
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

な が 坂 

編集後記 一年で一番暑い季節を迎えています。収束がみえたかと思った「新型コロナウイルス感染症」でしたが、第 7 波を 

迎えて感染者数は新記録を更新。明るいニュースが見当たらない今だからこそ、平和の大切さを実感する 2022 年祈りの夏。 

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 
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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： 

ボウリング大会の案内を同封いた

します。感染対策を講じて、皆様

のご参加をお待ちしております。 

 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 8月 29 日(月)18：40～長崎支部事務局とリモート併用にて行います。 
皆さまのご参加をお待ちしています！ 

◇◇令和４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、◎令和元年度（H31.4.1～R2.3.31）受講した方、 

 ◎令和元年度の建築士試験に合格した方は令和４年度中に建築士定期講習を受講する必要があります！！ 

●令和 4年 8 月 17 日(水)  ・会場：長崎県勤労福祉会館  ・定員：70 名  ・DVD 講習 

●令和 4年 11 月 15 日(火)  ・会場：長崎県勤労福祉会館  ・定員：35 名  ・DVD 講習 

 ※受付期間：令和 4年 4月 15 日(金)～定員になり次第  女性部会は現在、会員数 31 名です。同世代間の繋がり、世代を超えた繋がりを築きな

がら、仕事に役立つ活動をしていくことが出来るように皆で知恵を絞っていきたいと思いますの

で是非、お気軽にご参加ください。参加の形や、活動の日にち・時間帯の希望などの提案が

ありましたら、部会長までご意見をお寄せください。お待ちしております。 

 

◆ブロック塀等除却費補助金について（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】 

 

◇◇令和４年度 既存住宅状況調査技術者講習のご案内◇◇ 
●更新講習 令和 4年 9月 2日㈮13：20～17：00  ●定員 10 名申込受付順、定員に達し次第締切ります。 

●受講料 １７,６００円【WEB 申込：１７,０００円】（税込、テキスト・修了証明書交付費 用・登録料を含む） 
●場所 長崎県勤労福祉会館   ※詳しくは、日本建築士会連合会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

 

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

◆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＞長崎市特定空家等除却費補助金】 

 

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

◆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】 

◆木造戸建住宅の耐震補助事業について（建築指導係） 

令和４年度も木造戸建住宅の耐震補助事業を令和４年５月１９日より実施しています。 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（現地建替

工事費についても最大１００万円）を助成※ただし、土地状況に制限あり※申請について（１０月３１日）までとなります。ご注意くださ

い。   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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 この度の総会で、鯖江青年部委員長より引き継ぎ、青年委員長をさせていただくことになりまし

た。今後は、本郷副委員長・松本副委員長と力をあわせて、OB 会の皆様にもお力添えをいただ

きながら青年部全員が一丸となって士会を盛り上げていきたいと思います。今後も今と変わらな

い皆様のご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 

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

◇◇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◇  

 ◎令和５年３月２日(木)  長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町9-6）      ●定員：２０名 

 ※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 

☆☆恒例！親睦スポーツ大会（ボウリング大会）開催のお知らせ☆☆ 
３年ぶりにボウリング大会を開催いたします。感染対策をしっかりしたうえで、皆様のご参加をお待ちしております。 

●日時：８月２７日（土）16：00～18：30（16：30 スタート） 
●場所：マリンボウル(江川町 120-3) ℡：879-3328 

●実施要領：参加方法 １チーム４名（会員・賛助会員・家族） 
●負担金：１チーム ４，０００円（1 名 1,000 円）      ※詳細および申込書を同封しています。ご確認ください。 

問合せ・申込先：長崎県建築士会長崎支部 TEL：095-826-5514 FAX：095-826-5535 e-mail：shikai_nagasaki@ngs.cncm.ne.jp 

※今後の感染拡大の状況によっては開催

中止の可能性があることをご了承ください 
 

長崎市の景観重要建造物 Vol.18 

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

第 8 号 山崎氏石塀 （平成 24 年 6 月 1 日指定）  

•所在地：長崎市深堀町 5 丁目 211 番 14   

•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である。 

この地区は、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であり、山崎氏石塀は Vol.13 で紹介した植木氏他の

石塀と同様に、深堀地区のまちなみ景観を形成する重要な要素となっている。 

・その他（受賞歴等） 長崎市都市景観賞「歴史のある部門」受賞 第 9 回(1997 年) 

※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 

 

 

 

 

 

 

長崎県住宅課からのお知らせ                        問い合わせ先：095-894-3104 

安心して子育てができる住環境整備のため、今年度から新しく「長崎県親子でスマイル住宅支援事業」

を実施します。具体的には、子育て世帯が夫婦いずれかの職場の近くに住む「職住近接」や保育園や幼

稚園、小学校等の近くに住む「育住近接」を新たに行う場合等に中古住宅の購入やリフォーム費用を支

援します（補助率 1/5、上限 40 万円）申請先は住宅の所在する市町となります。詳しくは県の HP を

ご覧ください。 
 

 

（リンク先：県 HP） 

 

(リンク先：長崎市 HP) 
 

(リンク先：Google Map) 

 

 

 

１１月 5日(土) 14：00～  長崎県建築士会佐世保支部 創立 70 周年記念講演会のお知らせ 
●場 所: 佐世保市⺠⽂化ホール（旧凱旋記念館） 佐世保市平瀬町 2     ●参加費 ︓ 無料 
●演 題:「地域を育む木造建築」＊講師 三井所 清典先生(日本建築士連合会名誉会長/一級建築士／インテリアプランナー 

                                                 工学修士) 

●問合せ先：一般社団法人佐世保支部 創立 70 周年記念事業実行委員会（とみたメンテ内） 

         ・TEL/0956-24-2233 ･FAX/0956-24-2234 ・MAIL/ tomitamente@ybb.ne.jp 

 

８月 22日(月) 13：30～15：00   伝統構法の建築物に関するセミナー開催のお知らせ 
●場 所：建設会館 ５階 第２会議室   ●参加費：無料  ●定 員：２７名 先着順（５０％） ※ＣＰＤ対象講習会 
●内 容：「伝統構法の耐震診断と耐震改修」についてのセミナー【講師】兎

う

洞
どう

 正和
まさかず

氏 （有）ウトウ設計一級建築士事務所  

●問合せ先：一般社団法人 長崎県建築士事務所協会（TEL：095-826-7010/FAX：095-826-7968） 

これからの催し 

 

 

 
7 月 21 日(木)から 8 月 19 日(金)まで長崎県耐震改修促進計画の改訂に関してパブリックコメントを実施しております。 

詳しくは県の HP「長崎県耐震改修促進計画（令和 4 年改訂案）」でご確認ください。 

問い合わせ先：長崎県土木部建築課審査指導班 ＴＥＬ095-894-3093 

長崎県建築課からのお知らせ                        問い合わせ先：095-894-3093 

 

「長崎型住宅」の検討を開始しました 
県民の住宅費負担軽減、脱炭素社会の実現に向けた取組等を推進するため、「長崎型住宅」（長崎の気候風土を踏まえ

た低コスト・高品質な戸建て住宅）の仕様検討等を開始しました。今後、県内企業や学術機関等と連携し、世代をこ

えて継承できる住宅のコンセプトや仕様等の具体化を行っていきます。 

※当該検討にかかる公募型プロポーザルの参加表明は 8 月 1 日締切です。 

（詳細は県住宅課ホームページを参照ください）    問い合わせ先：長崎県土木部住宅課 ＴＥＬ095-894-3104 

 

 

 

 

 

 


