
総務担当 総務委員会

副会長 委員長　中野 善弘

中野 善弘

広報委員会

委員長　川瀬 智子　

特別委員会

ヘリテージ委員会

委員長　戸田八州男

まちづくり担当 まちづくり委員会

副会長 委員長　指山 康二

指山 康二

青年委員会

委員長　前田　優作

女性委員会

委員長　三好 智子

会　長

鉃川　進

事業担当 事業委員会

副会長 委員長　廣川 祐輔

中村 靖人

CPD・専攻建築

委員長　太田 達也

事　務　局

・女性会員に関する連合会、九州ブロック会との連絡調整

・県内研究集会の推進

・連合会福祉まちづくり部会への対応

・住宅リフォーム及び健康住宅の推進

・専攻建築士の審査に関する事

・ＣＰＤプログラムの認定

・講演会、講習会及び説明会その他事業の企画運営

・国、県が行う建築士試験に関する事業の協力

・女性会員の加入促進

令和4・5年度　一般社団法人 長崎県建築士会組織図及び分担事項

・各特定行政庁の建築主事建築監視員及び建築行政担当職員に対する協力

・建築士に対する宅地造成及び建築等に関する相談並びに設計書、工事施  

・地域貢献の活性化に寄与する会員活動の支援

・広報に関する事

・連合会や九州ブロック会の推進するまちづくり事業への協力

・会員の品位保持に関する事項

・予算、決算、財産等の管理に関する事項

・その他ほかの所管に属さない事項

・建築作品賞応募に関する事項

・連合会歴史まちづくり部会への対応

・ヘリテージマネージャーの養成・活用に関する事

・長崎県ヘリテージマネージャー連絡協議会の運営

・諸会議の企画運営並びに諸規定に関する事

・会員増強に関する事

・建築士法の啓発

・各特定行政庁等が行う建築行政関係法令の指導及び相談等に対する協力

・災害に対する対応

・歴史的建造物の調査

・文化財ドクター事業の実施

・長崎県歴史的建造物委員会(仮称)の準備

・景観整備機構に関する事

・歴史的建造物に関する委託事業(主として県南)

・連合会防災・街なか及び景観まちづくり部会への対応

・歴史的建造物データベースの整備

・プレ正会員（仮称）との共同事業

・歴史的建造物に関する委託事業(主として県北)

　工者の資質の向上のための指導、助言

・会報、ホームページ、会員名簿その他の企画、編集、刊行に関する事項

・ＣＰＤ制度並びに専攻建築士制度の啓発促進

・青年会員に関する連合会、九州ブロック会との連絡調整

・県内研究集会の実施

・青年会員の加入促進

・県内若手会員の活性化



副委員長

長崎支部 佐世保支部 諌早支部 大村支部 島原支部

総務部会 総務委員会 有馬 一郎 廣川 祐輔 森　 浩 辻村 幸三 中村 靖人

副会長 委員長、中野副会長兼務 北部支部 五島支部 上五島支部 壱岐支部 対馬支部

中野 善弘 近藤 生喜 柴田 智秀 久家 良一 辻川 芳夫 小宮 教義

副委員長

佐世保支部 諫早支部 長崎支部 大村支部 壱岐支部

広報委員会 富田　浩司 山本 道雄 竹田 政和 山内 一史 松本 隆之

委員長　川瀬 智子 ― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

副委員長

〈特別委員会〉 長崎支部 長崎支部 長崎支部 長崎支部 佐世保支部

ヘリテージ委員会 丸岡 浩樹 鯖江 康裕 平川雅敏 森岡  実 井上建爾

委員長　戸田八州男 長崎支部 長崎支部 島原支部 島原支部 佐世保支部

本郷 真樹 山道 寛将 荒木 由美 野澤正雄 國本眞市

副委員長

佐世保支部 北部支部 佐世保支部 佐世保支部 佐世保支部

まちづくり部会 まちづくり委員会 富田 浩司 辻田 直太郎 國本 眞市 指山　立 前田 優作

副会長 委員長、指山副会長兼務 佐世保支部 佐世保支部 佐世保支部 佐世保支部 長崎支部

指山康二 中村 辰也 岩本　亮 井上 建爾 廣川 祐輔 森岡　実

副委員長 副委員長

長崎支部 佐世保支部 大村支部 ― ―

会　長 青年委員会 鯖江　康裕 石橋　徳一 山内　一史 ― ―

鉃川　進 委員長　前田 優作 長崎支部 佐世保支部 島原支部 ― ―

本郷　真樹 石橋　成仁 大場　哲也 ― ―

副委員長

長崎支部 長崎支部 島原支部 大村支部 島原支部

女性委員会 三根　小百合 松川 京子 荒木 由美 富永 直美 池上 美喜

委員長　三好智子 ― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

副委員長

長崎支部 長崎支部 大村支部 諫早支部 諫早支部

事業部会 事業委員会 松寺 正明 里　直孝 貞苅 恒広 森　 浩 木下 和広

副会長 委員長　廣川祐輔 長崎支部 北部支部 佐世保支部 佐世保支部 ―

中村 靖人 池田　剛 近藤 生喜 中村 辰也 富田 浩司 ―

長崎支部 長崎支部 長崎支部 佐世保支部

CPD・専攻建築士 三好 智子 松寺 正明 里　直考 井上 建爾

委員長　太田達也 佐世保支部 大村支部 島原支部 外部委員支部

前田 優作 松下 明弘 荒木 由美 亀山　茂

審査評議会

監  事 議長 行政 設計・監理 建築構造

長崎支部 鮫島 和夫 進藤 政洋 木場 耕志 平川　雅敏

上山信宏 設備設計 建築士会 建築士会 ―

諌早支部 永安 久幸 中野 善弘 指山 康二 ―

新北達也

専務理事兼事務局長

髙橋 弘一 髙濵 美生 陣内 恵子

令和4・5年度　一般社団法人 長崎県建築士会組織図（委員配置）

※太字は本部理事・監事

推進協議会委員兼務

事務局

令和４年9月現在


