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建 物 探 訪
中原区 井田保育園

ー社会福祉法人 長寿福祉会ー

ご希望の方には毎号直接無料でお送り致します。

こちらまで

0120 - 66 0 0 - 62

「保育園を続けながらの難工事
その建て替えノウハウは見事でした」

長瀬学 園長
より

旧園舎も先々代（祖父）の時代に
大山組さんに建てて頂き、お付き合
いも今年でちょうど４０年になりま
す。その間も細かなメンテナンスを
して頂いたり、平成１２年には園舎
の増改築も手掛けて頂くなど、地域
密着ならではの関係が続いてきまし
た。そんな中、今回建て替えをお願いすることとなり、
これまでの信頼を礎に安心して工事をお任せすること

外観

ができました。
近隣に建てた仮設園舎で園の運営を続けながら建て
替えるという予想のつかない工事でしたが、園行事に
支障の無い工事計画と管理をして頂いたおかげで、新
園舎への引っ越しやそこでの卒園式開催も含め、全て
を予定通りに進めることができました。
福祉施設作りの豊富な経験からくる大山組さんの提
案やアドバイスのおかげで、関係者一同が満足する新
園舎となりました。

社会福祉法人 長寿福祉会
川崎市内に井田保育園とあ
わせ４園を運営する社会福祉
法人長寿福祉会さん。現理事
長兼井田保育園園長の長瀬学
さんの祖父、長瀬灝次郎氏が、

長年かけて築いた信頼を礎に
40年ぶりに新園舎が完成！
川崎市内で５０年にわたって保育事業を手

いう拡張方法しかとれませんでした。

掛けている社会福祉法人長寿福祉会さん。市

今回の建て替えは、それら園舎が長年抱え

内に４カ所ある保育園の１つ、井田保育園の

てきた課題を一度に解決する抜本的なリ

建て替えをこの春４０年ぶりに行いました。

ニューアル。太陽光の降り注ぐ園舎と広々と

４０年前に旧園舎ができた時の収容人数は

した園庭の復活、棟が一つになることで可能

６０名。その後、街の再開発と人口増加に伴

となった一体感のある園生活、災害時には近

い、増改築を行い１２０名にまで増やしまし

隣のお年寄りにもやさしい避難場所として

た。しかし、旧建築基準法下で作った建物を

など、１３０名収容可能な、保護者や職員

現基準法を満たすように改築することは構造

が長きにわたって持ち望んでいた新園舎の

的に難しく、園庭を犠牲にして棟を増やすと

完成です！

福祉施設の新築・改修
すべてお任せください！
福 祉 の ファシリ ティ作 り に は
経 験 が も の を 言 い ま す。

その昔田植えや稲刈りの時期
に、井田神社が農家の子どもたちを預かっていた農繁期
季節保育をヒントに保育園を始めました。
現理事長もその志を受け継ぎ、
「子どものために」と
いう思いを基本に、社会に
役立つ人間になる基礎は健
康と考え、安心・安全を第
一に土や木などの自然に触
れ合える環境作りに日々取
り組まれています。

【物件概要】○名称／井田保育園
○構造規模／鉄骨造２階建
○敷地面積／１３０８.２㎡
○延床面積／９０３.８㎡
○所在地／川崎市中原区井田
○設 計／㈱安江設計研究所 ○施 工／㈱大山組

0120-6600-62

受付時間 8：00 ~17：30 月〜金 ＊土日祝休
www.ohyamagumi.co.jp
武蔵小杉エリアで70年

お電話 1 本ですぐにお伺いいたします。

元気宣言はメールでも配信いたします。ご希望の方はcontact@ohyamagumi.co.jpまで。

Te l 044-411-3708 Fax 044-433-4595
〒211-0006 川崎市中原区丸子通１丁目 640-5

大山組は川崎フロンターレ オフィシャルスポンサーです。

共同住宅
リフォーム

T様邸

「こんなこともできるとは、
思っていませんでした！」

〜 遊び心と一体感のある二世帯リフォーム 〜

親世帯キッチン

高津区にお住まいのＴ様。この
度、同区内に所有されている共同住

ここが ！
に ！
ロフト

宅２階の二世帯分のスペースを一世
帯にリフォームし、親と子世帯が楽し
く暮らせる二世帯住宅にしました。
見どころは、元和室の天井裏に

ロフト

あった屋根裏空間を活かした子ども
部屋。年季の入った柱や梁がおしゃ
れ感を演出するとともに、子どもた
ちがワクワクするような遊び心のあ

子世帯洋室

る部屋に仕上がりました。その他、キッチンは各世
帯の生活スタイルを尊重し各々に設置、浴室は両世
帯で共有できるよう２階中央に配置するなど、家族
が一つになり暮らせる住まいが完成しました。

T様のお話

親・子世帯で
共有の浴室

今回のリフォームは、当初水廻りのみの工
事を考えていました。地元の繋がりで知って

After

二世帯住宅ということで最低限の独立性は保

押入

ても気に入りました。中でも、ロフト

トイレ

ちながら、遊び心と一体感のあるプランがと

親世帯
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洗面
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家を
二つの
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一つに

を提案して頂きお願いすることにしました。

トイレ

族構成に配慮した総合的なリフォームプラン

浴室

玄関

いた大山組さんへ相談をする中、私たちの家

子世帯
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子世帯キッチン

クロゼット

クロゼット

付きの子ども部屋は、屋根裏の有効活

ます。親世帯、子世帯が楽しく過ごせ

押入

る住まいが完成し、大山組さんには大
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変感謝しています！

トイレ

台所
食堂

浴室

押入

和室
６畳

親世帯
和室
６畳

台所
食堂

トイレ

で、実現できてとても嬉しく思ってい
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用を考えていた中での提案でしたの
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二世帯賃貸時代の間取り

社長の目から

子世帯洋室
７.５畳

【物件概要】○工事内容／内装リフォーム ○用途／集合住宅
○築年数／２８年 ○川崎市高津区下野毛

ンターレの営業さんから担架への名入れの他に、

うです（笑）
。
何が起きても変じゃない世の中。何年後かに中

に大山組の作業着とヘルメットをかぶらせてピッ

村憲剛が監督でＶ１０達成！なんて見てみたいで

チ に 出 し た ら 面 白 い の で ど う か？と 提 案 が あ り、

す。気が早い？！なんだかんだ常勝川崎。これか

川崎フロンターレが連覇しました。スポンサー

そのユニークさに即ＯＫしたものの、大怪我など

らも安全第一の担架で応援させて頂きます。(^^)/

として担架に広告を出させてもらうようになって

の緊迫シーンではふざけ過ぎになるとの懸念から

早５年。元々はサポートカンパニー（シーズンシー

ＮＧとなり、最終的には担架スタッフのビブスに

トが特典）でしたが、当時のフロンターレの武田

ロゴを入れるスタイルで落ち着きました。

第３回

信平社長に大学同窓のよしみ（私の方がだいぶ後

それでもスタジアムでは選手が激しく倒れるた

輩ですが）でお誘いを受けたのが始めたきっかけ

びに担架がピッチ際まで出てくるため、動く広告

でした。

として十分悪目立ち？しているようで、今でも時々

スポンサーシップにはユニフォームへの名入れ

「担架に大山組と書いてあって怖かった」と相手

やゴール裏の看板など様々ありますが、当時、担

サポーターにツイートされるなど、図らずも対戦

架広告は誰も興味を示さない

チームへの脅威となっていることは間違いなさそ

空席 。そこでフロ

小杉小学校ができるまで

その 10

仮囲いは完全に撤去され、工事もい
外壁仕上げと並行し、校庭のグラウン
ド整備が始まりました。室内では各フ
ロアー同時に内装工事を進めています。
体育館内は全ての資材が撤去され作業
員以外を立ち入り禁止にし、最終仕上

施工：大山・野州共同企業体

内部に通る鋼材を左右に引っ張り、
体育館を支えるコンクリート製の梁

げが始まりました。

後

記

今年の企画室、小杉小建設現場の仮囲いメッ
セージアート掲示、地元中学生の職業体験、各種
広告企画など、元気宣言発行以外にも常にイベン
ト続きでした。直近も「元気アップコンテスト」
（神奈川県魅力ある建設事業推進協議会主催）で
ＣＣＩ賞の受賞を果たした大山・野州共同企業体
の表彰式の取材、川崎フロンターレ連覇を受けた
ｉＴＳＣＯＭさんとのテレビ、ラジオ、紙面連動型
企画などを進めています。どこから
り

360°
ビュー最新画像はこちら

集

ひょっこ

現れるか分からない大山組、来年もよろしく

お願いします！ (*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
（た）

元気宣言へのご意見ご要望をお待ちしております。ホームページのお問い合わせフォームもしくは郵便（大山組本社宛て）で「元気宣言係」まで。宜しくお願い申し上げます (^^)

吉松環笑くん ５才︶★★★

よいよ 終 盤 戦。校 舎 棟、体 育 館 棟 の

仮囲いが取れた小杉小の全貌

編

〜 外構・内装工事 編 〜

今月の駄洒落⁝﹁担架だと知ってたんか？﹂︵渋谷区

担架スタッフ（地元高校サッカー部員の持ち回り）

ウロコが落ちる

