
 

 

Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、２０２３年に長崎市において開催されるＧ７長崎保健大臣会合の成功に

向け、官民一体となって会合の準備・開催支援に取り組むとともに、県民・市民の歓迎機

運の醸成、長崎ならではの魅力や核兵器廃絶と世界恒久平和の発信に資することを目的と

する。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）保健大臣会合開催に対する支援、協力及び受け入れに向けた準備の推進に関すること 

（２）保健大臣会合関連事業の企画及び実施に関すること 

（３）保健大臣会合に関する広報・啓発及び長崎県の各種情報発信に関すること 

（４）その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

（組 織） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる団体（以下「構成団体」という。）をもって構成し、別表

２に掲げる者を委員とする。 

 

（役 員） 

第５条 協議会に以下の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ３名 

２ 会長は、長崎県知事をもって充てる。 

３ 副会長は、長崎市長、国立大学法人長崎大学学長、長崎県商工会議所連合会会長をもっ

て充てる。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐する。 

 

（監 事） 

第７条 協議会に監事を置く。 

２ 監事には、長崎県会計管理者、長崎市会計管理者をもって充てる。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 



 

 

（顧 問） 

第８条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、協議会の運営に関し、意見を述べることができる。 

 

（総 会） 

第９条 総会は、委員をもって構成し、次に掲げる事項について議決する。 

（１）協議会の規約の制定及び改廃に関すること 

（２）予算及び決算に関すること 

（３）事業計画に関すること 

（４）その他第２条の目的の達成に必要と認められること 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。 

３ 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

４ 委員が出席できないときは、当該委員が指定するものを代理として出席させ、又は議決

権の行使を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したも

のとみなす。 

５ 総会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

６ 会長が必要と認める場合には、委員に対し書面により賛否を求め、その回答をもって会

議の開催に代えることができる。 

７ 緊急を要するとき、その他必要な場合は、書面表決によって総会の議決を行うことがで

きる。 

８ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。 

９ 総会で知り得た個人情報など会長が必要と認めたものについては、非開示とする。 

 

（会長の専決処分） 

第１０条 会長は、総会を招集するいとまがないときは、その議決すべき事項について、こ

れを専決処分することができる。 

２ 前項の規定により処置したときは、会長は、これを次回の総会において報告し、その承

認を求めなければならない。 

 

（部 会） 

第１１条 会長は、第３条に掲げる事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じて部会を設置

することができる。 

２ 部会の会員は、会長が指名する。 

３ 部会について必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（経 費） 

第１２条 協議会に必要な経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 



 

 

２ その他会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（事務局） 

第１３条 協議会の事務を処理するため、長崎県文化観光国際部内（長崎市尾上町３番１号 

長崎県庁６階）に長崎県、長崎市及び株式会社十八親和銀行の派遣職員で構成する事務局

を置く。 

２ 事務局長には、長崎県文化観光国際部参事監をもって充てる。 

３ 事務局の運営に関して必要な事項は、事務局長が別に定める。 

 

（解 散） 

第１４条 協議会は事業の目的を達成後、総会の議決をもって解散する。 

 

（補 則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

 附 則 

この規約は、令和４年１１月１１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１ 

【構成団体】 

団 体 名 

１ 長崎県 

２ 長崎市 

３ 長崎海上保安部 

４ 長崎県警察本部 

５ 長崎県市長会 

６ 長崎県町村会 

７ 一般社団法人長崎県医師会 

８ 一般社団法人長崎県歯科医師会 

９ 一般社団法人長崎県薬剤師会 

10 公益社団法人長崎県看護協会 

11 日本赤十字社長崎県支部 

12 社会福祉法人長崎県社会福祉協議会 

13 国立大学法人長崎大学 

14 公益財団法人長崎県国際交流協会 

15 公益財団法人長崎平和推進協会 

16 長崎県商工会議所連合会 

17 長崎県商工会連合会 

18 長崎県中小企業団体中央会 

19 長崎経済同友会 

20 長崎県経営者協会 

21 長崎都市経営戦略推進会議 

22 株式会社十八親和銀行 

23 一般社団法人長崎県観光連盟 

24 一般社団法人長崎県物産振興協会 

25 一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会 

26 長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合 

27 国土交通省大阪航空局長崎空港事務所 

28 九州旅客鉄道株式会社長崎支社 

29 西日本高速道路株式会社九州支社長崎高速道路事務所 

30 長崎空港ビルディング株式会社 

31 一般社団法人長崎県バス協会 

32 一般社団法人長崎県タクシー協会 

33 株式会社長崎新聞社 

34 日本放送協会長崎放送局 

35 長崎放送株式会社 

36 株式会社テレビ長崎 

37 長崎文化放送株式会社 

38 株式会社長崎国際テレビ 

（順不同） 

 

 



 

 

別表２ 

 【委員名簿】 

役 職 団 体 名 役 職 氏 名 

会 長 長崎県 知事 大石 賢吾 

副会長 長崎市 市長 田上 富久 

国立大学法人長崎大学 学長 河野 茂 

長崎県商工会議所連合会 会長  

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎海上保安部 部長 藤本 裕之 

長崎県警察本部 本部長 中村 亮 

長崎県市長会 会長 田上 富久 

長崎県町村会 会長 古庄 剛 

一般社団法人長崎県医師会 会長 森崎 正幸 

一般社団法人長崎県歯科医師会 会長 渋谷 昌史 

一般社団法人長崎県薬剤師会 会長 田代 浩幸 

公益社団法人長崎県看護協会 会長 西村 伊知恵 

日本赤十字社長崎県支部 支部長 大石 賢吾 

社会福祉法人長崎県社会福祉協議会 会長 出口 啓二郎 

公益財団法人長崎県国際交流協会 理事長 宮脇 雅俊 

公益財団法人長崎平和推進協会 理事長 調  漸 

長崎県商工会連合会 会長 吉村 洋 

長崎県中小企業団体中央会 会長 石丸 忠重 

長崎経済同友会 代表幹事 森  拓二郎 

長崎県経営者協会 会長 石瀬 史朗 

長崎都市経営戦略推進会議 議長 小川 洋 

株式会社十八親和銀行 取締役頭取 山川 信彦 

一般社団法人長崎県観光連盟 会長 宮脇 雅俊 

一般社団法人長崎県物産振興協会 会長 黒田 隆雄 

一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会 会長 村木 昭一郎 

長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 村木 營介 

国土交通省大阪航空局長崎空港事務所 空港長 原田 毅彦 

九州旅客鉄道株式会社長崎支社 執行役員長崎支社長 田中 渉 

西日本高速道路株式会社九州支社 

長崎高速道路事務所 
所長 桑原 和之 

長崎空港ビルディング株式会社 代表取締役社長 幸重 孝典 

一般社団法人長崎県バス協会 会長 嶋崎 真英 

一般社団法人長崎県タクシー協会 会長 四元 永生 

株式会社長崎新聞社 代表取締役社長 徳永 英彦 

日本放送協会長崎放送局 局長 山本 真人 

長崎放送株式会社 代表取締役社長 東  晋 

株式会社テレビ長崎 代表取締役社長 大澤 徹也 

長崎文化放送株式会社 代表取締役社長 壹岐 正 

株式会社長崎国際テレビ 代表取締役社長 川畑 年弘 

（順不同、敬称略） 


