
気運醸成 PT会議 概要 
 

日時 ：令和３年６月３日（木） １５：３０～１７：００ 
場所 ：長崎県庁行政棟 1階大会議室Ａ 
 
１．行政の取組について 
 ○長崎県 

 県外での気運醸成イベント（福岡市内）や 1年前イベント（諫早市）、
諫早駅でのレールウォークの開催予定について説明。 

 開業 PR 動画の作成や、関西・中国圏等広報プロモーション事業に
ついて説明。 

 「西九州新幹線長崎ファンクラブ（仮称）」会報誌（創刊準備号）
について説明。（別添参照） 

 ○長崎市 
 小学生以下を対象とした「新幹線駅のガラスユニットをつくろ
う！」について説明。（別添チラシ参照） 

 ○諫早市 
 開業前イベント等の実施に向けた実行委員会の設立予定について
説明。 

 ○大村市 
 新幹線開業 PR イベント「MORIZONO COLOR」やカウントダウンボー
ドの設置等の大村市新幹線アクションプラン推進協議会事業計画
について説明。 

２．民間の取組について 
 ○九州新幹線西九州ルート（武雄温泉～長崎）開業準備実行委員会 

 鹿児島ルート開業時には、終着点は鹿児島だが、霧島など、もっと
先に人が動き出した。時間は短縮されたが、その時間を利用しても
っと先に行く人が増えた。 

 そういう意味でも県内の周遊できるコース、例えば大村や諫早、長
崎で降りた場合にどう周遊するのか、そういったことも考えながら、
県内全体の魅力を発信できるようなものを作っていかなければな
らない。令和４年秋に向けて何らかの形にしたい。 

 ○長崎県商工会議所連合会 

 今年度は気運醸成のためのイベント開催を検討中である。 

 ○JR九州長崎支社 

 県や沿線市が開催する気運醸成イベントと JR 九州ウォーキングの

連携について検討し、協力して一緒にやっていきたい。 

 



西九州新幹線 長崎ファンクラブ（仮称）
会報誌（創刊準備号）

令和３年５月２７日発行

西九州新幹線 長崎ファンクラブ（仮称）について

長崎県では、令和４年秋の西九州新幹線開業に向けて、県
内外から新幹線を応援していただける方々を広く募集し、今
年度中に「西九州新幹線 長崎ファンクラブ（仮称）」（以
下、ファンクラブ）を設立する予定としております。

今後、準備が整い次第、順次ファンクラブ会員の募集を
行っていく予定ですが、本協議会会員の皆様におかれまして
は、ファンクラブ会員（団体会員）と位置づけさせていただ
きたいと考えております。

ファンクラブ会員の皆様には、西九州新幹線に関する情報
や特典等を提供できるよう準備をしており、そのひとつとし
て、これまで総会資料やホームページ、ＳＮＳ等に掲載して
おりました西九州新幹線に関する様々な情報を、ファンクラ
ブ会報誌として随時お届けさせていただきます。
今回、創刊準備号を制作しましたので、ご覧ください。

参考（ファンクラブイメージ）

・西九州新幹線を応援したい、もっと情報を知りたいなどと
いった方々を会員として募り、広く情報を提供し、県内外
のファンを増やしていく。

・会員は個人会員（今後、新規募集予定）と団体会員（本協
議会会員）で構成し、様々な特典付与を計画中。

※本協議会会員の皆様に追加で費用をご負担いただくことは
ございません。

・詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。



新幹線ニュース

昨年度中に西九州新幹線に関する様々な情報が発表されました！

昨年度、西九州新幹線（長崎～武雄温泉）の開業に向けて、ＪＲ
九州等から、様々な情報が続々と発表されました。

【開業時期について】
令和４年度（２０２２年度）秋頃

【新幹線名称】
「かもめ」

【車両形式】
Ｎ７００Ｓ
※快適性・利便性等に優れた最新型車両

【新幹線駅名（これまで仮称となっていた駅）】
新大村、嬉野温泉
※西九州新幹線（長崎～武雄温泉）の駅は、「長崎」、「諫早」、「新大村」、
「嬉野温泉」、「武雄温泉」の５駅となります。

車両デザイン

自由席デザイン

指定席デザイン

路線名称決定！

令和４年秋に開業する九州新幹線
西九州ルート（長崎～武雄温泉）の
路線名称が、ＪＲ九州から公表され
ました。

【路線名称】
西九州新幹線
（西九州を広く全国にＰＲし地域全体の発展
に寄与し、地元の皆様からも末永く愛され、
親しみを持っていただきたいとの思いを
込めて、決定）

長崎県でも、令和４年秋の開業に向け、区間を
「長崎～武雄温泉」と区切って示す場合には、
積極的に「西九州新幹線」という名称を使うばい！

有田

高速化整備区間



県では、ＳＮＳ（Twitter、Facebook）や特設ホームページを開設
し、西九州新幹線に関する最新の情報を随時発信しています。ぜひ
ご覧ください！

西九州新幹線に関する情報はこちら！

会員の皆様にも実施していただきたいこと

（取組例）
・観光列車や観光バスを見かけたら手を振ってお出迎えをする
・パンフレットやパッケージ等に新幹線開業ＰＲロゴマークを活用する
※簡単な届出だけで使用可能ですので、詳しくは県ホームページでご確認ください。→

Twitter Facebook ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

新幹線開業による効果は「創る」ものです。地域の
魅力の磨き上げやおもてなしにおいて、皆様それぞれ
立場でぜひご協力をお願いいたします。

一緒に盛り上げましょう！

開業準備実行委員会を設立！

令和３年４月１３日、「九州新幹線
西九州ルート（武雄温泉～長崎）開業
準備実行委員会」の設立会議を開催
し、開業に向けた取組を企画・実践
していく実行委員会を設立しました。
設立時には、県内の経済団体青年部等の６つの団体と沿線３市及

び県で構成されています。今後、取組を進めていくにあたり、多く
の皆さんにメンバーとなっていただき、活動の輪を広げながら県内
の気運の盛り上げや、県外からのお客様への「おもてなし」の意識
の醸成等を図っていきます。

小学生向け新幹線パンフレットを制作しました！

県ではこの度、小学生向けの新幹線パンフレット
を制作しました。県内の小学校に配布し、授業など
で活用していただくとともに、今後、出前講座等で
も活用していきます。ホームページにも掲載してお
りますので、ぜひご覧ください。

設立会議の様子



西九州新幹線（長崎～武雄温泉）の開業に向けた動き

ＪＲ佐世保線の高速化事業

【問い合わせ先】
長崎新幹線・鉄道利用促進協議会事務局（長崎県新幹線対策課内）
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 ＴＥＬ：095-895-2066
Ｅ‐ｍａｉｌ：s02550@pref.nagasaki.lg.jp

九州新幹線西九州ルートの整備促進に向けた最近の主な動き

佐世保～博多間の所要時間の短縮に向けて、準備が進んでいます。

令和４年秋の開業に向けて、
佐世保線の高速化工事が行
われており、また、佐世保
～博多間の特急列車の一部
への振子型車両の導入と併
せて、所要時間の短縮（約
８分）が図られます。

新幹線開業に向けて、各市町において、地域の魅力づくりや観光資源の磨
き上げ等に取り組んでいますので、その一例をご紹介します。

観光マップ作成（波佐見町）

観光客をスムーズに誘客し、効果的な情報
発信を行うための観光マップの製作

クリーンキット制作（小値賀町）

観光客等に提供するごみ収集のためのオリジナル
クリーンキットの作成

○国交省と関係者との協議
10月23日 国交省と佐賀県の幅広い協議（第3回）
11月26日 国交省とＪＲ九州の協議（第1回）
12月25日 国交省と長崎県の協議（第1回）

○長崎県と佐賀県との協議
11月 5日 長崎県地域振興部長と佐賀県地域交流

部長の会談

○与党整備新幹線建設推進ＰＴでの議論
11月20日 与党ＰＴ西九州ルート検討委員会
1月25日 与党ＰＴ

西九州ルート（新鳥栖～武雄温泉）について、関係者間の議論が進んでい
ます。令和２年度後半の主な動きをご紹介します。

（主な議論）
・国土交通省から５つの整備方針についてメ
リットやデメリットを整理したうえで、ネッ
トワークにつなぐためにはフル規格が適正と
の考えが示されました。

（主な議論）
・佐賀県は、フル規格について、「在来線を
どうするのか決まらないと議論できない。」
との考えを示しました。

（主な議論）
・財源負担について、ＦＧＴ導入断念は国の
責任でもあり、どれだけ配慮ができるのか、
検討委員会で議論していくとされました。

クリーンキットのオリジナルロゴ及び実物写真観光マップの表紙及び誌面デザイン



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年8 月1 日（日） 

第 1部 10：30～11：30 

第 2部 13：30～14：30 

第 3部 15：30～16：30 

長崎県勤労福祉会館４階 

第 2・3中会議室 
長崎市桜町 9-6 

市内にお住まいの 

小学生以下のかた 
（保護者 1人同伴） 

66人（1部あたり子ども 22人 

保護者含め 44人） 

応募者多数の場合は、抽選 

〒850-8685 

長崎市桜町 2-22 

長崎市 まちづくり部 

長崎駅周辺整備室 

TEL 095-829-1173 

無料 

日時 

場所 対象 

大募集！ 
参加者 

参加費 

7 月9 日（金） 

必着 
定員 締切り 

応 募 

応 募 
問合せ 



 

 

 

 

新幹線駅のガラスユニットをつくろう！ 

2022年秋、長崎に新幹線がやってきます。 

新幹線駅のガラスユニットを一緒につくりましょう！ 

つくったガラスユニットが新幹線駅を彩るって、ワクワクしませんか？ 

 

 

対 象  小学生以下で長崎市内にお住まいの人（必ず保護者 1人がご同伴ください） 

開 催 日  令和 3年 8月 1日（日） 

開 催 時 間  ①10：30～11：30、②13：30～14：30、③15：30～16：30 

         （感染症対策のため、3回に分けて開催します） 

場 所  長崎県勤労福祉会館 4階 第 2・3中会議室（長崎市桜町 9-6） 

応募締め切り  令和 3年 7月 9日（金）必着 

参 加 費  無料 

定 員  66人（対象者のみ） 

        1部あたり 22人（保護者含め 44人）に参加していただきます。 

応 募 方 法  ■はがきに、氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、保護者のかた

の氏名（ふりがな）、希望時間（①10：30～②13：30～③15：30～からお選びください）

を記入して、長崎市長崎駅周辺整備室「新幹線駅のガラスユニットをつくろう！」係ま

でお申し込みください。 

■長崎市のホームページの申込フォーム（https://www.city.nagasaki.lg. 

jp/enquete/e000422.html）からもお申込みいただけます。  

※応募者多数の場合は抽選いたします。 

※当選した人、落選した人、両方に結果をメールもしくは郵送にてお知らせします。 

応募・問合せ先   長崎市 まちづくり部 長崎駅周辺整備室 

〒850-8685 長崎市桜町 2-22 ℡ 095-829-1173 

 主 催  長崎市（担当：長崎駅周辺整備室） 

 共 催  独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

そ の 他  ■新しい生活様式を取り入れて実施します。 

「新しい生活様式」を取り入れたイベントの実施になりますので、来場者の皆さまに

は、マスクの着用、消毒の徹底、ソーシャルディスタンスを保つ、接触確認アプリの

インストールをお願いするとともに、イベント後の交流（握手や至近距離での写真撮

影など）はお控えいただくなどのご協力をお願いします。 

■感染症対策のため、同伴いただく保護者の方は、必ず 1名のみでお願いします。 

■作成したガラスユニットはお持ち帰りいただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントではこの部分をつくります 

https://www.city.nagasaki.lg/

