
料金 5,000円
場所 ホテルニュータンダ
時間 12:15集合　定員  15名
昼食 長崎居留地ハヤシライス
備考 乗降時にサポートが必要な方は

お知らせください。船酔い注意。

11月20日（土） 11月22日（月）

開港5都市景観まちづくり会議2021長崎開港450周年記念大会実行委員会、十善寺地区まちづくり協議会、深堀地区まちづくり推進協議会、
東山手地区町並み保存会、三ツ山町犬継地区まちづくり推進協議会、大浦青年会、風頭公園景観振興会、長崎都市・景観研究所、平和公園地域まちづくり協議会、
南山手地区町並み保存会、一般社団法人長崎県建築士会長崎支部、長崎居留地歴史まちづくり協議会、一般社団法人ナガサキベイデザインセンター、
一般社団法人プラスアイエヌジー、NPO法人長崎コンプラドール、FG NAGASAKI2045、斜面地・空き家活用団体つくる、長崎県屋外広告美術協同組合、
長崎東山手洋館活用プロジェクト、茂木まちホテルツーリズム協議会

ながさきヘリテージクルーズ
長崎は造船の分野において幕末から明治にかけて、飛躍的な発展を遂げ、
ジャイアントカンチレバークレーンや第三船渠などは現役で活躍しており、2015
年7月世界文化遺産への登録も果たしております。今回のクルージングでは
数々のヘリテージ資産をガイドとともに船上から見て、聞いて、体験していただき
ます。

「継承と発展」をテーマにした5年前の長崎大会で生まれた「FG会議」が里帰り！FGとは
Future Generation（＝次の世代）の略。各都市で活躍するFGのキーマンがかつての日
本最先端の地・長崎出島に集い、各都市で展開する個性豊かなまちづくり活動を怒涛
のショートプレゼンで表現。450年前の長崎開港で街が一気に発展したときのような熱
いムーブメントを巻き起こす！

料金 3,000円
場所 長崎港ターミナルビル
時間 16:00集合　定員  50名
備考 乗船中は歩くことはほとんどありませ

ん。乗降時にサポートが必要な方はお
知らせください。船酔い注意。

時間　16：00～18：00　会場　AGORA DEJIMA　長崎市出島町1番1号
料金　無料

桐野さんとさるく「長崎開港フェスタ450」
450年前の開港地である県庁跡地周辺で同時開催中の長崎開港450周年
のメインイベント「長崎開港フェスタ450」を長崎大会実行委員長の桐野さん
が御案内。ステージイベントや路上イベント、キッチンカー、町建てにゆかりの
ある市町等の展示、長崎の若者が考える「未来」を感じるエリアなどの出展を
巡ります。

料金 無料
場所 出島表門橋
時間 16:00集合
定員 15名

デミー博士と行く土木的軍艦島上陸ツアー～コンクリート劣化調査から3D化まで～
軍艦島は、1870年に石炭の採掘が始まり日本の近代化を支えましたが、戦後
の石油革命により1974年に閉山しました。2015年7月に明治日本の産業革
命遺産として世界遺産に登録され注目を浴びています。今回は、噂の土木応援
チームとしても全国的に注目されている軍艦島研究家デミー博士の解説のもと
土木的視点で軍艦島を巡ります！

長崎居留地BAR-GAI＆ライトアップさるく
函館生まれの大人気のイベント「BAR-GAI」を、開港5都市の御縁を繋いで
長崎居留地で初開催させていただいたのが2019年。今回、開港5都市景観
まちづくり会議長崎大会の開催に合わせて3日間開催予定！各都市の参加者
でチームを編成し、BAR-GAIを体験しながら、夜間景観整備で美しく生まれ変
わった長崎居留地エリアを巡ります。

料金 2,000円
場所 市営松が枝
 第2駐車場
時間 19:00集合
定員 50名

夜も素敵ばい！海と夜景観とサインを巡る450ナイトバスツアー
「世界新三大夜景」に認定されたここ長崎の夜景。その夜景観スポットをご堪能
頂くバスツアーです。人と人、文化をつなぐ海、まちからまちへと流れる光、そして
まちを彩るサイン。海を感じ、風を感じながら、ライトアップされた様々なスポットを
巡ります。
コース（仮）出島表門橋→長崎県庁→出島メッセ長崎→水辺の森公園→平和
公園→浦上地区（天主堂）→女神大橋→大波止→出島表門橋

料金 5,000円
場所 出島表門橋
時間 19:00集合
定員 15名

2日目 FG会議・オプショナルツアー

FG会議

オプショナルツアー

オプショナルツアー

FG Presentation Next450

主 催

海の守人 長崎シー・クリーン、噂の土木応援チームデミーとマツ、
軍艦島3Dプロジェクト、DEJIMA BASE、長崎さんぽ デミー ＆ マリー、
長崎商工会議所青年部、長崎新社会人ネットワーク、長崎マチナカ女子部、
長崎山手応援隊

サポート団体

協 賛

長崎市共 催

ポストコロナ時代の「港」を生かしたまちづくり～歴史・つながり・未来～
3日目 代表者会議・全体会議2・オプショナルツアー

2体力

1体力

2体力

3体力

2体力

代表者会議

注意事項・申し込み方法など

10：00～11：00
ホテルニュータンダ

全体会議2

4都市は、各都市の事務局へ、長崎市民の一般参加は、ホームページを参照ください。

ホテルニュータンダ
住所：長崎市常盤町2-24

※一般参加不可 ※一般参加不可

1

2

3

4

時
会

11：00～12：00
ホテルニュータンダ

時
会

・・・時間時 ・・・会場会

株式会社 オリエントアイエヌジー、株式会社 ライト建築設計事務所、
山電 株式会社、株式会社 光総合建設、株式会社 森美工務店、
株式会社 メモリード、株式会社 イーズワークス、長崎運送 株式会社、
おきアセットマネジメント合同会社、平和町自治会、株式会社 Better、HafH

景観まちづくり会議 2021 長崎開港450周年記念大会
函 館 新 潟 横 浜 神 戸 長 崎

オンライン同時配信
詳しくはウェブで



安政5年に開港港に指定された函館、
新潟、横浜、神戸及び長崎の5都市
の市民が、景観、歴史、文化、環境など
を大切に守り、愛着を持ってそだて、個
性豊かで魅力のあるまちづくりを行うた
め相互に交流を深め、課題を協議し、
開港5都市のまちづくりの推進に資す
ることを目的とした会議です。

開港5都市景観
まちづくり会議とは

14：00～14：05 主催者あいさつ　実行委員長：桐野 耕一
14：05～14：10 開催都市あいさつ　長崎市長：田上 富久
14：10～14：20 3日間のプログラム説明
14：20～15：20 基調講演　講師：榊原 史博 様

前半（基調講演）
※1室はオンライン中継14：00～15：20

受付・
ブースセッション
12：30～14：00

 ポストコロナ時代の観光まちづくり
各都市における新型コロナウイルスへの対応状況や、ポスト
コロナ時を見据えた今後の観光まちづくりについて考える。
●各都市事例報告（各都市10分×5都市＝50分）
●パネルディスカッション（40分）
　パネラー：榊原氏、各都市代表者

後半（パネルディスカッション）

 「港・水辺・海洋資源」を
   生かしたまちづくり
各都市共通の資源である港やそれをとりまく水辺、海洋資源を
生かした産業形成や市民の居場所づくりなどについて幅広く
考える。
●各都市事例報告（各都市10分×5都市＝50分）
●パネルディスカッション（40分）
　パネラー：各都市代表者

オンライン配信あり

営みとつながりが創る 新しい居留地物語～長崎居留地のグランドデザインをめぐる旅～
長崎居留地は長崎市歴史的風致維持向上計画の中で「重点区域」と指定さ
れ、令和2年度から長崎市と協働で未来の居留地のグランドデザインを考えて
きました。今回の分科会では、策定されたグランドデザインを元にまちを歩き、これ
から変わりゆく居留地の活用策を考えます。

料金 3,000円
場所 旧香港上海銀行
 長崎支店記念館
時間 9:00集合
定員 15名
昼食 長崎居留地ハヤシライス

中国文化の伝来と湊
江戸時代から186年間続いた中国人居留地（唐人屋敷）には日本人は立ち
入ることができない「リアルな中国」がありました。当時を描いた錦絵図（川原
慶賀・円山応挙）に描かれた場所を中心に、新スポット「小島養生所（我が国
初の近代西洋式病院）資料館」などを巡り、これからのまちづくりについて
一緒に考えましょう。

料金 3,000円
場所 湊公園ステージ前
時間 9:00集合　
定員 20名
昼食 長崎新地中華街グルメ
備考 歩く距離は長くはないが、履きな

れた靴で参加下さい。

風頭山「維新の道」を歩く
坂本龍馬や亀山社中のメンバーが活動した「維新の道」を歩き、450年前の
開港から明治初期にかけて活躍した長崎の偉人が眠る風頭山の緑あふれる
山麓の史跡を巡るツアーです。山頂には坂本龍馬像があり長崎港や市街地
を一望でき、眺望景観がとても素晴らしい場所です。

料金 3,000円
場所 長崎市民会館2Fロビー
時間 9:00集合　定員  15名
昼食 和風ランチ
備考 階段で坂の町長崎を堪能する

「健脚コース」で、足の悪い方の
参加はNG。

長崎の新名所「南部地区」ツアー～魅力あふれる過疎地域の未来を切り拓く～
深堀地区は長崎開港以前から栄えた武家屋敷跡で、景観形成重点地区に
指定されています。一方、野母崎地区は江戸時代に異国船監視の番所が
置かれ、風待港としても栄えた漁師町であります。10月には「のもざき恐竜
パーク」が誕生するなど、南部地区への関心が高まっており、歴史や自然、
食を生かしたまちづくりについて考えます。

料金 3,000円
場所 出島表門橋前
時間 8:30集合
定員 10名
昼食 野母崎特製海鮮丼
備考 マイクロバスでの移動です。

平成のアーバン・ルネッサンス構想と令和のまちづくり～大型事業の構想からデザインまで～
昭和50年代、造船不況で低迷する長崎経済再生のために発案された内港
再開発計画「アーバン・ルネッサンス構想2001」。約30年の間に誕生した長崎
水辺の森公園や長崎県美術館等の有力デザイナーによる公共施設のデザイン
を読み解き、新幹線開業を控える長崎駅周辺再生整備などの現在進行中の
大型事業について考えます。

料金 2,000円
場所 長崎港松が枝
 国際ターミナル
時間 9:00集合
定員 15名
昼食 長崎ちゃんぽん（中華）

港市長崎を「土木」で巡る旅
港を中心に発展した『長﨑』に今なお数多く残る、数多くの土木構造物。これら
の土木構造物を水面から、地上から、空中から巡る、普通では体験できない
ツアーを用意しました。非日常空間から、いつもの長崎観光とは全くことなる
長﨑の景観を体感し、新たな魅力を発見してください。

料金 5,000円
場所 袋橋
時間 9:00集合　定員  10名
昼食 長崎名物ちゃんぽん or 皿うどん
備考 シーカヤック2時間、急な階段500

段を昇降、高所恐怖症の方、体力
に自信のない方はご注意ください。

女子さるく～みなとまちインスタ部（まちなか）
ネイティブ長崎弁を聞きながら「開港」「まちづくり」「女子目線」をキーワードに
誰かに話したくなる、発信したくなる長崎を「さるき」ながらSNSの効果的な発信
や繋がり方を考えます。路面電車の車窓から大変革中の街並みを眺め、マチを
支える人にも出会います。洋館で頂く当日限りの「開港弁当」もご期待ください！
地元女子も参加！

料金 3,000円
場所 平和公園
 （平和祈念像前）
時間 9:00集合　定員  15名
昼食 長崎満載！「開港弁当」
備考 参加は
 女子優先です。

「裏長崎」で「まち登山」～長崎アソビのニューノーマル～
長崎観光黄金ルートの背後にある丸山から十善寺の斜面地を裏長崎と呼んで
みます。感覚を研ぎ澄まし、歴史遺構や昭和の風情、個性豊かなお店、空地
活用の市民農園など知られざる地域資産を丁寧に味わいながら坂を登ります。
山頂ではピクニックや長崎ハタ揚げ体験を予定。長崎アソビを体験しましょう！

料金 2,000円
場所 思案橋入口
時間 9:00集合
定員 10名
昼食 斜面地グルメピクニック

茂木地域まるごとホテルプロジェクト構想の未来を描く～アルベルゴ・ディフーゾを目指して～
茂木地区は市中心部から車で約20分の閑静な港町。山側にはブランド産品
「茂木びわ」の産地、海側には良好な漁場が広がります。かつては長崎と熊本・
雲仙をつなぐ港としても賑わい、多くの文化が営まれてきました。そんな風光明媚
な環境や歴史文化を生かし、廃料亭を観光拠点として再生する新たな活動が
注目されています。

料金 3,000円
場所 浜の町バス停
 （浜屋前）
時間 9:00集合
定員 15名
昼食 茂木自慢の海の幸ランチ

都市景観大賞出島、長崎開港の起源長崎・江戸町の岬の歴史と未来～出島・長崎県庁跡地・国道34号線～
長崎開港の起源となるエリアを巡ります。西洋との窓口として栄えた出島は、
戦後から進める復元整備事業が2017年の出島表門橋の架橋で節目を迎え、
令和3年度に都市景観大賞を受賞。隣の江戸町エリアは長崎開港の起源と
なる岬の教会や奉行所、県庁等の重層的な歴史を擁し、今後は交流・賑わい
の拠点形成が期待されています。

料金 2,500円
場所 出島表門橋入口
時間 9:00集合
定員 10名
昼食 出島ワーフオープンテラスランチ

２…あまり歩かない（軽い散歩程度は歩く）　３…普通（主に平地を歩く）　４…まあまあ歩く（平地＋坂道も歩く）　５…かなり歩く（それなりの体力を要する、体が弱い方・お年寄りは危険）体力の目安▶１…ほとんど歩かない（講座がメインで体が弱い方・お年寄りでも参加可能）

多くの国の観光機関・企業等への助言等を行う一方、国内に
おいても鳥取県、東京都小笠原諸島、沖縄 離島などにおいて、
インバウンドに関する事業に注力。またその他 多くの都市の観光
に関する委員を務められており、まさに観光のプロフェショナル
であり多岐にわたって御活躍中

会場内に、各都市のブー
スを設置し、情報発信・
交流を行います。

さかきばら ふみひろ

 マカオ政府観光局日本代表
 株式会社マイルポスト　代表取締役社長
 山形県鶴岡市出身

大会のテーマ『ポストコロナ時代の「港」を生かしたまちづくり～歴史・つながり・未来～』
に沿って、2つのテーマを設定し、各会場で議論を行う。

プロフィール

全体会議11日目

2日目

分科会

テーマ テーマ

時
時

出島メッセ長崎（85名×2室）長崎市尾上町4-1会
15：30～17：00時

出島メッセ長崎 107（85名）長崎市尾上町4-1会
15：30～17：00時

出島メッセ長崎 108（85名）長崎市尾上町4-1会

オンライン配信あり
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4体力

4体力

4体力

2体力
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5体力

4体力
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2体力


