
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 建築レンジャー青年部                   青年部  竹田 政和 

 九州ブロック青年女性協議会第 1 回運営委員会を令和 3 年 11 月 28 日に出島メッセ長崎で開催しました。 

コロナ過、大分県で開催予定の建築士の集い、広島の全国大会が中止や一部の Web 開催になり活動がなかなか

出来ない日が続きましたが、来年の 6 月 25 日に開催される九州ブロック建築士の集い長崎大会へ向けて色々なアド

バイスを頂くことが出来、現地での開催が中止になった鹿児島、大分大会の思いを引き継ぎ来年の長崎大会の準備

を頑張っていきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

な が 坂 

編集後記 長引くコロナ時代の中、今年も残りわずかとなりました。先はまだまだ不透明ですが、こんな時こそめいっぱい 

目をこらして�長いスパンで思いを馳せてはいかがでしょうか（過去も未来も）。体調に気を付けてよいお年をお迎えください。 

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,174 
2021 年 12 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： 

事務局の年末年始の休業日は 

１２/２９(水)～１/３(月)です。 

よろしくお願いいたします。 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は令和 4年 1月です～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！！ 

  ●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、12 月 3 日（金）20 時より長崎総合科学大学工学部建築学コース・ 

山田由香里教授によるWEB講座「長崎の町家～開港450年の物語」を開催しました。

女性部会会員の皆様には、予め長崎名物の「お楽しみ箱」をお届けして、WEB 講座を

視聴しながら長崎の味を楽しんでいただくという企画でした。山田先生のお話しは、長崎

の「町家」の歴史と長崎の「まち」の歴史を深く学ぶことができ、たいへん勉強になりました。

見逃し配信もいたしますので、ご希望の方は長崎支部にお問い合わせください。 
 

 

 

 

長崎市建築指導課からのお知らせ                         問い合わせ先： ０９５-８２９‐１１７４ 
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長崎市景観推進室からのお知らせ                     問い合わせ：095-829-1177 

第 22 号  日本二十六聖人記念碑（平成 31 年 3 月 8 日指定） 

･所在地      長崎市西坂町 2400     •概要      RC 造、花崗岩仕上げ 

•アクセス      長崎電気軌道「長崎駅前」電停下車 徒歩約 6 分 

•外観の特徴 キリシタン文化の歴史的な場所として、昭和 36 年に建てられ、多くの市民や観光客に認知されている。裏面には石

塁のモザイク壁画を用いて、二十六聖人が京都で捕えられ、長崎へ連行され殉教するまでの苦しい旅と英雄的精神

を表現している。独特のデザインによりその歴史を表現しており、他に類例のない希少なものである 

•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） 

※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 

 

 １２月 18日(土)13：30～15：30(開場 13：00) 令和 3年度 住宅リフォームセミナー(消費者向け) 

「住宅リフォーム成功のヒント～知っておきたい基礎知識～」のご案内
●会 場：長崎県美術館 ２階講座室 （長崎市出島町 2-1） 

●講義内容：①ﾘﾌｫｰﾑの進め方とポイント ②リフォームで何ができる？ ③住宅リフォームの支援制度 

  ※申込及び詳細は長崎県建築士会 HP にてご確認ください。 

●お問い合わせ先：長崎県住宅リフォーム推進協議会 ☎095-828-0753 (月〜金 10:00〜17:00) (事務局 (一社)長崎県建築士会) 

これからの催し 

 

◆定期報告はお済ですか？（建築安全係） 

「特定建築物定期調査報告書」（３年毎提出）、「建築設備

定期検査報告書」、「防火設備定期検査報告書」（毎年提

出）の提出を依頼されている設計者の皆さん、本年度届出対

象となる定期報告の提出はお済でしょうか？未提出の方は至

急、提出をお願いします。 

ＣＰＤ６単位 

◇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◇  

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 

◆令和３年度 長崎県被災建築物応急危険度判定士養成講習会のお知らせ◆ 
会員全体の高年齢化が進むと同時に応急危険度判定士の資格保持者も高年齢化している現実があります。 

被災地における活動に若い力は欠かせないという観点から、特に若い会員様の資格取得をお願いいたしたく存じます。 

日時：令和４年 1 月 26 日（水） 13：30～14：00（13：00 開場） 

場所：長崎県大波止ビル ７階会議室（長崎市元船町 17-1）      定員：40 名 
申込み方法：申込用紙（長崎県建築課のホームページに掲載）をＥメール okyu-hantei@pref.nagasaki.lg.jp 

またはＦＡＸ095-827-3367 まで、令和 3 年 12 月 28 日（火）までに送付。 

申込・問合先：長崎県土木部建築課審査指導班  電話番号：095-894-3093（直通）  ファックス番号：095-827-3367 

 

(リンク先：Google Map) 

◆長期優良住宅法が一部改正されました。（審査係） 

この法改正に伴い、長期優良住宅の認定について、容

積率の特例許可制度の新設や認定基準に災害に配

慮する基準の追加等、見直しが行われ、令和４年２月

２０日から施行されます。 

 

 

 

(リンク先：長崎市 HP) 

 

 

 受講無料 
 

 

 

 

 

 

   

 

令和４年 新年懇親会のご案内 
◇開催日時：令和４年 1 月 20 日（木）18：30～  ◇会  費： 6,000 円 

◇開催場所：ホテルセントヒル長崎（長崎市筑後町 4-10 Tel 095-822-2251） 

ご出席の連絡は 1 月 14 日（金)までに同封の用紙にてお願いいたします。 

※開催時期における新型ｺﾛﾅウイルスの感染状況によっては、やむを得ず中止せざるを得ない場合もございますので、予めご了承下さい。 

 

 

◆令和３年度 長崎県被災宅地危険度判定士養成講習会のお知らせ◆ 
 日時：令和４年 1 月 26 日（水） 10：30～12：30（10：00 開場） 

場所：長崎県大波止ビル ７階会議室（長崎市元船町 17-1）      

申込み方法：「被災宅地危険度判定士養成講習会受講申込書」（長崎県土木部ホームページに掲載）にて 

令和 4 年 1 月 7 日（金）までに郵送、ＦＡＸまたはメールにて提出してください。テキストはダウンロードして持参。 

申込・問合先：長崎県土木部都市政策課 宅地指導班 担当:藤原・坂本 

ＴＥＬ/095-894-3094ＦＡＸ/095-894-3462 Ｅメール：kn-fuka@pref.nagasaki.lg.jp 

 受講無料 
 

参加費無料 

第 63 回建築士会全国大会「広島大会」において 

木場 耕志 県本部監事（兼長崎支部理事）が連合会会長表彰を受賞！ 

 今年度の「広島大会」は開催地を東京に移して、Web 併用の形で実施され、表彰式も開催されまし

た。木場氏の他にも佐世保支部・松川昌夫氏、島原支部・出上正寿氏が表彰を受けられ、伝統的技

能者には島原市深江町の小林長一郎氏（非会員）が選出されました。 

 

  県庁展望台にて集合写真 

 

開港 5 都市景観まちづくり会議 2021 長崎開港 450 周年記念大会 
ポストコロナ時代の「港」を活かしたまちづくり～歴史・つながり・未来～ 

長崎支部では、大会 2 日目・11 月 21 日（日）に開催された 10 分科会の中の第 5 分科会 

「平成のアーバン・ルネッサンス構想と令和のまちづくり～大型事業の構想からデザインまで～」を担当

して他都市からの参加者を案内しながら、港周辺のまちあるきをおこないました。コースは、松ヶ枝国

際ターミナル→水辺の森公園→長崎県美術館→出島ワーフ→長崎港ターミナル→ドラゴンプロムナ

ード→倉庫→昼食（ちゃんぽん）→長崎駅→出島メッセ 

 

松ヶ枝国際ターミナル屋上    長崎県美術館にて藤（とう）会員説明  県庁会議室にて意見交換会    翌日の全体会議にて中野支部長報告 


