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■試 験 日　平成 30年 12月 9日㊐　10：50～ 16：50
■申込受付期間　10月 1日㊊ ～ 10月 31日㊌
■申 込 方 法　センターホームページ  CBA受験申込サイト からのWeb申込
■試 験 科 目　賃貸オフィスビルに関する
　　　　　　　「①企画・立案」「②賃貸営業」「③管理・運営」 「④総合記述」の 4科目（各科目 60分）
　               　 　　 ※試験の一部免除：平成 28・29・30年度ビル経営管理講座修了者は試験科目「④総合記述」が免除されます。

■出 題 形 式　①～③の 3科目については択一式または用語選択式、④は 3科目の記述問題
■試験実施都市　札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
■受験手数料　32,400円（税込）

ビル経営管理士は オフィスビル経営管理のエキスパートです。
ビル経営管理士試験平成

30年度

国土交通大臣登録「ビル経営管理士®登録証明事業」

10月1日月～10月31日水 12月9日 日

賃貸ビル（階数が 5以上で、延べ面積が 1,000㎡を超えるもの）経営管理の業務に現に従事している者、過去に従事していた者、または今後
従事しようとする者であって、次のいずれかに該当する者
①賃貸ビル経営管理※に関し 3年以上の実務経験を有する者
②賃貸ビル経営管理※に関し 2年以上の実務経験を有する者であって、センターのビル経営管理講座を修了した者
③不動産経営管理※に関し 5年以上の実務経験を有する者であって、賃貸ビル経営管理に関し２年以上の実務経験を有する者
④不動産経営管理※に関し 5年以上の実務経験を有する者であって、センターのビル経営管理講座を修了した者
⑤不動産特定共同事業に係る業務に関し 2年以上の実務経験を有する者
⑥不動産投資顧問業登録規程に基づく登録を受けた総合不動産投資顧問業に係る業務に関し３年以上の実務経験を有する者

「ビル経営管理士登録」の実務経験の要件

ビル経営管理士試験は不動産特定共同事業法に基づき、

当センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録

証明事業です。

試験合格者は実務経験を満たしたときに、ビル経営管理

士の登録ができます。
※平成30年3月現在の資格登録者数は3,871名

ビル経営管理士は、以下の要件を満たします。

　・不動産特定共同事業法の業務管理者
　・不動産投資顧問業登録
　・宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可
　・金融商品取引法の不動産関連特定投資運用業登録

受験申込み期間 平成30年度試験日

※受験案内書はセンターホームページ（http://www.bmi.or.jp)でご覧ください。

受験資格はありません。どなたでも受験できます。

Eメール  info_2@bmi.or.jp
http://www.bmi.or.jp/TEL.03-3211-6771 ㈹ FAX.03-3211-6772

Ⓡ

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1丁目6番1号 大手町ビル8階837区

Ⓡ

※詳細は下記「受験案内書」をご参照下さい。
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Ⅰ 既存税制の延長要望

1.商業地等に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の
   延長
　耐震診断が義務付けられる建築物の耐震改修を行った場合
に特別償却を可能とする制度について、適用期限を延長して
いただきたい。

【制度の概要】
（1）　�対象者：改正耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付

けられる建築物について、耐震診断結果の報告を行った
事業者

（2）　�特例措置：平成26�年4�月1�日からその報告を行った日以
後5�年を経過する日までに耐震改修により取得等をする
建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却
が可能

2. 都市再生緊急整備地域に係る課税特例措置の延長（法
人税、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、
都市計画税）

　都市再生特別措置法に基づき、都市再生緊急整備地域にお
いて国土交通大臣の認定を受けた事業者に係る課税特例措置
について、適用期限を延長していただきたい（表1）。

3. 市街地再開発事業の施行に伴う新築の施設建築物に係
る固定資産税の特例措置の延長

　市街地再開発事業の施行により従前の権利者に対して与え
られる一定の床面積の施設建築物（権利床）に係る固定資
産税の特例措置について、適用期限を延長していただきたい
（表2）。

4. コージェネレーション設備に係る固定資産税の特例措
置の延長

　一定の出力以上のコージェネレーション設備（熱電併給型
動力発生装置）に係る固定資産税の特例措置について、適用
期限を延長していただきたい。
【制度の概要】
（1）　�対象設備：①10年以内に販売された最新モデル、②旧モ

デル比でエネルギー効率等が年平均1%以上向上、③1基
当たり発電容量10kW以上かつ総合効率72%以上

（2）　�軽減内容：設備に係る固定資産税について、課税標準を
最初の3年間、5／6に軽減

5.中小企業経営強化税制の延長（法人税・所得税）
　中小企業による生産性向上のための取組みを支援するため、
中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資に即時償
却または税額控除が可能となる特例措置について、適用期限
を延長していただきたい。

【制度の概要】
（1）　�対象者：中小企業者（資本金1億円以下、大企業の子会

社除く）
（2）　�対象設備：中小企業者が中小企業等経営強化法の計画認

定に基づく経営力向上計画に基づき取得する建物附属設
備・器具備品等であって、次のいずれかに該当するもの

　①生産性向上設備（A類型）
　�　投資設備が旧モデル比でエネルギー効率等が年平均1%
以上向上することが工業会等により証明されるもの
　②収益力強化設備（B類型）
　�　設備投資により、経済産業局の確認を受けた投資計画上
の投資利益率が年平均5%以上であるもの

（3）軽減措置の内容（表3）

 （一社）日本ビルヂング協会連合会では、平成31年度税制改正・予算に関する要望書を国土交通省等に提出しました。
要望事項は次のとおりです。

平成31年度税制改正・予算に関する要望

表1

※第一種市街地再開発事業の施行に伴うものは 1／ 4減額

※1　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 1/3
※2　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 11.5%

表2※第一種市街地再開発事業の施行に伴うものは 1／ 4減額

※1　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 1/3
※2　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 11.5%
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6. 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置
の延長

　土地の所有権の移転登記等に係る登録免許税の特例措置に
ついて、適用期限を延長していただきたい。

【特例措置の内容】
①土地の売買による所有権の移転登記の税率：1.5%（本則
2.0%）、②土地の所有権の信託登記の税率：0.3%（本則0.4%）

Ⅱ　既存税制の見直し

7.建築物に係る多重課税の見直し
　建築物には、消費税だけでなく不動産取得税・登録免許税・
印紙税・固定資産税等が重畳的に賦課され、税負担が過重と
なっている。ついては、消費税率引上げに際し、これらの多
重課税を見直し、不動産取得税の廃止、登録免許税の手数料
化および不動産譲渡契約書に関する印紙税の廃止等を図って
いただきたい。

Ⅲ　既存支援制度の延長

8.耐震対策緊急促進事業の延長
　耐震診断が義務付けられる建築物で耐震診断・改修等を行
う場合、通常の助成制度に加え、国が重点的かつ緊急的に支
援する上記制度について、実施時期を延長していただきたい
（表4）。

9. 耐震対策緊急促進事業（長周期地震動対策の支援）の延長
　超高層建築物等に係る長周期地震動対策の詳細診断・補強
設計・改修工事について、地方公共団体に補助制度が整備さ
れていない場合に、国が直接支援する上記制度について、実
施時期を延長していただきたい。

【制度の概要（ビルの場合）】
対象建築物：高さ60mを超えるもので次の条件を満たすビル
　①�平成12年5月以前に建築され、長周期地震動対策の対象
区域に所在

　②�平成12年6月以降に建築され、長周期地震動対策の対象
区域のうち、想定される地震動が特に大きい区域に所在

　　�補助率：①詳細診断　国費1／3、②補強設計費用　　
国費1／3、③改修費用　国費11.5%

10.災害時拠点強靭化緊急促進事業の延長
　大規模災害時に発生する帰宅困難者等を民間ビル等に受け
入れてもらうことなどのため、一時滞在スペースや備蓄倉庫
等の整備費を支援する上記制度について、実施時期を延長し
ていただきたい。

【制度の概要（帰宅困難者対応の場合）】
　�対�象施設：地方公共団体と帰宅困難者の受入に関する協定
を締結するオフィスビル等

　�対�象地域：①都市再生緊急整備地域、②1日当たりの乗降
客数30万人以上の主要駅周辺、③政令市・特別区、中
核市・特例市・県庁所在都市の中心駅周辺

　�補�助対象：帰宅困難者等を受け入れるために付加的に必要
となるスペースや防災備蓄倉庫、非常用発電機等の整備
に要する費用（掛かり増し費用）

　補助率：国2／3、地方1／3

11.テナントビルの省CO2促進事業の延長
　環境負荷を低減する取組についてオーナーとテナントの協
働を契約や覚書等で取り決めを結び（グリーンリース契約等）、
省CO2を図る事業者を支援する上記制度について、実施時期
を延長していただきたい。

【制度の概要】
　①�対象事業：グリーンリース契約等を締結するために必要
な調査事業→補助率：定額（上限50万円）

　②�対象事業：グリーンリース契約等により行う設備改修事
業→補助率：1／2以内（上限5,000万円）

12. ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事
業の延長

　中小ビル等がZEBに資する省エネ・省CO2性の高いシス
テムや高性能設備機器等の導入を支援する上記制度について、
実施時期を延長していただきたい。

【制度の概要】
　対象建築物：2,000㎡未満の業務用建築物
　�補助要件：ZEB実現に寄与する空調、換気、照明、給湯、
BEMS装置を導入した結果、エネルギー削減率50%以上と
なること
　補助率：2／3以内�

表3

表4

※第一種市街地再開発事業の施行に伴うものは 1／ 4減額

※1　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 1/3
※2　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 11.5%

※第一種市街地再開発事業の施行に伴うものは 1／ 4減額

※1　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 1/3
※2　地方公共団体が支援策を整備していない場合でも国単独で 11.5%



地方協会／新会長インタビュー ◆ 大阪協会 ◆

協会活動の活性化、
会員メリットの拡充に注力

IR、2025年万博で継続的な
成長を

―まず、大阪エリアの経済動向を教え
てください。
三浦氏　個人消費も、住宅や建物への投
資も上向いており、大阪の経済は拡大傾
向を続けています。とくに、観光分野は
インバウンドの影響で外国人観光客が大
勢訪れ、観光地は大変な賑わいを見せて
います。そうした状況を反映し、大阪エ
リアでは受け皿となるホテルの建設が旺
盛で、新規のオフィスビルよりもホテル
の供給の方が上回っている状況です。
　国が推進するIR（統合型リゾート）に
ついて、これから候補地選定が具体化し
ますが、大阪でも統合型リゾートの誘致
を行っています。それに加えて、大阪は
2025年の万博候補地として名乗りをあ
げており、今年11月には2025年の開催
地が決まります。統合型リゾートの候補
地に選ばれ、万博の開催地に決まるとい
うことになれば、今後も継続的な経済成
長が見込まれ、人の賑わいも続いていく
ものと期待されています。
――オフィスマーケットの現状は？
三浦氏　シンクタンクの調査によると、
大阪のオフィス市場は好景気を背景に企
業のオフィス需要は根強く、空室率は3%
台に低下するなど改善傾向にあり、賃料
相場も8月時点で20ヶ月連続の上昇を記
録するなど好調です。また、リーマン

ショック以降下落傾向にあった賃料は反
転上昇に転じています。関係者は、この
状況を「値上げ」ではなく、「値戻し」と
呼んでいますが、賃料はリーマンショッ
ク前の水準に戻ってきています。

オフィス需要の創造も
求められてくる

―大阪エリアで今後竣工する注目物件
を教えてください。
三浦氏　2020年東京オリンピック・パ
ラリンピックを控えた東京と比べ、大阪
エリアでは大規模開発プロジェクトが多
くありません。先ほど改善傾向にあると
紹介した空室率ですが、新規供給が少な
いので空室率が改善しているという見方
もあります。
　大阪市内の大規模開発の例をあげると、
南海なんば駅直上という好立地で南海電
鉄が開発を進めているオフィスやコンベ
ンションホール、商業施設等からなる超
高層ビル「なんばスカイオ」が今秋竣工
します。また、阪急電鉄と阪神電鉄が“梅
田1丁目1番地計画”として、大阪神ビ
ルディングと新阪急ビルを建て替えるプ
ロジェクト『大阪梅田ツインタワーズ』
では今春竣工した第1期棟「大阪梅田ツ
インタワーズ・サウス」に続き、隣接す
る「同・ノース」についても2022年春
の竣工を目指し、開発が進められています。
　さらに、今年7月、大阪駅北側の再開
発地区『うめきた』において2期区域約

16haの開発事業者が決定しました。中
長期的に大阪を活性化させる一大プロ
ジェクトであり、当社も開発事業者9社
の中に参加しています。“みどりとイノ
ベーションの融合”という方針のもと、
大規模な都市公園を配するなど世界を
リードする街づくりに取り組み、2024年
夏の街開きを目指しています。
―大規模開発案件が少ないとはいえ、
着実に新規供給は増えていきますね。
三浦氏　東京のような爆発的な需要増加
のない大阪では、ビル事業者の創意工夫
がより一層求められると感じています。
オフィス床という器を供給するだけでは
なく、オフィスに入居するテナント需要
を創造していくことが求められてくるは
ずです。新しい産業の育成やスタートアッ
プ企業の支援に資する場所の提供や、働
き方改革への対応やイノベーションの活
性化に寄与するようなオフィス空間の開
発・提供を、大阪の更なる発展のために、
ビル業界としても知恵を出し合って、取
り組んでいく必要があると考えています。

多様化する働き方に対応する
提案を

―働き方改革の影響で具体的な働き方
の変化を感じることはありますか？
三浦氏　大阪エリアでも少しずつですが、
レンタルオフィスやサテライトオフィス、
コ・ワーキングスペースといった新たな
働き方に応えるテナントニーズが顕在化

（一社）大阪ビルディング協会  三浦 一郎氏
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してきています。
　こうした働き方改革に伴う新たなオ
フィススペースの供給は、これから開発
する新規プロジェクトであれば比較的、
導入しやすいと思います。ただ、新規開
発が少ない大阪では、既存ビルにおいて
どのように対応するかが重要になります。
　すなわち、既存ビルのリノベーション
の際に、これらの新たなニーズに対応し
たオフィス空間をどのように開発・供給
するか、大阪のビル業界として、具体的
に研究し提案していきたいと考えていま
す。
―今後のオフィスのあり方を提案した
事例などはありますか？
三浦氏　当社事例ですが、京都市下京区
の大阪ガス京都工場跡地で1980年代後
半から開発を進めている「京都リサーチ
パーク」において、1人で利用できるサー
ビスオフィスから、ワンフロア1,000㎡を
超える大型オフィスまで、テナントニー
ズに合わせた多様なオフィス、および実
験研究スペース（ラボ）の提供を行って
います。近々、新棟の開発にも着手します。

大阪らしいオフィス空間の
あり方を研究

―大阪協会の会長に就任されて協会の
印象を教えてください。
三浦氏　大阪ビルディング協会は歴史と
伝統がある団体ですが、元気のあるビル
オーナーの方々が和気藹々と、熱心に活
動しているという印象を受けました。各
委員会、研究会の活動が大変充実してい
ると思います。
―活発な活動を具体的に紹介してくだ
さい。
三浦氏　5つの委員会や中小ビル経営に
特化した研究会があり、それぞれ委員長
や副委員長を中心に活発に活動していま
す。その活動も委員会の定められた役割
に留まらず、委員会メンバー相互の議論
に基づく課題を自ら設定し、自主的に研
究し、情報発信をしてくれています。委
員会や研究会が自律的に活動し、それを

事務局が的確にサポートするという、と
ても良いサイクルになっていると感じて
います。
　たとえば、大阪中小ビル経営者研究会
では各社の経営課題を持ち寄ってグルー
プ討議をしたり、大手会員企業との交流
を通じてビル管理・運営に関する最新動
向を勉強したり、新規オフィスビルの見
学会を通じて最新知識とメンバー間の交
流を深めるなど、活発な活動を行ってい
ます。
―今後の協会運営についての抱負をお
聞かせください。
三浦氏　前年度は、委員会対抗による新
規会員の入会キャンペーンを行った結果、
新規入会が27社にのぼりました。今年
度は会員の増強に加え、ビル協会の会員
であることのメリットを感じてもらえる
ような取組みに注力したいと考えていま
す。例えば、より一層、委員会や研究会
の活動に参画し易いような仕掛けを設け
たり、会員同士がコミュニケーションを
図り、ネットワークを構築できるような
プラットフォームの提供に努めていきま
す。
　また、先ほども触れましたが、既存ビ
ルのリノベーションにあたり、ワークス
タイルの変化等を反映しつつ、大阪らし
いオフィス空間のあり方が提案できるよ
う研究していきたいと考えています。
―連合会に望むことは何かあります
か？
三浦氏　連合会総会の「中小ビルの経営
を考える集い」のような、ビルの管理・
運営など様々なテーマで、全国の中小ビ
ル経営者同士がディスカッションし、交
流を図る機会を増やしてほしいという声
が会員から上がっています。また、会員
向けの講演会等を企画する際、テーマに
よって最適な講師の方を紹介して貰える
ようなコンサルティング機能にも、引き
続き期待しています。勿論、法制度や補
助金など、行政の最新情報のタイムリー
な提供もお願いしたいと思います。
―休日の過ごし方は？

三浦氏　最近は料理を作るのが趣味です。
ワインや日本酒が好きなので、お酒に合
うものや家族の好きなものなどバランス
をとって、妻が忙しい休日には家族の夕
飯を作っています。

三浦 一郎（みうら いちろう）氏
◆ 生年月日
昭和37年12月9日
◆ 職歴
昭和60年4月　�大阪ガス（株）に入社
平成23年4月　�リビング事業部�計画部長
平成25年4月　�リビング事業部�兵庫リビング営業

部長
平成26年4月　�理事任命
平成27年4月　�大阪ガス・カスタマーリレーショ

ンズ株式会社へ出向　　　　　　
同社代表取締役社長就任

平成29年4月　�執行役員就任�大阪ガス都市開発
株式会社へ出向　　　　　　　　
同社代表取締役社長就任����

現在に至る
◆ 外部の役職
一般財団法人日本ビルヂング経営センター評議員
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター評議員
◆ 趣味
料理、スポーツジム通い

大阪ビルディング協会
1. 沿革
昭和5年2月、世界恐慌の嵐が吹きすさぶ中、㈱大
阪ビルヂング（現ダイビル㈱）や㈱堂島ビルヂン
グなどが中心となって「ビルディング懇話会」と
して発足。昭和15年2月に全国組織としての日本
ビルヂング協会連合会も発足し、全国のビル事業
者の中で中心的な役割を果たしてきた。昭和46年
12月に社団法人の認可を取得し、公益法人として
幅広い活動を展開。2020年に80周年式典を開催
する。
2. 組織
総会、常任理事会、理事会および総務委員会、経
営委員会、技術委員会、広報委員会、組織委員会
を設置。
3. 活動
会員共通の経営課題などに対応した経営セミ
ナー・技術セミナー・講演会・ビル見学会などの開
催、会員各社の協力による独自のビル市場動向調
査・ビル実態調査などの実施、正会員の半数を占め
る中小ビルオーナーの固有の問題を研究する「大阪
中小ビル経営者研究会」の組織など様々な活動を
展開している。
4. 会員数
会員212会員、257棟、延床面積3,569,866㎡

（2018年4月1日時点）
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地方協会／新会長インタビュー ◆ 千葉協会 ◆

勉強会等を充実し、
会員交流を促進

他の都市と違うオフィス市況

―千葉エリアのオフィス市況を教えて
ください。
石𣘺氏　千葉駅周辺のオフィスマーケッ
トをみると、平均賃料は坪当たり1万円
台が一つの目安になっています。JR千葉
駅に隣接している地上25階建ての「セ
ンシティタワー」は坪当たり2万円と高
水準ですが、2万円台はこの物件だけで、
一般的なオフィスビルの賃料相場は坪当
たり8,000円から1万4,000円というの
が現状です。
　空室率については、全体的に弱含みで
空室が偏在しているような状況にありま
す。
―所有されている自社のビルの現状は？
石𣘺氏　数棟所有しているビルのうち、
耐震改修を検討していたビルがありまし
た。構造計算事務所等と打合せをして具
体化する段階まできましたが、建築費が
高すぎて収支が合いませんでした。銀行
は数年前の1・5倍という見立てですが、
私の感触では2倍まで建築費は上がって
います。耐震改修はあくまでも入口で、
テナントを確保するためにはプラスαの
魅力を付けなければなりません。そうな
ると耐震改修だけでなくそれ以上の工事
を行う必要があり、投下資金は相当額に
及びます。現在のオフィス市況を勘案す
ると、投資に対する想定リターンが望め
る状況にありませんでした。
　現在では耐震改修を検討していたビル

を取り壊し、コインパーキングとして活
用するつもりです。

千葉駅ビルの建て替え、
賑わいの起爆剤に

―千葉駅周辺のまちづくりの動向を教
えてください。
石𣘺氏　元はバブルで止まっていた駅前
の再開発ビルですが、その後、千葉駅周
辺の求心力の低下が懸念されるようにな
り、千葉駅西口地区の再開発事業が再始
動しました。バブル当時に比べてダウン
サイズされた形ですが、2013年にJR千
葉駅に直結した再開発ビル「WESTRIO
（ウェストリオ）」が竣工しました。
　それに続いてJR千葉駅本体の駅舎建
て替えが行われ、2016年に第1期として
駅機能と線路上空の3階に移設した駅の
コンコースがオープンしました。その後
順次、駅ビルの商業店舗が開業して賑わ
いを見せています。今夏以降、文化施設
や医療施設等が整備されて全面オープン
となる予定で、この駅ビルが賑わい創出
の起爆剤として期待されているところで
す。
―インバウンドの効果や影響を感じま
すか？
石𣘺氏　千葉市内への直接的な影響では
ないですが、ディズニーランドに来訪す
る外国人観光客のうち、ディズニーラン
ド周辺のホテルの予約から漏れた外国人
観光客が千葉駅前のホテルを利用する
ケースがあるようです。ホテルにはディ

ズニーランドのサービスチケットが置い
てあり、ディズニーランド客を意識した
集客に努めているとのことです。こうい
う状況もあって、千葉駅周辺にはすでに
数棟のホテルが点在しているのですが、
現在把握しているだけでも3カ所でホテ
ルの建設が進んでいるような状況です。

環境に応じた
最適な協会活動を展開

―協会の会長に就任されたお気持ちは。
石𣘺氏　前任の栗原会長が体調を崩され
たということは伺っていましたが、後任
には人望があって、協会活動をよく理解
されている副会長の方が就任されると
思っていました。ある日、千葉協会の事
務局から電話がかかってきて、その副会
長が「辞退された」と伝えられました。
その4日後の理事会に理事の一人として
出席したところ、私に白羽の矢が立ち、
あれよ、あれよという間に会長に就任す
ることになりました。
　理事として20年以上の経験があります
が、副会長の経験はなく、見習い期間が
全くない中での就任です。自分自身が驚
いた、というのが正直な気持ちです。
―就任の抱負を教えてください。
石𣘺氏　とってつけたような言い方にな
りますが、前会長の路線を踏襲して協会
の運営・活動を進めていきたいと思います。
先ほども触れましたが、オフィスマーケッ
トをみても東京と千葉では全く違います。
たとえば、東京の賃料が2万円、千葉の

千葉ビルヂング協会  石𣘺 寛幸氏
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賃料が1万円とします。このうち、管理
費は地域による違いはそれほどありませ
んから5,000円だとすると、賃料から管
理費を差し引いた可処分収入は東京が1
万5,000円、千葉が5,000円となり、3
倍の違いになってしまいます。このよう
な違いがある中で、東京協会と同じよう
なことをやろうとしても、通用しないケー
スや千葉の実情に合わないケースが生じ
てきます。
　日本ビルヂング協会連合会、東京ビル
ヂング協会というのはとても大きな存在
です。千葉協会の会長として、置かれた
環境に最適な協会運営、協会活動を行っ
ていきたいと考えています。

関心の高いテーマで
勉強会や見学会開催

―協会として取り組んでいきたいことは。
石𣘺氏　協会の主力活動である勉強会と
ビル見学について、会員の参加を増やし
ていくことに注力していきます。そのた
めには何が必要かというと、ネタが新鮮
で、タイムリーな話題であることです。
　会長に就任後、7月に勉強会を行いま
した。この勉強会には3つのことを盛り
込みました。まず、千葉駅周辺の賑わい
創出のカギを握るJR千葉駅ビルの椿社
長に「今後の駅ビルの事業展開」という
テーマで講演いただきました。また、満
室稼働を続ける塚本大千葉ビルの担当者
で、当ビル協の事務局長もしている籠谷
さんに「テナント誘致法」というテーマ
でその秘訣を披露いただきました。いず
れも千葉協会の主要メンバーの方々です。
個別の講演の後、顧客であるテナントの
誘致囲い込み「テナントリテンション」
をテーマにパネルディスカッションを行
いました。ビルオーナーの関心の高い話
題だったので、会場は満席になりました。
　また、これまでは勉強会の後すぐに解
散していたのですが、今回からは勉強会
の後、懇親会を開催しました。参加者か
らは「会員同士のコミュニケーションが
深まった」と好評でした。今後も懇親会

をセットにした勉強会を展開していきた
いと考えています。
―今後の勉強会の企画が固まっていれ
ば教えてください。
石𣘺氏　次回の勉強会は11月に予定して
います。企画の段階ですが、「民法改正
と賃貸借契約」というビル経営の根幹に
関わる内容と、「ビルオーナーの銀行との
付き合い方」という内容を予定しています。
―見学会についてのお考えは。
石𣘺氏　見学会については2つのことを
ターゲットに据えて、見学会を企画して
いきたいと考えています。
　一つは、多様な働き方に対応したオフィ
ス空間を提供しているビルの見学会です。
米国のシリコンバレーで見られるように、
ミレニアル世代にアピールする自由闊達
な雰囲気のオフィスで仕事をするという
光景が日本でも顕在化してきていると聞
きます。そうした新たなトレンドの現場
を見る機会を設けていきます。
　もう一つは、野村不動産のPMOなど
大手不動産会社が展開するミドルサイズ
のオフィスビルの見学会です。中小ビル
オーナーのビルと競合するミドルサイズ
のオフィスビルでありながら、Aランク
のテナントが入居し、Aクラスビル並み
の賃料を設定できる秘訣などを勉強して
いきたいと考えています。

世界の建築物を見るのが趣味

―建築・設計を見学するのも勉強にな
る？
　建築に興味を持ったのは、ビルを建て
るためには、設計事務所に設計を依頼す
る必要があったからです。そのためにど
ういう設計事務所がふさわしいか自分で
探さねばなりません。また設計事務所に、
設計してもらいたい内容を説明しなけれ
ばならない。そこで、初めて建築に向き
合う必要が出てきました。最初は本や雑
誌を見ていましたが、どうしても今一つ
わかりにくい。えい！それなら見に行こう
となったわけです。
―連合会に望むことは何かありますか？

石𣘺氏　千葉協会だけでは対応できない
ことへのフォローをお願いしたい。たと
えば、勉強会の講師の方や見学会の対象
となるビルなどを連合会からも紹介して
もらうと助かります。また、政策や制度
に関する最新情報もタイムリーに伝達し
てほしい。
―休日の過ごし方は？
石𣘺氏　趣味は有名建築を見に行くこと
です。建築にもトレンドがあります。私
が興味を持った70年代はモダン（イン
ターナショナル）でしたが、70年代後半
からポストモダンに移っていきます。そ
ういうトレンドを追いながら、いろいろ
見に行きました。米国や欧州、ロシアな
ど世界各国を巡ってきました。

石𣘺 寛幸（いしばしひろゆき）氏
◆ 生年月日
昭和22年9月9日
◆ 職歴
昭和46年4月��（有）石橋ビルに入社
平成4年11月��（株）石橋オフィスサポート
　　　　　　　に入社
現在に至る
◆ 外部の役職
（公財）日本賃貸住宅管理協会　千葉県支部
副会長
◆ 趣味
建築、海外の政治事情を見る。そのため時々
海外に行きます。

千葉ビルヂング協会
1. 沿革
昭和61年4月、千葉ビルヂング協会設立。
昭和61年6月、日本ビルヂング協会連合会へ
加盟。
2. 組織
総会、理事会、委員会を設置。
3. 活動
ビル経営の根幹をなす、賃貸条件の動向調査や
集計資料の作成・提供、各分野の専門家による
講演会・研修会の開催、話題性のある新築ビル
の見学会、会員相互の親睦を深めるための諸行
事などを実施している。
4. 会員数
会員65会員、73棟、延床面積164万3,486㎡

（2018年4月1日時点）
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大手町プレイス

　2008年10月の再開発に関する関係
者の基本合意を出発点とし、その後足
掛け10年を経て2018年8月に建物の
竣工を迎えた。本事業は敷地面積約
19,900㎡、延床面積約354,000㎡の規
模を持ち、オフィス、国際会議場、イ
ンターネットデータセンター（以下
IDC）、店舗等による複合再開発である。
施設全体はツインタワー形状の高層部
と一体的な低層・地下空間による構成
となっている。

再開発の背景

　敷地は明治期には大蔵省印刷局、そ
の後は旧逓信省の施設があった時期を
経て、逓信ビル、東京郵政局、国際郵
便局等の施設が建っていた。大手町エ
リアは単独建替えや連鎖型再開発など、
加速的に建て替えが進んでいる。この
事業は連鎖型再開発と異なり、財務省、
日本郵政グループ、日本電信電話㈱な
ど敷地に歴史的な縁を持つ地権者がこ
こに留まる事も特徴の一つと言える。

主なビルスペックと
大手町への貢献項目

　上記の公的な地権者による再開発と
して、どの様に街づくりに貢献するか

は課題の一つであった。一方で大手町
はオフィスワーカーの街といえる。そ
のためオフィスワーカーのための街づ
くりを行い、新しい大手町に貢献する
事を目指した。そのため都市再生特区
として以下3つの貢献項目を設定してい
る。

① 国内最高水準の通信環境の整備によ
る国際的なビジネスセンターの機能
強化
　大きな基準階フロアープレート（ウ
エストタワー：3,400㎡、イーストタ

大手町に新たなランドマークが誕生した。NTT都市開発㈱などが開発に関わったオフィスやカンファレンス、データセンター、商
業店舗などを併設したツインタワーの大規模複合ビル「大手町プレイス」だ。本号で、開発の経緯や建物の概要などを紹介する。
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ワー：2,900㎡）のオフィスとその支援
施設としてエリア最大級のホール（750
㎡）を有する国際カンファレンスやIDC
を低層部に設置している。オフィス専
有部は立地を活かしフルハイトの眺望
を得られ、かつ水平ルーバ等による熱
負荷低減を図った環境配慮型オフィス
である。

②大手町地区の業務継続能力の向上
　周辺のDHCプラントと連携しエリア
全体のループ化を実現、また非常用発
電機（運転時間：72時間）に加え、ガ
スによるCGS（4,000KW×2）により
想定契約電力80%相当の電源供給と多
重化を図るなど、帰宅困難者対策も含
めBCP機能として最先端の機能を有し
ている。

③ うるおいのある快適な都市基盤の創
出
　街づくりへの貢献として、オフィスロ
ビーを3階へ上げて地下までの低層部
を街に開放する計画としている。具体
的には大手町の中心より神田方面へ抜
けるセントラルプロムナードを設け、店
舗等の配置により人を呼び込み、賑わ
いを生む空間を創出した。この空間に
繋がる日本橋川を渡る人道橋を事業で
整備し、神田よりのアクセスも向上して
いる。施設としても大手町、日本橋、

神田の多方面からのアクセスを低層部
で受け止める利便性の高い空間となっ
ている。また大名小路向いのサンケイ
ビル広場と呼応する大規模なサンクン
ガーデンを設けている。ここでは大手
町の地下連絡通路網と地上を繋ぐと共
にオフィスワーカーへ潤いある憩いの
空間を提供することを目指している。

そのために積極的に緑化を行い、地上
部の季節感あふれる外構と連続した、
街に快適な場所を提供する事を目指し
ている。

「地域」「人」「時」をつなぐ
大手町プレイス

　前述の通り、本事業は日本の中心的
な業務エリアである大手町の機能強化
に相応しいスペックを持つ計画である
と共に、大手町で働く人々に快適な開
かれた空間の提供を目指している。ま
た数年前までここに建っていた逓信ビ
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所在地：東京都千代田区大手町二丁目3番1号から2号（住居表示）
交通：東京メトロ大手町駅 A5出口 徒歩1分、JR東京駅 丸の内北口 徒歩7分
用途：事務所、店舗、カンファレンス、地域冷暖房施設、駐車場等
敷地面積：約19,900㎡ 
延べ面積：約354,000㎡（ウエストタワー：約202,000㎡　イーストタワー：約152,000㎡） 
建物構造：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
建物規模：ウエストタワー：地上35階、地下3階 イーストタワー：地上32階、地下3階
建物高さ：ウエストタワー：約178m　 イーストタワー：約163 m
建 築 主：ウエストタワー：NTT都市開発（株） イーストタワー：（独）都市再生機構
設　　計：ウエストタワー：（株）日本設計 イーストタワー：（株）大林組
監　　理：ウエストタワー：（株）日本設計 イーストタワー：（株）日本設計・NTTファシ 
 　    　 リティーズ共同企業体
施　　工： ウエストタワー：（株）竹中工務店 イーストタワー：（株）大林組
区分所有者： 財務省、みずほ信託銀行（株）、日本電信電話（株）、日本郵政（株）、日本郵便（株）、
 　　　　   （株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険、NTT都市開発（株）
竣工年月日： 平成30年8月1日

施設建築物の概要

大手町プレイス

ル等、日本らしい近代建築のスタイル
の追求で知られていた「逓信建築」の
水平線を強調した陰影の深い表情をデ
ザインに取り入れている。これは事業
の背景を踏まえ、この計画地の記憶を
街の記憶として留めようとの考えに
よっている。
　この大手町プレイスが「地域をつな
ぐ」・「ひとをつなぐ」・「時をつなぐ」と
いう事業コンセプトを正に体現する施
設として末永く大手町の発展に貢献す
る事を祈念している。

2008年 10月
基本合意書締結〔締結者：地権者・UR〕

→URを市街地再開発事業の施行予定者とし、事業化検討を開始

2011年 9月
再開発協定締結〔締結者：地権者・UR〕

→事業スキーム等について約定、再開発事業の実施について合意

2012年 12月 都市再生特別地区都市計画（変更）提案（→2013年6月　都市計画決定）

2013年 6月
施行体制等に関する確認書締結〔締結者：地権者・UR・NTT都市開発〕

→URとNTT都市開発の共同施行体制について確認

 8月 再開発事業施行認可

2014年 3月 権利変換計画認可

 8月 既存建物除却工事開始

2015年 2月 事業計画変更（第1回）

 3月 権利変換計画変更（第1回）

 5月 施設建築物建設工事着工

2016年 10月 事業計画変更（第2回）、権利変換計画変更（第2回）

2018年 1月 事業計画変更（第3回）、権利変換計画変更（第3回）

 7月 権利変換計画変更（第4回）

 8月 施設建築物工事完了及び引渡し　竣工式典の開催

 9月 「大手町プレイス」ショップ&レストラン グランドオープン

2021年 1月 地下連絡通路工事完了（予定）

 3月 事業終了認可（予定）

事業のあゆみ SCHEDULE



　BOMA�（Building�Owners�and�Managers�Association）
インターナショナルは1907年に設立され、今年が第111回目
の総会となる。日本ビルヂング協会連合会は1975年以来
BOMA総会に参加しているが、今年も6月20日（水）から28
日（木）にかけて、サンフランシスコとシリコンバレーのビル
視察とあわせてサンアントニオの総会へ参加した。参加者は
坂本連合会常務理事を団長として、東京協会のほか、千葉協会、
神奈川協会、大阪協会、九州協会からの参加を得て総勢18名。

BOMA総会

　今年の総会はテキサス州サンアントニオのヘンリーゴンザ
レス・コンベンションセンターで開催された。
　理事会では会長の業務報告などが承認され、最後に新たな
執行体制が発表され、ロバート・ブライアリー会長が退任し、
新会長としてブライアン・カッペリ氏が就任した。
　総会では過去一年間にBOMA360を取得・更新したビルが
紹介された。日本からはNTT都市開発（株）の品川シーズン
テラスと懇話会館の懇話会館ビルが紹介された。
　ゼネラルセッションでは、BOMA事務総長チェンバレン氏
による「ハイテク、世代によるワーキングスタイルの変化の
ビル事業に与える影響」について講演があった。ミレニアル
世代の要望の特徴として、個人的な活動と仕事の活動が同時
に存在するスタイルが求められ、コワークや飲食スペースの
拡大、ジム、ヨガ等のホスピタリティの提供が求められていく、
などビル業界の方向について簡にして要を得たプレゼンが印
象的だった。

シリコンバレー・フェイスブック社入り口看板前で参加の18名（全員）

行程

6/20（水）
成田空港発�17：10✈ 10：35�サンフラン
シスコ空港着　
シカゴ市内視察

6/21（木） サンフランシスコ市役所、ビル見学4施設

6/22（金） シリコンバレー�4施設見学

6/23（土） サンフランシスコ空港発�13：00✈ 17：30
サンアントニオ空港着

6/24（日）～26（火） BOMA総会イベント

6/27（水）
サンアントニオ空港発�13：45✈ 16：40
シカゴ空港着
シカゴ空港発�18：00✈ 6/28（木）　　
20：30�羽田空港

6.24（日） BOMA総会（初日）　
　　午前　インターナショナル・ブレックファスト／理事会
　　午後　ジェネラル・セッション　BOMA360受賞者紹介
　　　夕　ウェルカムパーティ　　�　
6.25（月） BOMA総会（2日目）
　　午前　�BOMA国際局主催　ラック・スぺース社視察
　　午後　国際局ワークショップⅠ
6.26（火） BOMA総会（3日目）
　　午前　ジェネラル・セッション� � � �
　　　　��（ビル業界の現状報告、パネルディスカッション）
　　午後　国際局ワークショップⅡ
　　　夕　TOBY賞授賞式

BOMAサンアントニオ総大会参加
および全米ビル事情視察団報告
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　また、「テナントへのアメニティの提供」についてパネルディ
スカッションが行われ、テナントアメニティのトレンドについ
て、事例を紹介しながら議論が行われた。

　2・3日目には、BOMA国際局の主催でアメリカ以外の国か
らの参加者のためのワークショップが2回に分けて開催された。
参加国は、日本、中国、カナダ、オーストラリア、ニュージー
ランド、南アフリカ、コロンビア、メキシコ、フィリピンなど
であった。参加者の多い日本のためには、同時通訳サービス
がBOMAから提供された。

　2日目午前には国際局の主催でサンアントニオ市内のクラウ
ドサービス企業であるRackSpace社のオフィスを見学した。
もともとショッピングモールだったものを買収し改修したもの
であり、データセンターとして利用した。建物は階高のある2
階建てで非常に広く、迷わないように階段やエスカレーター
など高さが変わるところは黄色といったように色分けされて
いる。2階から1階に降りるときに使う滑り台やゴンドラもあり、

遊び心満載である。また、社員が4,000人働いており、モチベー
ションを挙げるため表彰制度を活用し、表彰された社員の経
歴や写真を飾ったコーナーが印象的だ。
　最終日の夜にはTOBY賞（The�Outstanding�Building�of�
the�Year）の授賞式が華やかに開催された。
　15のカテゴリーにノミネートされた受賞候補は、地区の予
選を“勝ち抜いた”各カテゴリー4～5の施設であり、その
中から“全国Winner”が発表されると、該当のテーブルでは
大きな歓声が沸きあがった。

都市視察およびビル見学

　サンアントニオのBOMA総会に先立って6月21日から23
日までサンフランシスコおよび近郊のシリコンバレーの都市
視察およびビル見学を行った。ビル見学はBOMAインターナ
ショナルおよびジョーンズラングラサール社の協力によって
実現した。各ビルともマネージャークラスの方の説明により、
メインロビー、基準階、その他の施設を丁寧な説明付きで見
学した。

（1）都市視察～サンフランシスコ市都市計画部　
　サンフランシスコ都市計画部を訪問し、サンフランシスコ
市の概要と都市計画のゾーニングの歴史、およびプラニング
の進め方、景観保護、歴史的建築物の保護等について、活発
な質疑応答がなされた。

国際局ワークショップのプレゼンテーション一覧
�25日（月）
�15:00�-�15:30� 「商業不動産への投資」�
�15:30�-�16:00� 「ブロックチェーン」����
�16:00�-�16:30� 「水問題」　　　�
�16:30�-�17:00� 「上海タワーの概要」　　
�26日（火）
�13:30�-�14:00� 「AI」　　
�14:00�-�14:30� 「UN�OFFICE」
�14:30�-�15:00� 「サイバーセキュリティ」　
�15:00�-�15:30� 「メキシコシティの不動産マーケット」　

サンフランシスコ市都市計画部にて

トビー賞の会場にて

国際局ワークショップの参加者

事務総長・チェンバレン氏の講演
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（2）ビル見学①　セールスフォース・タワー　　 
　セールスフォース・タワーは昨年2017年竣工、クラウドベー
スの顧客管理プラットホームで知られるセールスフォース・
ドットコムの新社屋である。高さ326m、61階建てでサンフ
ランシスコでは最も高い。所有者はボストンプロパティーズ
で、30フロアのリース料を15年支払うことで命名権を取得した。

（3）　 ビル見学②　キルロイ・リアルティー社のリノベビル
3棟見学

　西海岸を中心にオフィスビルの開発・所有・管理を行って
いるキルロイ・リアルティー社が所有する3棟のリノべーショ
ンしたビルを見学した。眺望やバーカウンターなど豊かな空
間を用意した屋上テラスが売りのもの、中庭を噴水・イベン
ト広場に改装したもの、3階からオープンエリアに出ると交通
ターミナルビルの広大な屋上公園につながっているなどの特
徴があった。

（4）　 ビル見学③　ジョーンズ・ラング・ラサール（JLL）
シリコンバレーオフィス

　JLLシリコンバレーオフィスはガラスを多用し、みんなが集
える大きなスペースを設けており、モデルオフィスでもある。
優秀な人材を確保し、気持ちよくストレスなく働ける環境を
提供することにより、優秀な人たちの確保につなげるのが狙
いであり、世界各国から人材が集まっている。

�（5）　 ビル見学④ サンタクララスクエア
　カリフォルニア州を中心に多数のビル、マンション、ショッ
ピングセンターを所有しているアーバイン・カンパニー社の
サンタクララスクエアを見学した。
開発規模は100エーカー（404,700㎡）で、オフィス8棟、住
宅1800戸、ショッピングセンターからなる複合開発、このよ
うな開発はシリコンバレーでは初めての試みである。オフィス
は満床で、テクノロジー関連の成熟した企業が入居している。
住宅は建設中ですべて賃貸の予定。

　BOMA� International�の来年の総大会はユタ州ソルトレイ
クシティで6月23日から26日の日程で開催される。

BOMAサンアントニオ総大会参加および
全米ビル事情視察団報告
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（一社）北海道ビルヂング協会

会員交流ビール会の開催
▶初めての企画開催になりましたが、
7月30日の夕暮れ時午後5時30分、中
井会長の乾杯のご発声のもと、札幌
パークホテルの駐車場特設会場納涼
ビアガーデンにて、正会員・賛助会員
42名が集い、会員交流ビール会を開
催いたしました。
　陽が落ちるにつれそれぞれのテー
ブルでは談笑の輪が広がり、「こっち
もお代わり」の声も飛び交い、夏の宵
のひと時を楽しく過ごさせていただき
ました。天候もよく、盛況のうちにま
た来年の開催を約束し、参加された皆
さんはそれぞれの家路へ…？
11月例会 東京ビル視察研修会の開催
▶当協会では2年ぶりになりますが、
倭専務理事が音頭をとられ、三菱地所
㈱北海道支店様、三井不動産㈱北海
道支店様のご協力をいただき11月15
日、16日の2日間で東京ビル視察研修
会を企画しております。
　「東京ミッドタウン日比谷」をはじ
め、大手町・丸の内界隈を中心に既存
新築ビル、再開発案件ビル勉強会、コ
ンバージョン案件等を予定しておりま
す。

埼玉ビルヂング協会

日光・大谷研修旅行
▶毎年恒例となりました「ビル見学
会」の一環としての日帰りツアーが、

今年は「日光・大谷研修旅行」として
7月5日に開催されました。梅雨の最中
で雨模様でしたが、朝8時半に大宮ソ
ニックビル近くから観光バスにて出発
いたしました。最初に向かったのは日
光東照宮でした。ボランティアガイド
に案内されて、修復中の輪王寺三仏堂
を見学しました。工事中のため外装は
取れていませんでしたが、内部は完成
しており、三仏（千手観音、阿弥陀如
来、馬頭観音）の迫力ある美しさには
驚かされました。続いて陽明門を見学
しました。修復され色彩も鮮やかで、
数多くの彫刻の見事さには「日暮の
門」を感じました。次に唐門、神厩舎
での「三猿」を見ました。「三猿」は
色彩が修復され、それぞれに美しかっ
たですが、私の記憶の中の「三猿」と
はイメージが違っていて、何とも言え
ない感じでした。また「眠り猫」は以
前と変わらず、「小さな国宝」でした。
最後に薬師堂に入り、天井画の「鳴き
龍」を見学しました。指示された場所
に立つと拍子木が打たれ、カーンと音
が聞こえた後、共鳴した鈴を転がして
いるような龍の鳴き声が聞こえ感動し
ました。
▶その後「日光金谷ホテル」にて昼食
をとり、第2の目的地である「大谷石
切場資料館」へ行きました。今は展示
場的な石切場ですが、昔は手掘りで採
石していたことを想うと、その大きさ、
深さに驚きました。途中から機械掘り
になったとはいえ、数10メートルの洞
窟を見上げると、さすがに感動しまし
た。気温も10度と外との差が20度も
あり寒くなるほどでした。現在では多
くの芸術家が様々なイベントを行って
いる跡も見学しました。さいたま市か
らですと至近距離にある場所ですので、
何時でも行けると思ってか意外に行っ
ていない場所ですので、改めて行って
良かったと皆様が言ってくれました。

（一社）京都ビルヂング協会

御
み

金
かね

神
じん

社
じゃ

▶御金神社は、京都市中京区内にある
神社で、黄金輝く鳥居が特徴的です。
『金運』にまつわる神社だけあってか
拝殿前の鈴を鳴らす大縄は輝かしい
金色をしています。また、小塔や屋根
瓦にも「金」の文字が入り、金色の目
をした狛犬や金色のおみくじなど、こ
じんまりとした境内ですがゴージャス
感が漂う神社です。
　この御金神社の祭神は、日本神話に
登場する金山毘古神（かねやまひこの
かみ）で、こちらの神様は、『鉱山・鉱
物の神』として金属全般にご利益を授
けてくれるお方です。通貨に用いられ
る“金・銀・銅”も同じ金属としての
ご利益があることから、『金運の神
様』として広く崇拝されています。

兵庫ビルヂング協会

猛暑
▶毎年、夏には“暑い”、“熱い”と溜
め息をついていますが、今年は格別で、
7月から猛暑日が続き40℃超えが度々
ニュースになっています。神戸も例外
ではなく、台風が去ってもなかなか緩
みません。ちなみに、夏日は最高気温
25℃以上、真夏日は最高気温30℃以
上、猛暑日は最高気温35℃以上、熱
帯夜は最低気温25℃以上の日を言う
そうで、連日の猛暑と熱帯夜で、節電
のための空調設定温度28℃が快適に
感じられます。
　しかし、秋になれば、秋期役員会・
例会、見学会・研修会などの協会行事、
他協会との合同行事があり、“暑い”
と溜め息をつきながら準備を進めてい
ます。この「協会便り」が発行される
10月には秋の穏やかな気候になって
いると思っています。（願っていま
す。）

協会便り

9月の北海道胆振東部地震におきまして被災された皆様に心よりお見舞い
申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。
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奈良ビルディング協会

第70回正倉院展開催される
▶毎年恒例の正倉院の宝物を紹介す
る「第70回正倉院展」が、今年も10
月27日～11月12日の17日間、奈良国
立博物館において開催されます。
　今回も例年通り正倉院宝物の全体
像がうかがえる構成となっており、初
出陳10件を含む56件が出陳されます。
中でも聖武天皇ご遺愛の鏡『平螺鈿背
八角鏡（へいらでんはいのはっかく
きょう）』を筆頭に、光明皇后が履か
れたともいわれる刺繍飾りの靴『繍線
鞋（ぬいのせんがい）』など多数の宝
物が出陳されます。
　正倉院展も終戦翌年の昭和21年に
開催されてから70回の節目となり、平
成最後の開催となります。
　この機会に日本の歴史と文化の発
祥の地である奈良の魅力に浸っていた
だいてはいかがでしょうか。

四国ビルヂング協会

四国発見「新居浜太鼓祭り」
▶「新居浜太鼓祭り」は愛媛県新居浜
市で毎年10月16日から18日までの3
日間開催されるお祭りです。徳島の阿

波踊り、高知のよさこい祭りと共に
“男祭り”をもつ四国三大祭りの一つ
です。また、日本三大喧嘩祭りとして
も有名です。
　新居浜市出身者は、「盆・正月に帰
らなくとも、祭りには休みを取ってで
も帰省してくる」といわれるとおり、
新居浜太鼓祭りに対する思い入れは強
く、事実、何よりも祭りを優先する人
は少なくない。祭りが行われる10月か
ら始まるカレンダーが毎年作成されて
おり、かき手たる男性のみならず、女
性も着飾るなど、一種のハレの場と
なっている。
　歴史的には、明治初期以降、別子銅
山の近代化・海岸部の工場建設などに
より新居浜市は経済的にも人材的にも
活気づき、地区同士の対抗意識や財
力・体力自慢を見せるようになり、太
鼓台は巨大化したり、金糸刺繍による
豪華な幕で飾ったりと華やかなものに
変貌していった。
　高さ約5.5メートル、長さ約12メー
トル、重さ約3トンにもなる巨大、且
つ金糸銀糸で豪華に飾られた太鼓台
を、かき夫と呼ばれる男たち150人で
担ぎ上げ練り歩きます。最大の見どこ
ろは「かきくらべ」で、太鼓台を頭上

高く担ぎ上げる「さしあげ」、かき棒
を揺すって房をきれいに揺らす「房割
り」、地面に降ろさずに担ぎ上げてい
る耐久時間などのパフォーマンスを競
うものです。
　ぜひ、四国へ来てご覧下さい。

九州ビルヂング協会

前期研修セミナーの開催
▶毎月開催している例会は、8月は休
会としています。このため、毎年、経
営管理センターとの共催で開催する
「研修セミナー」をこの時期に実施し
ています。
　今年は8月24日15時～17時に福岡
市中央区渡辺通二丁目電気ビル共創
館で開催しました。
　講師に西村・町田法律事務所の町田
裕紀弁護士をお迎えして「民法改正に
よるビル賃貸借への影響」というテー
マでご講演いただきました。実務に密
接な関連があることから、109名もの
受講申込みがあり関心の高さが窺わ
れました。
▶また、毎月の例会では幅広い分野の
講師をお招きしており、7月は「加齢
と目の病気」について大学教授からお
話をお聞きしました。
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■試 験 日　平成 30年 12月 9日㊐　10：50～ 16：50
■申込受付期間　10月 1日㊊ ～ 10月 31日㊌
■申 込 方 法　センターホームページ  CBA受験申込サイト からのWeb申込
■試 験 科 目　賃貸オフィスビルに関する
　　　　　　　「①企画・立案」「②賃貸営業」「③管理・運営」 「④総合記述」の 4科目（各科目 60分）
　               　 　　 ※試験の一部免除：平成 28・29・30年度ビル経営管理講座修了者は試験科目「④総合記述」が免除されます。

■出 題 形 式　①～③の 3科目については択一式または用語選択式、④は 3科目の記述問題
■試験実施都市　札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
■受験手数料　32,400円（税込）

ビル経営管理士は オフィスビル経営管理のエキスパートです。
ビル経営管理士試験平成

30年度

国土交通大臣登録「ビル経営管理士®登録証明事業」

10月1日月～10月31日水 12月9日 日

賃貸ビル（階数が 5以上で、延べ面積が 1,000㎡を超えるもの）経営管理の業務に現に従事している者、過去に従事していた者、または今後
従事しようとする者であって、次のいずれかに該当する者
①賃貸ビル経営管理※に関し 3年以上の実務経験を有する者
②賃貸ビル経営管理※に関し 2年以上の実務経験を有する者であって、センターのビル経営管理講座を修了した者
③不動産経営管理※に関し 5年以上の実務経験を有する者であって、賃貸ビル経営管理に関し２年以上の実務経験を有する者
④不動産経営管理※に関し 5年以上の実務経験を有する者であって、センターのビル経営管理講座を修了した者
⑤不動産特定共同事業に係る業務に関し 2年以上の実務経験を有する者
⑥不動産投資顧問業登録規程に基づく登録を受けた総合不動産投資顧問業に係る業務に関し３年以上の実務経験を有する者

「ビル経営管理士登録」の実務経験の要件

ビル経営管理士試験は不動産特定共同事業法に基づき、

当センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録

証明事業です。

試験合格者は実務経験を満たしたときに、ビル経営管理

士の登録ができます。
※平成30年3月現在の資格登録者数は3,871名

ビル経営管理士は、以下の要件を満たします。

　・不動産特定共同事業法の業務管理者
　・不動産投資顧問業登録
　・宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可
　・金融商品取引法の不動産関連特定投資運用業登録

受験申込み期間 平成30年度試験日

※受験案内書はセンターホームページ（http://www.bmi.or.jp)でご覧ください。

受験資格はありません。どなたでも受験できます。

Eメール  info_2@bmi.or.jp
http://www.bmi.or.jp/TEL.03-3211-6771 ㈹ FAX.03-3211-6772

Ⓡ

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1丁目6番1号 大手町ビル8階837区

Ⓡ

※詳細は下記「受験案内書」をご参照下さい。


