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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,162 
2020 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： 

◆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◆ ＤＶＤ講習 
長 崎 会 場  ◎令和３年 ３月 ４日(木)  長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町9-6）      

大 村 会 場  ◎令和３年 ３月開催予定  ※会場は決まり次第お知らせいたします。 

       ●定員：各回２０名    ●締切：開催日の７日前 

☆(公社)日本建築士会連合会が行う監理技術者講習は建築に特化した実務に役立つテキストを使用します 

※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 

 

 

これからの催し 

 

事務局の年末年始の休業日は 

１２/２９(火)～１/３(日)です。 

よろしくお願いいたします。 

 

令和３年３月 12 日(金) 9：30～17：00(受付 8：30～)令和２年度第四期 建築士定期講習受講のご案内 

       ●会 場： 長崎県勤労福祉会館 2 階講堂(長崎市桜町 9-6)  ●受講料（テキスト代を含む）： 12,980 円（税込）  

 ●申込受付期間： 令和 3 年 1 月 22 日～2 月 26 日       ●募集定員： 40 名（DVD 講習） 

☆受講対象者は平成 29年度(H29.4.1～H30.3.31)に受講された方、および新規で受講される方です。 

☆ご自身の受講履歴が不明の場合は(一社)長崎県建築士会（℡095-828-0753）へお問合せください。 

問合せ・申込先：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）  

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 1 月 28 日（木）18：40～長崎支部事務局です。皆さまのご参加をお待ちしています！ 
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◇改正建築物省エネ法が令和 3 年 4 月に全面施行となります。国土交通省では新型コロナウイルス感染防止の観

点から説明会の開催に代わりオンライン講座の web サイトを開設しています。 

◇（一財）長崎県住宅・建築総合センターは長崎県内の拠点として、講座資料を無料配布しています。配布資料の

リスト等詳細は、当センターHP（http://www.nagasaki-jkc.jp）でご確認ください。 

◇配達にて受け取りを希望される場合は、説明会事務局が web・電話・Fax のいずれかの方法にて着払いによる

資料請求を受け付けています。詳細は、上記 HP でご確認ください。 

お問合せ：長崎県ゆとりある住まいづくり推進協議会事務局（（一財）長崎県住宅・建築総合センター） 

     電話： 095-825-6944 

 

  

 

◆令和 2 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◆ 
受講対象者：長崎県内に在住もしくは勤務している次の何れかに該当する方で「被災建築物応急危険度判定士」として 

登録していただける方。（過去に受講された方は再受講の必要はありません。） 

①一級、二級および木造建築士 ②建築基準適合判定資格者 ③一級建築施工管理技士 ④建築行政の経験を３年

以上有する地方公共団体若しくは地方住宅供給公社の職員 ⑤市町長が推薦する地方公共団体の職員 

日時：令和 3 年 1 月 14 日（木曜日） 13 時 30 分から 16 時（13 時開場） 
場所：長崎県庁 １階 大会議室Ａ・Ｂ （長崎市尾上町 13-1）      定員：60 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 2 年 12 月 28 日（月）までに送付。 

問合せ先：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 

１２月 15 日(火)13：30～16：30(開場 13：00） 

令和 2 年度事業者向け 長寿命化リフォームセミナー開催のご案内 

            「コロナ禍を乗り越える～これからの顧客とのつながり方～』 

 ●会場：長崎県庁１階 協働エリア(長崎市尾上町３－１ ) ※駐車場有／有料   

 １. コロナ禍を乗り越えるための３つの取組み ２. リフォームの支援制度・最新のリフォーム関連情報について 

 ●申込方法： インターネットまたはＦＡＸ（095-827-7007)にて         ●参加費無料 

お問い合わせ先：長崎県住宅リフォーム推進協議会【事務局(一社)長崎県建築士会】 

TEL/095-828-0753 FAX/095-827-7007（月～金 10：00～17：00） 

■主催：長崎県住宅リフォーム推進協議会/ 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 

■後援：長崎県/公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

 

 

 

建築レンジャー青年部             青年部副委員長 山道 寛将 

 令和２年も残すところあとわずかとなりました。振り返ってみると１月に中国武漢で新型コロナウ

イルス感染症が発生してから、４月に緊急事態宣言、そして現在ではワクチンの開発状況など明る

い兆しはあるものの収束の見通しは立たず、まさに新型ウイルスに翻弄された１年ではなかったで

しょうか。また、７月の九州豪雨災害や９月の台風被害など自然災害とも向き合わなければならな

い１年でもありました。今年は青年部も思うように活動や交流ができない状況ではありましたが、

来年は今年の分も合わせて「倍返し」で頑張っていけたらと思います。 

女性部会は、11 月 24 日（火）18 時 40 より 

支部事務局にて例会をおこない、今後の「住育

活動」について、メールでいただい意見もあわせ参

加者の意見を交換しました。 コロナ禍でイベント

が出来ないこともあり、これまでの活動で得た成

果品や資料をまとめることになりました。 

参加者は 3 名。 

編集後記 今年は、小さなウイルスの氾濫に右往左往の 1 年でした。まだまだ先は不透明ですが、国難と呼ばれる状況下で「我慢」 

や「自粛」「周囲への配慮」を社会全体が習得できた年でもありました。油断せず風邪やコロナに気をつけて、良いお年をお迎えください。 

   長崎県ヘリテージマネージャー 養成講習会 第３期受講生募集！！ 

 2021 年 2 月より長崎県ヘリテージマネージャーの講習会を行います。  

日程：2/13・14、3/6・7、4/17・18、5 月中旬、6 月前半・中旬 

  ★受講の詳細や申込については「よろいど」に同封するチラシをご確認ください。 

※後半の実施日程につきましては変更になる可能性がありますので、決定になり次第お知らせいたします。 

田上市長にお届けしました！ 
11 月 18 日（水）16 時 10 分より、「女性

部会 10 周年記念誌」を田上長崎市長

にお届けして、これまでの活動の報 

告をしました。山北建築部長、植坂住

宅課長も同席してくださいました。 

 

 

 

 

 

 

〖令和３年 新年懇親会中止のお知らせ〗 

 例年 1 月に開催しております『新年懇親会』につきまして、開催する方向で準備を進めて参り

ましたが、未だ全国的に新型コロナウイルスの感染拡大の現状と皆様の感染予防、安全を考慮い

たしました結果、大変残念なことではありますが、開催を中止させていただくこととなりました。

例年、ご参加いただいております皆様には誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

 

 

「令和２年度 改正建築物省エネ法オンライン講座」解説図書の配布等のお知らせ 

 

 

 

 

 

◆令和 2 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◆ 
 受講対象者：宅地判定士として登録し、令和 3 年（平成 33 年）3 月 31 日に有効期限を迎える方で、長崎県被災宅地危

険度判定士認定登録要綱第 8 条に基づき登録の更新を行おうとする方。（※今年度は更新のみとします） 

日時：令和 3 年 1 月 14 日（木曜日） 10 時 30 分から 12 時 30 分（10 時開場） 
場所：長崎県庁 １階 大会議室Ａ・Ｂ （長崎市尾上町 13-1）      定員：60 名 

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 2 年 12 月 25 日（金）までに郵送、ＦＡＸ、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 
 長崎支部では、会員増強キャンペーンをおこなっています！新たに入会される方をご紹介くださった方には、 

「図書カード 1000 円分」を進呈いたします。周囲に有資格者はいませんか？この機会にぜひご紹介ください！ 

 

 

 

会員増強のための、新会員ご紹介のお願い！ 

◆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。 

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

 

受講無料 

受講無料 

ＣＰＤ３単位 


