神奈川県建築士会

１９９９年夏号

Ｖｏｌ．１

（仮称）

花方威之（総務部技監）
鈴木 恵（総務部財産管理課 施設整備計画担当課長）

・幹事

15 名（総務３名、企画５名、広報・情報５名、会計２名）

(3) 平成 10 年度事業報告及び収支決算の承認について
(4) 平成 11 年度事業計画案及び予算案の承認について
・

９月頃

・１１月頃

課題研修（環境と共生する都市づくりについて）
技術研修（免震工法の事例実地研修）

﹁季刊ニュース﹂ 創刊にあたって
支部長 矢田 正勝

矢田正勝（県土整備部技監）

・副支部長
・監事

昭和三十一年に県庁職域支部が誕
生して以来︑ 早いもので四十年余り
が経過いたしました︒

・支部長

会員数としては︑ 他の支部と比べ
て小規模ですが︑ 県内唯一の職域支
部として︑ その存在意義は大きいも
のと考えております︒

(2) 役員の選任について

特に︑ 今年は県庁組織の再編に伴
い︑建築職が活躍する場も大きく変

まで拡大されました。
・副支部長の設置、幹事数の拡大（12 名→ 15 名以内）

化し︑さらに︑先日行われた支部総会
で規約の改正を行い︑ 組織が拡大さ
れる中︑ 会員相互の連携も強めてい
かなければならないと自覚している
ところです︒

・組織改正に伴う変更（都市部→県土整備部）
・支部会員の資格が県職員と県職員ＯＢ以外に建築関係団体等に所属する者

このように︑県庁職域支部が︑大き
な 変 革 を 迎 え る 中 で ︑﹁ 季 刊 ニ ュ ー

ス﹂が発刊されますことは︑支部会員
相互のなお一層の連携の強化と情報
交換の一助となるものと大いに期待
しているところです︒

﹁季刊ニュース﹂の作成にあたりま
しては会員皆様からの情報の提供等︑
ご協力をお願い申しあげます︒

最後に︑ 支部会員皆様のさらなる
ご活躍をお祈りいたしまして︑ 発刊
の言葉とさせていただきます︒

会報の名称募集について
今回の創刊号は︵仮称︶という
ことで︑
﹃県庁職域支部だより﹄と

いたしましたが︑もっとふさわし
い会報名を皆様より募集いたしま
す︒
これは！という名前をぜひ編集

程よろしくお願い致します︒

部までお知らせ下さい︒採用の方
には何らかの記念品をお送りした
いと思います︒ふるって御応募の

支部からのお知らせ
６月 10 日（木）に平成 11 年度の支部総会が自治会館２階「レストラ
ンいこい」において開催され、次の各議題について承認されました。
(1) 規約変更について

建築士会からのお知らせ
５月 31 日（月）に建築士会の通常総会が中小企業共済会館にて開催
され、各議題について承認されました。
主な内容は次のとおり。
(1) 入会金及び会費の値上げ案
・平成 11 年度から入会金 1,000 円が 2,000 円に、会費 12,000 円が
15,000 円にそれぞれ値上げすることが決まりました。
(2) 役員選出
・県職員ＯＢである次の方々が、平成 11･12 年度の役員として選任
されました。一層の御活躍を期待しましょう。
【藤本圭佑氏、池上日出男氏、角田和巳氏、齋康夫氏、北村勝氏、
小林良樹氏、宮田勝氏、石川良男氏、栗原護氏】

県土整備部がいよいよスタート
平成１１年６月１日より簡素で効率的な行政システムを目指して、
新組織がスタートしました。
今回は主に建築士会県庁
平成１１年６月１日より簡素で効率的な行政システムを目指して、新組織がスタートしました。
新組織がスタートしました。今回は主に建築士会県庁
支部関連の職場を紹介致します。
（旧）
●総務部
秘書室
管財課
●環境部
環境影響審査課
産業廃棄物処理施設建設室
●商工部
京浜臨海部対策課
●土木部
土木用地課
道路管理課
●都市部
都市総務室
都市政策課
都市計画課
都市整備課
都市公園課
建築指導課
住宅対策推進課
県営住宅建設課
建築工事課
建築設備課
●出納局
管理部施設課
●企業庁
管理局管財課
●教育庁
管理部教育施設課

（ 新）
■総務部
総務室（本庁３階）
秘書課（本庁３階）
財産管理課（本庁５階）
庁舎管理課（本庁１階）
建築工事課（本庁５階）
建築設備課（本庁５階）
■環境農政部
環境計画課（新庁３階）
廃棄物対策課（新庁３階）
緑政課（新庁３階）
■商工労働部
京浜臨海部対策課（本庁５階）
■県土整備部
県土整備総務室（新庁１１階）
県土整備経理課（新庁１１階）
技術管理課（新庁１１階）
用地課（新庁１１階）
都市計画課（新庁１１階）
都市整備公園課（日生４階）
建築指導課（日生４階）
道路管理課（新庁１１階）
住宅整備課（本庁５階）
■企業庁
管理局管財課（新庁１０階）
■教育庁
管理部教育施設課（住公７階）

※本庁＝本庁舎、新庁＝新庁舎、日生＝日本生命横浜本庁ビル、住公＝住宅供給公社ビル

神奈川県住宅供給公社

新規会員の紹介

○変遷

当公社は１９５０年に戦後の住宅難解消のため︑神奈川
県︑横浜市︑川崎市の出資で財団法人神奈川県住宅供給公

社として設立されました︒設立以来︑日本発の﹁ゲタバキ
住宅﹂建設をはじめ︑汐見台・若葉台・秦野といった大規
模団地開発︑市街地再開発事業︑建替事業︑ケア付高齢者
事業など多様な事業展開により︑県民のための住まいづく

②まちづくりプロジェクト

18

り︑街づくりに専念して参りました︒現在︑次の３つのプ
ロジェクトを策定し︑事業の推進を図っております︒
①先導的プロジェクト
︵リーディング事業の推進・ライフサービス事業の推進︶

1.

発・建替事業の推進︶

2.

︵既成市街地型事業の取り組み・新市街地型事業の取り組
み︶
③基幹プロジェクト
︵管理事業の拡大・建設事業の推進・公社既存団地の再開

住宅事業部

3.

○社内組織 ５部 課３室４所
総務部
︵総務課︑財務課︑経理課︑経営企画課︶

4.

︵事業企画課︑川崎開発事業室︑設計課︑工事管理
課︑設備課︑ＪＲ横須賀駅周辺地区開発事業建設事
務所︶
開発事業部

5.

︵再開発課︑建替推進課︑土地活用課︑高齢者住宅
課︑用地課︑土木課︑県西地区開発事務所︑相模原
市橋本地区土地区画整理事務所︶
販売部

︵販売企画課︑販売契約課︶
管理部
︵管理課︑賃貸住宅課︑業務課︑住宅サービス室︶

○役職員数
総人数２１１名
役員 １０名
職員２０１名
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○連絡先

〒２３１ー００２１
横浜市中区日本大通 番地
︵０４５︶６５１ー１８３１︵代︶

Tel

圭佑

﹁﹁﹁﹁﹁ 温温温温温 故故故故故 知知知知知 新新新新新 ﹂﹂﹂﹂﹂ 〜〜〜〜〜 神神神神神 奈奈奈奈奈 川川川川川 県県県県県 新新新新新 庁庁庁庁庁 舎舎舎舎舎 建建建建建 設設設設設 ををををを 思思思思思 ううううう 〜〜〜〜〜
藤本
地上 メートル︑仮締めを終えたばかりの塔
屋の鉄骨梁の上は︑ 落下防止用ネットがあると
判っていても︑高所を吹き抜ける強い風に身が
すくむ︒昭和 年１月︑念願叶って私はこのピッ
クプロジェクトの一員となる︒

は昭和
年完成のマリンタワーだけであった︒

初仕事の鉄骨建方検査の折り眼下に広がる横
浜の中心市街地を遠望する︒ ここより高いもの
この建築の設計を始めたとき︑ すでに建築基
準法の高さ制限︵ メートル︶撤廃の動きがあっ
たので許可を受け ﹃高層建築の先駆け﹄ を飾る
こととなった︒

揮をとられた︒その熱気はスタッフに広く浸透
し︑用地交渉︑設計や施工の調整︑工事監理な
ど異なった業務が同時進行する中で︑日々戦場
の様相を呈していた︒
建築のスタッフは︑間宮工務課長︑竹内主任
のもと藤井・須藤主任技師︑鈴木︵昌︶技師と
私︑６名で建築の構造と仕上を工種別に分担し
た︒
県内では屈指の本格的高層建築であったこと

新庁舎︵昭和 年 月〜昭和 年５月︶は︑周
辺に分散していた業務施設の集合化と新たに増

階食堂のスチフナー︑ １階玄関廻りサスペン
ション工法︑外装タイルは窯変タイルの全面圧

満ちていた︒検討から採択に至る過程が私たち
若手にとって最も貴重な勉強の機会であった︒
構造では高張力鋼材ＳＭ や高張力ボールト
の採用︑仕上げでは︑外装金属の表面処理︑ペー

から︑材料・工法・ディテールの選択にあたっ
ては︑実績主義にとらわれず︑日本で最上級の
ものから開発途上のものまで良いと思われるも
のは積極的に取り入れようとする先取の気風に

大する行政需要に対応するため︑既存の本庁︵昭
和２年１月〜昭和３年 月 ︶
︑分庁︵昭和 年３
月〜昭和 年３月︶を活かし︑最新の技術・設
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舎︒当時の内山知事からは ﹁躍進する神奈川県
表徴にふさわしい近代的構造美と独創的な風格
をもった庁舎﹂との評をいただいている︒
計画面での特徴は︑
・地表下 メートルまでシルト層のため︑フ
ローティング基礎を採用
・狭隘な敷地のため県会議場を中間階に抱き
込む高層建築

備を取り入れた核となる庁舎として計画された︒
デザイン的には︑県民に広く﹁キングの塔﹂と
して親しまれている威風堂々とした姿の本庁舎
の帝冠様式美とは対照的に︑ 機能美・用の美と
も言うべきシンプル ・清楚なたたずまいの新庁

41

・港都横浜を一望できる最上部に食堂と喫茶
室を配置
・３庁舎の設備の中枢機能を新庁舎の地下に
統合

着︑昇降機は毎分百五十メートルの高速のもの
が３台１群とした全自動群管理方式︑主玄関入
口のほか各階洗面所のエンジンドアの採用など

パーハニカム導入︑フレームサッシュとして

50

12

当時の建築界の最先端の技術が数々導入された︒
あれから 有余年︑大勢の工事関係者が︑
創造することの幸せと誇りをもち一心総力を
結集した新庁舎︑ 世紀も﹃用の美﹄を発揮
し続けることを願っている︒
21

29

12

・本庁舎との連絡は跨道橋と地下共同溝で結
ぶ
などである︒

30
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県の出先機関であった庁舎建設事務局には︑
最盛期︑五十子局長以下 名のスタッフが働い
ていた︒局長自ら陣頭に立ち炎を吹くような指
23

近況報告
相模湖町産業建設部都市整備課
井上

工

ＪＲ中央線相模湖駅から︑湖の方向に歩
いて５分ほどの所に相模湖町役場がありま
す︒相模湖町にご厄介になって今年で２年
目です︒条例の制定︑ポケットパークの設
計監理︑地域まちづくり協議会の立ち上げ
と事務局としての運営︑用地交渉等々︑
様々な仕事を経験させて頂いています︒
この一年の間に︑相模湖町にも幾つもの
﹁まちづくり集団﹂があることを知りまし
た︒国道４１２号をサルビア街道にとの合
い言葉で沿道の花壇やプランターの世話を
行っている﹁サルビア会﹂
︑また︑ 月に湖
上イルミネーションを実行している﹁まち
づくり湖の星﹂
︑ 月３日に大名行列などを
実施している﹁甲州街道小原宿本陣祭実行
委員会﹂などの集団があります︒多くの方
が︑献身的にそして熱心に取り組んでいる
ことに感激しました︒

12

40

50

刀のかわり

﹁ああ︑建築士川柳⁝﹂

三スケが

︵評︶いつまでも︑切れ味を大事にしたいもの
です︒

建築士

私も相模湖町のまちづくりに︑微力です
が貢献できることを願っています︒

11
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﹁知ってて得する現場用語﹂

﹃うま﹄
・ 歩み板や角材を架け渡す４本足の台
・長尺物の鋼材やコンクリートバイルを車

で運搬する際に荷台に置く４本足の台
・鉄筋を加工したスペーサー

﹃ねこ﹄
・コンクリート運搬や材料の小運搬に使う
手押しの猫車のことで︑二輪車と一輪車
があり︑
﹁カート﹂ともいう

・土止め用の切り梁の火打ちを受ける梁の
側面に打ち付ける添え木
・接合部分の補助材に使うアングルなどの
小片

﹁知らなきゃ損する行政用語﹂

なくてはならないものばかりです︑

赤｢本 ︑
﹁
｣ 青本﹂それに﹁白パン﹂まるでフ
ランス国旗のトリコールカラーのようですね︒
しかし︑我々︑建築行政マンにとっては︑皆

座右の銘︑基本忘れるべからずです︒

﹁赤本﹂なんて︑あまり見たこともないとい
う人もいるかもしれませんが︑いわずと知れ
た﹁例規集﹂です︒目立つように？表紙が赤
いのでそう呼ばれています︒公務員としての

ことからこのように呼ばれています︒

﹁青本﹂は︑
﹁県議会予算説明書﹂のことで
す︒議会説明で真っ青なんてこともあるかも
知れませんが︒表紙が薄い青緑色をしている

最後の白パンは︑もちろん白いパンツでは
なく︑国の政府予算要求概要書の表紙が白い
パンフレットであることからこのように呼ば
れるようになりました︒

最 近 の 話 題
建築行政に関する話題
『２１世紀に向け、建築基準法が施行以来約５０年目の
大改正』

都市行政に関する話題
『第５回線引き見直し作業がスタート』

建築確認の民間開放、性能規定化、連担建築物設計制度、中

昭和４５年にスタートした線引き制度は、これまで、無
秩序な都市の拡大を抑制し、スプロールの防止や自然環境

間検査の導入など、従来の法制度の枠組みを大きく変える改
正法が、平成１０年６月１２日に公布され、性能規定化など

の保全など、計画的な市街地形成に大きな役割を果たして
きました。

の一部の規定を除き、平成１１年５月１日から施行されまし
た。

しかし、近年においては、人口増加の鈍化、少子・高齢
化の進展、世帯数の増加等の社会現象とともに、中心市街
地の活力の低下や産業系市街地の空洞化、都市の防災に対
する脆弱性など、様々な都市の課題も指摘されています。

建築工事に関する話題
『建築工事課・建築設備課のあゆみ』
県民のライフスタイルの変化、価値観の多様化が進み、ま
た、環境への配慮が強く求められる中で、２１世紀を展望し
た施設づくりに取り組んできました。
一方、厳しい財政状況にあって、公共工事コスト縮減を図
るため、設計ＶＥ手法を導入するなど工事コスト縮減に努め
ています。
ここでは平成６年から（一部５年を補完）の５年間で実施
した主な工事について、各分野別に紹介します。
「文化施設」
２１世紀を担う子供たちや県民の生涯学習など多様化する文化ニー
ズに応えるため、時代を先取りした施設の建設を行ってきた。
・地球市民かながわプラザ H6.12.21 〜 H9.6.30
「試験研究機関」
めざましい技術革新、
産業構造の変化に対応するための試験研究機
関再編整備に伴い、大型施設の建設を行った。
・産業技術総合研究所 H4.10.10 〜 H6.12.28
保健・
「 福 祉 ・ 保健
・ 医療施設」
本格的な高齢社会を目前にして、
福祉施設における機能の充実や機
能強化など質の高い施設づくりが求められる中、
特別養護老人ホーム
の建設を実施した。
・横須賀第一老人ホーム H8.12.20 〜 H10.9.31
「 教育 関連 施設 」
老朽化が進みつつある県立学校の校舎などの計画的な改修整備を行
うとともに、時代のニーズに対応した単位制高校の建設を実施した。
・神奈川総合高等学校・神奈川工業高等学校 H5.3.20 〜 H7.3.15
「その他の施設」
上記工事の他、
防災拠点である総合防災センターの新築工事や平成
１０年に開催された「ゆめ国体」関連施設の整備を行った。
・総合防災センター（１期） H4.12.19 〜 H6.3.15

第５回線引き見直しでは、これらの問題や高齢化社会に
展望しつつ、環境、福祉、防災、産業などの複合的な視点
で、安全で安心できるまちづくりを進めるとともに、地域
の主体性や創意工夫のもとに、自然と共生した持続可能な
都市や文化の香り高い都市の形成の取り組みを重点として
います。
今後の予定としては、これから基本的事項を踏まえた市
や町との素案調整に入り、平成１１年度末に県素案を作成
し、平成１２年度には公聴会の開催、縦覧等の手続きを進
め、都市計画審議会にお諮りして、１２年度末を目途に変
更告示する予定です。

住宅行政に関する話題
『借上げ型県営住宅の導入』
従来、公営住宅の供給は、地方公共団体が土地を確保し、
建設する直接建設方式によっていたが、平成８年の公営住
宅法の改正により、民間事業者等が新築したり保有してい
る住宅を、地方公共団体が買い取り又は借り上げて公営住
宅として供給することができるようになりました。
県では、少ない初期投資で公営住宅の供給が可能な「買
取り・借上げ制度」を平成１１年度から導入することとし、
このうち事業者を一般公募する借上げ型県営住宅について
は、４月１９日に県民向けの説明会を開催したところであ
る。
この説明会には、建設関係者や事業希望者等およそ２０
０名の参加があり、事業者の資格や住宅の仕様等に関して
活発に質問がなされるなど、この制度に対する高い関心が
うかがわれた。

編集後記
予定より大幅に発行が遅れ、生みの苦しみを味わいました。また、がんばります。
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