
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 建築レンジャー青年部               青年部 新人 中町 将人 

 今年から建築士会会員となりました中町将人と申します。 

出身は長崎工業高校を卒業後、鳥取県にある米子工業高等専門学校に 4年間通い、長崎に帰ってきました。

昨年、2 回目の受験で一級建築士試験に合格し、建築士会に入会しました。社会人 5 年目で、これまでは

構造設計の仕事をしてきましたが、建築士会に入会し様々な取り組みに参加することで、広く建築につい

て学ぶことができると思います。活動に参加する中で色々とご教授賜りますようお願い申し上げます。若

い世代から長崎という場所で建築を盛り上げていけるよう活動等にも積極的に参加してまいりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。 

な が 坂 

編集後記 「おくんち」の無い秋が 2 回目になりました。異常気象なのか、10 月に入っても気温が 30 度を越えて、いつもは 

香る金木犀もまだ蕾のままです。人工では無いものに左右されながら、大きな自然の中で生きているのだと実感する 2021 秋。 

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,172 
2021 年 10 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.nagasaki-shikai.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： 

今年度も半年が過ぎました。 

会費の納入がお済でない方は、 

お早めの対応をお願いいたします。 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 10 月 26 日(火)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)(満席)  ・１月１８日(火)(追加開催)  ・３月１８日(金)       

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

女性部会は、9 月２8 日（火）20 時より、リモートによる例会をおこないました。 

WEB 講座について、講師の山田会員より、楽しい企画をご提案いただき例会で承認されまし

たので、12 月 3 日（金）20 時より開催予定です。また、9 月 25 日にリモートにて開催されまし

た「第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）」（全建女）の意見交換会をおこないまし

た。開港 5 都市のスタッフ参加募集のお知らせや、11 月 21 日開催の「軍艦島シンポジウム」

のコーディネーターの橋本会員よりイベントのご案内をいただきました。例会参加者は 7 名。 

 

 

 

     

 

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

 

◆市街化調整区域でのマイホームをお考えのかたへ（開発指導係） 

長崎市では、 既存集落のコミュニティの維持、都市基盤施設の有効活用を図るため、一般のかたでも自己居住用の住宅等が

建築できるように特例的に建築規制を緩和する区域を定めています。今回、全国各地で頻発・激甚化する自然災害からの被害を

防止するため、都市計画法が一部改正され、令和 4 年 4 月 1 日より運用基準が見直されます。 

※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＞都市計画（まちをつくる決まりごと）＞宅地開発・土地取引＞ 

安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて（令和 4 年 4 月 1 日施行）】 

 

 

長崎市の景観重要建造物 Vol８. 

 

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

 

 

第 19 号      宮地嶽八幡神社陶器製鳥居（平成 30 年 3 月 30 日指定） 

•所在地 長崎市八幡町 8-6 

•アクセス 長崎電気軌道「新大工町」電停下車 徒歩約 3 分 

•概要  陶器製鳥居、高さ 3.5m、幅 4.3m 

•外観の特徴 明治 21 年に有田磁器窯にて大型細工で作られた陶器製の名神系台輪鳥居

であり、全体に唐草模様が染め付けられている。有田町に同種の鳥居が一

つあるが、台風で破損し、昭和 35 年に復元したものである。これに対し、

当該鳥居は、原爆にも耐え、建立当時の状態が保存されている、他に類例

がない稀少な存在である。 

•その他（受賞歴等） 長崎県まちづくり景観資産（平成 31 年 4 月 9 日登録） 

国登録有形文化財（平成 9 年 7 月 15 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）。） 

※※『動画配信』による講習会のお知らせのチラシを同封しております。詳しくはそちらをご確認ください※※ 

修了考査実施日：＊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 

 

 

 

１１月 10日(水)9：30～16：45 長崎県知事指定講習  

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会のご案内
●会 場： 長崎県勤労福祉会館 2 階 講堂（長崎市桜町 9-6）  ●定 員：100 名   
●受講料（テキスト代含・税込）：＊長崎県建築士事務所協会会員 13,000 円  ＊会員以外 16,000 円 
●申込期限：令和 3 年 10 月 25 日(月)必着 ＊定員になり次第〆切 

※詳細は(一社)長崎県建築士事務所協会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。 http://www.nagasaki-jk.net 
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 

 

◆ブロック塀等除却日補助金について（建築安全係） 

小中学校の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５

０％､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）を助成します。 

※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】 

 

 

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 
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ＤＶＤ講習 

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

 

 

※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。 

１０月 16日(土)17：30～18：50長崎のビンテージなビルを掘り起こそう！（オンライントークイベント） 
全国で空き家・空きビルの再生を手がけたリノベーションのプロフェッショナルたちが、手つかずのビンテージなビルが
多く残る長崎を大冒険！そこで見た長崎のまちの魅力や未来の妄想トークをオンライン生配信でお届けします！  

◆出演者：大島芳彦 氏（株式会社ブルースタジオ クリエイティブディレクター）、吉原勝己 氏（NPO 法人福岡ビル

ストック研究会 理事長）、須部貴之 氏（株式会社 KISYABAREE 代表） 
◆参加方法：Zoom および YouTube ライブ配信（参加無料） 
◆申込方法：QR コードよりお申込みください。お申込み後、オンラインイベント配信用の

URL を送付いたします。【お申込み期限 10 月 13 日（水）まで】 
問合せ先：長崎県住宅課 095-894-3104  

◆違反建築防止週間について（建築安全係） 

１０月１５日（金）から２１日（木）は「令和３年度 違反建

築防止週間」です。期間内に公開建築パトロールを実施し

ます。これは、違反建築物の是正及びその発生予防を目的

とするもので、工事監理状況を確認し、中間検査・完了検

査等の必要な手続きを行っていない建築物にその是正指導

を行っていくものです。 

 

 

 

(リンク先：Google Map) 

 

 

 

 

 

(リンク先：長崎市 HP) 
 

Save Guvkavjima展 アート＆シンポジウム 11 月 21 日（日）   CPD4（シンポジウム参加者のみ） 

 10：00～第１部 アート展オープニングセレモニー 場所：軍艦島デジタルミュージアム 

        刻一刻と姿を変える軍艦島の「余命」を様々な表現方法で展示します。  

 13：00～17：00 第 2 部 シンポジウム 講演・ディスカッション 場所：出島メッセ長崎コンベンションホール１ 

        講演者：秋野公造氏（参議院議員）野口貴文氏（東京大学大学院工学系研究科教授）中村亨一氏（建築家、芸術工学博士） 

                  中村陽一氏（元島民、1 級建築士、NPO 法人歴史建築保存再生研究会会員） 

パネルディスカッション：上記 4 名と里隆光氏（長崎商工会議所相談役）コーディネーター：橋本彼路子氏（長崎総合科学大学建築学部教授） 

主催・問合先：軍艦島デジタルミュージアム TEL/095-895-5000  メール info@gdm.nagasaki.jp  

※詳細は同封のチラシをご確認ください。 

 
シンポジウム YOU TUBE↑ 

入場無料 

 

 

 


