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昭和初期 昭和後期 

平成 

 

出島メッセ長崎 

２０２２年６月２５日（土） 

建築士の集い長崎大会 

～長崎今昔物語～ 



令和４年度 九州ブロック研究集会「建築士の集い」長崎大会 開催案内 
※内容は多少変更する場合がございます 。 

開催日 令和４年 6月 25日（土）   受付      11：00～12：00 

                       研究集会   12：00～17：00 

                       意見交換会  19：00～21：00 

大会テーマ 『長崎今昔物語』 

 

会  場  研究集会  出島メッセ長崎 101 会議室 

       〒850-0058  ⻑崎県⻑崎市尾上町 4-1 

       TEL：095-801-0530 

 

意見交換会 長崎出島ワーフ 

〒850-0058  長崎市出島町 1-1-109 

TEL：095-828-3939 

 

開催趣旨  

長崎県内では、令和 4年 9 月の九州新幹線西九州ルート開業に向けて長崎、諫早、大村駅周辺を中心に大規模な

再開発が進んでいます。また長崎市では、平成 30年に長崎県庁が旧長崎奉行所跡地から長崎駅横へ移転、令和 5

年 1月の移転に向け長崎市新庁舎の建設、令和 6年の完成に向け整備が進む J2V ファーレン長崎の本拠地となるス

タジアムシティの着工など 100年に一度と言われるまちづくりの大改革期にあります。一方、出島の復元事業や国指定

重要文化財の旧英国領事館や旧グラバー住宅などの文化財建造物の耐震補強や保存修理工事なども近年行われて

います。今回の大会では長崎の昔、今、未来について歴史の「保存、活用」、「復元」、「再開発」について考えていきたい

と思います。 

 

大会概要    各県代表による地域実践活動発表：「 九州はひとつ ～未来へつなぐ～ 」 

          地域実践活動発表 ディスカッション       

          会 場：出島メッセ長崎 101 会議室 

           

分科会概要   第１分科会 テーマ 「長崎の未来見せまっせ。出島復元整備事業について」 

           会 場：出島メッセ長崎 101 会議室 

           人 数： 300人 

 

           第２分科会 テーマ「重要文化財の保存と活用」～隠れキリシタンの里あるき～ 

           会 場：出津教会・出津救助院 バス移動 

           人 数： ３０人 

 

第３分科会 テーマ「町家さるく（寺町・中通り）～和のたたずまいと賑わいの粋なまち～」 

会 場：長崎市寺町・中通り商店街 

人 数：    ４０人 



第４分科会 テーマ「ながさきの歴史と未来を歩こう」 

会 場：駅・県庁等 

人 数：    ４０人 

 

意見交換会 大会参加者による意見交換及び交流 

         テーマ 「 さいかい 」 

         長崎出島ワーフ  300人 

 

参加者    九州各県建築士会より   約 250人 

         長崎県建築士会より     約 120人 

         建築士会新規入会者      約 10人 

         一般参加者（建築士の日）  約 20人       合計 400人程度の参加者を想定 

 

参加費    大会参加費       1,000円／人 

                第 2分科会参加費   1,000円／人  (※第 2分科会のみ参加費が必要です) 

         意見交換会参加費   7,000円／人 

        ※参加費入金後の返金は致しかねます。 

 

ＣＰＤ単位   当日出席結果をもとにＣＰＤを付与します。 

 

交通アクセス 会場までの交通については各自手配、各自負担とします。 

出島メッセ長崎：長崎駅西口側 

長崎出島ワーフ：大波止電停より徒歩５分 

※会場周辺の駐車場を別紙にて案内いたしますのでご参考にしてください。 

 

宿泊   宿泊が必要な方は各自手配、各自負担とします。 

      ※補助金の活用を検討していますので差し支えなければ長崎市内に宿泊していただきますようお願いします。 

 

申し込み方法 別紙申込用紙を記入の上、5月 24日（火）までに、地区青年委員もしくは佐賀県建築士会事務局へ 

お申し込みください。 

          一般社団法人 佐賀県建築士会事務局  

          TEL:0952-26-2198  FAX:0952-26-2248  MAIL: LEE07657@nifty.ne.jp 

           

大会事務局 一般社団法人  長崎県建築士会事務局 

        〒850-0036  長崎県長崎市五島町 5-34 ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ 713 号 

        ＴＥＬ：095-828-0753  ＦＡＸ：095-827-7007 

        E-mail：LEE05670@nifty.com 



               

地域実践活動発表（全体） 

 

テーマ  九州はひとつ ～未来へつなぐ～ 

 

会場   出島メッセ 101 会議室 

 

人数   全体 

 

内容   各県代表者 7 分（7′＋2′）×8 県の発表終了後、各県地域実践活動発表者 

    （2 名）が各グループに分かれて補足説明を行い、大会参加者と共に活動内容に 

     ついてテーブル討議を行います。最後に全体のまとめを行い、各県との交流を深 

め、参加者みんなで情報を共有し各県とのつながり、そして九州全体と各地域と 

のつながりを築き今後の建築士として活動を通して、子供たちの未来へつなぐよ 

うな活動に活かせる機会を作ります。 

 

プログラム 

 

     12：40 運営説明 

 

     12：50 地域実践活動発表開始 7 分（7′＋2′）×8 県 

         ※各県発表の交代時に 1 分のインターバル 

 

     14：25 テーブル討議開始  

         ※全体でのパネルディスカッション方式 

           

 

         14：40 終了 

      

     14：45 分科会移動、休憩  

 



第１分科会（概要） 

 

テーマ 「長崎の未来見せまっせ。出島復元整備事業について」 

人数   300 名程度 （一般参加者有） 

内容   今年史跡指定１００周年を迎える出島では１９世紀初頭の街並みを復元する整

備事業が続いています。江戸時代から、明治、大正、昭和、平成、令和と移り変

わる出島の歴史と、昭和２６年からはじまった復元整備事業のこれまでの取組

みと今後の計画について講演していただきます。 

講師   山口 美由紀 氏 

     （長崎市文化観光部出島復元整備室 専門官） 

プログラム 

     15：15 開会あいさつ 

     15：30 講演開始 

     16：30 質疑応答 

     17：00 終了 

      

 



第２分科会 

文化遺産の保存と活用 

～キリシタンの里の文化遺産を考える～ 

 

講 師：元新上五島町専門員  

    （一社）長崎県建築士会 専務理事  髙橋 弘一 氏 

趣 旨 

外海（そとめ）地域は、長崎市の北西部に位置し、西に五島列島を望む角力灘（五島灘）に面し

ています。長崎市中心部から車で約 45 分、直線距離で約 20km の距離にあり、角力灘に沈む夕日

が美しい土地として有名です。江戸時代にはキリシタンと呼ばれた、当時禁止されていたキリス

ト教の教えを守る人々が暮らしていた土地で、その宗教的な歴史とそこで育まれた独特な石積み

文化が特徴で、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」という名称で登録された世界文化遺

産の内、「外海の出津集落」という構成資産の範囲にあります。 

今回は世界遺産「外海の出津集落」エリアにおける『出津教会堂』・『出津救助院』などの見学を

おこない、文化財の「現状」「保存」と共にその「活用」について考えて行きたいと思います。 

重要文化財の修復を契機に地元の信徒の皆様が地域の活性化と文化財の活用を考え始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋スタッフ５名 

 

 

 

 

 

タイムスケジュール              （ 参加人数３０名 ＋スタッフ 5 名 ） 

                            参加費 ￥1,000 

                               ※入場料及びバス代として 

１５：００ 出島メッセ長崎出発（大型バス） 

車中にて世界文化遺産『長崎と天草地方の潜伏キリシタン』について   

                  『外海地域と五島地域』の関係についての解説 

１６：００ 出津到着（見学） 

        重要文化財『出津教会堂』 ・・・再布教初期のカトリック教会堂について 

           （移動中に石垣など石積みの見学） 

        重要文化財『出津救助院』・・・・文化財の活用について 

１７：３０ 出津出発（大型バス） 

        『文化財の保護活用』などについて 

        『その他の事例』について 

１８：３０ 長崎市内到着 解散（長崎駅あるいは宿泊場所の近く） 

※遠方での開催となるため、開始時間と終了時間を変更する可能性がございます。 

 



第３分科会「町家さるく（寺町・中通り）～和のたたずまいと賑わいの粋なまち～」

趣旨

　長崎の町家は、海外交流の窓口として繁栄した独自の歴史の中で長く受け継がれてきた

住民の暮らしや文化を支え、祭り・行事の伝統芸能などの都市文化を花開かせました。

町家は長い時間をかけて住民と大工棟梁らの協働作業で形成され蓄積された賜物といえます。

昔のように連続した町家の並びこそ少なくなっているものの、旧市街地には今も約300棟余りの

町家が残っています。また、一本通りを出ると町家とともに歴史を刻んできた石橋群も見られます。

現在の町並みの歴史としては、2900戸を焼失した寛文3年（1663）の

「寛文の大火」で、幕府はこの長崎始まって以来の大火災の復興に着手し、

その際道幅を本通り4間（8m），横町3間（6m），溝幅を1尺5寸（45㎝）に

定めて寛文12年（1672）に新市街をつくりあげました。これが今日の起源と

考えられ、新たな都市計画等で部分的な変更はあるものの寺町・中通り

界隈にはその街並みが残されています。

　第３分科会では、今に残る町家，まちなみを実際に歩いてまちのつくりやまちの歴史を見ていきます。

　長崎では現在、「100年に一度のまちづくり」と言われる一帯の大型開発でJR長崎駅を中心とした

街並みが大きく変わろうとしています。2022年秋の新幹線の暫定開業を見据え新しい駅ビル，オフィス

スタジアムなどの建設が相次いで進められてます。その一方で歴史を残し、約350年前に作り上げられ

たまちなみもしっかり残っています。このような長崎の今と昔を見ていただきたいと思います。

タイムスケジュール

出島メッセから新大工電停へ移動（30分） 4グループに分かれて、長崎駅前から

まちあるき（70分） 路面電車にて移動。

眼鏡橋付近で意見交換等（30分）

解散 ※各ポイントや移動中での説明があります。

見どころ！！

眼鏡橋 岩永梅寿軒
水面に映る姿がめがねの形に見える 天保元年創業の和菓子店。黒塗り漆喰・ タテの通り
眼鏡橋は現存する日本最古の石橋と 鉄扉の特徴的な外観は当時とほぼ変わ 石橋群の通りから寺町を望むと一直線に

して国の重要文化財に指定されてい らず、看板は大正時代に船の底板で作ら お寺が見える。寺町・中通り界隈の町並み

ます。ハートストーンが隠れているよ!! れたそう。「もしほ草」は銘菓!! の特徴そのもの!!

備考・注意事項

・ グループはネームプレートを参照してください。

・ 見学、移動についてはスタッフの誘導や指示に従ってください。

・ 雨天決行いたしますので雨具は各自持参でお願いします。

・ 見学中、移動中にはくれぐれも交通ルールを守り、車等にお気を付けください。

・ 見学中は禁煙でお願いします。

17:00

14:50

15:20

16:30



第４分科会 

 

テーマ 「長崎港の歴史と未来を歩こう」 

人数  40 名程度 

内容  長崎港の歴史や、昭和 60 年代に始まったアーバンルネッサンス 2001 構想、新幹 

線開業を控えた長崎駅周辺整備事業、ジャパネットグループが手掛ける“長崎スタ 

ジアムシティプロジェクト”など土地利用の変遷からこれからの長崎の未来の姿ま

でを歩きながら紐解いていきます。 

 

プログラム 

15：00 受付（出島メッセ） 

15：10 開会あいさつ、運営説明 

15：20 長崎県庁玄関集合 

    長崎県庁屋上展望台、会議室で古写真と比べながら長崎港の全体像や 

    歴史と土地利用の変遷を紹介するガイダンスを行います。 

16：00 長崎県庁～元船の旧線路歩道やドラゴンプロムナード、出島ワーフ、 

    出島周辺を歩きながらワークショップを行います。 

     16：50 全体振り返り、出島メッセ 

     17：00 終了 

     ※雨天時はスケジュールが変更になる場合もございます。 

 

 

 

長崎スタジアムシティプロジェクト 

新長崎駅駅舎、駅ビル 



令和４年度 九州ブロック研究集会「建築士の集い」長崎大会 

意見交換会 

 

 １．開催日時 令和 4年 6月 25日（土）受付 18：30 意見交換会 19：00～21：00 

 

 ２．会  場 長崎出島ワーフ 

   長崎市出島町 1-1-109 

   TEL：095-828-3939 

 

 ３．テーマ 「 さいかい 」 

 

 ４．スケジュール 

 

18：30～ 受付開始 

 19：00～ 開会式 

   開会の辞 ［長崎県建築士会 青年委員長］ 

                                        

19：03～ オープニング アトラクション（剣舞）  

19：13～        乾杯  開会挨拶・乾杯                             ［長崎県建築士会 長崎支部 支部長］ 

19：15～    懇談 

19：35～       地域実践活動報告代表発表、表彰式 

           九州ブロック研究集会「建築士の集い」長崎大会総括 

  ［九州ブロック青年協議会会長] 

19：45～       懇談 

20：05～ 余興 （変面ショー） 

20：15～ 各県挨拶（宮崎－福岡－沖縄－熊本－鹿児島－大分）［3分×6県］ 

  令和５年度「建築士の集い」佐賀県挨拶  ［5分］ 

  開催県挨拶         長崎県    ［3分］ 

20：55～ 閉会式 

閉会の辞         ［九州ブロック女性協議会会長］ 

     

21：00 閉会 



● 研究集会会場
出島メッセ長崎

⚓　会場案内　⚓

―　03　―



● 出島メッセ長崎

⚓　会場レイアウト　⚓

―　04　―



令和4年度 九州ブロック研究集会
建築士の集い 長崎大会in長崎

出島メッセ長崎 ： 会場近隣駐車場マップ



意見交換会 会場

出島ワーフ ： 会場近隣駐車場マップ

令和4年度 九州ブロック研究集会
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