
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 建築レンジャー青年部               青年部委員長 鯖江 康裕 

毎年楽しみにしておりました「夏季スポーツ大会」ですが、今年も残念ながら中止となってしまいました。青年部に

おいても対面会議から再びリモート会議に切り替え、今後の活動に向けた準備を進めているところでございます。 

そんな中、先日青年部主催で、今年度の一級建築士製図試験受験者を対象に実例建物の説明会を実施し

ました。今年の製図の課題は「集合住宅」。説明資料の収集には長崎市住宅課様の協力をいただき、市営住宅

の設計図書や設計資料、写真を用いて実例建物の説明を行いました。約 30 名が参加し質疑応答やディスカッショ

ンも行い有意義な時間となりました。もちろん建築士会の紹介もさせていただき、「合格後はぜひ建築士会へ入って

ください！」とアピールしてきましたよ！ 

な が 坂 

編集後記 朝夕は涼しくなり、秋の気配を感じます。例年、9 月号の「なが坂」にはボウリング大会の記事を掲載していましたが 2 年 

連続の大会中止になってしまいました。来年は開催できるのか……答えを知るためにも、感染防止対策をして大切な命を守りましょう。 

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 
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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 
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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： 

残念ながら新型ｺﾛﾅ感染拡大防止によ

り色々な活動に制限が出ております。

今後、新たな情報がありましたら、 

紙面にてお知らせいたします。 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 8月 26 日(木)19：00～支部事務局またはリモートにて行います。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！！ 

●１１月２２日(月)・３月１８日(金)   ●会場：長崎県勤労福祉会館(長崎市桜町 9-6)    

●受付期間：受付中（定員になり次第）     ●定員：各回とも３０名    ●ＤＶＤ講習 

女性部会は、8 月２6 日（木）20 時より、リモートによる例会をおこないました。11

月に開催される開港 5 都市へのスタッフ参加について、景観整備機構の今年度の

活動（横尾地区公園・風頭公園整備）予定について、ヘリテージマネージャー養成

講習会について等話し合いました。先月実施しましたアンケートは、女性部会皆さん

に 37 通発送して 19 通の返信をいただきました。まだ発送されていない方は、これか

らでも返信いただけましたら嬉しいです。例会参加者は 6 名でした。 

 

 

 

 

     

 

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

 

◆木造戸建住宅の耐震補助事業について（建築指導係） 

 令和 3 年度も木造戸建住宅の耐震補助事業を実施します。 

①耐震診断費に対して５１，０００円（自己負担額１０，５００円で診断できます）を助成 

②耐震改修計画作成費及び耐震改修工事費をセットで最大１００万円（建替工事費についても最大１００万円）を助成 

③指定対象地域になりますが、除却工事費について最大３０万円を助成 

  ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 

【申込受付時期】 令和３年４月２１日(水）～令和３年１０月２９日(金)   （先着順受付、予定戸数になり次第締め切ります） 

 

 

長崎市の景観重要建造物 Vol.7 

 

長崎市景観推進室からのお知らせ                     問い合わせ：095-829-1177 

 

 

第 16 号 吉田家住宅主屋及び長屋門（平成 27 年 9 月 1 日指定）      

•所在地 長崎市宿町 665 番地 3 

•アクセス 長崎県営バス「八坂神社前」バス停下車 徒歩約 6 分 

•概要  主屋（木造 2 階建て、桟瓦葺き、入母屋造） 

 長屋門（木造 2 階建て、桟瓦葺き、切妻造） 

•外観の特徴 長屋門は明治 24 年に建設され、江戸時代から武家屋敷門として派生した門形式の一つで、米などの荷を

積んだ馬車が出入りできるよう高さ 2.3m の大門と呼ばれる両開きの門となっており、門と一体となった右手の

長屋は精米などを行う作業場となっていた。隣接する主屋とも併せて指定されている。 

•その他（受賞歴等） 長崎県まちづくり景観資産（平成 28 年 3 月 8 日登録） 

国登録有形文化財（平成 27 年 3 月 26 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 

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 
◎動画方式（「講義」を自宅等で受講。ただし「修了考査」は会場で受ける必要があります（※修了考査指定日に限る）。） 

終了考査実施日：＊12 月 3 日(金)  午前・午後 各 1 回 （定員）各回 20 名 （会場）長崎県勤労福祉会館 

 

☆お知らせ☆ 

■先月(8/28)、開催予定でした親睦スポーツ大会（ボウリング大会）は新型コロナ感染拡大

防止により中止いたしました。 

■今年度(11/20)の第 63 回 建築士会全国大会「広島大会」は中止の決定がなされました。 
 

 ９月 10日(金)14：00～17：00(受付 13：30～)「中大規模木造の可能性と挑戦！」のご案内 
●会 場： 長崎県勤労福祉会館 4 階第 2・3 会議室（長崎市桜町 9-6）  ●受講料： 無料  ●定 員：60 名 

      主催：一般社団法人 長崎県木材組合連合会 （TEL/0957-27-1760）  

      後援：一般社団法人 長崎県建築士事務所協会（TEL/095-826-7010）  

     長崎県林政課・長崎県地域材供給倍増協議会 

 

これからの催し 

 

 

 

 

 

 

ＣＰＤ６単位 

◇既存住宅状況調査技術者講習（更新）のお知らせ◇ 

令和３年１１月１日（月） 
会場：長崎県勤労福祉会館 定員：１５名 

［受講料］ 更新：郵送申込￥17,600 WEB 申込￥17,000  

 [申込先] （公社）日本建築士会連合会の HP より申込下さい。

https://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/kizonjyutakujyokyochosa.html  

 

  

◇建築工事主体の「監理技術者講習」（法定講習）今後の日程のお知らせ◇  

島 場 会 場  ◎令和３年12月 10日(金)  島原市有明文化会館（島原市有明町三東戌1382）  
長 崎 会 場  ◎令和４年３月 ３日(木)  長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町9-6）      

大 村 会 場  ◎令和４年３月 17日(木) 大村市コミュニティセンター ※予定  

       ●定員：各回２０名    ●締切：開催日の７日前 

※講習会の詳細及び問合せは一般社団法人 長崎県建築士会のＨＰ監理技術者講習でご確認ください 

 

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

ＤＶＤ講習 

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

◎親睦スポーツ大会について ◎研修旅行について ◎開港５都市まちづくり会議について 

◎研修会・講習会について ◎住宅フェアについて ◎その他(・ヘリテージマネジャーの講習について ・被災建築物

応急危険度判定における社会貢献ついて ・横尾地区及び風頭における公園整備の進め方について 

   ・令和３年度 景観教室の実施について ・総合資格学院 卒業生の会員について・ 景観に係る県施策について） 

 

 
 

理事会の話題  8 月 19 日 18：00～リモート参加併用会議 

※ご注意※  
①WEB 申込：各都道府県会場の受講申込受付は講習実施日

の７日前までとなります。 
②WEB 申込：オンライン学習の受講申込受付は講習期間開始

日の２週間前までとなります。 
③郵送申込：受講申込受付は講習実施日の 10 日前（必着）ま

でとなります。 

まちぶらプロジェクト 令和 3 年度『中島川・寺町地区まちなみ整備助成金』の事業、まだ募集中です！  

①対象区域：中島川～鍛冶屋町周辺（詳細はお問い合わせください） 

②募集期間：令和３年１０月２９日（金）までを予定 

③助成対象：区域内において、町家等で伝統的な意匠や形態の維持、保全又は復元のために行なう工事や町家

等以外の建築物等で町家風外観形成の工事に係る経費。 

④補助額：町家等の修繕・復元に係る経費（助成率１/３～１/２以内） 町家等の場合上限 600 万円/件、 町家

等以外の建築物上限 200 万円（新築の場合は上限 100 万円） 

⑤事業期間：交付決定後～令和 4 年 3 月 15 日(火)まで 

※問い合わせ等はまちなか事業推進室まで。応募要領等詳細は長崎市ＨＰ「まちなか再生」 にてご確認ください。 

【問合せ先】 TEL：（095）829-1178  FAX：（095）829-1229  E-mail：machinaka@city.nagasaki.lg.jp 

 

 
【助成前】 

 

長崎市まちなか事業推進室からのお知らせ                 問い合わせ先： ０９５-８２９‐１１７8 

 
【助成後】 

 

 

(リンク先：Google Map) 

 

 
 

 

 

 

 

(リンク先：長崎市 HP) 

8 月 30 日～9 月 5 日は建築物防災週間です。                     長崎市建築指導課 

 

 建築物防災週間にあたり、例年は長崎市建築指導課、長崎消防署及び建築行政協力員が同行して「防災パトロール」を実

施しておりましたが、今年度はコロナ感染防止のため中止になりました。気候変動の影響で、大きな災害が続いています。身近な

建物および周辺の安全確認の実施をお願いいたします。 


