
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 建築レンジャー青年部                   青年部副委員長 山道 寛将 

 最近、テレビＣＭなどで右のマークを見かけることが多くなってきました。皆様ご存じでしょうか。Sustainable 

Development Goals（持続可能な開発目標）略してＳＤＧｓのロゴです。17 のゴール、169 のターゲットから構成され

る持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

 その中の一つに「住み続けられるまちづくりを」という目標が掲げられています。自然災害等にあっても、いち早

く元の状態に回復できる持続可能な都市の実現がこの目標のテーマとなっています。 

私たち建築に携わる者として日々の業務や活動により果たせる役割は大きく、より多くの方に私たちを知ってもらえるきっかけにな

ればと思っています。まずは持続可能な青年部から・・・会員募集しております。 

な が 坂 

編集後記 オリンピック景気による人手不足に始まり、建設費の高騰、その上にコロナ騒動、そしてまた今度は「ウッドショック」 

と次々に荒波が押し寄せて建設業界全体が混沌としています。皆さん、大波小波を乗り越えて踏ん張っていきましょう！ 

一般社団法人長崎県建築士会長崎支部事務局    

〒850-0032 長崎市興善町４－６－６０１号     TEL (095)826-5514 

E-mail：shikai_nagasaki@ngs1.cncm.ne.jp        FAX(095)826-5535 

 

 

事務局担当の 

徳久です。 

事務局から 

Ｎo,168 
2021 年 6 月 

長崎市立図書館 

市役所へ 旧県庁へ 

長崎支部事務局 

付近図 

www.kenchikushikai.ngs.jp/ 

長崎県建築士会からのお知らせ         一般社団法人 長崎県建築士会(TEL095-828-0753)        

(一社)長崎県建築士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 

年度が替わりましたので、「会費納入

のお願い」を同封いたします。 

納入のご協力をお願い致します。 

 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 6 月 24 日(木)18：40～長崎支部事務局にて行います。皆さまのご参加をお待ちしています！ 

◇令和３年度 【建築士定期講習】日程のお知らせ◇ 

＊建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士のうち、◎平成 30 年度（H30.4.1～H31.3.31）受講した方、 

◎平成 30 年度の建築士試験に合格した方は令和 3 年度中に建築士定期講習を受講する必要があります！！ 

●８月２７日(金)※定員に達しました   ●９月２７日(月)(※追加開催)    ●１１月２２日(月)      

●会場：長崎県勤労福祉会館(長崎市桜町 9-6)  ●定員：各回共３０名   ●ＤＶＤ講習 

   

 

問合せ・申込先：一般社団法人 長崎県建築士会（℡095-828-0753） 

女性部会は、5 月 25 日 20 時より、リモートによる例会をおこないました。 

8 月に大分で開催される「建築士の集い」、来年の「建築士の集い長崎大会」、

WEB 講座、見学会について等話し合いをしました。 

 今後の活動については、「まちあるき」の成果品まとめの活動を継続していくことにな

りました。また、活動への参加者を増やすために、部会員へのアンケートを実施するこ

とになりました。参加者は 6 名。 

 

 

◇令和3年度 設備設計一級建築士、及び構造設計一級建築士．講習の案内◇ 
＊配布期間：令和3年5月31日(月)～7月2日(金)(土日は除く。)    

☆会場での受講：令和 3 年 9 月 13 日(月)～10 月 8 日(金)（連続する 2 日間）  

☆配信動画の視聴による受講：令和 3 年 9 月 13 日(月)～9 月 26 日(日)（視聴期間） 

※詳しくは、建築技術教育普及センターホームﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

 

 

 

ニュース！ 有馬副支部長が「令和 3 年長崎市表彰」にて表彰されました！         

 

 

 

長崎市建築指導課からのお知らせ                         問い合わせ先： ０９５-８２９‐１１７４ 

 

 

 

 

 

◆宅地のがけ災害対策費補助金について（開発指導係） 

 個人所有の宅地等のがけ面で、崩壊したがけの復旧または崩壊を未然に防ぐ工事を行う方に、災害対策工事に要する費用の

一部を助成します。 早め早めの防災対策を行い、災害を防ぎましょう。 

※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください↓ 

【長崎市 HP トップ＞住まい・まちづくり＞住まい（住宅）＞住まいに関する支援＞長崎市宅地のがけ災害対策費助成金制度について】 

～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

 

◆ブロック塀等除却日補助金について（建築安全係） 

通学路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀・はね出しスラブの除却工事に要する費用の一部（除却費用の５０％､上限 12 万円、

上乗せで、はね出しスラブ除却費用の５０％､上限 8 万円他）を補助します。 

※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください。 

【長崎市 HP トップ＞住まい・まちづくり＞住まい（住宅）＞住まいに関する支援＞長崎市ブロック塀等除却費補助金制度について】 

長崎市の景観重要建造物 Vol.4 

長崎市景観推進室からのお知らせ                    問合せ先：095-829-1177 

 

 (リンク先：Google Map) 

 

 

 

◆老朽危険空き家対策について（建築安全係） 

 老朽化し、周辺への危険性が高い空き家を除却して、広場などの公共空間として整備します。対象となるのは、建物と土地を市へ

寄附でき、かつ地元自治会が、整備された公共空間を日常的に維持管理できる場合等です。 

 ※条件や申込方法など、詳しくは建築指導課までお尋ね下さい。↓ 

 【長崎市ＨＰトップ＞住まい・まちづくり＞住まい（住宅）＞住まいに関する支援＞長崎市老朽危険空き家対策事業】 

 

◆特定空家等除却費補助金について（建築安全係） 

 長崎市内に存在する老朽化し危険がある、もしくは危険となる恐れがある空き家を除却する者（所有者など）に対し、除却費用の

一部（除却費の４０％、上限５０万円）を補助します。 

 ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください↓ 

 【長崎市ＨＰトップ＞住まい・まちづくり＞住まい（住宅）＞住まいに関する支援＞特定空家等除却費補助金】 

 

 

4 月 1 日、令和 3 年長崎市表彰の市政協力表彰の建設土木部門で、多年にわたる建築士団体での活躍、長崎市の建築

産業への貢献により、有馬一郎副支部長が長崎市表彰を受けられましたのでインタビューして参りました！ 

編集部：この度の表彰おめでとうございます。表彰はこれまでの活動に対しての受賞でしょうか？ 

有馬氏：私は、先代が早く亡くなり、すぐに後を継いだので親子 2 代に対しての表彰だと思っています。 

編集部：ご苦労も多かったと思いますが、続けてきて良かったと思われること、これからに対しての思いは？ 

有馬氏：周りの皆様が助けてくださったおかげです。皆様と知り合えて、特に青年層と知り合えたことが良かっ 

たと思います。これからの建設業界は価格の高騰の行方、コロナ後の業界の変化、人材不足、高齢化の問題があると思います。 

若い人を育てたいと思いますし、若い人達には、いいものをたくさん見て、学んで、いい設計者になってほしいと思います。 

 

７月１日は建築士の日全国的に「建築士の日」を設けて、社会に広くＰＲし、われわれ自身も改めて建築士の意識を再確認する日としたい。 

建築士法施行の日 7 月 1 日(昭和 25 年)◎第 30 回建築士会全国大会(岩手大会)において大会決議(Ｓ62.10.02 制定)公益社団法人日本建築士会連合会 

～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～+～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～+～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～＋～ 

「建築士の日」である７月１日を前に建築士の活動を広く社会にアピールし建築士資格の地位向上にも繋げていくことを目的とし、下記の
とおり記念講演を６月２６日(土)に YouTube で配信します。 
【記念講演】 講 師：三井所清典 日本建築士連合会名誉会長 ㈱アルセッド建築研究所 代表取締役所長 

テーマ：宮城県女川竹浦における建築士会と地域の人々との復興活動(仮) 
宮城県女川竹浦における復興活動やその他被災地における建築士会と地域の人々の活動取組等についてご講演して頂きます 

 

既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習（WEB 講習）のご案内主催：（一社）日本建築防災協会 協力：国土交通省 

WEB 受講：インターネットを利用し、受講期間中に各自のコンピューター等で受講していただきます。 

受講期間： 令和3 年7 月21 日（水）～ 8 月20 日（金）   申込期間： 令和3 年6 月1 日（火）～ 30 日（水） 

※申込者手続き終了者に、ログイン ID・PW 及び視聴ページの URL をメールにより送付します。 

受講料（テキスト代別） 6,000 円（税込） テキスト及びテキスト代 発行：(一財)日本建築防災協会 2,970 円（税込） 

受講申込方法：本協会ＨＰ本協会トップページ ⇒ 講習・検定 ⇒ 既存ブロック塀等耐震診断講習サイト ⇒ 受講申込 

第 6 号 大野氏石塀（平成 24 年 6 月 1 日指定）  

•所在地：長崎市深堀町 5 丁目 204 番 4 •アクセス：長崎バス 深堀バス停下車徒歩 3 分 

•概 要：延長 16.3 メ－トル 高さ 1.75～1.85 メ－トル 

•外観の特徴：長崎市唯一の城下町であった深堀地区に現存する石塀のひとつ。深堀地区は、江戸時代まで佐

賀鍋島藩の支藩である深堀領として栄え、今でも城下町の名残を留める多くの石塀が残る地域。 

•その他（受賞歴等） 長崎県まちづくり景観資産（平成 25 年 4 月 2 日登録） 

※建造物の詳しい情報や他の景観重要建造物を知りたい方はこちらからどうぞ。 

⇒（長崎市 HP）https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/668000/p004211.html 

 

 

 ☆☆第 63 回 建築士会全国大会「広島大会」 開催ご案内☆☆ 
★元気じゃけん！ひろしま★ ～新しい時代へ ものがたりをつなごう～ 

開催日：２０２１年１１月２０日（土） 会場：広島グリーンアリーナ(広島市中区基町 4-1) 

●記念対談：解剖学者と建築探偵からの”遺言”～自然・歴史・文化・建築～ 養老孟司×藤森照信 
問合・申込先：一般社団法人 長崎県建築士会長崎支部(TEL095-826-5514/FAX095-826-5535) 

※申込み等詳細は「建築士 6 月号【広島大会へのいざない】」をご覧ください。  支部への申込締切 7月 28 日（水）厳守 

 

令和3年度一級/二級/木造建築士定期講習の自宅等での動画視聴導入が始まります（予定） 
※「講義」を自宅等での動画視聴で受講するものであり、「終了考査」は会場で受ける必要があります。 

 

 


