
九州地域活性化シンポジウム in 長崎

「西九州地域の潜在力を高めるインフラ投資とストック効果」

～新時代の出島をめざして～ を開催します！

西九州地域では西九州自動車道などの社会資本整備の進展に伴い、企業立地の進展な

ど地域の経済活動に好影響を与えています。

また、現在策定中の「九州圏広域地方計画」では、世界の成長センターであるアジア

の成長力を日本に取り込む戦略として、港湾・空港などの国際ゲートウェイを強化する

とともに、高速交通ネットワークで九州各地の地域資源の付加価値を向上させて更なる

飛躍を目指し、九州から日本を元気にする未来を描いています。

本シンポジウムでは、西九州地域の経済の動きや今後の展開について講演やパネル

ディスカッションを通じて西九州地域内の関係者が連携し、日本の経済成長に貢献して

いくことを目指しています。

記

【開催概要】
九州地域活性化シンポジウム in 長崎
「西九州地域の潜在力を高めるインフラ投資とストック効果」～新時代の出島をめざして～

日 時：平成27年７月１５日(水) 開場14：00～ 開始15：00～
場 所：長崎ブリックホール 3F国際会議場 長崎市茂里町２－３８
プログラム：別紙のとおり
定 員：３００名
参 加 料：無料（どなたでも参加できます）

【参加申し込み要領】
必要事項を記入の上、ホームページ、メール又はＦＡＸのいずれかの方法でお申し込み下さい。

ホームページ http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/
メール nagasaki-tyou2-keikaku@qsr.mlit.go.jp
FAX 095-839-9648

申込締切 平成２７年7月１3日（月）

【問い合わせ先】
九州地方整備局
電話：０９２－４７１－６３３１（代表）

みうら じょうじ

企画部 建設専門官 三浦 錠二（内線315６）
くぼ としや

港湾空港部 港湾計画課長 久保 敏哉（内線62320）

平成２７年７⽉１⽇

九州地方整備局 長崎河川国道事務所
電話：０９５－８３９－９２１１（代表）

よこやま ひろし

技術副所長 横山 浩 （内線205）

こじお まさる

工事品質管理官 小椎尾 優（内線302）

九 州 地 ⽅ 整 備 局
⻑ 崎 河 川 国 道 事 務 所
雲 仙 復 興 事 務 所
⻑崎港湾・空港整備事務所

ポテンシャル

ゲートウェイ



別紙

九州地域活性化シンポジウム in 長崎

「西九州地域の潜在力を高めるインフラ投資とストック効果」
ポテンシャル

～新時代の出 島をめざして～
ゲートウェイ

開催日時：平成２７年７月１５日（水）１５：００～

開催場所：長崎ブリックホール ３Ｆ国際会議場

主 催：国土交通省九州地方整備局 長崎県

第１部 基調講演

（ ）○九州から日本を動かそう Let's move Japan forward from 九州！ ビデオメッセージ

（一社）九州経済連合会 会長

麻生 泰

○長崎がもつポテンシャルと地方創生

長崎経済同友会代表幹事・ 一社）長崎県観光連盟会長（

宮脇 雅俊

○新たな九州圏広域地方計画について

「日本の成長センター・ゲートウェイ九州」～新しい風を西から～

九州地方整備局 企画部長

小平 卓

第２部 パネルディスカッション

コーディネーター： 公財）九州経済調査協会 常務理事・調査研究部長 田代 雅彦（

パネリスト ：長崎旅客船協会 会長 村木 昭一郎

佐世保地域経済活性化推進協議会 議長 池田 敏章

長崎商工会議所青年部 会長 藤本 陽一郎

長崎大学経済学部 准教授 山口 純哉

長崎県副知事 里見 晋

九州地方整備局 企画部長 小平 卓



開場14：00 開始15：00～終了17：30

会場
長崎ブリックホール

３Ｆ国際会議場

長崎市茂里町2-38
（JR浦上駅　徒歩5分）

TEL：095-842-2002

主催／国土交通省九州地方整備局 長崎県
後援／（一社）九州経済連合会　（公財）九州経済調査協会　長崎県市長会　長崎県町村会　長崎市

長崎経済同友会　長崎商工会議所　長崎県商工会連合会　長崎県経営者協会　長崎大学　（一社）長崎青年会議所
長崎都市経営戦略推進会議　（一社）長崎県観光連盟　長崎旅客船協会　長崎新聞社　国土交通省九州運輸局

西九州地域では西九州自動車道などの社会資本整備の進展に伴い、

企業立地の進展など地域の経済活動に好影響を与えています。

また、現在策定中の「九州圏広域地方計画」では、世界の成長センター

であるアジアの成長力を日本に取り込む戦略として、港湾・空港などの国

際ゲートウェイを強化するとともに、高速交通ネットワークで九州各地の地

域資源の付加価値を向上させて更なる飛躍を目指し、九州から日本を元

気にする未来を描いています。

本シンポジウムでは、西九州地域の経済の動きや今後の展開について

講演やパネルディスカッションを通じて西九州地域内の関係者が連携し、

日本の経済成長に貢献していくことを目指しています。

入場無料
定員３００名

西九州地域の潜在力を高める

～新時代の出島をめざして～

ポ テ ン シ ャ ル

ゲートウェイ

インフラ投資とストック効果

九州地域活性化シンポジウム in 長崎



九州地域活性化シンポジウム in 長崎

参加申し込み方法

必要事項を記載のうえ、ホームページ、FAX又はメールのいずれかの方法で申し込み下さい。
〆切：7月13日（月）までにお申し込み下さい。

会社名・官公庁名

氏名

－)(FAX－)(
氏名(ふりがな) 所属部課

氏名(ふりがな) 所属部課

氏名(ふりがな) 所属部課

ポ テ ン シ ャ ル

ゲートウェイ

＜問合せ先及び申込先（下記のいずれでも結構です）＞

国土交通省　九州地方整備局　長崎河川国道事務所　調査第二課 長崎港湾・空港整備事務所　総務課
Tel.095-839-9211（代表） URL.http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/ （代表）URL.http://www.pa.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/

FAX.095-839-9648
Email. nagasaki-tyou2-keikaku@qsr.mlit.go.jp

＜プログラム＞

中村　法道
金尾　健司

麻生　泰

宮脇　雅俊

「日本の成長センター・ゲートウェイ九州」～新しい風を西から～

小平　卓

パネル
ディスカッション

基調講演

休 　 憩

挨 　 拶 １５：００～

１５：１５～

１６：２０～ 田代　雅彦
村木　昭一郎
池田　敏章
藤本　陽一郎
山口　純哉
里見　晋
小平　卓

１６：１０～（１０分）

『西九州地域の潜在力を高めるインフラ投資とストック効果』

～新時代の出島をめざして～

Tel.095-878-5175

FAX.095-834-5437
Email. nagasaki-kowan@pa.qsr.mlit.go.jp

平成27年 月 日

所属部署

〒（　　　－　　　　）

申込日

連絡担当者

所在地

TEL

出席者

九州から日本を動かそう Let’s move Japan forward from 九州！(ビデオメッセージ)

長崎がもつポテンシャルと地方創生

新たな九州圏広域地方計画について

コーディネーター

パネリスト

長崎県知事

九州地方整備局長

(一社)九州経済連合会　会長

長崎経済同友会代表幹事・(一社)長崎県観光連盟会長

九州地方整備局　企画部長

(公財)九州経済調査協会　常務理事・調査研究部長

長崎旅客船協会　会長

佐世保地域経済活性化推進協議会　議長

長崎商工会議所青年部　会長

長崎大学経済学部　准教授

長崎県副知事

九州地方整備局　企画部長

※ご提供いただきました個人情報は本シンポジウムに使用し法律に基づき適正に管理します。

〈参加申込書〉下記のとおり参加します。 【定員に達し次第締め切らせて頂きます。】


	①【表紙】記者発表(九州地域活性化シンポジウムin長崎)
	Taro13-②【別紙１】記者発表（九
	
	1506_九州地域活性化シンポ長崎A4表mail最新
	1506_九州地域活性化シンポ長崎A4裏mail


