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この街の企業

昨年から紙面でも再三と報告し
え︑地域活性化につながる空間を

音楽を通じて人が集まる建物を考

新入社員を迎えて

ておりましたが︑４月から２名の
つくりたいです

とても建築好きで素直な二名で

新入社員が入社しました︒紙面を
借りて２人の紹介をさせていただ
きます︒
すが︑将来の事務所を支える設計

そうです。というのも、オリンピック後も豊

士に成長していってくれることを

清佳︵さやか︶︼

しますが、その心配は取り越し苦労に終わり

︻髙澤

がなくなるのではないかという声をよく耳に

願います︒

建築業界では、オリンピック終了後に仕事

伊那市出身
大同大学工学部建築学科卒業
美術館巡りが好きで︑彫刻や絵画
など建物のみならず色んな分野に
も興味があります
地域が抱える空き家問題︑人口減
少など建築を通じて解決していき
たいと思います

はるか︼

こと、２０２０年に東京オリンピックの開催

が予定されていることから、建築業界には安

富な仕事があることが予想されるからです。

中央新幹線関連工事です。２０２７年の開業

化したインフラ設備を刷新する公共事業の見

込みや、大阪万博開催に向けたインフラ整備

おススメ

破
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オンデーズ再生物語

田中 修治
僕は︑﹁絶対に倒産する﹂と言われた

チェーン店﹁オンデーズ﹂を再生

独自の経営手法により︑メガネ

し活略を見出します︒一つ一つの

中氏の行動に会社全体が一致団結

ち上げや海外進出など破天荒な田

]

させ︑現在十二カ国２７０店舗展
成功の積み重ねが会社再生へと繋

メガネチェーン﹁オンデーズ﹂の社長になった

開︒実業家として活躍している田

挑戦なくして成長はない︒何か

がっていきます︒

本書には︑誰もが倒産すると言
に挑戦したい︕といった思いに弾

中修治氏の新書を紹介します︒

い切った﹁オンデーズ﹂を買収し
みがつくお勧めの一冊です︕

験できます︒

クタイルの世界を体

おり魅力的なモザイ

イルが室内を覆って

他様々な製品や絵タ

タイルのすだれ﹂の

のような﹁モザイク

デザインの蜘蛛の巣

部から伸びる藤森氏

室には︑屋根の開口

ョップ︑展示室で構成されています︒４Ｆの展示

館内は大きく分けて体験工房︑ミュージアムシ

外壁面にはお茶碗の欠片が埋め込まれています︒

だそう︒笠原町は元々美濃焼茶碗の町で︑建物の

陶磁器の原料となる粘土の土取り場がモデルなの

もの︒インスタ映え間違いない不思議な外観は︑

建物の設計は︑長野県出身の藤森照信氏による

の新感覚ミュージアムです︒

コレクションを生かしたアートを体感できる話題

﹂は︑懐かしい昭和の国産タイルと︑その膨大な

町に建つ﹁多治見市モザイクタイルミュージアム

陶器の町として知られる岐阜県多治見市の笹原

モザイクタイルミュージアム

田中 修治 著
定価：本体１， ６００円 税
+
発売日：２０１８年９月５日
形態：単行本 （４９４ページ）

た２００８年初めから︑再生の見
込みがたつ２０１５年半ばまでの
軌跡が綴られています︒
会社を建て直し︑﹁世界一のメ
ガネチェーンになる﹂という壮大
な野望を掲げ︑３０歳でオンデー
ズの社長になった田中氏だが︑就
任当初から資金繰りの厳しい状況

の抜本的な改革が求められています。
リニア中央新幹線

︻山岸

現在、東日本大震災の復興が進行中である

は続きます︒数々の困難に衝突し

行うためには、人材不足を解消する労働環境

上田市出身

東京オリンピック後の建設業界の動向は︖︕

ながら︑オリジナルブランドの立

な人材不足が起きています。安定した供給を

日本工業大学工学部建築学科卒業

大きな需要が期待できます。そのほか、老朽
を予定し、広範囲で大規模工事となるため、

チャレンジすることが好きで︑ド

定した需要があります。

ラムやギター︑キーボードなど様

2025年大阪万博の会場イメージ図「ウォーターワールド」

最も大きな事業として知られるのがリニア

々な楽器に挑戦してきました

折からの高需要のため、建築業界には慢性的

城取設計
ニュース

建築 NEWS

泉佐野市「りんくう中央公園用地」の複合施

設の建設、日本のカジノ「ＩＲリゾート」建

設等々の需要も高まることが予想されます。

ただし、課題がないわけではありません。

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︒

︵恵み慈しむこと︶﹂の理念のもと︑

伊那市西町にある仁愛病院は﹁仁愛

床︑療養９４床︑介護３０床︶になり

収納完備︒病床は１９７床︵一般７３

トイレ・浴室・洗面脱衣・広々とした

温もり
あふれる院内で
最新医療を

質の高い医療サービスを提供すると共

４階には健康診断に特化した﹁健康

ました︒

し緊急搬送の受け入れや訪問診療も行
センター﹂を新設︒日帰り︑宿泊での

に地域の診療所や病院とも密接に連携

うなど︑地域に根ざした医療を行って

１９６８年前身の内海病院以来︑長
駐車場は１５７台分を確保し︑患者

気予防や健康づくりを支援しています︒

人間ドッグにも対応し︑地域住民の病

年外来や入院患者を受け入れてきた病

さんやご家族の利便性を図っています︒

います︒

棟の老朽化に伴い︑このほど鉄筋コン
クリート造４階建︑延床面積４０６０

待合ホール

施工事例

創業５６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

週刊いな ２０１９年２月７日号 記事より

手術室

平方メートルの新館を新設しました︒

個室

館内は地元産桧材の温もりにあふれ
１階に外来の各診察室と︑内視鏡やマ
ンモグラフィー︵乳がん検診︶ＣＴ︵
コンピューター断層撮影︶などの検査
室を設置︒一般の人も利用できるカフ
ェでは︑挽きたてのコーヒーや身体に
優しいスープ︑トーストなどの軽食も
ゆったりとした雰囲気の中で味わえま
す︒
２階は最新設備を整えた手術室や寝
たきりの患者さんの特殊浴室︒医師職
員の英気を養う医局︑食堂もあります︒
病室は３階と４階にあり︑各病室に
手洗いや個人収納スペースを備えてい
ます︒プライバシーに配慮した個室は

全景
カフェ タイズ

施工
事例
建築概要
暁会 仁愛病院
名 称：医療法人
暁会 仁愛病院
発注者：医療法人
伊那市西町
所在地：長野県
造・
構造・階数：RC
4 階 PH1 階
0㎡
延床面積：4,06

特集

平成１０年の開院から２０周年
む高齢化社会に対応し︑患者とそ

最大の規模を誇ります︒急速に進

地元のチカラ

の節目になる昨年１２月に︑地域
の家族が安心して診療が受けられ

この街の企業
から親しまれている仁愛病院が新

ました︒常時当直医を配置し︑入

るよう入院システムの充実を図り

新病棟は一般病床７３床︑療養
院患者の緊急時に２４時間体制で

伊那市西町 5863-1
www.cafeties.com
カフェ タイズ

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

の乳がん検診は︑乳腺専門の医師
が診断に当たってくれます︒
﹁婦人科では子宮がん︑卵巣が
んなどについて大病になる前に食
い止められるように︑安全な医療
を心がけています︒婦人科腫瘍に
関しては積極的に詳しい生検を行
い︑迅速に結果を伝え︑早期治療
を行っていきます﹂という塚原副
院長︒
﹁これからは治療のためだけで
はなく︑検診を定期的に行うなど
病気を予防するために︑気軽に病
院を活用してほしいですね﹂と小
松理事長はいいます︒新しい仁愛
病院は︑地域にとってさらに身近

理事長の紹介

長野県伊那市西町 4906
TEL:0265-78-3333
http://www.jinai-h.org/

小松大介 氏

患者様、ご家族を尊重した医療

ートも充実した時代になればと考

分も現在４５歳︑仕事もプライベ

な時代の幕開けとなりました︒自

新年号も﹁令和﹂に代わり新た

いるらしいです︒聖火リレーの最

きるすごいメンバーで構成されて

る山崎貴監督︑その他にも期待で

日﹄や﹃永遠の０﹄などで知られ

を願うばかりです︒

開会式のチケットが当たること

のも注目したいと思います︒

終ランナーが誰になるのかという

は映画﹃ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕

は狂言師の野村萬斎︑五輪統括に

る開会式︒演出を総合統括するの

見たいのが新国立競技場で行われ

・・・でもその中でもどうしても

ン・野球・ソフトボールなどなど

人的には柔道・卓球・バトミント

どれに申し込むか迷う毎日で︑個

なか難しく日程や会場を見ながら

されています︒抽選申込みもなか

ックチケットの抽選申込みが開始

を書いている５月中旬はオリンピ

ワクしていまして︑ちょうど紙面

ーツ好きな私としては今からワク

２０年東京オリンピック﹂︒スポ

今から楽しみであるのが﹁２０

えます︒

営業コラム

な存在になりそうです︒

医療法人暁会 仁愛病院
小松理事長は、平成２６年１１月黒田前理事長か
ら理事長職を継承し現在に至ります。「患者さんと
ご家族を尊重した医療を行なうことが基本です。患
者さんの立場に立って自分の身内を診るように診療
し、『思いやり』と『安らぎ』を感じてもらえる病
院を目指しています」と小松理事長。

しく生まれ変わりました︒

病床９４床︑介護病床３０床の計

（社長 城取ゆりか）

引き続き実施︒マンモグラフィで

などのがん検診や︑人間ドックは

乳がん・子宮がん・肺がん検診

院長と各専門医の先生たちです︒

務めた肝臓移植の権威︑宮川統括

長年︑信州大学第１外科で教授を

かな診断を可能にしてくれるのが

入︒その高精細な画像をもとに確

ションを搭載した８０列ＣＴを導

なって︑最先端の臨床アプリケー

今回新しい病院棟の完成にとも

確立を進めています︒

対応︒上伊那の医療圏において︑

ん！この可愛い娘たちを大事に育てていきます。

１９７床︒上伊那広域の民間病院

にあふれて入社してきてくれているため、こちらも気が抜けませ

診療所・病院と密接な連携を図り

題に包まれています。新卒採用をしてみて感じたことは…ヤル気

としては唯一︑一般・療養・介護

許取り立て、引っ越ししたて、などなど。。。毎日可愛らしい話

つつ︑地域に根ざした医療体制の

め新人さんが3人増えて平均年齢が一気にグッと下がりました。免

の病床を併せ持ち︑病床数は民間

(株)コエルは本年度より新卒採用を始めました。中途採用も含

医療法人 暁会
仁愛病院
( 伊那市西町 )

「めぐみ慈しむこと」を理念に、
安心で質の高い医療を提供

実録

新卒採用はじめました

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

川北町
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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。
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