
　語源・由来はあまり意識されずに、この言葉も日常よく使われてい
ます。「縄張り」と聞くと、誰しもが即座に「縄張り争い」「縄張り意
識」など、ネガティブイメージが先行することでしょう。
　出典―語源由来辞典によれば『縄張りは文字通り、縄を張り巡ら
せることが原義。縄を張って、土地などの境界線を定めたり他の場
所と区別する特別区域であることを示したことから、境界線や領域
の意味を持つようになった。戦国時代以降には城のくるわや塀、石
垣などの配置を定めるため、縄を張ることを意味する建築用語とし
て「縄張り」が用いられるようになった。さらに近世以降には、ある者
の勢力範囲を「縄張り」というようになったことから、ある者の専門領
域や、動物が生活する為に他を進入させない領域も「縄張り」とい
うようになった。』
　ついでですが、防対法第９条第１項第４項では、○○団の縄張り
の意義を「正当な権限がないのににもかかわらず、自己の権益対
象範囲として設定していると認められる区域をいう」と定義づけて
います。このあたりが大方の皆様が思い浮かべられる意味合いで

はないでしょうか？
　しかし、建築業に従事する者に
とって「縄張り」には嬉しい響きがあ
ります。工事受注が無ければ、やり
たくてもできない最初の作業です。
　建築の諸先輩方は「縄張り」で
通用致しますが、昨今の若輩達には聞き返され「地縄張り」と言い
直すようでしょう。「地縄張り」とは設計図書に基づき、敷地に建物
の配置を示す作業です。建物の形を示す位置に杭を打ち、テープ
等を用い杭間に張り巡らせ形を示します。昭和の時代は小舞縄と
いう、まさに縄を張っていました。懐かしく思いだします。
　この「縄張り」を建築主様にご確認いただき、張り巡らせた縄の
中央で地鎮祭が挙行されます。この「縄張り」を基に、建築工事が
開始されます。
これからも、お客様のご信頼をいただき、多くの「縄張り」ができます
よう努めて参ります。
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【編集後記】北翔12の作成をしている当初は独身
だった私も、発行になった今では結婚をし、個人的
に思い出深い北翔となりました。これからも、北翔が
多くの人に届き、読まれ、役立てる冊子になるよう、
企画段階から、皆様がどんなことに興味を持ってお
られるのかを感じ、創ってまいります。ご意見ご要望
お待ちしております。

日ごろ使われる建築用語

ＪＡセレサ川崎新生田支店

秋の生田緑地

縄張り

本社　〒215-0021　TEL.044-954-1111（代）
川崎市麻生区上麻生3丁目20番6号

w w w. k i t a - j i m a . c o . j p

私たちは
Kawasaki
Frontaleを
応援しています。 日ごろ使われる建築用語

編集後記

北島恒例
アフターフォロー

談 義 竣工後の「ＪＡセレサ川崎新生田支店」を訪ねて

ＳＥ構法の建物を観る！
多摩区  小学館アカデミー 西いくた保育園

北島工務店にお任せください！
リフォーム事例集

ただいま施工中！
上麻生1丁目共同住宅新築工事
㈱日本ライフケア本社ビル・柿生ルミナス保育園新築工事

もっと活用しましょう！住宅リフォーム減税ガイド

もっと活用しましょう！
リフォーム減税ガイド
2014年版

住宅の耐震・バリアフリ
ー・省エネ改修工事行っ
た場合の所得税の減税
制度が、平成29年12月ま
で延長・拡充されました。
この減税は住宅ローンの
借り入れの有無にかかわ
らず利用が可能です。

●償還10年以上の場合
耐震改修

最大控除額 400万円

1％

10年

控除しきれない額は住民税から控除　最高13.65万円

控除率

控除期間

住民税控除

バリアフリー改修 省エネ改修 その他の改修

注1） バリアフリーまたは省エネリフォームと併せて行う場合利用可。
　　 （　）の数字は併せて行った場合の最大控除額。

●償還5年以上の場合
耐震改修

最大控除額 25万円（62.5万円）

2％（1％）注1 注1

5年

控除率

控除期間

バリアフリー改修 省エネ改修 その他の改修

※省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の金額。

●リフォームローンを組まない場合
耐震改修

最大控除額 20万円 ̶

̶

̶

25万円
  （35万円）※25万円

10％

1年

控除率

控除期間

バリアフリー改修 省エネ改修 その他の改修



Kitajima Express HOKUSHOU北島恒例
アフターフォロー

談 義 竣工後の 「ＪＡセレサ川崎新生田　 支店」を訪ねて
より、地域に役立つ生活拠点として、地域の方に「農協さん」と永く親しまれているJAセレサ川崎生田
支店。平成26年6月16日、より良いサービスの提供を目指し、新生田支店として新たなスタートを切りま
した。いつまでも地域の方々に愛され、役立つ新生田支店となるため、どのような活動を考えているの
かを、職員の方にお聞きしました。

～現場に携わって～
　今まで施工した事が無いグレード
の高い仕様が多く、とても良い経験
をさせて頂きました。特に設計コンセ
プトであった『地域の災害拠点』に
なるべく備えた最新設備は、JAセレ
サ川崎様の地域貢献への強い思
いを、ひしひしと感じました。

株式会社北島工務店 工事担当者

■畑から食卓へ
　組合員である地元農家の方々が一生懸命に作られた
地元の新鮮な野菜が皆様の食卓に届くよう、直売場も再
開いたしました。
  ぜひ、地元の新鮮野菜をお買い求め頂き、美味しく召し
上がってください。

■暮らしに関わる相談窓口として

　JAセレサ川崎は組合員はもちろん、多くの方がご利用
いただけるサービスをご用意しております。住宅ローンや
マイカーローンのほか、暮らしに関わる相談先としてぜひ
ご利用ください。

■新生田支店のこれから

地域にお住まいの皆様に親しまれ、信頼される、地域に密
着した金融機関ＪＡを目指し、地域の皆様の生活の拠り
所の場所、生活して行く上での暮らしの窓口、架け橋的
存在の支店といたしたいと考えております。

■アクセスの良い好立地
　旧店舗と同じ場所にオープンしました。駅からも近く、津
久井道にも隣接する立地なので、今までも多くの方にご
利用いただいておりました。新生田支店でも多くのお客様
にご満足いただけるよう、サービスの向上を目指していきま
す。
  いつまでも「農協さん」の愛称でご愛顧いただけるよう、
職員一同心よりご来店をお待ちしております。ぜひご利用
ください。

■イベントも行う広く使いやすい駐車場
　農業まつりや商店会のイベント会場としても利用してき
た駐車場も、リニューアルし、広く使いやすくなりました。
  昨年は工事中の為、農業まつりは各支店で分散して行
いましたが、今年は例年通り？ いえ！ 例年より盛大に行うつ
もりです。ぜひお楽しみに！！

JAセレサ川崎新生田支店　建物概要
所在地：川崎市多摩区生田7- 8 -1
構造：鉄骨造
階数：３階+塔屋１階建
建築面積：417. 7 3㎡
延べ面積：1 , 19 3 . 4 2㎡
主要室：金融店舗

▲北東面より全景

▲広くなった駐車場

▲地元で暮らす人々の相談先として

▲駐車場側からの全景

◀新鮮野菜を皆様にお届け



Kitajima Express HOKUSHOU北島恒例
アフターフォロー

談 義 の建 物を観る！ ～小学館  アカデミー 西いくた保育園～

キタジマが自信を持っておすすめする地震に強く、木造で大空間を実現できるＳＥ構法。平成26年4月1日
の開園した、小学館アカデミー西いくた保育園の吉岡園長（株式会社 小学館集英社プロダクション）に
お話を伺いました。

●SE構法は木造ですが耐震性に優れている事は御存知と思いますが、
　実際に建物を利用してのご感想を教えてください。

　強い耐震性を持つ建物であることは、子どもたちと御父兄の方々にとって、とて
も安心していただいています。御父兄の方々にも入園の際に声を大にしてお話さ
せて頂いてます。また、この施設は他の施設と違い、各所の天井がとても高く、吹き
抜けがあるので、空間が大きく感じられ、とても開放的な造りでステキです。
　その他にも床、柱、梁の木の色
が時間を重ねる度に、日焼けして
少しづつ風合いが変わっていくの
が良いですね。２階の排煙設備で
もある高窓からの採光を取り入れ
る造りや、高天井の部屋にある梁
にスポットライトが付いていてステ
キだと言っていただけています。

●施設を使ってみて皆様の反応はいかがですか？

　来る方々がアプローチから入って来て、保育園とは思えないとおっしゃる方が沢山おられます。まるでカフェテリアの様だと言う
方もよくおられます。
　大きなガラス窓から吹き抜けのある玄関ホールを見てとてもオシャレねと言われます。
　小学館の保育園は50園ありますが、初めての木造園舎で、ここだけなんです。木造ですので木の柱を利用して、お祭り行事
の提灯を吊したり、七夕の飾り付けをしたりしています。柱の角も丸くしてあるので、ぶつかって怪我をする子どももいません。

●園内にはビオトープがありますが、
　どうしてつくられたのですか。
　このビオトープには昔から西生田の地域に生えている、木・草の
みで、外来種は植えていません。
　そして、元来生息している西生田の鳥、昆虫を蘇らせる事を
テーマにしてつくりました。西生田の自然の中で子どもたちが元気
に育って欲しいという願いが込められています。

　大きな違いは、朝から野鳥（うぐい
す）のさえずりがとても心地よいことと、
先日はナナフシがいましたね。なにしろ
毎日毎日ダンゴムシ、ゲジゲジ、クモ、ハ
チなどを見かけ、本当に自然に囲まれ
た中で保育ができるのは今までになく
良いところだと思います。

▲開放感のある吹き抜け

▲園庭側からの全景

▲明るい光を取り入れる高窓 ▲広々とした保育室

▲園内のビオトープ

北島工務店がおすすめする地震に強い家

天然木材の長所をそのままに、反り、ねじ
れ、割裂、などの欠点を克服し、飛躍的な
強度を実現。これにより安定した品質を生
みだし、構造計算を可能にし、大規模木造
建築物をも可能にしました。

集成材

ＳＥ構法のすべての接合部は、独自開
発によるＳＥ金物によるハードジョイント
により構成しています。これにより自由
な空間作りを実現する構造強度を確
保しています。

ＳＥ金物

ＳＥ構法は、木造住宅においても、大規
模建築物と同様の応力解析による構
造計算を実施。台風・地震・などの自然
災害もシュミレーションをし、その安全性
を確認しています。

構造計算

ハードジョイント

北島工務店では、東日本大震災で起こった津波にも耐えた実績のあるSE構法による家づくりをしております。いつまでも安心し
て住まい続ける家づくりをお約束いたします。

●開園から半年になります。今まで
は都内で保育園の運営をされて
いましたが、西生田の環境はい
かがですか。
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談 義

●築50年  初めての外装リフォーム　大学キャンパスの最寄駅が多い小田急線
沿線。新百合ヶ丘は都心へのアクセスが良好
で、環境も良い人気エリアの一つです。
　時代は少子化といわれていますが、大学へ
の進学率は高まっており、優良な学生マンショ
ンのニーズはまだまだ続く見通しです。
　新百合ヶ丘にも多くの学生マンションがあり、
私たちも多く携わっています。現在も、新百合ヶ
丘駅から直近の上麻生1丁目に学生専用の
共同住宅を施行中です。
　学生が増え、新百合ヶ丘はますます賑わう
街になっていきそうです。

築50年既存 屋根外壁 既存外壁 軒天屋根葺替え  外壁塗替完了 外壁  軒天等塗替  完了

北島
通信 ただいま施工中！

（仮称）上麻生1丁目共同住宅新築工事

北島
通信 北島工務店にお任せください！

リフォーム　事例集

外壁・屋根の補修、塗装、葺き替えや耐震補強など建物のリニューアルや、生
活スタイルの変化に応じた住空間のリニューアル。リフォームの内容はもとより、
ご予算のこと、工事期間のことなど何でもご相談下さい。

おまかせください。地元ゼネコンだから安心です！

キッチン バス トイレ 屋根

一級建築士・一級施工管理技士が
「住まいづくり」にきめ細やかな対応を致します。
一級建築士・一級施工管理技士が

「住まいづくり」にきめ細やかな対応を致します。

のリフォーム
この安心感…なるほど！これがゼネコンの技術力！

リフォームスタッフ全員集合！リフォームスタッフ全員集合！リフォームスタッフ全員集合！

お問い合わせは 住宅＆リフォームセンター TEL.044-952-1000

お客様のライフスタイルに合わせた”住まい”を提案いたします！！

物件概要
所在地：川崎市麻生区上麻生1丁目　構造 :鉄筋コンクリート造
階数：３階建　建築面積：269 . 18㎡　延べ面積：66 0 . 9 5㎡

　柿生駅西側、津久井道に隣接する角地に
現在、（仮称）㈱日本ライフケア本社ビル・柿生
ルミナス保育園新築工事を行っております。
　㈱日本ライフケアは介護に関する業務や用
具の販売などをされている会社で、現在、麻生
総合病院の近隣から、本社を移す予定です。
　柿生ルミナス保育園は、百合丘、五月台に
続き、麻生区内では３園目の開園となります。
　ともに、麻生区にしっかり根付いた企業が入
る予定です。

（仮称）㈱日本ライフケア本社ビル・柿生ルミナス保育園新築工事

物件概要
所在地：川崎市麻生区片平2丁目　構造 :鉄骨造
階数：4階建　建築面積：22 5 . 61㎡　延べ面積：63 8 . 0 3㎡

【修繕前】 【修繕後】

築50年経過の屋根 （瓦棒葺き） 瓦棒屋根撤去
野地板は50年経過しても腐食なし

ルーフィング敷込み
ガルバリウム鋼板立平ロック葺状況

葺き替え完了

【屋根改修 作業工程】

2階西南壁  改修前 下地処理中 中塗り  仕上げ塗装 塗装  完了

【外壁改修 作業工程】

【修繕前】 【修繕後】

▲完成予想図

▲完成予想図
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私たちは
Kawasaki
Frontaleを
応援しています。 日ごろ使われる建築用語

編集後記

北島恒例
アフターフォロー

談 義 竣工後の「ＪＡセレサ川崎新生田支店」を訪ねて

ＳＥ構法の建物を観る！
多摩区  小学館アカデミー 西いくた保育園

北島工務店にお任せください！
リフォーム事例集

ただいま施工中！
上麻生1丁目共同住宅新築工事
㈱日本ライフケア本社ビル・柿生ルミナス保育園新築工事

もっと活用しましょう！住宅リフォーム減税ガイド

もっと活用しましょう！
リフォーム減税ガイド
2014年版

住宅の耐震・バリアフリ
ー・省エネ改修工事行っ
た場合の所得税の減税
制度が、平成29年12月ま
で延長・拡充されました。
この減税は住宅ローンの
借り入れの有無にかかわ
らず利用が可能です。

●償還10年以上の場合
耐震改修

最大控除額 400万円

1％

10年

控除しきれない額は住民税から控除　最高13.65万円

控除率

控除期間

住民税控除

バリアフリー改修 省エネ改修 その他の改修

注1） バリアフリーまたは省エネリフォームと併せて行う場合利用可。
　　 （　）の数字は併せて行った場合の最大控除額。

●償還5年以上の場合
耐震改修

最大控除額 25万円（62.5万円）

2％（1％）注1 注1

5年

控除率

控除期間

バリアフリー改修 省エネ改修 その他の改修

※省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の金額。

●リフォームローンを組まない場合
耐震改修

最大控除額 20万円 ̶

̶

̶

25万円
  （35万円）※25万円

10％

1年

控除率

控除期間

バリアフリー改修 省エネ改修 その他の改修


