦楽器講座」の皆さんや、町にゆかりのある皆さんによる演奏や合

唱、「長崎OMURA室内合奏団」の皆さんによる演奏を披露した。

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与川まつり実行委員会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 23 事業名 第３９回長与川まつり

趣旨・目的

心のふれあうふるさとづくりを推進し、併せて母なる長与川を愛護する意識の高揚

を図ることを目的として実施している長与川まつりに、町制施行５０周年記念の冠

をつけ開催し、町制施行５０周年を町内外に広くPRする。打ちあげ花火数の増加も

しくは仕掛け花火の設置などを行い町制施行５０周年に花を添える。

開催日 令和元年８月１８日（日）　

開催場所 総合公園ふれあい広場

参加者数 ３３,０００人

実施内容

打ちあげ花火について、昨年から１,０００発増加し、約３,０００発の花火を打ち上

げた。イベントについても、祝い餅つき・餅まきを実施。また町制施行５０周年記

念の看板を作成・設置し、PRを図った。

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 24 事業名 第６５回町民ソフトボール大会

趣旨・目的

町民の親睦・融和とソフトボールに親しむ機会を作り、健康の保持と増進を図るこ

とを目的に毎年開催をしている町民ソフトボール大会に、町制施行５０周年記念の

冠をつけ開催し、町制施行５０周年を広くPRする。

開催日 令和元年９月８日（日）　　（雨天のため９月１日から順延し実施）

開催場所 総合公園ふれあい広場、運動公園広場、長与南小学校、県立大学の４会場

参加者数 ３１チーム（約６２０名）

実施内容

総合公園ふれあい広場をメイン会場に町内４会場で実施し、町内各地区から３１

チームが参加した。

参加賞として、５０周年記念タオルを参加者全員へ配布した。

【結果】優勝　百合野、準優勝　塩床、３位　道の尾、サニータウン北

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 25 事業名 第４９回町民体育祭

趣旨・目的

町民の健康増進と親睦融和、あわせてスポーツの普及振興を図ることを目的に毎年

開催している町民体育祭を、５０周年記念大会として冠をつけ実施し、町制施行５

０周年を広くPRする。

開催日 令和元年１０月１３日（日）　

開催場所 総合公園運動公園広場

参加者数 ３２チーム（約８，０００名）

実施内容

各自治会へ呼びかけを行い、その結果、５０周年大会を５０すべての自治会参加の

もと開催することができた。

各種目の賞品として記念タオルを用意し、福引の賞品として、東京パラリンピック

及びラグビーワールドカップ観戦チケットや、旅行券、商工会の商品券、トレーニ

ング室の回数券など、本数を倍増させ、町民の皆さんに大いに楽しんでいただい

た。

【結果】優勝　緑ヶ丘、準優勝　岡北、３位　本川内、４位　皆前、５位　平木

場、６位　岡南、躍進賞　まなび野東

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 26 事業名 「ふるさと今昔ものがたり　長与町まるわかり本」発行

趣旨・目的

町制施行５０周年を機に、町内小中学生を対象に、郷土誌の副教材として活用でき

るような今昔写真集を作成する。今昔写真を通して、５０年の「変化」と「充実」

を比較し、どのように変化したのか、長与の歴史を教える資料とする。

実施内容

長与今昔写真集編纂委員会を立ち上げ、小中学校の副教材として活用ができるよう

な長与の歴史本を作成した。作成した冊子については、販売は行わないが、各小中

学校に設置のほか、図書館及び町内各公民館等にも設置を行い、貸出可能とした。

【構成】

第１章　私たちの町、長与

１．長与町のすがた　２．長与町の地理　３．長与町の歴史　４．長与町の社会

第２章　今昔写真で見る長与町の発展

１．町の発展　２．教育の町、長与　３．交通や産業の発展と変化　４．郷（さ

と）の変化

第３章　資料

１．統計にみる長与町　２．町役場のしくみ　３．町の一年　４．町内の主な史跡

５．長与町の新旧地形図　６．長与町の年表

別冊　学習シート

【作成部数】６００部

写真

発行日 令和元年１０月１６日（水）　
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町健康保険課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 27 事業名 第１４回健康まつり

趣旨・目的

健康づくりのきっかけの機会を提供し、生活習慣病の予防と健康寿命の延伸を目的

に毎年開催している健康まつりに町制施行５０周年記念の冠をつけ開催し、町制施

行５０周年を町内外に広くPRする。

開催日 令和元年１０月２７日（日）　

開催場所 長与町ふれあいセンター・健康センター

参加者数 約１,３００人

実施内容

健康相談コーナー、運動コーナー、食のコーナーなど、健康に関する各種コーナー

のほか、子育てコーナーや各種啓発を行うブースの設置を行い、幅広い年代の方に

楽しんでいただいた。

健康相談を受けられた方へ５０周年記念歯ブラシの配布を行った。

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町総務課・政策企画課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 28 事業名 町制施行５０周年記念式典

趣旨・目的

町全体に５０周年の気運を醸成することを目的に、毎年開催している表彰式典を

「町制施行５０周年記念式典」として挙行する。表彰式典では、それぞれの分野で

本町の発展に多大なる貢献をされた功労者及び功績者の方々へ表彰を行うととも

に、町勢の発展に寄与し、その貢献が特に顕著な方々に対し、５０周年記念特別表

彰を行う。

開催日 令和元年１１月３日（日）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 約３００人

実施内容

中村法道知事をはじめ、多くのご来賓にご参列いただき、町制施行５０周年記念式

典を挙行した。式典では、まず始めに５０周年記念動画「笑顔が実る町」の上映を

行い、町長式辞、町議会議長挨拶の後、表彰状・感謝状の贈呈を行った。５０周年

記念アトラクションとして、「平和コンサートinながよ」ジュネス弦楽アンサンブル

による記念演奏を行い、５０周年に花を添えていただいた。

式典来場者へは５０周年記念誌、記念タオル、記念品（紅白饅頭）を配布した。

また、ホワイエにおいては「長与の歴史展」及び広報ながよ５０周年特別企画であ

る「我が町シリーズ」の展示を行った。

≪表彰状・感謝状贈呈者数≫６６名、７団体、３企業

［50周年特別表彰］８名・７団体､［功労表彰］３１名､［感謝状］３企業・１名､

［スポーツ表彰］１９名､［教育文化功労、奨励、努力表彰］７名

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 29 事業名 第８回郷土芸能大会

令和元年１１月３日（日）　開催日

趣旨・目的

町制施行５０周年を記念し、長与町の伝統文化を守り、継承していくことを目的と

して、町内の郷土芸能保存会等が町指定無形文化財であるそれぞれの芸能を盛大に

披露する。

開催場所 長与小学校体育館

来場者数 １,２００人

実施内容

町制施行５０周年を記念し、郷土芸能大会を６年ぶりに開催した。開会直後から観

客席は満席となり、立ち見の観客も多く見られ、町の郷土芸能を広く知ってもらう

ことができた。一方、出演者には初参加の方も多く、地域の繋がりの強化や後継者

の育成に繋がった。

当日の模様及び各団体へのインタビューや練習風景を収めたDVD（２９８分収録）

を１５０部作成し、各保存会等への配布や、役場及び図書館での貸出を実施し、一

般発売も行った。また、団体別の動画をYouTubeにおいて配信した。

【出演団体】１０団体

長与相撲甚句愛好会、本川内「琴ノ尾太鼓」、舟津「川船」、岡「なぎなた踊」、

道ノ尾「獅子舞」、斉藤「竜踊」、平木場「浮立」、西高田「にわか」、吉無田

「獅子舞」、岡「浮立」

【配布物】観客：５０周年記念誌、出演者：記念タオル

写真
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 30 事業名 第５６回町民文化祭

実施内容

１１月３日（日）の記念式典及び郷土芸能大会（町民文化祭に含む）から１７日の

学校作品展まで下記の文化関係事業を実施し、多くの方の発表の機会となった。

【長与町民文化ホール】

・町民芸能祭  １１月９日（土）　出演団体 ５３団体、観客数６３０人

・町民音楽祭  １１月１０日（日）　出演団体 １６団体、観客数５８０人

・文化作品展  １１月９日(土)・１０日(日)    出品数１４９点、観客数５００人

・学校作品展  １１月１６日(土)・１７日(日) 　出品数１,１４６点、観客数１,５０

０人

【 長与町老人福祉センター 】

・囲碁大会 　　１１月１０日（日）　参加人数２１名

写真

趣旨・目的

豊かな文化を創造し、うるおいと親しみを深め、併せて町民文化の振興と文化活動

の充実発展を図ることを目的に毎年開催している町民文化祭に、町制施行５０周年

記念の冠をつけ開催し、町制施行５０周年を町内外に広くPRする。

開催日 令和元年１１月３日（日）～１１月１７日（日）

開催場所 長与町民文化ホール、長与町老人福祉センター
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町秘書広報課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 31 事業名 町制施行５０周年記念誌「きせき」発行

趣旨・目的

長与町が誕生して５０周年を迎えるにあたり、これまでの５０年間を振り返るとと

もに、改めて町への誇りや愛着を深めていただくために記念誌及び記録映像を作成

する。

実施内容

５０周年記念のキャッチフレーズ「すこやかな　未来をはぐくむ　長与町」に沿っ

て、長与町の良さ、過去から未来へ向けての展望を分かりやすく伝え、また、町制

施行当時からの住民と、新しく移り住んだ住民の双方が見て楽しむことができる内

容をコンセプトに記念誌を作成。長与をつくる３つの「きせき」として３章を構成

し、きせきを重ねて未来をはぐくむというメッセージを発信した。

記念誌本誌とダイジェスト版を作成し、記念誌本誌は記念動画のDVDとセットにし

て作成した。（ダイジェスト版にはDVDなし）

【構成】

〇第１章　軌跡　「時を積み重ね移り変わってきた歴史や人の営みの軌跡」

　これまでの歴史や今昔写真、元町長や長与を支えた人たちのインタビュー

〇第２章　貴石　「途絶えることなく受け継がれはぐくまれてきた貴石のような宝

物」

　受け継いで守ってきたもの（郷土芸能、遺跡、農水産物の紹介）、伝統を受け継

ぐ人たちのインタビュー

〇第３章　奇跡　「現在そして未来につながっていく尊い奇跡の源」

　スポーツ・文化など各分野で活躍されている方からのコメント、小中学校全校生

徒の集合写真、５０周年記念標語と絵画「５０年後の長与町未来予想図」

〇町民アンケート、町長インタビュー、数字でみる５０年の歩み、長与町概要

【作成部数】記念誌本誌　２,０００部　ダイジェスト版　１４,０００部

【記念誌本誌配布先】記念式典参加者、郷土芸能大会観覧者、町内公共施設、小中

学校、自治会、郷土芸能保存会等

写真

発行日 令和元年１１月３日（日・祝）　
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町秘書広報課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 32 事業名 記念動画「笑顔の実る町」作成

趣旨・目的

長与町が誕生して５０周年を迎えるにあたり、これまでの５０年間を振り返るとと

もに、改めて町への誇りや愛着を深めていただくために記念誌及び記録映像を作成

する。

実施内容

タイトルを「笑顔の実る町」として本編約１５分の動画を作成し、記念誌とDVDを

セットにして配布を行った。

記念式典用にダイジェスト版（約５分）を作成し、オープニングで上映した。

どちらも動画配信サイトへのアップロードを行い、町のホームページから閲覧可能

とした。

【構成（本編）】

・長与町の昔と今のイベントや町並みなどの映像

・昔と今の上空からの映像

・町内小・中学校全校生徒からのメッセージ映像

・町長インタビュー

・未来予想図「絵画」の入賞者からのコメント映像

・平和コンサート記念オーケストラによる町歌の演奏（ＢＧＭ）

【作成部数】２,０００枚（記念誌とセットにして配布）

写真

発行日 令和元年１１月３日（日・祝）　
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参加者数 ６３２人

実施内容

中学生３名による進行のもと、表彰及び作文発表を行い、続いて講演会を行った。

中学生にとって年齢が近く、日々挑戦をしながら活躍されている方の講演を聴くこ

とで、これから進む道を考える良い機会となった。

【次第】

・「家庭の日」・「人権」作文及び「家庭の日・オアシス運動」・「人権」標語コ

ンクールの入賞作品表彰

・最優秀賞作文発表

・講演　講師：三上洋一郎 氏（実業家）　演題：「今を生きる　未来を生きる」

写真

趣旨・目的

青少年の健全育成と人権教育を目的に、毎年開催している長与町青少年健全育成町

民のつどいを長与町町制施行５０周年記念事業として開催し、若くして起業した三

上洋一郎氏の講演を行うことで、長与町に住む子どもたちや保護者が、将来を考え

るきっかけとなり、さらに子どもたちの記憶に残る講演会とする。

開催日 令和元年１１月２３日（土）　

開催場所 長与町民文化ホール

事業区分 記念事業 実施主体 長与町青少年育成連絡協議会、長与町教育委員会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 33 事業名 町青少年健全育成町民のつどい
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参加者数 約１７０名

実施内容

【講師】１０名　　篠原 俊明 氏（ボールであそぼう！講師　東京未来大学）

　ラグビー：大西 将太郎 氏・赤間 勝 氏・濱田 修一 氏

　バスケットボール：中川 聴乃 氏・出岐 奏 氏

　バレーボール：佐田樹里 氏・横田一義 氏

　サッカー：前田悠佑 氏・村上佑介 氏

≪第１部：ボールであそぼう！≫

対象：年長～小学３年生と保護者　　参加者数：親子４３組

内容：パスやドリブルなどボール遊びを親子で楽しみながら、親子のコミュニケー

ション力向上を図ることができた。

≪第２部：キッズチャレンジ≫

対象：小学４～６年生　　参加者数：小学生８６名

内容：トップアスリートやＯＢ・ＯＧによる指導のもと、ラグビー、サッカー、バ

レーボール、バスケットボールの４種目を全競技ローテンションで体験した。さま

ざまな体の動かし方を教えていただき、スポーツを通した子どもたちのコミュニ

ケーションを図ることができた。

写真

趣旨・目的

町制施行５０周年を記念して、トップアスリートやＯＢ・ＯＧを講師として派遣し

てもらい、次世代のこどもたちのスポーツライフを支援することを目的に開催。

開催日 令和元年１２月１日（日）　

開催場所 長与町民体育館、総合公園運動公園広場

事業区分 記念事業 実施主体 長与町教育委員会生涯学習課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 34 事業名 SOMPOボールゲームフェスタ
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事業区分 記念事業 実施主体 長与町政策企画課

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 35 事業名 「出張！なんでも鑑定団in長与」（テレビ公開番組）

趣旨・目的

町制施行５０周年を記念して、認知度が高く、町民が参加できる公開番組を誘致す

ることで、町民の記憶に残る事業を開催する。

開催日 令和２年２月１６日（日）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 ５９３人（観覧者５５７人、依頼人６名、依頼人応援者３０名）

実施内容

収録予定日は令和元年９月２２日（日）であったが、台風のため延期となり、令和

２年２月の収録となった。

お宝については、テレビCMでの募集も行い、お宝・観覧募集共に町内外を問わず多

くの方から申込をいただいた。

当日は３名の鑑定士のもと、６点の鑑定が行われ、約２時間の収録が行われた。会

場は大いに盛り上がり、テレビでは映らない舞台裏や会場の雰囲気を感じることも

できる貴重な機会となった。

【お宝・観覧募集】５月８日（水）～７月１０日（水）

【申込数】お宝１６６名２７９件（うち町民７８名１１５件）

　　　　　観覧１,３０２通（うち町民１､１３２通）

写真
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Ⅳ 長与町町制施行50周年記念事業実施内容  

 

 ３ 町民等主催事業  

  （１）町民自主企画事業 

 

 

 

 

 

 

 
 

すこやかな 未来をはぐくむ 長与町  
 

長与町町制施行 50周年記念町民自主企画事業補助金 

住民主体によって実施する 50周年記念事業について募集を行い、採択された事

業について補助金の交付を行った（上限 5万円）。 

≪第 1回募集≫ 

 【募集期間】 平成 30年 6月 11日（月）～平成 30年 9月 3日（月） 

 【申請件数】 5件  

 【採択件数】 5件  

≪再募集≫（平成 31年 4月～令和元年 12月実施分） 

 【募集期間】 平成 31年 1月 7日（月）～平成 31年 2月 28日（木） 

 【申請件数】 3件  

 【採択件数】 3件 



 



事業区分 町民自主企画事業 実施主体 長与町バスケットボール協会

補助金額 ５０,０００円

開催日時 平成３１年３月２日（土）・３月３日（日）　

開催場所 長与町民体育館

参加者数 約３００名

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 1 事業名 長与バスケットボールまつり

成果と評価

キッズバスケでは、今回の記念事業で対象を拡充した保育園、幼稚園児の参加が３

６名と、予想以上の参加となった。結果として小学４年生以下で１７５名の参加が

あり（昨年１２０名程度）、大変盛り上がった。特に、小学生もスポーツ教室に

入っていない子どもが多く、バスケットボールの普及に繋がった。

小学生及び中学生のクリニックについても、子どもたちはもちろん、各小中学校の

コーチも真剣に見学し、今後の練習内容等の参考になったとの評価をいただいた。

写真

事業内容

町民にバスケットボールをやさしく紹介し、初心者にもバスケットボールへの関心

を高めてもらうとともに、町内愛好者の競技力の向上及び参加者相互の親睦融和を

図ることを目的に、毎年バスケットボールまつりを開催している。

今回は、町制施行５０周年自主企画事業として、町内児童及び園児を対象に、レベ

ルに応じ楽しみながら試合を行うキッズバスケットボールと小中学生のクリニック

を拡充して実施した。
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事業内容

開場から開演までの時間を利用し、ホワイエで来場者にヴァイオリンとチェロの楽

器体験を実施。楽器体験の講師や団員が演奏も披露した。

演奏会自体は、長与町５０周年を記念して華やかな曲や長年愛されている曲、長崎

や長与町を連想させる曲を中心に演奏し、お祝いや今後の発展を願う気持ちを込め

た。独奏・重奏の演奏前には、長与町の好きなところを子どもたちがそれぞれに発

表した。

成果と評価

初の試みとして行った楽器体験は、子どもだけでなく大人の体験希望者も予想以上

の数だった。楽器体験には講師だけでなく、団員や保護者もサポートに参加し、来

場者と直に接する良い場となった。多くの人が記念撮影をしたり、次の人が来るま

でずっと弾いていたりと楽しそうなのが印象的だった。この企画が、次回の「子ど

ものための弦楽講座」に繋がることを期待したい。

自己紹介の際、町の好きなところを発表することで、団員だけでなく来場者にも町

の良いところを認識してもらえる機会となった。自主企画事業に選ばれたことで、

例年よりも４～５曲多く、且つ難易度の高い合奏に取り組み、団員には弾き応えの

ある、来場者には聴き応えのある演奏会になった。自主企画事業に採択されたこと

で、より良い演奏会にしたいと練習を頑張ったことは、ジュネスの子どもたちの心

の成長と自信に繋がった。

写真

補助金額 ５０,０００円

開催日時 平成３１年３月２１日（木・祝）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 来場者　約２００人、出演者　４１名

事業区分 町民自主企画事業 実施主体 「平和コンサートinながよ」ジュネス弦楽アンサンブル

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 2 事業名 第９回スプリングコンサート
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事業内容

町制施行５０周年を機にバウンドテニスの普及のため、多くの町民が家族、友人、

職場でチームをつくり、気軽に参加していただけるよう、競技方法を工夫した大会

を実施した。団体ラリー戦として、１チーム６人のチームをつくり、試合球とスポ

ンジボールそれぞれで、１分間のラリー回数をチーム対抗で競い合う競技を実施し

た。また、スポンジボールを使用し、参加者全員でラリーを行う個人戦も実施し

た。

成果と評価

当日は１チーム６名の３０チームに参加いただいた。町民の皆様にバウンドテニス

が生涯スポーツとして素晴らしいスポーツである事を理解して楽しんでいただいた

事が最大の喜びとなった。協会目標は１００％達成された。

写真

補助金額 ５０,０００円

開催日時 令和元年６月２３日（日）　

開催場所 長与町民体育館

参加者数 参加者　１８０名、スタッフ　４５名

事業区分 町民自主企画事業 実施主体 長与町バウンドテニス協会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 3 事業名 バウンドテニス親睦大会
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写真

補助金額 ５０,０００円

事業内容

遠泳と長距離走を連続で行うアクアスロン大会を長与町で初めて開催した。

A　小学３・４年　スイム１００m＋ラン０.９㎞

B　小学５・６年　スイム２００ｍ＋ラン１.５㎞（１周回）

C　中学生　　　　スイム４００ｍ＋ラン３.０㎞（２周回）

D　高校生　　　　スイム８００ｍ＋ラン５.０㎞（３周回）

E　一般　　　　　スイム８００ｍ＋ラン５.０㎞（３周回）

成果と評価

参加者２００人を見込んでいたが、２３１名の申込、当日出場したのが２０１名

と、町制施行５０周年を機に長与町で初の開催となったアクアスロン大会を盛大に

実施することができた。また、佐賀、福岡、熊本、宮崎、山口など県外からの参加

者もあり、また初心者から国体選手まで幅広い競技レベルの選手が集まり、応援も

含めて大いに盛り上がった。

大会は大きな事故やケガもなく、無事終えることができた。運営について改善点は

あるが、想定したとおりの大会を開催することができたと感じている。

ジュニア選手（小学校～高校）にとっては、将来のトライアスロンへのチャレンジ

に向けて、いい足がかりになったのではと感じた。また、一般の選手は日頃の練習

の成果を試す場であり、暑い中それぞれのペースでレースを楽しむことができたと

思う。第１回大会は無事終えることができたが、反省点や改善点を洗い出し、今回

の大会を契機に、今後も長与町で継続して開催していきたい。

開催日時 令和元年８月１１日（日）　

開催場所 長与シーサイドパーク多目的広場、長与港他

参加者数 ２０１名

事業区分 町民自主企画事業 実施主体 長与町トライアスロン協会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 4 事業名 第１回長与アクアスロン大会　長崎県アクアスロン選手権大会
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写真

補助金額 １５,０００円

事業内容

老人の方々を敬い長寿をお祝いするために、例年開催している自治会主催による敬

老会に、長与町町制５０周年記念として歌謡ショー（敬老会コンサート）を新規プ

ログラムとして追加し、歌謡バンドの昭和セブンティーズ（歌手２名、演奏２名、

司会１名）により実施した。歌謡１０曲、ギターソロ２曲を演奏。

成果と評価

最初は静かに始まった歌謡ショーも歌が進むにつれ、参加者が一緒に歌う場面も

あって大変盛り上がり、最後にはアンコールがかかり、バンドリーダーからは、

「こういう事は初めてです」と嬉しい言葉をいただいた。このように参加者と一体

となることで、今までと違った楽しいひと時を過ごせたのではないかと思う。

開催日時 令和元年９月１６日（月）　

開催場所 西高田自主防災センター

参加者数 ６３名

事業区分 町民自主企画事業 実施主体 西高田自治会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 5 事業名 西高田敬老会（長与町町制施行５０周年記念歌謡ショー）
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写真

補助金額 ２５,０００円

事業内容

高田地区のスローガンである「人にやさしく いつまでも 住みつづけたい町 高田」の

横断幕を町制施行５０周年を契機に作成した。

開会式の会長挨拶において、横断幕を紹介し、地域連携の強化を図った。

成果と評価

どの行事にも使用可能な横断幕を作成したため、今後のあらゆる行事において横断

幕を掲げることで地域連携の強化が期待できる。

開催日時 令和元年１０月２０日（日）　

開催場所 高田中学校グラウンド

参加者数 ８００人

事業区分 町民自主企画事業 実施主体 高田地区コミュニティ活動推進会議

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 6 事業名 コミュニティフェスタｉｎ高田（運動会）
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ビンゴカード表面・裏面 読み札表面・裏面

写真

補助金額 ５０,０００円

事業内容

長与町内の郷土芸能や名所旧跡、名物などを紹介するカードを作成して、５枚×５

枚合計２５枚のビンゴゲームを行った。（総紹介枚数は１１０枚）

７人×４テーブル（４組）で実施。参加者１人１人が読み札を引き当て、本人及び

読み手がそれを紹介しながら読む。２試合を実施した。

成果と評価

長与町内の郷土芸能や名所旧跡、名物を初めて知ったなど、長与の良さを認識でき

た。また大いに笑いがあった。実施して良かったと思う。

開催日時 令和元年１１月１７日（日）　

開催場所 長与ニュータウン防災センター

参加者数 ２９名

事業区分 町民自主企画事業 実施主体 長与ニュータウン仲よしサロン

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 7 事業名 長与ニュータウンビンゴゲーム大会
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写真

補助金額 ５０,０００円

事業内容

長与町制施行５０周年に合わせ、「創立２５周年記念演奏会」を、記念演奏会とし

ては初めて、長与町民文化ホールで開催した。

第１ステージでは全７曲からなる混声合唱組曲「心の四季」、第２ステージでは心

に残るあの歌この歌として７曲、第３ステージでは全５曲からなる混声合唱組組曲

「水のいのち」で構成し、合唱の楽しさを披露した。

成果と評価

平均７１歳を超える団員が、２２曲全部を暗譜に取り組み、ほぼ全員が達成するこ

とができた。プログラム通りに演奏することができた。多くのイベントとかちあっ

たにもかかわらず多くの来場者があり、好評を得た。

開催日時 令和元年１１月２４日（日）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 来場者数　４５６人、出演者　３４名（団員３２名、指揮者、ピアニスト）

事業区分 町民自主企画事業 実施主体 長与プラーム混声合唱団

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 8 事業名 長与プラーム混声合唱団創立２５周年記念演奏会

58



 59  

 

 

 

 

 

Ⅳ 長与町町制施行50周年記念事業実施内容  

 

 ３ 町民等主催事業  

  （２）協賛事業 

 

 

 

 

 

 

 

すこやかな 未来をはぐくむ 長与町  

長与町町制施行 50周年記念協賛事業 

町内の団体及び法人等が実施する事業やイベントのうち、ともに長与町の 50

周年を盛り上げていただける事業を協賛事業として募集を行った。 

【募集期間】 平成 30年 10月 3日（水）～令和元年 12月 

【申請件数】 11件 

【承認件数】 11件 



 



事業の内容

及び成果

長与町国際交流協会が平成１０年に設立し、平成３０年度で２０周年を迎えたこと

を記念し、さらなる国際理解の促進と、町民をはじめとする多くの方への協会の周

知を目的として、戦場カメラマン・ジャーナリストの渡部陽一氏による記念講演会

を開催した。「世界からのメッセージ～平和と命の大切さ～」というテーマで講演

いただき、取材の中で経験した戦場の悲劇や、人々の生活について紹介いただい

た。講演会当日は、４６６人が参加し、多くの町民に協会を周知することができ

た。

写真

開催日時 平成３１年１月２７日（日）　

開催場所 長与町民文化ホール

参加者数 ４６６人

事業区分 協賛事業 実施主体 長与町国際交流協会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 1 事業名 長与町国際交流協会設立20周年記念事業「渡部陽一氏 講演会」
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事業の内容

及び成果

三彩写真会会員の写真表現力向上と町民の写真文化高揚への貢献を目的に、シンポ

ジウムを開催した。第１部の講演会では、写真表現法の向上を学んだ。第２部のパ

ネルディスカッションでは、写真活動の意義と社会的テーマの肖像権に関する討論

が活発に行われて成功裡に終了した。

写真

開催日時 平成３１年２月１０日（日）　

開催場所 長崎県立大学シーボルト校

参加者数 ６９人

事業区分 協賛事業 実施主体 三彩写真会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 2 事業名 写真に関するシンポジウーム２０１８
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参加者数 約４００名

事業の内容

及び成果

制限時間内に自然災害の現場から脱出する過程を、見て、聞いて、動いて学ぶ体感

型のイベント。３公演を実施。２５分で４つのミッションをクリアすれば無事脱出

できるという設定で、参加者はグループで話し合い、知恵を絞り、楽しみながら

ゴールを目指した。幼児から高齢者まで幅広い年代層が参加し、全町民の自助・共

助の意識醸成が図られ、防災活動の普及・啓発に繋がった。

写真

開催日時 平成３１年２月２４日（日）　

開催場所 長与町民体育館

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 3 事業名 体感型防災アトラクション

事業区分 協賛事業 実施主体 長与町自主防災組織連絡協議会
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事業の内容

及び成果

長与町民その他の方々に広く「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に纏わ

る歴史的文化の広報、並びに芸術写真文化の高揚に寄与するということを目的に

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に纏わる作品７０点を展示した。会

期１３日間で６８１人の方々にご高覧いただき、写真文化の振興や上記世界遺産の

広報に寄与したと判断する。更に、これらに対する説明会を行い、特に上記世界遺

産への関心度が向上されたものと判断され、いずれにおいても、初期目標以上の成

果が得られ、本写真展の目的は達成されたものと判断された。

写真

開催日時 令和元年５月１１日（土）～令和元年５月２４日（金）　

開催場所 長与駅コミュニティーホール

参加者数 全観覧者数６８１人

事業区分 協賛事業 実施主体 一般社団法人　イケベンフォトミュージアム

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 4 事業名
世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に

纏わる「長崎・潜伏キリシタン祈りの里」の写真展
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事業の内容

及び成果

長与町老人クラブ会員が、校区ごとのチームに分かれて、風船割りリレー・ゲート

通しリレー・ボール送りゲーム等の競技で、楽しみながら成績を競うことにより、

ほどよく体を動かしながら、会員相互の親交を深めることができた。

写真

開催日時 令和元年５月２９日（水）　

開催場所 長与町民体育館

参加者数 ２９５名

事業区分 協賛事業 実施主体 長与町老人クラブ連合会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 5 事業名 第２９回健康ふれあい大会
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事業の内容

及び成果

長与町文化協会は会員の相互扶助と親睦をはかり、併せて日頃の文化活動の成果を

町民の皆様にご披露し、町民文化の振興ならびに生涯学習の向上に寄与することを

目的として発表大会を開催。

【長与町老人福祉センター】

６月９日（日） 日本棋院囲碁大会　２５名による個人戦を開催

【長与町民文化ホール】

６月１５日（土） 音楽部門５団体・展示部門５団体による発表。

　　　　　　　　 観客動員数３００人

６月１６日（日） 芸能部門３９団体・展示部門５団体による発表。

                               観客動員数５００人

参加会員数：囲碁大会２５名・音楽部門８６名・芸能部門２４５名・展示部門７１

名

写真

開催日時 令和元年６月９日（日）～令和元年６月１６日（日）　

開催場所 長与町民文化ホール、長与町老人福祉センター

参加者数 文化協会発表大会参加会員数４２７名、観客動員数８００人

事業区分 協賛事業 実施主体 長与町文化協会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 6 事業名 第４２回長与町文化協会発表大会
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事業の内容

及び成果

三彩写真会テーマのローカル線作品３６点、出展会員２６名の独自作品１２２点に

先生方の賛助出展作品１４点の合計１７２点を展示して、１７周年記念・三彩写真

会作品発表写真展を開催した。会期中の来場者をおおよそ１,０００人のご高覧をい

ただき、会員にとって絶好のレビューとなった。さらに、長与町内外に写真文化の

振興に貢献され、初期目的は十分に達成されたものと判断された。これを機会に従

来同様に全会員一同、生涯学習として継続していく。

写真

開催日時 令和元年７月９日（火）～令和元年７月１４日（日）

開催場所 長崎県美術館・県民ギャラリーB（長崎市出島町）

参加者数 入場者数　９２８人（６日間）

事業区分 協賛事業 実施主体 三彩写真会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 7 事業名 １７周年記念・三彩写真会作品発表写真展
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事業の内容

及び成果

午前の部では、永年勤続功労者賞と会員加入促進功労賞と若手会員加入促進功労賞

の表彰を行い、その後、役場の健康保険課と介護保険課より講師を招き、「高齢者

の健康づくりについて」講演会を、昼食をはさみ、午後の部では、演芸発表会を開

催。

老人クラブの日頃の活動を、老人クラブ会員のほか、町長はじめ来賓の方々にも、

知っていただくよい機会となった。また、演芸発表会は、多くの会員の前で練習の

成果を発表する場となり、今後の活動のはげみとなった。

写真

開催日時 令和元年７月１０日（水）　

開催場所 長与町老人福祉センター

参加者数 ２２５名

事業区分 協賛事業 実施主体 長与町老人クラブ連合会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 8 事業名 第２回老人クラブ大会
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事業の内容

及び成果

長与町の伝統的なペーロンを保存し、町民相互の親睦を深めるとともに、スポーツ

としてのペーロン振興を図ることを目的として毎年行っている長与町ペーロン大会

を、５０周年記念協賛事業として開催。

レースは、「フリーレース」「子どもレース」「愛好会」「職域」「レディース」

の部門で熱戦が繰り広げられ、大いに盛り上がった。

写真

開催日時 令和元年８月４日（日）

開催場所 長与町斉藤郷西側埋立地及び長与港

参加者数 ２２チーム

事業区分 協賛事業 実施主体 長与町ペーロン保存会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 9 事業名 第３５回長与町ペーロン大会
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事業の内容

及び成果

町民ホールにて、ノーベル平和賞の受賞メダル及び賞状（公式レプリカ）を展示し

た。ICANサポート・ナガサキのスタッフが、庁舎への来庁者に対して町制施行５０

周年での展示の広報及び展示内容の説明を行った。来場者に、パネルの展示内容

や、受賞メダルに触れてもらうことで、平和について訴求することができた。

写真

開催日時 令和元年８月１９日（月）

開催場所 長与町役場１階町民ホール

参加者数 約６０人

事業区分 協賛事業 実施主体 ICANサポート・ナガサキ

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 10 事業名 ノーベル平和賞の受賞メダル及び賞状（公式レプリカ）の展示
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事業の内容

及び成果

人生１００年時代を迎えようとしているこのときに、「レクリエーションボッ

チャ」を通じて、健幸と親睦、融和を目的に、多くの方に参加いただけるよう、

「長与町レクリエーションボッチャ協会」を設立し、その第１回大会となる「第１

回長与町レクリエーションボッチャまつり」を開催。当日は、子どもから高齢者、

障害のある方など、多くの方が参加し、和気あいあいとした雰囲気の中、白熱した

試合が展開された。

写真

開催日時 令和元年１２月１日（日）

開催場所 長与町公民館

参加者数 約６５名（他にスタッフ約１０名）

事業区分 協賛事業 実施主体 長与町レクリエーションボッチャ協会

長与町町制施行５０周年記念事業実施内容

事業№ 11 事業名
長与町レクリエーションボッチャ協会設立記念

第1回長与町レクリエーションボッチャまつり
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Ⅴ 参考 
 

 
長与町町制施行５０周年記念事業検討委員会設置要綱 

 

 

 （設置） 

第１条 長与町町制施行５０周年を記念し、各種記念事業（以下「記念事業」という。）を検

討及び推進するため、長与町町制施行５０周年記念事業検討委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。 

（１）記念事業の企画に関する事項 

（２）前号に掲げるもののほか、記念事業に関し必要な事項 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、副町長及び別表の職員で組織する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長は政策企画担当部長

をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 

 （会議） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて召集し、その議長

となる。 

２ 議長は会議の議事に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その

意見もしくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

 

 （報告） 

第５条 委員会は、第２条各号に関し協議及び検討した結果を町長に報告するものとする。 

 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、政策企画担当課において処理する。 

 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

 

  附 則 

  この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 
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長与町町制施行５０周年記念事業実行委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 長与町町制施行５０周年を記念する事業（以下「記念事業」という。）を、町民と町と

の協働により推進するため、長与町町制施行５０周年記念事業実行委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項についての事務を行う。 

（１）記念事業の審査及び決定に関すること 

（２）前号に掲げるもののほか、記念事業の実施に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員 16名以内で組織する。 

２ 委員長は町長を、副委員長は副町長をもって充てる。 

３ 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

 （１）関係団体又は同団体長が推薦する者 

 （２）別表に掲げる職にある者 

（３）前２号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からこの要綱を廃止する日までの期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数の場合は、委員長の決する

ところによる。 

４ 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

(推進本部) 

第７条 会議を円滑かつ効果的に進めるため、推進本部を置く。 

２ 推進本部の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
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（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、政策企画担当課において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

    

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成３２年３月３１日限りその効力を失う。 

 

別表（第３条関係） 

教育長 

会計管理者 

総務部長 

企画財政部長 

住民福祉部長 

健康保険部長 

建設産業部長 

水道局長 

教育委員会教育次長 

議会事務局長 
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長与町町制施行５０周年記念事業推進本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 長与町町制施行５０周年を記念する事業（以下「記念事業」という。）を、円滑かつ効

果的に進めるため、長与町町制施行５０周年記念事業推進本部（以下「推進本部」という。）

を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項についての事務を行う。 

（１）記念事業の実施に関すること 

（２）前号に掲げるもののほか、記念事業を実施するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び次に掲げる者で組織する。 

（１）記念事業を実施する所管の課長職にある者 

（２）前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

２ 本部長は政策企画担当部長を、副委員長は政策企画担当課長をもって充てる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、施行の日からこの要綱を廃止する日までの期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、本部長が必要に応じて召集し、その議長となる。 

２ 会議には、第３条に規定する者が出席するものとする。 

３ 議長は、会議の議事に必要があると認めるときは、会議に部員以外の者の出席を求め、 

その意見もしくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は、政策企画担当課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定

める。 
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附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成３２年３月３１日限りその効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


