
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

な が 坂 

編集後記 あっという間に梅雨が明けて、早くもセミの声を聴くようになりました。毎年のことながら、猛暑の夏になりそうです。 

皆様、気を引き締めて夏を乗り越えて参りましょう。あなたの爽やかな笑顔が周囲を涼しくしますよ！くれぐれも無理なく、ご安全に。 

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,181 
2022 年 7 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： 

今年度の事業計画を同封いたします。

日程が決まっていない事業に関しま

しては『なが坂』等で改めてお知らせ

いたします。 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 8月 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、6 月 28 日（火）18 時 40 分より、長崎支部事務局会場とリモート併用により 

6月例会をおこないました。見学会について、講座について、「集い長崎大会」について、住宅フ

ェアについて等話し合いをしました。例会の告知が遅かったせいもあり、参加者は 4 名でした。 

 これまで、コロナ禍のためイベントも開催できず活動が縮小されていましたが、状況に添った活

動を始めていきたいと思います。是非お気軽にご参加ください。 

◆長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部改正       

「 田中町地区計画 」の用途制限を緩和しました。＜指導係＞ 

地区整備計画が定められた区域内の企業立地を促進するため、これまで用途を制限していた「倉庫業を営む倉庫」が建築できるよ

うになりました。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 

◇◇令和４年度 既存住宅状況調査技術者講習のご案内◇◇ 
〇新規講習 令和 4年 8月 3日㈬9：00～17：00   〇定員 20 名申込受付順、定員に達し次第締切ります。 

〇受講料 ２２，０００円【WEB 申込：２１,４５０円】（税込、テキスト・修了証明書交付費 用・登録料を含む） 

●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） 

〇●場所 長崎県勤労福祉会館   ※詳しくは、長崎県建築士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 

大会委員長お疲れさまでした 

◆「特定建築物・建築設備・防火設備の定期報告へのご協力」について（建築安全係） 

対象建築物の所有者・管理者の方へ「特定建築物等の定期報告書」の提出依頼の通知文を送付しています。 

令和４年度の特定建築物の報告用途はホテル・福祉施設等です。建築設備・防火設備及び昇降機等については、毎年必要となり

ます。ご依頼を受けられた際は、ご注意ください。なお、提出期限は令和４年１２月２６日となっておりますが、事務処理上令和４年１０月

末までに提出をお願いいたします。 

 

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

 

(リンク先：Google Map) 

◆長崎市開発許可に関する条例で定める｢建築物の敷地面積の最低限度｣の規制緩和について（開発指導係） 

長崎市への移住、定住人口の増加を図るため、次のとおり見直しを行いました。  

詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 

■改正の内容（長崎市開発許可に関する条例第 5 条） 

※１：市街化調整区域、非線引き都市計画区域、都市計画区域外 

(リンク先：長崎市 HP) 

 

 

 ☆☆第 64 回 建築士会全国大会「あきた大会」 開催ご案内☆☆ 
『建築』で挑戦！郷土のこれから ～け、け、けの秋田で まずかだれ～ 

開催日：２０２２年１０月１４日（金） 会場：あきた芸術劇場 ミルハス(秋田市千秋明徳町 2-52) 

●記念対談：『秋田杉、そして建築の挑戦』～「〝秋田発〟世界標準の大学」を支える「美しすぎる図書館」～ 

          モンテ・カセム氏×仙田 満氏 
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 5 月号【あきた大会へのいざない】」をご覧ください。  

支部への申込締切 
7 月 15 日（金）厳守 

区 域 改正前 改正後 

市街化区域 160 平方メートル 
100 平方

メートル 市街化区域以外

の区域 ※１ 
180 平方メートル 

司会者コンビ登場  剣舞も素敵でした   変面ショー！  可愛い歌姫熱唱 

 

 

 

◎令和４年度総会報告について ◎令和４年度事業計画について ◎スポーツ大会について  

◎名簿作成について ◎その他(‣風頭･横尾地区ワークショップの開催状況について ‣建築士の集い 

 長崎大会準備状況について ‣今後の事務局の体制等の検討についてほか) 

理事会の話題  6 月 16 日 18：00～リモート参加併用会議 

日本建築士会連合会九州ブロック「建築士の集い」長崎大会 開催！ 

 6 月 25 日（土）、出島メッセ長崎をメイン会場に開催され、九州各県から 

400 名ほどの参加がありました。開会式及び各県代表による「地域実践活動」 

報告の後各分科会が行われました。第 1 分科会：出島学芸員山口氏による 

講演会「⻑崎の未来みせまっせ」この講演会は建築士の日イベントとして市民に

公開されました。第 2 分科会：「重要文化財の保存と活用」、第 3 分科会：「町

屋さるく」（寺町・中通り）、第4分科会：まちあるき （駅・県庁等）。終了後は出

島ワーフにおいて意見交換会を開催し、3 年ぶりの再会を楽しみました。 

 

 

長崎市の景観重要建造物 Vol.17 

 

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

第 10 号 小菅修船場跡周辺遺構 （平成 26 年 4 月 1 日指定）  

•所在地：長崎市小菅町 1－1 ほか 2 筆   

•外観の特徴：明治初期に日本最古の蒸気機関を動力とする曳き揚げ装置を既存の 

谷地形を巧みに利用し整備した当時では貴重な建造様式の洋式近代的ドックです。また、曳き揚げるため

に設置されたレール上の船を載せる台がそろばん状に見えたことから「ソロバンドック」の名で親しまれています。 

修船場の整備にはトーマス・グラバーも関わっており、建造当時の石階段や水路の石積みが今もなお現存す

る貴重な遺構です。 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

横尾地区公園リニューアル大作戦！ 

同じく長崎市景観整備機構で実施中の横

地区公園整備において、小学 6 年生を対

象にしたワークショップが 5 回に渡り実施され

ました。今後も、住民向け及び中学 1 年生

を対象のワークショップを実施する予定です。 

鉄川会長による挨拶    長崎県代表佐世保支部 

                 による地域実践活動発表 

 

長崎市景観整備機構（指定：一般社団法人 長崎県建築士会） 

 メイン会場出島メッセ       有馬支部長の乾杯でスタート 
 

 

 

 

風頭地区魅力アップワークショップ 

 7 月 2 日（土）第 3 回ワークショップ

が開催されました。 

最終回の次回は 8 月 6 日（土）に開

催の予定です。 

意

見

交

換

会 

 

 建築レンジャー青年部              青年部委員長  鯖江 康裕（㈱SABA 設計） 

 6 月 25 日（土）建築士の集い長崎大会が開催されました。長崎支部青年部も計 25 名が参加。 

青年部を中心に何度も下見や会議、準備を重ね企画した「第 4 分科会のまち

歩き」と「意見交換会」も無事に大盛況のもと終える事ができました。ご協力い

ただいた皆様、ご参加いただきました皆様ありがとうございました。まちづくり

ワークショップに景観教室と今年は活発な活動ができそうですね！ 
【令和４年度青年部通常総会のお知らせ】7 月 30 日（土）17:00～ 長崎支部事務局 18:30～懇親会（場所未定） 

 
第 4 分科会でのまち歩きの様子 

 
 意見交換会の司会も担当しました！ 


