
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

な が 坂 

編集後記 台風一過でにわかに秋の気配。止まない雨は無いと言われますが、コロナ禍はとどまることなく世の中を混乱に陥れてい 

ます。しかし、年中繁忙期のように慌ただしかった世の中が少し立ち止まったことで見えてきたものもありますね。 禍
わざわい

転じて福となりますように。 

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,183 
2022 年 9 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： 

令和 4・5年度版会員名簿の現況調査

およびWEB版名簿掲載事項確認を送

付しております。確認のうえ、返信

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 25 日(火)18：30～長崎支部事務局とリモート併用。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 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 残りわずか 

 

 女性部会は、8 月 29 日（月）20 時より、リモート会議にて例会をおこないました。青年部との連携について、「おかしで 

まちづくり」を実施される大分県女性員会へのアドバイス、住宅フェア等についての話し合いをおこないました。参加者は 5 名。 

女性部会では、講座の実施を検討中です。アイデアや内容の希望がありましたら部会長までお知らせください。 

 

会員の皆様へお願い  

今年度より会員名簿は冊子を廃止し、WEB 版での発行となります。つきましては現況調査および WEB 版名簿

掲載事項確認のための調査票を送付いたしますので返信くださいますようお願いいたします。なお、返信がな

かった場合は、従来のデータを表示いたします事、ご了承ください。 

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 副委員長   本郷真樹  

 この度、新たに副委員長に任命されました本郷です。新型コロナウイルスの影響で対面でのイベン

トが自粛されていましたが、建築士の集いをはじめとして、一級建築士の製図対策現場見学会やボウ

リング大会など対面での活動も一部開催されました。早くコロナが収束し例年通りの活動ができるこ

とを願っております。青年部としては何事にも精いっぱい取り組んでまいりますので、温かいご支援

の程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 

 

 

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

第 11 号 三菱造船所 第三船渠 （平成 26 年 4 月 1 日指定）  

•所在地：長崎市岩瀬道町 159-98 ほか 6 筆   

•外観の特徴：日本の三菱による造船業発展を物語る施設であり、現在も稼働している歴史的

な建造物です。明治 38 年に建設された当時では、背後の崖を切り崩し、前面の

海を埋め立てながら拡張した貴重な建造様式で東洋最大のドライドックでした。 

※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 

 

 

 

歴史的建造物を活用するアイデア募集！ 
東山手・南山手の明治時代の洋館など 10 件（長崎市が管理）を活用した事業のアイデアについて、 

サウンディング型市場調査を実施します。 

●エントリー期限：令和 4 年 10 月 21 日（金） ●エントリー対象者：法人または法人のグループ 

詳しくは長崎市ウェブサイトを御覧ください。 

(リンク先：長崎市 HP) (リンク先：Google Map) 
 

 ９月 23 日(金)～25 日(日)10：00～17：00 熊本県立大学 髙橋研究室 卒業設計作品展 
理想の未来は創造できたか ―熊本県立大学 髙橋研究室の挑戦―  

●会 場：猪原金物店（速水川ギャラリー）2 階 幕末座敷 （島原市上の町 912 番地 （島原駅から徒歩 3 分））    

●お問合せ：熊本市東区月出 3 丁目 1-100  TEL/096-383-2929 

        熊本県立大学 環境共生学部環境共生学科 居住環境学専攻 教授 髙橋浩伸 

１０月 28 日(金) 9：30～16：45 令和 4年度 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 

●受付期間：令和 4 年 9 月 15 日(木)～10 月 12 日（水）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 
   

これからの催し 

 

 

◎親睦スポーツ大会について ◎研修旅行について ◎研修会・講習会について◎住宅フェアについて 

◎その他(・会員名簿作成について・景観整備機構横尾ﾜｰｸｼｮｯﾌについてﾟ・景観教室について・1 級製図試験対策見学会実施) 

長崎市の景観重要建造物 Vol.19 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産 

 

 

 

 

 

 

 

入場無料 

 8 月 30 日～9 月 5 日の建築物防災 

週間にあたり、8 月 30 日・31 日の両日、 

長崎市建築指導課、長崎市消防局、 

建築行政協力員が同行して 

「防災パトロール」を実施しました。 

理事会の話題  8 月 18 日 18：00～リモート参加併用会議 

 

 

 

有馬支部長   司会は青年部 有馬支部長に 
 開会あいさつ  山道委員長   よる始球式 

 

 

 

建築物防災週間    長崎市建築指導課 

 

 

団体優勝は        2 位        3 位 

（一社）長崎県建築士会のホームページが 4 月より刷新され、豊富な情報をご覧いただけるよ

うになりました！是非、いつもチェックするサイトの一つにして加えて頂き、仕事やスキルアップにご活用ください。 

新しい習慣に！ 

静かに楽しく、中学生もがんばりました。   村上設計チーム   西海建設チーム   混合チーム 

鉄川与助は、明治時代後期から昭和時代の初期にかけて 

長崎や五島を中心に数多くの教会堂を建てたことで知られていま

す。本会の現会長である鉄川進氏の姉に当たる鉄川ひろこ氏が

与助の生涯について「同居の親族」の立場としてまとめ上げ、写

真家の故木下陽一氏の美しい写真と英文解説を交え、簡潔に

紹介した一冊になります。 海鳥社 1800 円（税別） 

長崎支部主催 ボウリング大会開催！  8 月 27 日（土）16 時 30 分より、

マリンボウル（江川町）において、ボウリング大会を開催しました。マスク着用、手指の消毒

に加え、大きな声を出さない、ハイタッチ禁止、パーティション使用の感染対策の元、和気

あいあいの雰囲気で 3 年ぶりの懇親スポーツ大会を楽しみました。参加者は 25 名。 

 

 

 

新刊紹介！「教会建築家 鉃川与助の生涯」鉃川ひろこ著 

 

 
 

個人 

優勝 村上昭則さん 

2 位  吉田香乃さん 

3 位  平川雅敏さん 

新会員紹介      林田真奈 （株式会社 PAL 構造）  
今年から建築士会に入会した、林田です。普段は構造設計をしています。 

これから建築士会で活動させて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

(リンク先：長崎市 HP) 

 


