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応募作品一覧

見やすい一覧及びネーミング意図は、市ホームページ
または経営企画課窓口でご覧いただけます。

・人づくり まちづくり 幸せづくり ながくてプラン

・あなたも参加のタウン計画

・ながくてミンナーデ・プラン2028

・未来の風をあなたと共に

・幸福度アップ プランながくて

・あなたが描くゆめタウン計画

・破竹のゴールド・プラン

・あなたが住むからより良くしたい

・もっと まるごと ながくてプラン

・長久手さわやか計画

・未来のかたち長久手

・これっと

・夢たま無量！

・長久手みんなの夢プラン

・ながくて10年プラン

・ながくてのたね〜Nagakute C's〜

・ドリームエッグ

・ながくて短い10年計画

・夢まち☆づくり

・長くって意義深い歴史の長久手計画

・ながたま

・ながくても楽しい10年計画

・Nコンパス 2028

・ナガクテ3M1Sプロジェクト

・Nエッグ

・ながくて10年いい街計画

・役割と居場所のガイドブック

・みんなのビジョン長久手プラン2028

・ロングハンズ10

・夢たま無量！計画

・わずらわしさ満載プラン

・もっと、
ほっと、ずっと＠長久手プラン

・ながくてつくるん

・長久手紙

・ながーくあった夢(め)ブロジェクト

・共に育むコネクトプラン

・みんなで、ずっと、
もっと☆長久手プラン

・たまごからナガクテ

・長く久しく手をつなぎ

・飛行船

・太く。
長久手

・
「だったらいいネ」束ねたみんなの思い

・愛・ながくて 幸 作戦

・ながくて未来のカタチ計画

・2028長久手未来構想

・長くてくてく

・それぞれの総合計画

・愛・ながくて アタック幸

・私たちの長久手みちしるべ

・さぁこいや

・手前みそプラン

・作り続ける総合計画

・愛・ながくて さらに・・計画

・みんながプラン
（みんなの長久手計画）

・みんなでやろかぁ

・好きだで長久手どえりゃあ計画

・ひとりひとりが主役の総合計画

・エッグパフォーマー計画

・長久手市たつせがある計画

・つなぐ少し先の未来へ

・リビングタウン計画

・長久手みちしるべ

・長〜く手つなぐプロジェクト

・幸せ活力長久手プラン

・ながく、手を携えて暮らす街

・
ｆプラン

・N-Voice

・そう！ＧＯ！１０プロジェクト

・安心安全幸せ長久手プラン

これからも長久手
・今までも長久手、

・くにづくり

・N-未来（夢）

・長〜くて、
イキイキぐらしのわがまちプラン☆２０１９〜

・いいな幸せ長久手プラン

・ながよしプラン2029

・マイ長久手

・ながくてパーフェクトプラン

・ながくてのみちしるべ（ながみち）

・みちのり

・ナガスマプラン

・雑木林を放置せず里山を保全

・ながくて まちのたねあかし

・GO!GO! NAGAKU10(ten)

・長久手はなまるプラン

・ナガスマレビュー

・都市型市街地と小市街地での日常生活の

・
『住民』
と
『行政』のハーモニー・創ろまい輝く長久手

・未来都市

・長久手あすなろプラン

・未来の樹(ミライノキ)

充実

・みんなで創ろまい輝く長久手（impossible参加すれ

・未来シティー長久手

・長久手ミライトアップ！プロジェクト

・ながくてわたしたちのプラン

・長久手大人塾

ばI'm possible）

・希望都市長久手10

・長久手やります宣言

・ながくてカエルプラン

・ヒーロー生産工場

・長久手絆プラン

・育て！ながくて ぐんぐん計画

・長久手の育て方

・ながくてみえるプラン

・ＫＯＤＯＭＯかがやくプロジェクト

・長久手夢プラン

・笑動計画

・
「夢の卵」計画

・フリー な+が+く+て

・長くて(長久手)永久に、長久手市

・長久手スマイルプラン

・いいすたーとえっぐ10

・まちの羅針盤づくり

・天髙く、
はばたけ、長久手市

・長久手ジャンプラン

・長久手ゆめたまご、

・十年十色〜クーテの夢たまご〜

・皆んなの暮らし10年プラン

・創造

・長久手エッグプラン

・長久手のタネ、長久手たねまき計画

・エガクオン長久手

・ながくて楽市楽座づくり

・コーディネート長久手10

・長久手未来ハートプラン

・長久手ひと・まち・みらい計画

・カエデザイン

・みどり輝く都市 長久手

・はばたき道しるべ

・モリコロドリームカンパニー

・躍進プラン 長久手

・サツキプラン

・いつも長久手(長くて)永久に

・未来指針

・モリコロドリームプラン

・翔（はばた）
く長久手プロジェクト

・NSP〜ながくて進化プラン〜

・長久手燦燦飛翔発展VISION

・10年総計

・長くて嬉しいロードマップ

・長久手１０年物語

・みなプラン

・長久手ゆめごっちプラン

・あすながプラン

・ウフプロジェ

・長〜く手づくりプラン

・なブ作りプラン

・テンドリームプラン

・センシブルプラン

・ながくてDREAMプラン

・ながよしこよし物語

・未来物語

・サージュプロジェクト

・10年航海の羅針盤（orコンパス）

・わがまちながくて

・NHAP
（長久手・ハイブリッド・アドバンスド・プラン）

・グローアップビジョン-2027

・いきいき長久手まちみらいプラン

・ながくて いろどり みどり そうけいさん

・長久手コモンズ

・ミライハカナウ計画

・ふれあい長久手みらいふるプラン

・ぷるんとマイナス10歳肌

・ねっとうじだい

・ふかふかプロジェクト

・長久手みんなのまちづくりプラン

・みんなの役割手帖

・みんなでつくった みんなの総合計画

・ゆめいろ玉手箱プロジェクト

・ながくてモチベーション(プラン)

・赤の他人村脱却計画

・一人ひとりに役割と居場所があるまちづくり計画

・ワクワクたまご物語

・ながくてインキュベーション(プラン)

・進め！ワクワク船「ながくて丸」〜未来クルーの挑戦〜

・そうけいさん、
あんたのおかげで、元気です

・ハッピーたまご計画

・ながくてソリューション(プラン)

・私がつなぐ長久手2050

・長久手ＤＩ
Ｙプラン

・ぼくらの夢プラン

・
「〜の種広場」
でまちづくり

〜ここに住むあなたのために〜

・みなぷら

・長久手ミライ計画

・ながくて未来図

・KANARE RiVer nagakute

・みん・なが2028

・とっておき夢プラン

・‐NEW長久手‐青雲の総合プラン

・両雄応援古紀の街を

・ながくて夢プラン2028

・未来を見つめる創る

・ながたまプラン

・長く楽しく輝くプラン

未来号

緑の都プロジェクト

〜暮らしを楽しむ〜

長久手

想像以上の応募に驚いています。
その分、文字が小さくなってしまい、申し訳ありません

応募作品の中から、みなさんの「投票」により最優秀賞を決めます！

手順１

総合計画愛称総選挙（一次選考）

ぜひ、
投票を！

上記作品の中から、投票で5作品程度に絞ります
【投票期間】
3月27日
（月）〜4月18日
（火）

【投票方法】
①投票用紙による投票
投 票用紙に必 要 事 項をご記 入 の 上 、経 営 企 画 課へ 郵 送または
ファックスまたはご持参にてご投票ください。
※投票用紙は、市ＨＰまたは経営企画課窓口で配布しています。

②市ＨＰによる投票
市ホームページの投票フォームから、必要事項をご記入の上、
ご投
票ください。
［URL］http://www.city.nagakute.lg.jp/keiei/
aisyosousenkyoitizi.html

【注意事項】
投票は、1人3票までとします。
応募作品は、補作（加筆・修正）を行った上で候補作品とする場合
があります。

総合計画愛称総選挙（最終選考）

手順２
もう一度、
投票を！

一次選考の上位5作品程度の中から、
最優秀作品を決定するため
総選挙（最終選考）
を開催します
【最終選考日時】
4月23日
（日）10:00〜16:00

【最終選考

投票方法】

①上記時間で、福祉の家1階交流ストリートとアピ
タ長久手店２階南出入口付近に投票ブースを設置
します！上記の投票ブースにお越しの上、投票をお
願いします！
②市ＨＰによる投票
市ホームページの投票フォームから、必要事項をご
記入の上、
ご投票ください。
［URL］http://www.city.nagakute.
lg.jp/keiei/aisyosousenkyo
saisyu.html

最終選考結果は、
６月号広報でお知らせします！
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