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この街の企業

建設業界の人材不足

技術者﹂の有効求人倍率は４．９
所で働きたい︑転職希望者がいま

是非皆様の周りの方で設計事務

ます︒

２倍︵前年同月比０．８２ポイン
したら情報提供をお願いできない

２０１７年夏に調査した﹁建築

ト上昇︶と２３カ月連続の上昇と
かと思います︒
話を聞いてみたい興味がある等

なり︑建設業界では深刻な建設技

ピック・パラリンピック競技大会。ＩＯＣや

国際・国内競技連盟（ＩＦ・ＮＦ）、政府、

関係自治体も巻き込んで進められてきた会場

利用することを前提とした恒設施設で、「夢

の島公園」「オリンピックアクアティクスセ

本
[ 日は、 お日柄もよく
)

]

おススメ

徳
( 間文庫

原田 マハ
人と人とを結び合う言葉の限りない可能性を

て︑２００２年独立後フリーラン

ニューヨーク近代美術館勤務を経

商事︑森ビル森美術館設立準備室

今回ご紹介する一冊は︑伊藤忠

ートフルに描いた青春小説です︒

び合う言葉の限りない可能性をハ

ーに抜擢されます︕人と人とを結

代﹂を叫ぶ野党のスピーチライタ

り︒成長したこと葉は︑﹁政権交

追求していく姿に目頭が熱くなるお仕事小説

スのキュレーターとして活躍して
人の心理や伝える事の大切さを
一つ一つ丁寧に 考える事の出来

きた人気作家・原田マハさんのベ
ストセラー小説﹁本日は︑お日柄
る本になっています︒

ます︒

場所になってい

観光客が訪れる

クとして多くの

しいランドマー

来︑河口湖の新

オープンして以

２０１０年に

ります︒

体が芯から温ま

け︑寒い冬には

シンプルな味付

ー東恋路店

継がれてきたこちらのほうとうは具沢山でとても

山梨県で古くから愛されているほうとう︒受け

トの壁面と天井が曲線で繋がっています︒

広さに圧倒されます︒打ちっぱなしのコンクリー

います︒かまくらのような店内は天井が高くその

える富士山と建物が一体となって風景をつくって

不動の新店舗ほうとう不動東恋路店です︒南に見

南都留郡富士河口湖町に本店がありますほうとう

なちょっと見たことのない斬新な建物は︑山梨県

富士山にかかる雲が︑ふわりと降りてきたよう

ほうとう不動

原田マハ著
定価：本体６４８円 税
+
発売日：２０１３年６月７日
形態：文庫判 （３８１ページ）

もよく﹂です︒
こちらＷＯＷＯＷで連続ドラマ
になりました︒ＯＬの二ノ宮こと
葉は︑想いをよせていた幼なじみ
厚志の結婚披露宴で︑すばらしい
スピーチに出会い︑思わず感動︑
涙します︒それは伝説のスピーチ
ライター久遠久美の祝辞でした︒

でに完成させる予定です。

術人材の不足が続いています︒

開催まで３年を切った東京２０２０オリン

空気を一変させる言葉に魅せられ

まとめて工事を発注。１９年６月ま

々︑仕事場見学ももちろん大丈夫

１９年テストイベントまでに施設完成

てしまったこと葉はすぐに弟子入

計が担当しており、１７年度に取り

この背景には︑東京五輪に向け

大会時は仮設を含め約１万席を確保する。）

です︒気軽に遊びに来てください

障害者５人制サッカー・脳性麻痺者７人制サ

て建設技術人材への旺盛な需要が

東京都が建設するのは、大会後も継続して

︕︕

計画見直しの内容がほぼ固まりました。

続く一方︑建設技術者として働き

３００㎡で、約２６００席の観客席を配置し

たい人は減少し続けているという

ックのホッケー会場、パラリンピックの視覚

ことがあります︒

などのエリアにメーン施設（延べ床面積約４

﹁継続発展する設計事務所﹂を

その一つ大井ホッケー競技場は、オリンピ

目指す弊社にとっても人材不足は

大井ふ頭中央海浜公園内の既存の第一球技場

課題のひとつであり頭の痛い問題

競技場」「有明アリーナ」の７施設。

でもあります︒

どのスポーツでも利用できるようにします。

今年は新卒・中途に限らずリク

カヌー・スラローム会場）」「大井ホッケー

ルートに力を入れる予定でして︑

ホッケーの振興拠点とする他、フットサルな

﹁リクナビ﹂等の求人サイトを利

海の森水上競技場」「葛西臨海公園隣接地（

用したり地元企業説明会等にも積

ッカーの会場として利用します。大会後は、

極的に参加しながら︑また大学三

ンター」「武蔵野の森総合スポーツ施設」「

年生に向けたインターンシップも
取り入れていきたいと考えており

に改修して対応します。設計は梓設

城取設計
ニュース

建築 NEWS

を新築し、第二球技場をサブ施設（

固定席５３６席はそのままで、大会

時は仮設で５０００に増やす予定）

乾燥と洗浄装置の専門メーカーの本社

長野県伊那市に本社を置く︑加熱・

構造と標準化した部材を利用するシス

間を実現するために︑最適化した鉄骨

大空間︒コストを抑えながらその大空

３．工場から事務室を見る 工場と事

務室が視覚的に連続する。安全面

建築概要
東電機
名 称：( 株 ) 伊
工作所工場
東電機工作所
発注者：( 株 ) 伊
伊那市
所在地：長野県
・平屋
構造・階数：S 造
6.96 ㎡
延床面積：1,99

歴史と文化を後世に残し地域の魅力を発信する拠点と考え
過去から未来へつなぐ施設を作ります︒

工場では︑市内に分散していた機能を
テム建築を採用しました︒

一品生産の伊東電機工作所では︑工

一ヵ所に集約したいということから計
画がスタートしました︒

ン＋シーリングファンとしている

場と設計部門との連携が重要となるた

く空調するために、天吊型のエアコ

同社の製品の多くが受注生産の一点

アにホイストクレーンを設置。イニシ

め︑工場に隣接して事務所を配置し︑

リアに分かれている。それぞれのエリ

ものであり︑製造する製品のサイズは

２．工場内観 工程によって２つのエ

一部を工場に迫り出させて大きな開口

る部分を造っている

その都度異なります︒そのため求めら

でシステム建築の中に会社の顔とな

施工事例

分散拠点を
集約した
機能的な工場

みのある木製の袖壁を設置すること

を設けコミュニケーションが取りやす

をコーポレートカラーの青とし、温か

れたのは︑あらゆる製品に対応できる

いデザインを提案しました︒
社員のリフレッシュスペースであ
る食堂は︑南アルプスを一望できる
位置に配置し︑前面にはウッドデッ
キと植栽を配し業務の合間に気持ち

１．南側エントランス外観 正面の壁

２
１
を切り替えられるような空間を目指

に配慮して、ガラスではなく強度のあ

３
るポリカーボネートとしている

創業５４年を迎えた城取
建築設計事務所が手がけ
た設計作品を紹介します
しました︒

ャル・ランニングコストを抑え効率良

施工
事例
↑北西側外観 搬入出のトラックガードや室外機置場としている。将来的に倉庫や工場を拡張するスペースでもある

特集

アルプスの行動食ともいえます︕

地元のチカラ

﹁信州そば発祥の地﹂としてＰ
﹁信州伊那谷ガレット協議会﹂で

この街の企業
Ｒを行っている上伊那地域に︑新

め︑ブランド化を目指すことで︑

は上伊那エリアの多くの飲食店で

きっかけは上伊那観光連盟が開
交流人口を増やし︑伊那谷の地形

たな食の魅力として﹁信州伊那谷

催した﹁旅づくり塾﹂︒地域の飲
と栽培環境は︑ブランドそばを生

共通メニューとしてガレットを広

食店が集まり﹁信州伊那谷ガレッ
む潜在能力を十分に秘めているは

かもしれませんが、これが結構相性バッチリなんですよ。抹茶・

胡麻・紅茶をワッフルの生地と混ぜて香りもほんのり口いっぱい

に広がります。また見た目にもこだわっていてお客様に提供する

と「かわいい」と喜んで頂いています。是非新ワッフルを食べに

ロジェクト﹂は︑﹁世界一の伊那
谷ガレット﹂﹁世界一の伊那谷そ
ば﹂を目指して︑信州大学︑上伊
那地域振興局︑上伊那農業改良普
及センターと連携し︑８月に種ま
きからスタートし︑１１月には親
子で参加できる収穫体験イベント
を開催しました︒
また︑﹁食育プロジェクト﹂で
は︑小中学校の生徒たちに向けて
﹁ガレット作り体験﹂を実施︒子
どもたちが︑伊那谷の︑ここにし
かない食の豊かさにワクワクを感
じることのできる大人に育ち︑近
い将来︑共に伊那谷を支えていく
人材となるための種まきの一つと
して︑大きな実りがあることを願
ってやみません︒

代表の横顔

渡邊竜朗 氏
長野県伊那市荒井 3500-1 いなっせ 3Ｆ
TEL:0265-78-2500( 上伊那広域連合内 )
http://www.inadanikankou.jp/

的のお店をはしごしてきます︒そ

張の際には事前リサーチをして目

った店舗の業態はさまざまで︑シ

﹁呑食ちょうちん横丁﹂と銘打

もつ焼きワインバルなど︑はしご

ャンパン専門店もあれば︑焼き鳥

﹁ほぼ新宿のれん街﹂場所は代

酒にうってつけの名店ぞろいとな

こで最近みつけたおススメのお店

々木駅から歩いて５分くらいの場

っています︒

落ち着き肩肘張らずに酒や食事を

したような懐かしい空間はとても

並びまるで昭和にタイムスリップ

都会の片隅に︑古い家屋が建ち

ます︒

ロジェクトができればと考えてい

ぜひ将来︑伊那谷でもこんなプ

います︒

制覇したくなるスポットとなって

を追求した名物や仕掛けに︑７店

ない雰囲気と﹁外飲みの楽しみ﹂

もってこい︒古民家が醸す気兼ね

れの店に特徴がありはしご酒にも

ベして作った飲食店街で︑それぞ

所にあります︒古民家７棟をリノ

やアジア屋台料理︑イタリアン︑

楽しめます︒

営業コラム

シェフがこっそり教えるガレットのコツ

を紹介しちゃいます︒

私の趣味のひとつ食べ歩き︒出

信州伊那谷ガレット協議会
伊那谷ガレット・キャラバン“第１回目”（１月
～５月にかけて順次開催）が、渡邊さんのお店「ｋ
ｕｒａｂｅ」で１月２８日に開催されました。ガレ
ットを家庭の味としても広めていきたいとの思いか
ら、難しいと感じるポイントのちょっとしたコツを
参加者へ伝授しおいしい体験会が開催されました。

ガレット﹂が誕生しました︒

ト協議会﹂が発足しました︒現在
ず︒そう確信し２０１７年に発足

カフェ タイズ

２２店が各店渾身のオリジナルメ

伊那市西町 5863-1
www.cafeties.com

した﹁伊那谷おいしい蕎麦栽培プ

きてくださいね。一つひとつ丁寧にお作りします。

ニューでおもてなししています︒
ガレットとは︑薄く延ばして焼
いたそば粉の生地に具材を包んだ
フランス生まれの料理︒
﹁信州伊那谷ガレット﹂は上伊
那産のそば粉を使用すること︑上
伊那産の食材を１つ以上使用する
ことがお約束となっていますが︑
それ以外は各お店が工夫を凝らし
たガレットを楽しめます︒食事系

営業時間
木 11：00〜18：00
日 11：00〜21：00
日 10：00〜21：00
日 10：00〜18：00
〜
曜
曜
曜
月
金
土
日

からスイーツ系と︑そのバリエー

ルは和をテーマにしています。ワッフルと和？って思う方もいる

ションは豊かで︑伊那谷が生んだ

１月２９日から新しいワッフルが加わりました。今回のワッフ

信州伊那谷ガレット協議会
( 伊那市荒井 )

信州そば発祥の地で、
「信州伊那谷ガレット」ブランド化！

実録

新ワッフルボールのご紹介✿

時代の流れと共に、生活環境や価値観も変化し続けています。
私たちは、今の時代にあった環境づくりと、
そのために必要な技術の向上を目指し、
そして、明るい未来づくりのために、今後も走り続けていきます。
城取設計は城取義直が１９６３年に創立した会社です。創立当初は「構造設計を持って設計す
る会社」が少なかったこともあり、全国レベルでの建築設計に取り組んできました。当時とし
ては斬新な構造設計の技術などが買われ、多くの依頼を頂くようになりました。先代である城
取義直は技術革新を事業コンセプトに掲げ、情報収集に尽力を費やしていました。職人さんの
技術向上のために最先端のスキルや情報を惜しみなく学ばせ
ていました。例えば、塗装の塗り方ひとつにとっても職人さ
んの技術向上に役立つものであれば、職人さんと一緒に現地
見学に行ったりもしました。その積み重ねが確かな自信と経
験を生み、会社を成長させる原動力になりました。先代の職
人を大事にする気持ちが、今日の城取設計を作ったと言えま
す。

城取建築設計事務所のポリシー

設計業務

事前打ち合わせ

監理業務

費用は掛かりません

アフターフォロー

竣工

監理業務

工事業者決定

工事業者選定

実施設計

基本設計

設計監理契約

ご提 案

現地調査

ヒアリング

■本社
長野県伊那市西町 5863-1
TEL︓ 0265-72-7271
FAX︓ 0265-72-7270
至伊那I.C
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●

セブンイレブン

室町

上伊那広域
消防本部

至箕輪

●

広域農
道

■創
立：1963年4月1日
■代表取締役：城取健太
■資 本 金：1000万円
■登
録：（伊那）Ｌ第2Ｙ051号
■取 引 銀 行：八十二銀行 伊那支店
アルプス中央信用金庫 本店
■所 属 団 体：（社）長野県建築士事務所協会
（社）長野県建築士会
■事業内容
・建築・構造・設備に関する企画・設計・監理
・医療福祉施設に関する企画・設計・監理
・商業施設に関する企画・設計・監理
・環境・地域計画に関する計画・設計・監理
・建物構造調査・診断・設計・監理
・既存建物の改修・ﾘﾆｭｰｱﾙ計画・設計・監理

設計からアフターフォローまで責任を持って取組みます

ご相 談

建物を作ったという実績のみならず、仕事に対し
ての情熱や誠実さが評価されての実績だと、私た
ちは考えております。施主様の満足が続く建物を
作り続けること。継続的なアフターフォローを通
じて、責任を全うすること。一般建築物よりも建
築基準が高い公共施設の設計技術を一般建築物に
そのまま反映させる姿勢がお客様と施工者との信
頼関係に繋がっていくのだと思います。妥協を許
さない姿勢、費用面を含め、気軽に相談できる体
制に親しみを感じていただければ、幸いです。

陸上競技場西 サークルK
陸上競技場
●

●

小黒川P.A

合同庁舎西

伊那中
●

伊那文化会館
市民体育館西

●

弥生ヶ丘高校

●

伊那市駅前

荒井

●

春日公園
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