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三菱東京 UFJ銀行　丸の内支店　普通　№ 2135253
一般財団法人日本ビルヂング経営センター　※振込手数料はご負担願います。
◆振込人名称の前に〈S19〉をご記入下さい。
◆請求書は原則として発行いたしません。
　「振込金受取証」で領収書に代えさせて頂きます。
◆参加費の払い戻しはいたしません。申し込まれた方が参加できない場合は、
　代理の方の出席をお願いします。

振込口座

◎ただし、下記の会員及び受講生は　20,000円／人 になります。
　●日本ビルヂング協会連合会会員　　　　●不動産協会会員　　
　●「日本ビル経営管理士会」会員   　　　　　　　●不動産証券化協会会員
　●平成 29年度ビル経営管理講座受講生　　●日本ファシリティマネジメント協会会員
※本セミナーの受講は、ビル経営管理士の平成 29年度更新登録要件に該当いたします。

参 加 費 25,000円（税込）／人  （下記口座へ1月16日（火）までにお振り込み下さい。）

第19回　新春特別ビル経営セミナー　申込要項

大手町フィナンシャルシティ  サウスタワー 3階 ホール1、2

●丸の内線 大手町駅A1出口直結
●半蔵門線、千代田線、東西線、都営三田線 大手町駅下車
　A4出口通路から東京サンケイビル地下１・２階を経由

●後日「参加証」をメールでお送りいたします。
●定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込み下さい。
※ホームページからのお申し込みができない方は、事務局までお問い合わせ下さい。

当センターのホームページからお申し込み下さい。 ※定員 200名申込方法

日本ビルヂング経営センター 検 索 　http://www.bmi.or.jp/

一般財団法人 日本ビルヂング経営センター 事務局
〒100-0004  東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 8F837区　TEL 03-3211-6771（代）

お問い
合わせ

会場案内会場案内

第20回  新春特別ビル経営セミナー

迫りくるビル経営のデジタル変革迫りくるビル経営のデジタル変革

Schedule

東京都千代田区大手町 1-9-7

［後　援］
一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会
一般社団法人 東京ビルヂング協会
一般社団法人 不動産協会
一般社団法人 不動産証券化協会
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
株 式 会 社  住宅新報
株 式 会 社  週刊住宅タイムズ
株 式 会 社  ビル経営研究所
株 式 会 社  不動産経済研究所

一般財団法人 日本ビルヂング経営センター
JAPAN BUILDING MANAGEMENT INSTITUTE

講 師 紹 介（敬称略）

今井 康之（いまい やすゆき）

ソフトバンク株式会社　代表取締役 副社長執行役員 兼 COO

大手建設会社を経て、2000 年にソフトバンク（現ソフトバンクグループ）入社。ソフト
バンクグループ各社で、主に法人営業を担当。 2012 年 ソフトバンクテレコム（現ソフト
バンク） 取締役専務執行役員 、ソフトバンクモバイル（現ソフトバンク）専務取締役な
どを歴任し、18年 4月より現職。 法人向け事業を統括。

大久保 寛  （おおくぼ　ひろし）
シービーアールイー株式会社　エグゼクティブディレクター リサーチヘッド
CBREのリサーチ部門の責任者として、オフィス、物流施設、商業施設、その他セクター
の賃貸市場ならびに売買市場のリサーチ業務を統括。製鉄会社および投資銀行勤務を経
て、1997 年から 2013 年まで証券アナリストとして株式リサーチ業務に従事。その間、
2000 年以降は JREIT を中心に不動産セクターを担当。UBS 証券、ゴールドマンサック
ス証券、マッコーリーキャピタル証券、みずほ証券を経て、2013年 10月より現職。

鈴木 盛生 （すずき もりお）
東急不動産株式会社　都市事業ユニット 事業戦略部 業務推進グループ グループリ－ダー
1999 年の入社以来オフィス賃貸業セグメントに在籍し、リーシング、法人営業、アセッ
トマネジメント及び再開発プロジェクトの事業企画立案などの業務を経験。2017年 4月
に現部門へ異動し、オフィス・商業施設・物流施設を中心とした賃貸事業全般の統括と
して、ユニット組織運営・人事・事業戦略立案を担当。現在、賃貸事業における IT・IoT
を活用した新たな取り組みの企画立案を推進中。

西林 加織（にしばやし かおり）
三井不動産株式会社　柏の葉街づくり推進部・ベンチャー共創事業部 事業グループ 主事
京都大学工学研究科社会基盤工学専攻修士課程修了。三井不動産㈱に入社後は経理部に
て連結決算を担当。その後、柏の葉街づくり推進部に異動。オフィス・商業・ホテル・ホール・
住宅などあらゆる機能が集約された複合施設「ゲートスクエア」の運営管理を経て、現
在は柏の葉スマートシティが掲げるコンセプトの一つ「新産業創造」に向けた取り組み
を推進。主に大学連携や IoT関連のプロジェクトを担当している。

田村 貴海（たむら たかうみ）
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　執行役員  /  パートナー
デロイト トーマツ コンサルティング入社後、不動産業界を中心に経営戦略・投資戦略の
立案、戦略導入支援、グループ組織再編、業務改革、新規事業プランニング等、多角的な
経営コンサルティングサービスを提供。近年では、ポストオリンピック時代に向けた長期
ビジョン策定、高い付加価値をもたらす不動産の企画、次世代の街づくり計画などに従事。
共著にプログレス社『新版 不動産賃貸事業のためのマネジメントハンドブック』ほか

■13:30–13:35（5分） ─主催者あいさつ─
一般財団法人日本ビルヂング経営センター 理事長　櫻井 康好

■13:35–14:25（50分） ─基調講演─
データ活用と共創が生み出すビル経営の未来
ソフトバンク株式会社　代表取締役 副社長執行役員 兼 COO　今井 康之氏

■15:40–16:10（30分） 

多様なワークスタイルをサポートする
スマートオフィスへの取組み
東急不動産株式会社　都市事業ユニット 事業戦略部 グループリ－ダー　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 盛生氏

■16:10–16:40（30分）

IoT ×柏の葉、幸せな街づくり（スマートシティ）の
実現に向けて　  
三井不動産株式会社　
柏の葉街づくり推進部・ベンチャー共創事業部 事業グループ 主事　
                                                        西林 加織氏
■16:50–17:40（50分）

デロイト グローバルが提案する不動産業界のデジタル
トランスフォーメーション　  
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員／パートナー　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　田村 貴海氏

■14:35–15:25（50分）

テクノロジーがもたらすオフィス変革
シービーアールイー株式会社　エグゼクティブ・ディレクター リサーチヘッド　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大久保 寛氏

大手町フィナンシャルシティ カンファレンスセンター  ホール1、2

─ 業務効率と生産性を向上させるスマートテクノロジー── 業務効率と生産性を向上させるスマートテクノロジー─

2019年1月31日（木）開催

2019年 1月 31日（木）13:30～17:40 ［開場 13:00］

15：25-15：40　コーヒーブレイク（15分）

26,000円

※主催者及び講師等の諸般の事情により講師の変更や講演のスケジュールが変更となる場合がございます。

開催日時

会　　場

参 加 費

“働き方改革”がもたらすビル経営の大転換

当センターホームページからお申込みください（http://www.bmi.or.jp/）。

第19回新春特別ビル経営セミナー

東京都千代田区大手町1-9-6

三菱地所が変わる
～働き方改革と進化し続けるオフィスづくりの取組み～

杉山博孝 氏 （三菱地所㈱取締役会長）

①三菱地所の働き方改革の
　目指すべき姿と方向性 

②本社移転に至った経緯・背景、
　働き方改革との関連性 

③本社移転のねらい 

④新本社のコンセプトと
　それを支える制度とファシリティ 

⑤三菱地所の考える、
　進化し続けるオフィスとは

人々を惹きつける“WeWork”の魅力

クリス・ヒル 氏 （WeWork Japan CEO） 

①WeWorkの事業理念、ビジネスモデル
②会員にとっての魅力 
③ビルオーナーにとっての魅力 
④投資家にとっての魅力 
⑤日本での事業展開　

グローバルトレンドから読み取る：
     テナントの働き方改革が求めるオフィスとは
佐藤俊朗 氏 （ジョーンズラングラサール㈱執行役員）

①テナントのオフィス投資戦略 
②働き方、働く場所の選択肢
③ヒューマンエクスぺリエンス：
　人のオフィスでの体験が生産性を上げる 
④サテライトオフィス／コラボレーションオ
　フィスがもたらすもの 
⑤これからの魅力的なオフィスビル

働き方変革時代のベンチマーク：
「性能評価」の活用法
～健康経営から持続可能な街づくりまで～

平松宏城 氏 （㈱ヴォンエルフ代表取締役）

①熾烈な都市間競争、
　都市の中でのCBD間競争 

②室内環境だけでは健康性能は確保できない
③帰属する街区・コミュニティーの持続可能性 

④長期的な価値の発現する街に
　ESG投資は集まる 

⑤働き方変革と暮らし方変革は
　対となり都市基盤の変革を求める

英日同時通訳つき※詳しくは当センターホームページをご覧ください。
（日本ビル経営管理士会会員、後援団体会員、平成 30年度ビル経営 
  管理講座受講生は割引あり）　

　AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット）に代表されるテクノロジーは、急速な進歩と共に社会に拡大し
つつあり、今後のビル事業にも影響を与えることは必至です。こうした時代の激変に対応して、ビル経営に新たな
テクノロジーを導入し、業務効率を高める試みも徐々に広がりを見せています。また、先進的なコワーキングスペー
ス等では、新たな技術を駆使することで、オフィスワーカーの満足度を高め、生産性の向上を図っています。はたして、
これからのオフィスビルは、スマートテクノロジーでどこまで進化を続け、時代の要請に応えていくのでしょうか？
　本セミナーでは、各分野の第一線でご活躍の方々を講師に迎え、テクノロジーやデータを利活用することで、世
界のビルや都市が、スマートビルやスマートシティとして、どの様に変貌しているのか、また、国内における先駆
的な取り組みについてご講演いただき、ビル経営のデジタル変革の方向性を展望してまいります。

　AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット）に代表されるテクノロジーは、急速な進歩と共に社会に拡大し
つつあり、今後のビル事業にも影響を与えることは必至です。こうした時代の激変に対応して、ビル経営に新たな
テクノロジーを導入し、業務効率を高める試みも徐々に広がりを見せています。また、先進的なコワーキングスペー
ス等では、新たな技術を駆使することで、オフィスワーカーの満足度を高め、生産性の向上を図っています。はたして、
これからのオフィスビルは、スマートテクノロジーでどこまで進化を続け、時代の要請に応えていくのでしょうか？
　本セミナーでは、各分野の第一線でご活躍の方々を講師に迎え、テクノロジーやデータを利活用することで、世
界のビルや都市が、スマートビルやスマートシティとして、どの様に変貌しているのか、また、国内における先駆
的な取り組みについてご講演いただき、ビル経営のデジタル変革の方向性を展望してまいります。

主催：一般財団法人  日本ビルヂング経営センター（TEL 03-3211-6771　FAX 03-3211-6772）

一般財
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新しい働き方に対応する
ワークプレイスの潮流

カルダー・コンサルタンツ・ジャパン
株式会社 代表

奥 錬太郎氏

　私は、シドニー、香港のコンサルタ
ント会社を経て、シービーアールイー
㈱（CBRE）東京でワークプレイス戦略
を担当しました。2018 年に豪州のチー
ムと連携し、カルダー・コンサルタンツ・
ジャパン㈱を設立しました。現在はワー
クプレイスのコンサルタントとして、顧
客の要求をもとに設計要件をまとめる
ことを主な業務としています。
　最新ワークプレイス潮流の背景には、

組織のあり方の変化があります。多く
の企業が採用しているヒエラルキー型
組織は、サイロ化、硬直化により意志
決定のスピードが遅くなってしまって
いるという弊害があります。ホラクラ
シー型（自律型）組織は、ベンチャー
企業に多く、組織の上下関係が無く、
すべての情報がオープンで、意思決定
も迅速なことが特長です。AI（人工知能）
やテクノロジーの進展により、少人数
の企業でも大企業に匹敵する仕事がで
きるようになり、伝統的企業のビジネ
ス領域が侵食されています。そこで、
ヒエラルキー型組織であっても、ベン
チャー的な小規模組織を混在させる形
が模索されています。
　経営者がオフィス環境の影響力を理
解しない例が 多いですが、英国の
W.チャーチル元首相も「人は建物の形
を決める。ただ、その建物ができた後、
人を形づくるのは建物だ」という名言
を残しています。
　ABW（アクティヴィティ・ベースト・
ワーキング）とは、ワーカーを場所か
ら解放し、幸福を実現していく働き方

のコンセプトです。1996年の保険会社
インターポリスのオフィス（オランダ）
が発祥とされています。その後、2009
年にマッコーリー銀行シェリー・スト
リート・オフィス（シドニー）が生まれ
るまで大規模な事例がありませんでし
たが、以降は、世界中の金融機関、不
動産会社、サービス会社などで導入さ
れています。
　ABWを実現するために重要なポイ
ントを挙げます。
① 経営者によるコミットメントが必要

であり、FM部や総務部の主導だけ
では失敗する。

② インテリア・デザインやテクノロジー
だけを変えるだけでなく、企業カル
チャーまで変える必要がある。

③ ABWは個人主体の環境であるが、
チームワークを軽視すると失敗する。
そこで、チームアドレス型（チーム
のエリアを緩やかに決めておき、その
中で好きな場所を使用）が増えている。

　社員にとって幸福とは何かを考えて
みましょう。
　私の直観では、

政策委員情報交流会
（政策フォーラム）を開催

　日本ビルヂング協会連合会は、平成30年10月12日に第7回政策委員情報
交流会（政策フォーラム）を東京・丸の内の日本工業倶楽部で開催しました。
　連合会では、担当分野ごとに選任している政策委員が連合会を代表して各
省庁等への要望活動や意見表明などを行っています。
　政策委員情報交流会は、こうした政策委員が一堂に会して連合会の政策課
題を幅広く討議・検討するとともに委員相互の情報・意見交換を行うことを目
的として、毎年秋に開催しています。
　今回のテーマは、「新しい働き方に対応するワークプレイスに関する現在の
潮流を追う」としました。
　三浦一郎政策委員長による開会の挨拶に続いて、カルダー・コンサルタンツ・
ジャパン㈱代表の奥錬太郎氏、楽天㈱常務執行役員の杉原章郎氏による講演
がありました。講演の後、地方協会の政策担当者も交え、活発な意見交換がな
されました。
　以下に講演の骨子を紹介します。

三浦政策委員長
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「毎朝ワクワクして一日を迎えられる」
「毎晩満足して眠りにつける」ことだと
思います。
　慶應義塾大学教授・前野隆司氏の幸
福学によると、幸福を構成する4つの要
素は、次のとおりです。

「やってみよう（自己実現と成長）」
「ありがとう（つながりと感謝）」
「なんとかなる（前向きと楽観）」
「ありのままに（独立と自分らしさ）」
　これはABWが目指している方向と
かなり類似しています。
　政府が掲げる働き方改革は、「残業を
いかに減らすか」に集約されるイメー
ジがあります。しかし、現在、企業が
求めていることは、従業員が生産量で
なく生産性を向上させ、新規事業、イ
ノベーションを増大させ、幸福度や生
きがいを促進させる方です。
　ワークスタイルの大きな変化として、
固定的なものからフレキシブル（柔軟）
でアジャイル（俊敏）なものへの方向
性が現れています。
　例えば
①労働時間
　「9時～ 5時」⇒「いつでも」
②スペースの使い方
　「縄張り意識」⇒「みんなで共有」
③評価の視点
　「プロセス重視」⇒「結果重視」
④マネジメント手法

　「指令と管理」⇒「信頼」　など
　また、フォーマルな環境では緊張感
のためアイディアが出にくく、カジュア
ルな雰囲気づくりが重視されています。
　オフィスの外での潮流が数年遅れで
オフィスに到来するという法則があり
ます。例えば、ラップトップ PCや
Wi-Fiなど。したがって、これからのオ
フィスのトレンドを考える際には、オ
フィスの外を見た方が早いと思います。
若い人の間では、物への所有欲が下がっ
ており、それを象徴するようなサービ
スが出てきています。
例えば
① エアクローゼット（airCloset、洋服

レンタル）
② エニカ（Anyca、個人間カーシェア

リング）
③ エアビーアンドビー（Airbnb、不動

産シェアリング）など
　物の所有欲が減少する一方で、健康
への関心は高まっています。
　したがって、ワークスペースのトレン
ドは、「所有」する方法から「シェア」
する流れとなり、健康志向がオフィス
に取り入れられる（自然光、運動、座
る姿勢など）と予想され、実際既に起
こりつつあります。
　最新の話題として、ユーザーエクス
ペリエンス（社員がオフィスを訪れた際
の経験）を高めるためのテクノロジーを

紹介します。ワークウェル（Workwell）
は、オフィスビル内のあらゆるサービス
を一つのプラットフォームで管理する
システムです。ゲスト用駐車場の予約、
自動車に相乗りする人の探索、ドライ
クリーニングのピックアップ、照明・空
調設備のコントロール、会議室予約な
どを統合管理でき、オフィスユーザー
の利便性とエクスペリエンスが高まり
ます。
　企業が健康性・快適性に配慮したオ
フィスを構築するための費用対効果が
検 証 さ れ つ つ あ り ま す。WELL-
BUILDING認証（米国発、環境性に健
康性の視点を加え、建築物を評価する
システム）には、7つの評価項目（空気、
飲料水、食物、光、体を動かすこと、
快適性、こころ）があります。例えば、
空気の質を正しく管理することにより
シックビル症候群になる確率が4%減少
し、プレゼンティーイズム（体調不良
のまま出勤し、低生産性状態のこと）
が1.6時間減るとされています。プレゼ
ンティーイズムが1.6時間減少すれば、
0.1%生産性が向上すると予測され、こ
のようなひとつひとつの予測を積み上
げています。仮にWELL-BUILDING認
証を取得するようなオフィスを構築し
た場合、3年間で360%くらいの投資回
収効果が期待できるという予測もあり
ます。
　英国の建設系コンサルタント会社カ
ンドールは、WELL-BUILDINGを構築
するにあたり、様々な施策を実施しま
した。例えば、オフィス内の自然採光
を30%向上させたり、植栽による換気
能力も11%向上させたりしたことが含
まれます。その結果、離職率が約27%
減少し、病欠率は約50%減少しました。
　最後に、前野教授の言葉を再度引用
します。

「幸せな社員は不幸せな社員よりも、
創造性が3倍高い」

「幸せな社員は不幸せな社員よりも、
労働生産性が1.3倍高い」講演の様子
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楽天のグローバル戦略を
支えるワーキングプレイス

楽天株式会社 常務執行役員
杉原 章郎氏

1. イノベーションを起こす
　 オフィス
　楽天は、「イノベーションを通じて、
人々と社会をエンパワーメント（力強
く後押し）する」という企業理念を掲げ、

「グローバル イノベーション カンパ
ニー」として、グローバル市場で通用
する革新的なサービスを生み出してい
くことを目指しています。
　そのイノベーションをオフィスで起
こすためには、どうしたらよいか。我々
は、イノベーションが起きやすくなる
環境づくり、オフィスづくりにあたって、
バックグラウンドが多様化した社員が、
多様にかつオープンにコミュニケー
ションをしやすくすることが肝要と考え
ています。そのようなオフィスの実現
にあたっては、“可変”ということがキー
ワードになります。決まった使い方、一
つの使い方ではなく、色々な使い方が
できることが大切というわけです。そ

のような取り組みをご披露したいと思
います。
2.ダイバーシティへの取組み

（1）創業当初の楽天
　1997年に楽天が創業されたとき、男
性5人・女性1人でスタートし、男性多
数の普通の会社でしたが、10年ほど前
に様々なバックグラウンドを持った人
に集まっていただこうと考えるようにな
りました。一般的な均質な社会という
とダイバーシティとは対極の意味合い
を持つかもしれませんが、今となって
は、楽天ではダイバーシティをしてい
る状態の方が偏りのない“均質“とい
う状態です。

（2） 国籍・言語・宗教に関わらず
　　普通に働ける会社へ
　2010年に英語を社内公用語としてか
ら、今では本社だけで77 ヵ国の人が働
き、21%が日本以外の国籍という状態
です。このようなグローバル化に対応
して、沐浴エリア・礼拝ルームを用意
しました。このような施設を用意する
と、当初は10人弱だったイスラム教の
人が口コミや社員の紹介で、150人ほ
どになりました。当然、ハラール（イス
ラム教適合食）やベジタリアンへの対
応も行っています。

（3） ジェンダーに関わらず
　　普通の働ける会社へ
　女性社員の確保にも心を砕いていま
す。女性の割合は、20代前半の層で

47%、管理職は22%ですが、育休と産
休を取る人が多く、その復職を促すた
めの諸施策に腐心しています。ポピン
ズ社と一緒に英語やリトミック教育を
施し、子供のアクティビティを高めてい
く施設「ゴールデンキッズ」をつくる
等の施策により、離職率を10%ほど改
善させています。
　多目的トイレについても、ユーザー
からの声では、共用廊下から直接入る
ようなものではなく、一枚壁を隔てた
ところに入口があるものが望ましいと
いうことでした。多目的トイレは障碍者
の人だけではなく、LGBTの人も使うの
で、できるだけきめ細かく対応したい
と思っています。

（4） 障碍を持った人も
　　普通に働ける会社へ
　また当社には義務率以上に障碍者が
働いていて、高さが変えられる机を導
入して、体格・車いすのサイズに関わ
らず快適に業務ができ、大いに重宝し
ています。また中にはごく体の一部し
か動かせない社員もいますが、その社
員もセキュリティルールを守りながら
オフィスの出入りをできるようにしてい
ます。また当社はレイアウト変更が多
いので、障碍者用セキュリティ設備に
限らず他の特別仕様設備も他のフロア
に移設できるようにしています。
　またビル外部、駅からビルまでの動
線に目を転じると、障碍者動線は健常

質問に耳を傾ける２人の講師質疑の口火を切る日 政策委員
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者より1.5倍も遠回りになっています。
交渉して最短距離に敷き直してもらい、
かつビルのエントランスで終わるので
はなく、ELVホールまで延長してもら
いました。これらはテナントの役割では
ないという考えもあるかもしれません
が、社員の利便に大きな影響がある以
上、行政・デベロッパー・鉄道会社等
に問題解決を働き掛けていくことも
我々の仕事と思っています。

（5） 「楽天クリムゾンハウス」のこだわり
　「楽天クリムゾンハウス」のこだわり
としては、①社員に無駄にかかっていた
負担をそぎ落とし、様々な背景を持つ社
員が活躍できるように支援すること、
②コミュニケーションを活性化し、より深
い議論や学びができる場を確立するこ
と、以上2点にまとめられると思います。
3.人とアイデアが行き交う
　 オフィスの事例紹介
　最後に当社のオフィス内部の事例を
ご紹介します。
・朝会会場：創業以来、月曜日の朝8時
～ 9時まで全社員が同じ場所に集まっ
てインフォメーションをシェアしていま
す。通常は6つの研修会場として使って
おり、可動式パーティションを動かす
と、2,200人収容の朝会会場になります。
・オフィス：基本的に間仕切りがない状
態にしました。レイアウト変更しやすく、
移動しやすく、ハドルポイント（ミニ打
ち合わせスペース）がつくりやすいよ
うにしています。
・会議室：基本的に会議室の間仕切りは

ガラスですが、集中して会議をしてい
れば気にならず、室内に開放感が生ま
れました。オフィシャルな会議室は150
人収容で、中央の船形の机の周りに役
員が据わり、担当者がその後ろに控え
ます。ワイワイガヤガヤと劇場型の会
議運営をしています。
・情報共有：常時6人のスタッフが社内
情報をニュースにして、1フロアに20台
ほどあるモニターに映写したり、社員
に配信をしたりしています。
・集中ブース：英語化推進の中で語学
学習ブースとして使ったのが始まりで、
今では語学学習ブース以外にも自席で
は集中できないときなどに利用されて
います。
・ハドルポイント：てきぱき効率よく仕
事をするために、たくさん用意してい
ます。予約しなくても、ちょっとした打
ち合わせができ、モニターやテレビ会
議を使って他拠点とも打ち合わせがで
きる設備も備えています。
・BI（ビジネスインテリジェンス）：経
営サイドやマネージャーが状況把握し、
意思決定しやすいように色々なデータ
を集積し、可視化できるようにしてい
ます。例えば、トレイブースには全て
センサーがついていて、稼働率や扉の
閉鎖時間などが計測できます。
・カフェテリア：朝昼晩と無償で提供し
ています。腹一杯になればよいという
ことではなく、栄養バランスを整え、
脳も体も元気という状態で働いてもら
いたいと思っています。

・生活サポート：社員が仕事に集中でき
るように、生活サポート機能も整備し
ています。コンビニ、ATM、クリーニ
ングはもちろん、ヘアサロン、ネイル
サロン、マッサージサロン、クリニック、
フィットネスクラブ、パワーナップルー
ム（昼寝部屋）もあります。また会社
が移転すると自宅を会社のそばに近く
に引越しをする社員も多く（社員1万人
中800世帯）、地元の不動産会社と協
働して、サポートしています。特に外国
人には重宝されています。
4.テナントとして感じたこと
　これまで8回のオフィス移転で感じた
ことを取り上げたいと思います。
・ 工事指定業者制度について、もう少し
自由度が欲しい。

・ 原状回復工事において、後で入居する
テナントによる造作使用をフレキシブ
ルに認めてほしい。

・ ビル施設をもっと可変で対応できるよ
うにしてほしい（例：男女トイレ）。

・ 内階段とエレベーターが同じ面にある
方が使い勝手が良い。

政策委員情報交流会（政策フォーラム）を開催

伴副会長の挨拶懇親会の様子

渡邊政策委員
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地方協会／新会長インタビュー ◆ 神奈川協会 ◆

会員の交流・情報交換を
充実、組織活性化へ

インフラ整備、
新たなまちづくりが進む

―まず、横浜エリアのトピックスを教え
てください。
渡邊氏　インフラ整備が着実に進んできて
います。鉄道では2004年に開通したみな
とみらい線が東急東横線との直通運転を始
め、その後東武東上線と西武池袋線へ乗り
入れるようになり、これによって関東北部
地域からの集客が増えました。また、道路
についても圏央道が2014年～ 15年にか
けて八王子から厚木、厚木から茅ケ崎へと
延伸し、2017年3月には首都高横浜北線
が開通しました。2020年に向けて東名高
速と第三京浜を結ぶ横浜環状北西線の開
通、横浜環状南線と横浜湘南道路の整備
等が予定されています。鉄道と道路の整備
が進み、横浜中心部へのアクセスが格段に
向上しています。
　こうした利便性の向上を背景に、みなと
みらい地区や関内地区ではオフィスやマン
ション、ホテル等の開発ラッシュという状
況を迎えています。
―主な開発案件を挙げてください。
渡邊氏　当社が本社を置く関内エリアでは、
大手不動産会社が2020年の竣工を目指し、
開発を進めているマンションと商業施設、
文化施設等からなる「横浜北仲タワープロ
ジェクト」が注目されています。このほか、
東京オリンピックをターゲットにしたホテ
ル建設が目白押しで、2,300室規模に及ぶ
大型ホテルをはじめ複数のホテルの竣工が
予定されています。

　また、JR関内駅前に立地する横浜市役
所が2020年に馬車道に移転するのに伴い、
旧市役所庁舎跡地の利用計画がこれから
本格化してくる見込みです。
　みなとみらい地区に目を転じると、2019
年に2棟のオフィスビルが竣工するほか、
2020年～ 23年にかけてオフィス単独、
あるいはオフィスと商業施設等による複合
開発ビルなど6棟の大規模プロジェクトが
相次ぎ竣工する予定です。このほかにも、
1万人収容のアリーナや大学の移転などが
予定されていて、新たなまちづくりが進ん
できています。

賃料水準の回復がカギ

―オフィスマーケットの現状は？
渡邊氏　横浜エリアのオフィス市況は好調
に推移しています。シンクタンクの今年9
月の調査結果をみると、東京都心5区の空
室率が2.3%、大阪が2.9%、名古屋が2.9%
であるのに対し、横浜エリア全体では3.2%
でした。詳細なエリアでみると、横浜駅地
区が2.7%、関内地区が3.0%で、他の大都
市に比べても遜色がありません。
　一方、賃料水準についてはリーマン
ショック前の水準まで回復していない状況
がみてとれます。直近のピークである
2008年の坪当たり平均賃料をみると、横
浜全体が1万2,347円で、エリア別では横
浜駅地区が1万4,541円、関内地区が1万
1,153円でした。今年9月の賃料水準は、
横浜全体が1万1,240円、横浜駅地区で1
万2,936円、関内地区で1万132円という
状況で、2013年に底は打ったものの、リー

マンショック前の水準まで回復していませ
ん。「空室率は改善したものの、賃料水準
にまで波及していない」という全国の主要
都市で見られるようなトレンドが横浜エリ
アにも当てはまります。
―みなとみらい地区はどうでしょうか？
渡邊氏　みなとみらい地区は新しい開発地
なので、築年数が浅く、延床面積が数万㎡
に及ぶ大規模オフィスが林立しています。
みなとみらい地区における今年9月の市況
をみると、空室率が4.2%と横浜エリアの
他の地区に比べて若干高いものの、賃料水
準は1万8,811円と都内に匹敵する水準に
なっています。
―賃料水準にバラつきがありますね？
渡邊氏　みなとみらい地区を除いた他の地
区の賃料水準では、大規模な修繕や建替え
といった新たな投資に踏み出そうと容易に
決断できるような環境にはありません。イ
ンフラの整備や新たなまちづくりによって、
エリア全体の魅力がさらに向上し、オフィ
スマーケットへ反映していくことを期待し
ています。

神奈川協会の事務局長も経験

―これまでの経歴を教えてください。
渡邊氏　大学卒業後、横浜銀行に入行し、
28歳の時に父が経営する横浜植木㈱に入
社しました。ワシントンのポトマック川添
いの桜が有名ですが、横浜植木㈱は100年
以上前にワシントンへ送る桜の木を梱包し
た会社です。2年後の30歳の時、父が神
奈川ビルヂング協会の会長に就任したのを
機に、協会の事務局長を兼務するため、三

神奈川ビルヂング協会  渡邊 俊郎氏
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丸興業㈱に移りました。
　その後、父から会社を受け継ぐことにな
り、1998年 から 三 丸 興 業 ㈱ の 社 長 を、
2015年からは横浜植木㈱の会長を務めて
います。
―神奈川協会の事務局長を経験されてい
た？
渡邊氏　父が会長を務めていたのは1986
年～ 94年までの8年間で、ちょうどバブ
ル経済の生成から崩壊までのタイミングで
した。当時、会長会社が協会事務局を受け
持つということで、私が事務局長に選任さ
れました。ただ、もともと引っ込み思案な
性格の上、協会団体の運営はおろか、ビル
賃貸業そのものがわからない状態でした。
そんな私を協会の役員や会員会社の方々
が優しく指導してくださり、33年の長きに
わたって協会と関わることになったわけで
す。

協会メリットをアピールし、
会員拡大

―神奈川協会の会長として、協会の印象
や特徴を教えてください。
渡邊氏　今年5月に大西晴之前会長から会
長職を引き継ぎました。神奈川協会の良い
ところは、協会活動を通じ、地元のビル事
業者と大手不動産会社の支店長さんや優
秀なスタッフの方々とのネットワークがで
き、情報交換や懇親を重ねることで、ビル
事業に参考となる情報やヒントが得られる
ことです。
　また、会員の中には本業から派生してビ
ル事業に進出され、ビル事業以外に高い専
門性や得意分野を有する会員がいます。協
会がこうした会員同士の出会いの場となっ
ていて、ビジネス機会の拡大などに寄与し
ています。
　私自身も長い協会との関わりの中で、新
たな展開を生み出してくれた出会いに遭遇
しました。こうした繰り返しが次の世代へ
と繋がっていくのだと思います。
―協会の抱える課題と課題解消のための
方策については？
渡邊氏　会員数の減少を止め、増やすこと
が喫緊の課題です。横浜エリアでは大規模
な新規プロジェクトが進んでいますが、そ

の事業主が会員になってもらえません。外
資やファンドなど所有形態が多様化し、所
有者の顔が見えづらく、プロの管理者が運
営するケースも増えてきています。また、
新たな中小ビルの建設がなく、既存ビルも
事業承継時に所有と経営を分離してしまう
ケースも見受けられてきています。先ほど
紹介した協会のメリットをアピールし、地
道に会員を増やしていくしかありません。

行政との情報交換や連携を強化へ

―今後の協会運営についての抱負をお聞
かせください。
渡邊氏　横浜市のまちづくりの将来プラン
を先取りするような取組みをしたいと考え
ています。そのためにも、横浜市をはじめ
とする行政との情報交換や連携を緊密化し
ていきます。これまで行政との交流はほと
んどありませんでした。2020年に移転す
る横浜市役所の庁舎跡地の利用についての
検討が今後本格化してきますが、その動き
を見据えて昨年から横浜市のまちづくり担
当部局との情報交換を始めたところです。
―連合会に望むことは何かありますか？
渡邊氏　毎年総会の前日に開く「中小ビル
の経営を考える集い」は全国の会員同士が
交流できる貴重な機会だと感じています。
こうした機会や協会同士がコラボできるよ
うな場をつくってもらいたいですね。
―自社の事業展開を簡単に教えてくださ
い。
渡邊氏　所有している資産の洗い替えや
大規模な再開発事業への参画などを進め
ています。また、米国や東南アジア諸国な
どの都市を定点的にウォッチするため海外
視察に行っています。今夏はシアトルに行
き、アマゾンの本社を視察して刺激を受け
てきました。海外の動きやトレンドをいち
早く察知し、日本の事業へフィードバック
したり、海外投資を検討したりしています。
―休日の過ごし方は？
渡邊氏　趣味は読書で、司馬 太郎や塩
野七生の作品が好きです。また、子育てで
ブランクのあったスキーを約20年ぶりに
復活し、インバウンドで話題になっている
ニセコにスキーと視察を兼ねて行ってきま
した。

渡邊 俊郎（わたなべ としろう）氏
昭和30年生まれ
◆ 職歴
昭和53年4月   ㈱横浜銀行に入行
昭和59年2月   横浜植木㈱に入社
昭和61年2月   三丸興業㈱に入社
昭和62年5月   横浜植木㈱の監査役を兼務
平成2年1月     三丸興業㈱の取締役
平成10年2月   同社の代表取締役社長に就任。
現在に至る。（この間、平成27年5月 横浜植木
㈱の取締役会長に就任）
◆ 外部の役職
一般社団法人 神奈川ビルヂング協会会長
（平成30年5月～）
一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会理事
（同年6月～）
社会福祉法人 神奈川匡済会理事長
（平成25年5月～）
公益社団歩人 横浜貿易協会理事
（平成27年5月～）
◆ 趣味
読書、スキー、旅行

神奈川ビルヂング協会
1. 沿革
昭和27年9月、横浜市内でビルを所有する16
社が集まり、ビル業界の発展と相互の親睦を深
めることを目的として、横浜ビルディング協会
の名称で発足。昭和29年1月に日本ビルヂング
協会連合会へ加盟し、昭和47年2月に神奈川県
ビルヂング協会と改め、昭和61年度より社団
法人の認可を取得。その後、平成25年4月に一
般社団法人へ移行した。
2. 組織
総会、理事会および総務委員会、広報委員会、
調査研究委員会、事業委員会、特別委員会、中
小ビル経営問題研究委員会を設置。
3. 活動
ビルディングに関わる環境の整備などを図りな
がら、地域社会の安全安心な生活と発展に寄
与することを目的に、ビルディングの建設・経
営・管理に関する調査研究と普及指導、官公庁
その他の関係機関との情報交換や広報活動、ビ
ルディングに関する講習会・見学会・研究会等
の開催、ビルディングの経営管理に関する資料
の収集と出版物の発行・頒布など様々な活動を
展開している。
4. 会員数
会員83会員、104棟、延床面積1,112,571㎡

　　　　　　（2018年4月1日時点）
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OBP黎明期の
オフィスビル建替え

　大阪ビジネスパーク（以下「OBP」）は、
1970年代に入ってから本格的な開発と
まちづくりが始まった。
　1970年にOBP開発協議会が発足し、
翌年に住友生命の京橋事務センターを
皮切りに、1974年に松下電工ビル（竣工
時、京橋ナショナルビル）が竣工。その
後1980年代から1990年初頭にかけて、
関電不動産開発が運営するTWIN21や
IMP、住友生命、読売テレビ、富士通、
KDDIなどの社屋が相次ぎ開発され、現
在のOBPの街並みを形成していった。
　今回紹介する「ケイ・オプティコムビ
ル」の前身のビルは、京橋ナショナルビ
ルの名称で竣工し、地上8階建て、延床
面積1万7,684㎡の建物には松下電工の

営業拠点やショールームが置かれていた。
その後、ビルの名称を松下電工ビル、パ
ナソニック大阪京橋ビルへと変えていき、
築40年を迎えた2014年に解体され、
建替え工事に着手することとなった。

〝次世代につなげる〟
を開発コンセプトに

　建替えプロジェクトは、土地を所有
する関電不動産開発が建築主となり、
竹中工務店が設計・施工を担当した。
OBPの開発黎明期に建てられたオフィ
スビルの建替えということで、「次世代
オフィスビルを創造し、OBPエリアの
魅力アップにつなげる」（竹中工務店）
ことをコンセプトに、省エネルギー・省
CO2、快適性・知的生産性、事業継続
性（BCP）に配慮した開発計画を策定
した。その結果、国土交通省の「平成

26年度住宅・建築物省CO2先導事業」
（補助金対象事業）の認定を受けたほか、
「CASBEE大阪みらい」のSランク取得、
「DBJ Green Building認証」の最高ラ
ンクである5つ星の獲得など最高レベル
の環境配慮型オフィスビルとしての高
い評価を受けた。さらに、免震構造の
採用や72時間対応の非常用発電機の導
入、在館者4日分の上水の確保など
BCP対応の様々な機能を備えた最新オ
フィスビルに生まれ変わった。
　新たに建て替えられた建物は、RC造・
S造、地上22階・搭屋2階建て、延床
面積4万9,612.41㎡を有するオフィス
ビルである。免震構造を採用し、外周
部は外装打込みプレキャスト部材の外
殻フレーム構造となっている。敷地内
を地下鉄シールドが通っているため、
地下鉄シールドを避けるように杭を配
置し、杭から地上に広がる傾斜柱の採
用により、基準階執務スペースの最大
化を図っているのが特徴である。
　建物の概要は地上2階に駐車場、3
階と4階に会議室やカフェテリア等、5

旧パナソニック大阪京橋ビル

大阪ビジネスパークに誕生した、最先端のオフィスビル

ケイ・オプティコムビル
　大阪ビジネスパークに、環境性能、防災機能、BCPに優れた最先端のオフィ
スビル「ケイ・オプティコムビル」が昨年9月に誕生した。
　「ケイ・オプティコムビル」は、大阪ビジネスパークの開発黎明期の1974
年に竣工し、松下電工ビルとして親しまれていたビルの建替え事業によって開
発されたもので、本誌では建替えまでの歩みや新たなオフィスビルに導入され
た先進的な性能や機能を紹介する。

外観

鳥瞰
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階と屋上に設備機械室を配し、6階か
ら22階が事務所スペースとなっている。
また、屋上テラスや各階にリフレッシュ
コーナーを設置するなど、オフィスワー
カーのためのアメニティスペースを充
実させている。
　基準階は建物の北側にエレベーター
やトイレ、給湯室、リフレッシュコーナー
などのコアを集約することで、3面が開
放された整形の無柱空間を実現してい
る。基準階延床面積は約1,800㎡で、
天井高2,850㎜、OAフロア150㎜の
3.2mモジュールのオフィス空間を確保
しており、最大6分割のテナントレイア
ウト対応が可能となっている。

機能性・知的生産性と
省エネ性の両立図る

　「ケイ・オプティコムビル」の開発計
画では、①テナントオフィスビルの機
能性と省エネルギー性を両立する建築・
設備計画、②快適性・知的生産性と省
エネルギー性を高める空調計画、③ラ
イフサイクルを適正化する省エネル
ギー・省資源化計画、④テナントの
BCPサポート計画―の4点を基本コン
セプトに据えている。
　設備・建築計画では、鉄筋コンクリー
トの構造フレームと外周部の外殻フ

レーム構造によるファザード
を活かし、環境性能を高める
ための設備や提案を採用して
いる。
　まず、外殻フレーム構造に
おいては方位を考慮し、南北
面 が6.4m 間 隔、 東 西 面 が
3.2m間隔による水平・垂直庇で日射遮
蔽効果を向上させている。さらに、外
装のLow-Eペアガラスとグラデーショ
ンにより、自然採光を取り入れつつ、日
射遮断効果を図っている。
　外周部の各方位の窓台には、定風量
換気装置を設置し、自動開閉による自
然換気を行えるよう提案している。低
層用（6階～ 17階）、中層用（18階～
20階）、高層用（21階～ 22階）のフ
ロアで使い分けたボイドなど複数のボ
イドを併用することにより、スペース効
率を確保しながら、水平・垂直の自然
換気効果を向上させているのが特徴で
ある。また、低層用ボイドのオフィス空
間に面する部分には摺りガラスを設置
し、ボイド頂部の太陽光自動追尾集光
装置により、ボイド周辺の自然採光効
果を高めている。

自然採光と照明システム

　オフィスの照明については、テナント

のフレキシビリティ、快適性と省エネ
ルギー性の両立を目指したシステムを
採用している。
　照明器具は、システムグリッド天井
に対応し、3×3のスクエア形状となっ
ており、照明のほかに各種センサ、パー
ソナル気流ユニット（後段で説明）等
を複合設置が可能。照明部分は、天井
面から14.5㎜突出しているのが特徴で、
オフィスワーカーの視野角及び天井面
の明るさ感を高め、低照度での視環境
の向上を図っている。基本モジュール
3.2m×3.2mごとに明るさセンサ、人
感知センサが対応する照明制御機能が
付いており、きめ細かな調光制御によ
り省エネ性能を高めている。

快適性と省エネ性を高めた
空調システム

　環境配慮への取組みとして、空調計
画では「放射空調」とオフィスで働く
ワーカーの好みや状況に応じて気流感

ケイ・オプティコムビル

断面図

複数ボイドを利用した自然換気

基準階（14階）平面図
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を調節できる「パーソナル空調」を併
用したシステムを導入している。省エ
ネルギー性を高めつつ、個々のワーカー
の快適性と知的生産性の向上に配慮し
ているのが特徴だ。
　放射空調は、室内ユニットの冷風を
利用し、天井金属パネルを冷却する空
気式放射空調としている。パーソナル
気流ユニットは執務者ごとに設置し、
座席のパソコンからWeb操作で気流
の強弱や停止の切り替えを行えるだけ
でなく、人検知センサによりワーカー
が不在の場合は停止制御を行っている。
　換気・除湿については、全熱交換機
を組み込んだセントラル外調機により、
冷却除湿して潜熱処理を行っている。
外調機の冷温風を天井パンチングパネ
ルから室内へ供給し、床吸込口を介し
て外調機へ還気しているもので、1フロ
ア当たり6エリアごとの室内CO2濃度
によって外気導入量制御を行っている。

BEMSによる
見える化を実現

　「ケイ・オプティコムビル」では、ビ
ルの管理者だけでなく、テナントのワー
カーにもビルのエネルギー消費量の見
える化を図る「BEMS（ビル・エネルギー・

マネジメント・システム）を導入。テナ
ントごとの電力量をテナント用パソコ
ンやエントランスの大型ディスプレイ
に表示し、省エネへの啓発を促している。
　また、オフィスワーカーの健康にも
配慮し、屋外利用を促すため、屋外環
境の快適度合を表示する行動換気シス
テムも採用しているのも特徴である。
屋外環境（天気や気温、湿度等）をリ
アルタイムで観測し、快適度合を指数
で示し、エントランスの大型ディスプ
レイやエレベーター内のサイネージ設
備に表示している。屋上テラスや1階の
コミュニティスペースの利用を促進し、
テナントの健康経営と知的生産性の向
上に寄与している形だ。

BCPや防犯性能を高めた
最新オフィス

　また、災害対策やBCPサポートを充
実させているのも大きな特徴である。
ゲリラ豪雨等の自然災害を想定し、電
気室や発電機室を5階に配置。受電は
特高22kV異変電所2回線受電方式と
しているほか、停電時には72時間運転
可能な非常用発電機を配している。
　給排水機能の対応では、給水インフ
ラが断水した場合として上水4日分、

雑用水は水蓄熱槽を含めて2週間分、
排水インフラ停止の場合は排水一時貯
留槽2週間分を確保している。また、
飲料ペットボトル等を保管する備蓄倉
庫を設けるなどBCPへの対応を図って
いる。
　建物のセキュリティ機能としては、指
静脈認証による入退出管理システムを
導入している。1階エントランスは、指
静脈認証と連動したフラッパーゲート、
テナントの入退出扉にはアンチパス
バック方式の指静脈認証装置を設置し
ている。また、ビル共用部等はネットワー
ク監視システムによる常時監視と記録
による高いセキュリティ性能を確保し
ている。
　このほか、火災時の対応としては、
避難活動や消防活動を考慮するととも
に、スペース効率と安全性向上の両立
を図る「換気ダクト兼用加圧防排煙シ
ステム」を取り入れている。
　「ケイ・オプティコムビル」には、今
年1月に関西電力グループで光回線事
業を展開するケイ・オプティコムの本
社機能とともに分散していた事務所が
移転した。最新のオフィスビルを拠点
に、通信サービスを中心に事業展開し
ている。

ケイ・オプティコムビル

放射併用パーソナル空調システム 災害時の電源・給排水機能の概念図



1日目
　東京・大手町の大手町ビル6階会議
室で、冒頭櫻井専務理事の開会挨拶の
後、会議に入り、6月の新潟総会を経
てスタートした連合会の新体制（役員、
運営委員会と政策委員会の構成メン
バー）の紹介があった。

　また、今年12月に開催する連合会運
営委員会で審議する「来年度（平成31
年度）連合会運営方針（案）」の原案作
成にあたって、各協会における意見の
とりまめについて協力を要請した。
さらに、連合会として最大の行事であ
る来年度総会について、開催地となる
福岡協会の小栁事務局長より歓迎の辞
と開催概要が紹介された。来年の連合
会総会の日程と行事は以下の通り。
①第79回定時総会
2019年6月5日（水） 午後3時45分～（予定）

ホテル日航福岡 3階「都久志の間」

②総会懇親パーティー
同年6月5日（水） 午後5時45分～（予定）

③その他の行事
　・ 「中小ビルの経営を考える集い」  

同6月4日（火）

　・ 「懇親ゴルフ会」同6月6日（木）

　・ 「懇親旅行会」（日帰り）同6月6日（木）

　　（1泊2日）同6月6日（木）～ 7日（金）

　このほか、事務局より、国土交通大
臣に対して提出した来年度税制改正・
予算要望の内容を説明したほか、再来
年に迎える80周年を前に「80周年史」
の作成にあたっての協力を各事務局長
に要請した。

　その後、各事務局長より、それぞれ
の地域を取り巻く経済環境、各地域の
オフィス市況と重要な開発案件、直面
する課題等について報告されたほか、

（一財）日本ビルヂング経営センターよ
り、今年度の事業報告があった。

2日目
　翌14日は、三井不動産㈱の案内で皇
居を一望できる新築オフィスビル「東
京ミッドタウン日比谷」の見学を行っ
た。その後、日比谷公園内のレストラ
ンで昼食をとり、来年2月の次回会合
での再会を誓い、散会となった。

　9月13日と14日の2日間にわたり、本年
度上期の「事務局長会議」が東京で開催さ
れた。1日目は連合会事務局からの報告事
項を中心に意見交換した後、全19協会か
らそれぞれの活動状況が披露された。2日
目は三井不動産㈱の案内で「東京ミッドタ
ウン日比谷」を見学した。

平成30年度上半期
事務局長会議報告

挨拶する櫻井専務

会議の様子

会議の様子

説明を受ける参加者

空中広場で全体写真
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5協会会長、
近況と経済動向などを報告
　冒頭、幹事協会である九州ビルヂング協会の荒牧智之会長が
登壇し、「5年ぶりに西日本地区の会員の皆さんが多数、福岡に
ご参集いただいたことに感謝いたします」と歓迎の挨拶を行っ
た。
　続いて来賓の日本ビルヂング協会連合会の櫻井康好・専務理
事が挨拶に立ち、連合会の活動状況やオフィスビルを巡る最新
動向などを紹介し、最後に「西日本交歓会議が有意義な情報交
換の場となり、より一層充実した活動になることを期待します」
と話した。
　その後、会議に移り、5協会の会長がそれぞれの協会の現状や
トピックス等を紹介した。
会議のあとの記念講演では、
太宰府天満宮の宮司、西高
辻信良氏による「今さら聞
けない神社の基礎知識」と
題した講話を聴いた。
　交歓会議で各協会会長が
紹介した内容の骨子は以下
の通り。

［兵庫ビルヂング協会］
（会員数46社・83棟）
森本泰暢会長
①オフィス市況など
　協会の基盤となる会員の
増強に向け、勉強会と研修
会などを通じた情報提供活
動を充実させている。
　民間調査機関のオフィス市場調査によると、6月末時点の神戸
市内の空室率は2.3%と前年同時期比2.9ポイントと大幅に改善
した。坪当たり想定賃料も同0.9%上昇の11,200円と上昇傾向
を示している。2015年以降オフィスビルの新規供給がない中、
三宮再整備に向けた神戸市役所建替え計画が本格化してきた。
②地場経済の動向や重要プロジェクトついて
　景気の概況として「緩やかに拡大」しているものの、台風21号
の影響で強風や浸水の被害が発生し、復旧作業が進められている。
　三宮中心部をはじめ、利便性の高い阪神間、姫路、明石等の
駅前エリアの路線価が上昇しており、とくに三宮センター街の上

昇率は三宮再整備への期待等により前年比22.5%と全国4番目
となった。
　JR元町駅北側エリアで、賑わい創出に向けた再整備の一環と
して、まず老朽化した兵庫県本庁舎1号館の建替えが計画され
ていて、2019年度に基本計画をまとめ、2020年度からの着工
が見込まれている。また、政府による「環境未来都市」構想が
進む中、神戸市で水素ステーションシティ神戸構想が推進されて
いる。今年4月に世界初となる市街地での水素燃料100%のガ
スタービン発電による電熱供給を達成したのを受け、来年2月の
試験供給に向けて着々と準備が進められている。

［岡山ビルヂング協会］
（会員数14社・14棟）
永山久人会長
①オフィス市況など
　昨年以来、岡山市中心部
におけるオフィス需給の逼
迫が継続している。とくに
延床面積1,000坪以上の新
耐震ビルの空室率は2%を下回っている状況。好調な企業業績と
ともに、優秀な人材確保を目的にグレードの高い、好立地なビル
への移転ニーズなどがその背景にある。賃料相場も上昇傾向に
あり、延床面積1,000㎡以上の新耐震ビルは坪11,500円となっ
ている。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトほか
　岡山はもともと自然災害の少ない地域なのだが、7月の西日本
豪雨災害では県内の相当数の企業で設備等が水に浸かり、生産
活動の停止を余儀なくされた。水害の発生直後、大きな被害を
受けた真備地区をはじめとする被災地の様子が連日テレで放映
された影響により、主要観光地への客足が遠のき、深刻な風評
被害に苦しんだ。また、復旧・復興に向けた自治体等の対応に温
度差があったことは非常に残念で、市町村合併の影響が出た形だ。
　岡山市の中心市街地では再開発や施設のリニューアルが進行
している。岡山駅前商店街の北側エリア（1.4ha）ではホテル・
商業施設・マンションからなる複合開発が進んでいる。また、イ
トーヨーカ堂跡地でも3.8haのうち1.7haの敷地で超高層マン
ションやオフィス、店舗など5棟の建物が整備されようとしてい
る。このほか、千日前地区ではオフィスや店舗等を併設した新市
民会館「岡山芸術創造劇場」の計画も進行している。ただし、そ
れぞれの地区がバラバラで、まちづくりに連動性がないところが
懸念される。

　西日本地区ビル協会交歓会議が10月18日、福岡市のホテルニューオータニ博多・3
階「芙蓉の間」で開催された。交歓会議は、昭和41年（1966年）から始まり、それ以
降、兵庫、岡山、中国、四国、九州の西日本地区の5協会が開催地持ち回りによって毎
年開催しているもので、今年で52回目を迎えた。
　交歓会議には5協会の会長をはじめとする役員や会員が99名参集し、翌20日の懇親
ゴルフ会と懇親旅行にも多数の会員が参加し、西日本地区におけるビル協会の結束を固
め、会員同士の交流を深めた。

西日本5協会から2日間で99名参加
第52回西日本地区ビル協会交歓会議　福岡で開催

開会の挨拶をする荒牧会長
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［中国ビルディング協会］
（会員数29社、56棟）
椋田昌夫会長
①オフィス市況など
　これまで広島の中心地は紙
屋町・八丁堀地区であったが、
2003年に広島駅周辺が都市
再生緊急整備地域に指定され
て以降、ここ数年は広島駅周辺の開発が目覚ましく、オフィス、
商業施設、マンションの再開発が加速している。一方、紙屋町・
八丁堀地区でもビルの建替えが顕在化してきており、早ければ
年内にも都市再生緊急整備地区に指定される見通しである。
　2020年代半ばには、広島駅から紙屋町・八丁堀地区への路面
電車の駅前大橋ルートが開通する予定である。そうしたことを踏
まえ、両地区が競い合いながらまちの魅力を高めていき、エリア
全体の発展につなげていくことが大事である。広島県、広島市、
財界が参加した街づくり協議会もスタートした。「公共交通を通
じたまちづくり」を提唱していきたい。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトなど
　7月の豪雨災害により、設備の棄損や断水に加え、交通インフ
ラに広範な被害が生じ、幅広い業種で生産活動が停滞したほか、
風評被害により観光客数が大幅に減少する影響が出た。先行き
に関しては、復旧工事をはじめとする復興需要が上振れ要因とな
る見方がある一方、交通インフラの復旧にまだしばらく時間を要
すること、生産活動の停止が一部で長期化する見込みであるこ
となどから、今後の動向を注視する必要がある。
　広島駅周辺では、3月に広島テレビの新社屋が竣工。4期に分
かれて進められている広島駅内商業施設「エキエ」は来年3月に
全施設が竣工するほか、大手ハウスメーカーによるオフィス・商
業施設の大規模複合ビルも3月竣工予定である。
　紙屋町八丁堀地区では、来年4月に商業施設エディオン広島
本店、同10月には三菱地所による新広島ビルディングが竣工す
る。2020年以降については、損保ジャパン広島紙屋町ビルや広
島銀行本店の竣工が予定されている。

［四国ビルヂング協会］
（会員数13社・14棟））
矢野年紀会長
①オフィス市況など
　高松市内オフィスエリア
の過去3年間のデータをみ
ると、平均空室率は一昨年
6月時点で10.5%、昨年6
月が9.4%、今年6月は8.4%と年を追うごとに改善傾向を示して
いる。しかし、今年3月時点の平均空室率が7.7%だったので、
若干揺れ戻しがあるような状況。
　高松エリアでは、2009年以降に新築オフィスビルの供給がな
い。その背景には何があるのかと考えてみると、交通至便が格
段に向上したため、高松に拠点を置く必要性がなくなりつつある
という、オフィス需要の減退が一つの要因になっていると痛感し
ている。実際、この2年間でホテルの建設が相次いでおり、700
室以上の客室が供給されている。また、松山エリアは新築オフィ
スビルの供給があり、市内中心部のオフィスビルの空室率は改

善している。高知や徳島エリアは、南海トラフの影響から、BCP
対策で築浅・高層階を求めるテナントニーズが継続している。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトなど
　国内で唯一の空白地帯である四国に新幹線を導入するため、
引き続き働きかけていく。近い将来発生が予想される南海トラフ
地震など高まる自然災害に対し、どう備えるかということが大き
な課題である。交通インフラの強靭化（レジリエンス）や交通ネッ
トワークの代替性（リダンダンシー）の確保が必要であると感じ
ている。
　働き方改革が進む中、いま注目されている「健康経営」に努め、
経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」の認定を取得する
ような動きが求められてきている。働きやすい会社として“見え
る化”することで、優秀な人材を確保することにつながっていく。
こうした動きによって、オフィスのあり方も今後変わっていくこ
とになる。

［九州ビルヂング協会］
（会員数72社、83棟）
荒牧智之会長
①オフィス市況など
　福岡ビジネス地区の8月
末の平均空室率は2.40%と
前月比0.25ポイントの改善
で、6か月連続の低下となっ
ている。地区全体の空室面積は極めて低い水準で推移しており、
平均賃料も緩やかながら14か月連続の上昇を示している。
　また、7月に公表された路線価は前年比2.6%プラスで、バブ
ル期以来の3期連続上昇を記録した。インバウンドの増加と再開
発プロジェクトへの期待を背景に、県内の最高路線価は、福岡市
中央区天神2丁目の「渡辺通り」で㎡当たり700万円、上昇率は
11.1%と2ケタの上昇となっている。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトなど
　福岡市は、国家戦略特区として、2024年までの10年間で30
棟のビル建替えを誘導し、新たな空間と雇用を創出するプロジェ
クト「天神ビッグバン」を推進している。福岡市天神の航空法に
よる高さ制限が67mから76mへ、さらに115mまで大幅に緩和
された。
　こうした高さ制限の緩和を受け、西日本鉄道が福岡ビル、天
神コア、天神ビブレの3棟のビルを1棟の大型複合ビル（地下4
階地上19階建て、高さ96m）に建て替える計画を発表した。また、
天神ビックバンの西ゲートに位置付けられた天神地区の小学校
跡地の活用事業では、公募によりリッツカールトンホテルやオ
フィス、公共施設が入るプロジェクトが採用された。ヤフオクドー
ムに隣接するホークスタウン跡地複合再開発計画では、三菱地

所が「MARKIS福岡も
もち」を開発しており、
163店舗が入居する大
型商業施設が誕生する。
このほか、博多地区で
は、 青 果 市 場 跡（ 約
9ha）にららぽーとが九
州に初進出する。

来年の再会を祈念して中締め
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（一社）北海道ビルヂング協会

10月例会の開催
▶10月30日に中目副会長が音頭をとられ、再
開発事業をテーマに2部構成で北海道経済セ
ンターにて例会を開催いたしました。札幌市
では、平成16年度に行った都市再開発方針の
全面見直しから10年以上が経過し、再開発を
取巻く社会情勢が大きく変化していることか
ら、平成27年度に都市再開発方針の全面見直
しを行いました。
　今回の講演では、1部では札幌市まちづくり
政策局今井再開発支援担当課長に「再開発事
業の概要について」のテーマにて、札幌市の
再開発事業を取巻く現状と展望に等について、
2部では（一社）北海道まちづくり協議会能戸
会長に「再開発事業の事例について」のテー
マにて、道内で携わってこられた数多くの再
開発の事例を基に再開発における実務等につ
いて、それぞれ講演していただきました。
11月例会 東京ビル視察研修会の開催
▶倭専務理事を中心に三菱地所㈱北海道支店
様、三井不動産㈱北海道支店のご協力をいた
だき11月15日、16日の2日間で東京ビル視察
研修会を開催いたしました。
　初日は、東京ミッドタウン日比谷にて集合
し、「東京ミッドタウン日比谷」、「丸の内3－
2計画現場」、「行幸通り」を含む丸の内エリ
アの視察、「msb Tamachi（ムスブ田町）」
の4ヶ所を巡り、品川より屋形船に乗り、隅田
川の船上で東京の夜景を観賞しながらの懇親
会を開催。
　翌日は、大手町パークビルディングに集合、
「大手町パークビルディング」「大手町ビル」、
「東京常盤橋開発プレゼンルーム視察」、日
本橋にて昼食をとり、「馬喰町Reビル事務
所」、「日本橋高島屋計画」の5ヶ所を巡る、
行程的に少しきつい視察研修会ですが、久し
ぶりの東京ビル視察研修なので楽しみにされ
ている会員の方は多いと思います。
忘年懇親会の開催
▶今年も12月5日に、忘年懇親会を札幌グラン
ドホテルにて予定しております。今年も正会
員・賛助会員の多くの皆様に参加していただき、
寄贈していただいた景品でのお楽しみ抽選会
で大いに盛り上がりたいと思っております。

仙台ビルディング協会

「テレワーク」セミナーを開催
▶9月4日に「在宅テレワークの普及の実態と
これから」のテーマで、㈱テレワークマネジメ
ントの鵜澤純子氏を講師にお招きしてセミ
ナーを開催しました。テレワークの普及の現
状と今後の展望、これに対するビルオーナー
の対応について、豊富なデ―タと事例紹介を
交えた講演に皆熱心に耳を傾けていました。
東京視察研修を実施
▶11月9日、三菱地所㈱東北支店のご協力に
より、ザ・パークレックス日本橋馬喰町、大手
町パークビルディング、大手町ビルを視察し
ました。リノベーション、オフィス改革、100
年ビルへの挑戦というそれぞれのビルのテー
マについて大いに学びました。

埼玉ビルヂング協会

平成30年度秋の行事
▶平成30年9月20日、ビル経営セミナーが開
催されました。テーマは「ビルオーナー様向
けソリューション、オフィスビルのリノベー
ションについて」で、講師は㈱三菱地所設計リ
ノベーション設計部執行役員の河内昭様でし
た。内容は①建築物のライフサイクル、②リノ
ベーション事業を取り巻く環境の変化、③リ
ノベーション事例紹介、④三菱地所設計のコ
ンサルティング&ソリューション、既存ストッ
クのリノベーション事業（Reビル事業）の紹
介でした。それぞれの内容は多岐にわたり幅
広く時間が足りないほどで、熱心な講演会と
なりました。各参加者は、自分のビルの現状
と講演内容を比較したりして、有意義なセミ
ナーだったと評価をしていただきました。
▶また、10月25日には恒例の秋季ゴルフ会を
森林公園ゴルフ倶楽部で開催しました。天候
に恵まれた青空の下、皆元気にゴルフを満喫
できました。

（一社）神奈川ビルヂング協会

行政との意見交換会の開催
▶横浜の街づくりに関して、横浜市都市整備
局と当協会との意見交換会が11月6日に開催
されました。
　主なテーマは「関内・関外地区の活性化」
で、一昔前は横浜のオフィス街の顔として賑
いのあった関内・関外地区も、最近ではマン
ション、ホテルが増え、オフィス街としての雰
囲気と活気がうすれてきました。
　意見交換会では、この関内・関外地区の活
性化について、出席者による活発な意見交換
が行われました。

（一社）名古屋ビルヂング協会

中国広州・深
し ん

圳
せ ん

研修旅行
▶11月に事務局長に就任致しました中村です。

よろしくお願い致します。
▶当協会では10月13日から16日で中国広州と
深圳に研修旅行に行って来ました。広州では
超巨大コングロマリットの視察、JETRO様の
講演をお聞きしました。深圳では人口1,300万
人の平均年齢が33歳という若さにあふれた活
気に圧倒され、IT企業や金融センター、都市
型商業施設などを視察しました。26名の参加
をいただき、伝統のある建築物と世界有数の
現代的な建築物との対比や有意義なお話が聞
けて充実した研修でした。

（一社）大阪ビルディング協会

なんばスカイオ見学会開催
▶10月10日、南海電気鉄道㈱の特別のご厚意
により、全面オープン直前の「なんばスカイ
オ」を見学させていただきました。同ビルは、
大阪の新たなランドマークとしてなんば地区
に完成した最新鋭の大型複合ビルです。午
前・午後と合計100名の皆さんが館内を見学
しました。
10月経営セミナー開催
▶10月24日、北浜フォーラムにおいて、1回目
となる経営セミナーを開催いたしました。「大
阪の不動産市場の動向」をメインテーマに、
「オフィスビル市場の構造変化とビジネス機
会」「大阪のオフィス市場動向と今後につい
て」の2部構成でそれぞれ講演があり、120名
の受講者が熱心に聴講しました。
11月技術セミナー開催
▶11月27日、北浜フォーラムにおいて、第2回
目となる技術セミナーを開催いたしました。
統一テーマを「あらためて地震対策の重要性
を知る」とし、第1部は「地震を知る、地震に
よる被害を知る、地震への備えを知る」、第2
部は「ビルオーナーとしての災害に強く魅力
あるまちづくり」についてそれぞれ講演され
ました。

兵庫ビルヂング協会

明石海峡大橋　主塔に上る
▶10月下旬の土曜日、穏やかな秋晴れとはい
きませんでしたが、約300mの神戸側主塔の
塔頂から360°の壮大な眺望を楽しみました。
明石海峡大橋は1998年4月の開通から、今年
で20年になります。全長3,911mの吊り橋で、
特に主塔間は1,991mで世界一の長さです。
　見学ツアーは、隣接する「橋の科学館」で、
明石海峡大橋についてレクチャーを受け、ツ
アー説明を聞いた後、一般公開用の「舞子海
上プロムナード（展望台と遊歩道）」にエレ
ベーターで上がり、さらに作業用の階段を
登った橋桁から始まります。橋桁は海上から
約50m、管理路で4トントラックが通行できま
す。床面は格子状の鋼鉄製で直下を航行する
船を見下ろすこともできますが、海に落下し
たらと思うと少し怖いです。淡路側に約1㎞の

協会便り
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CONTENTS 表紙写真
福岡のビジネス街に建つ、「電気ビル共創館」。オフィスフロ
アのほか、ビジネスや文化の交流拠点となるホールやカンファ
レンス、広場などを併設している。（写真／文　T.ARAI）

空中散歩を楽しむと主塔に着きます。作業者
用のエレベーターで300m（98階に相等）の
塔頂まで約2分、明石大橋を行き交う車を眼
下に見て、神戸の西、淡路島から瀬戸内海を
見渡し、東は大阪湾を遠望できる大パノラマ
でした。ただ、残念であったのは当日が澄み
渡った“秋日和”ではなかったことです。
（『明石海峡大橋ブリッジワールド』本州四国
連絡高速道路株式会社）

四国ビルヂング協会

讃岐の郷土料理「あん餅雑煮」を知っていま
すか？
▶いりこと白味噌仕立ての味噌汁に大根、人
参を入れてあん入りの丸餅を入れた讃岐の郷
土料理です。最近はメディアによく取り上げ
られ、変わり種雑煮として扱われたりします
が、初めて食べる方がいざ食べてみると白味
噌とあんこの相性が良くておいしいとおっ
しゃる方が多いのも事実です。香川に来られ
たら「うどん」だけでなく「あん餅雑煮」も食
してみて下さい。
　どうして讃岐で「あん餅雑煮」が食べられ
るのか。江戸時代、当時讃岐国だった香川県
は、塩・砂糖・木綿が特産で「讃岐三白」と呼
ばれていました。このうち砂糖は政府への献
上品にされ、庶民の口には滅多に入らなかっ
た。せめて正月ぐらいは砂糖を口にしたい。で
も口にしているところが殿様の目に触れたら
叱られる。それならあんに砂糖を入れて餅に
包んで雑煮に入れて食べようという農民の想
いから「あん餅雑煮」が誕生したと言われて
います。

岡山ビルヂング協会

海の美味い物「ヒラ」の紹介
▶ヒラは瀬戸内海などで水揚げされるニシン
科の魚。西日本に多く、産卵期にはたくさんと
れる。体長は70㎝前後になる大型魚で、外見
はまさにニシンそのもの。味の良い魚なのだ

が、ほとんどの地域で食用となっていない。
岡山県人がヒラの美味さを最もよく知ってい
る。ただ、小骨が多くハモのように骨切りが必
要で、調理に時間がかかるため、需要が減少
している。最近、市内の寿司屋でヒラの刺身
をいただいたが美味しいものであった。
▶私事ですが、この4月で竹本事務局長が退
任し、黒崎節夫氏が事務局長に就任いたしま
した。岡山ビル協会ともに「ヒラに」「ヒラ
に」よろしくお願いいたします。

九州ビルヂング協会

「西日本地区ビル協交歓会議」での観光見学
会in唐津
▶今年は九州協会が幹事として、10月18日に
標記会議を福岡で開催しました。全体で99名
の方の参加者があり、会議と懇親会でも大変
盛り上がりました。
　翌日は、ゴルフ組と観光組に分かれて楽し
んでいただきましたが、今回は旅行の参加者
が多かったので、観光見学会を報告します。
▼宿泊先のホテルニューオータニ博多を出発
し、先ず日本3大朝市の1つである呼子に向か
いました。
　車中では一時土砂降りとなりましたが、現
地に着いた時点では雨も止み、皆さん散策し
ながら早速地元海産物をお土産に購入してお
られました。
　昼食は、名物「活きイカ料理」です。新鮮な
イカは色が透き通っており、活造りになっても

足が動いているほどです。活造りは、刺身で
楽しむだけでなく、下足や胴などの残りの部
分をいったん引き上げ、天ぷらにして揚げた
てで出してくれます。このほか、いかしゅうま
いも人気で絶品です。
　昼食を満喫した後は、豊臣秀吉が朝鮮出兵
の際に築いた特別史跡「名護屋城跡」を見学
しました。
　当時は、大阪城に次ぐ規模の城でしたが、
現在は、遙か朝鮮半島を望む天守台跡の展望
所や、撤退時に破壊された状態の石垣がその
まま残っているのみです。
　広大な敷地には、全国の大名が集結し、各
所に陣屋を構えたことから、推定20万人の巨
大都市が出現しましたが、秀吉の死とともに
僅か7年で消滅しました。
　現地では、ボランティアガイドさんの説明
をもとに壮大な規模に思いを馳せることがで
きましたが、名護屋城博物館でも、当時の状
況等を説明した展示資料を見て、理解を深め
ることができました。
　予定していた七ツ釜展望遊覧船が、強風の
ため欠航となったのが残念でしたが、最後に
唐津おさかな村で買物を終え、博多駅に到着
して解散するまで、無事に旅程を終えること
ができました。
　来年は、連合会総会が福岡で開催されます。
初めての方も今回いらした方も、多くの皆様
が福岡に来られることをお待ち申し上げてお
ります。

10月に開催された第30回住生活月間に合わせ、連合会政策委
員、東京ビルヂング協会地球環境委員会の前委員長を務めた
碓氷辰男氏が国土交通大臣住生活月間功労者表彰を受賞しま
した。長年にわたる住宅・建築行政の推進等に貢献してきた
功績が称えられたもの。

前連合会政策委員の碓氷氏、
住生活月間功労者表彰
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三菱東京 UFJ銀行　丸の内支店　普通　№ 2135253
一般財団法人日本ビルヂング経営センター　※振込手数料はご負担願います。
◆振込人名称の前に〈S19〉をご記入下さい。
◆請求書は原則として発行いたしません。
　「振込金受取証」で領収書に代えさせて頂きます。
◆参加費の払い戻しはいたしません。申し込まれた方が参加できない場合は、
　代理の方の出席をお願いします。

振込口座

◎ただし、下記の会員及び受講生は　20,000円／人 になります。
　●日本ビルヂング協会連合会会員　　　　●不動産協会会員　　
　●「日本ビル経営管理士会」会員   　　　　　　　●不動産証券化協会会員
　●平成 29年度ビル経営管理講座受講生　　●日本ファシリティマネジメント協会会員
※本セミナーの受講は、ビル経営管理士の平成 29年度更新登録要件に該当いたします。

参 加 費 25,000円（税込）／人  （下記口座へ1月16日（火）までにお振り込み下さい。）

第19回　新春特別ビル経営セミナー　申込要項

大手町フィナンシャルシティ  サウスタワー 3階 ホール1、2

●丸の内線 大手町駅A1出口直結
●半蔵門線、千代田線、東西線、都営三田線 大手町駅下車
　A4出口通路から東京サンケイビル地下１・２階を経由

●後日「参加証」をメールでお送りいたします。
●定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込み下さい。
※ホームページからのお申し込みができない方は、事務局までお問い合わせ下さい。

当センターのホームページからお申し込み下さい。 ※定員 200名申込方法

日本ビルヂング経営センター 検 索 　http://www.bmi.or.jp/

一般財団法人 日本ビルヂング経営センター 事務局
〒100-0004  東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 8F837区　TEL 03-3211-6771（代）

お問い
合わせ

会場案内会場案内

第20回  新春特別ビル経営セミナー

迫りくるビル経営のデジタル変革迫りくるビル経営のデジタル変革

Schedule

東京都千代田区大手町 1-9-7

［後　援］
一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会
一般社団法人 東京ビルヂング協会
一般社団法人 不動産協会
一般社団法人 不動産証券化協会
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
株 式 会 社  住宅新報
株 式 会 社  週刊住宅タイムズ
株 式 会 社  ビル経営研究所
株 式 会 社  不動産経済研究所

一般財団法人 日本ビルヂング経営センター
JAPAN BUILDING MANAGEMENT INSTITUTE

講 師 紹 介（敬称略）

今井 康之（いまい やすゆき）

ソフトバンク株式会社　代表取締役 副社長執行役員 兼 COO

大手建設会社を経て、2000 年にソフトバンク（現ソフトバンクグループ）入社。ソフト
バンクグループ各社で、主に法人営業を担当。 2012 年 ソフトバンクテレコム（現ソフト
バンク） 取締役専務執行役員 、ソフトバンクモバイル（現ソフトバンク）専務取締役な
どを歴任し、18年 4月より現職。 法人向け事業を統括。

大久保 寛  （おおくぼ　ひろし）
シービーアールイー株式会社　エグゼクティブディレクター リサーチヘッド
CBREのリサーチ部門の責任者として、オフィス、物流施設、商業施設、その他セクター
の賃貸市場ならびに売買市場のリサーチ業務を統括。製鉄会社および投資銀行勤務を経
て、1997 年から 2013 年まで証券アナリストとして株式リサーチ業務に従事。その間、
2000 年以降は JREIT を中心に不動産セクターを担当。UBS 証券、ゴールドマンサック
ス証券、マッコーリーキャピタル証券、みずほ証券を経て、2013年 10月より現職。

鈴木 盛生 （すずき もりお）
東急不動産株式会社　都市事業ユニット 事業戦略部 業務推進グループ グループリ－ダー
1999 年の入社以来オフィス賃貸業セグメントに在籍し、リーシング、法人営業、アセッ
トマネジメント及び再開発プロジェクトの事業企画立案などの業務を経験。2017年 4月
に現部門へ異動し、オフィス・商業施設・物流施設を中心とした賃貸事業全般の統括と
して、ユニット組織運営・人事・事業戦略立案を担当。現在、賃貸事業における IT・IoT
を活用した新たな取り組みの企画立案を推進中。

西林 加織（にしばやし かおり）
三井不動産株式会社　柏の葉街づくり推進部・ベンチャー共創事業部 事業グループ 主事
京都大学工学研究科社会基盤工学専攻修士課程修了。三井不動産㈱に入社後は経理部に
て連結決算を担当。その後、柏の葉街づくり推進部に異動。オフィス・商業・ホテル・ホール・
住宅などあらゆる機能が集約された複合施設「ゲートスクエア」の運営管理を経て、現
在は柏の葉スマートシティが掲げるコンセプトの一つ「新産業創造」に向けた取り組み
を推進。主に大学連携や IoT関連のプロジェクトを担当している。

田村 貴海（たむら たかうみ）
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　執行役員  /  パートナー
デロイト トーマツ コンサルティング入社後、不動産業界を中心に経営戦略・投資戦略の
立案、戦略導入支援、グループ組織再編、業務改革、新規事業プランニング等、多角的な
経営コンサルティングサービスを提供。近年では、ポストオリンピック時代に向けた長期
ビジョン策定、高い付加価値をもたらす不動産の企画、次世代の街づくり計画などに従事。
共著にプログレス社『新版 不動産賃貸事業のためのマネジメントハンドブック』ほか

■13:30–13:35（5分） ─主催者あいさつ─
一般財団法人日本ビルヂング経営センター 理事長　櫻井 康好

■13:35–14:25（50分） ─基調講演─
データ活用と共創が生み出すビル経営の未来
ソフトバンク株式会社　代表取締役 副社長執行役員 兼 COO　今井 康之氏

■15:40–16:10（30分） 

多様なワークスタイルをサポートする
スマートオフィスへの取組み
東急不動産株式会社　都市事業ユニット 事業戦略部 グループリ－ダー　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 盛生氏

■16:10–16:40（30分）

IoT ×柏の葉、幸せな街づくり（スマートシティ）の
実現に向けて　  
三井不動産株式会社　
柏の葉街づくり推進部・ベンチャー共創事業部 事業グループ 主事　
                                                        西林 加織氏
■16:50–17:40（50分）

デロイト グローバルが提案する不動産業界のデジタル
トランスフォーメーション　  
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員／パートナー　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　田村 貴海氏

■14:35–15:25（50分）

テクノロジーがもたらすオフィス変革
シービーアールイー株式会社　エグゼクティブ・ディレクター リサーチヘッド　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大久保 寛氏

大手町フィナンシャルシティ カンファレンスセンター  ホール1、2

─ 業務効率と生産性を向上させるスマートテクノロジー── 業務効率と生産性を向上させるスマートテクノロジー─

2019年1月31日（木）開催

2019年 1月 31日（木）13:30～17:40 ［開場 13:00］

15：25-15：40　コーヒーブレイク（15分）

26,000円

※主催者及び講師等の諸般の事情により講師の変更や講演のスケジュールが変更となる場合がございます。

開催日時

会　　場

参 加 費

“働き方改革”がもたらすビル経営の大転換

当センターホームページからお申込みください（http://www.bmi.or.jp/）。

第19回新春特別ビル経営セミナー

東京都千代田区大手町1-9-6

三菱地所が変わる
～働き方改革と進化し続けるオフィスづくりの取組み～

杉山博孝 氏 （三菱地所㈱取締役会長）

①三菱地所の働き方改革の
　目指すべき姿と方向性 

②本社移転に至った経緯・背景、
　働き方改革との関連性 

③本社移転のねらい 

④新本社のコンセプトと
　それを支える制度とファシリティ 

⑤三菱地所の考える、
　進化し続けるオフィスとは

人々を惹きつける“WeWork”の魅力

クリス・ヒル 氏 （WeWork Japan CEO） 

①WeWorkの事業理念、ビジネスモデル
②会員にとっての魅力 
③ビルオーナーにとっての魅力 
④投資家にとっての魅力 
⑤日本での事業展開　

グローバルトレンドから読み取る：
     テナントの働き方改革が求めるオフィスとは
佐藤俊朗 氏 （ジョーンズラングラサール㈱執行役員）

①テナントのオフィス投資戦略 
②働き方、働く場所の選択肢
③ヒューマンエクスぺリエンス：
　人のオフィスでの体験が生産性を上げる 
④サテライトオフィス／コラボレーションオ
　フィスがもたらすもの 
⑤これからの魅力的なオフィスビル

働き方変革時代のベンチマーク：
「性能評価」の活用法
～健康経営から持続可能な街づくりまで～

平松宏城 氏 （㈱ヴォンエルフ代表取締役）

①熾烈な都市間競争、
　都市の中でのCBD間競争 

②室内環境だけでは健康性能は確保できない
③帰属する街区・コミュニティーの持続可能性 

④長期的な価値の発現する街に
　ESG投資は集まる 

⑤働き方変革と暮らし方変革は
　対となり都市基盤の変革を求める

英日同時通訳つき※詳しくは当センターホームページをご覧ください。
（日本ビル経営管理士会会員、後援団体会員、平成 30年度ビル経営 
  管理講座受講生は割引あり）　

　AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット）に代表されるテクノロジーは、急速な進歩と共に社会に拡大し
つつあり、今後のビル事業にも影響を与えることは必至です。こうした時代の激変に対応して、ビル経営に新たな
テクノロジーを導入し、業務効率を高める試みも徐々に広がりを見せています。また、先進的なコワーキングスペー
ス等では、新たな技術を駆使することで、オフィスワーカーの満足度を高め、生産性の向上を図っています。はたして、
これからのオフィスビルは、スマートテクノロジーでどこまで進化を続け、時代の要請に応えていくのでしょうか？
　本セミナーでは、各分野の第一線でご活躍の方々を講師に迎え、テクノロジーやデータを利活用することで、世
界のビルや都市が、スマートビルやスマートシティとして、どの様に変貌しているのか、また、国内における先駆
的な取り組みについてご講演いただき、ビル経営のデジタル変革の方向性を展望してまいります。
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