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　総会行事のトップは、『中小ビルの経
営を考える集い』（以下、『中小の集い』）
で、総会前日の4日16時から、ホテル日
航福岡新館2階「ラメール」で開催します。
　公式行事となって8回目を迎える『中
小の集い』では、昨年全国各地で発生
した自然災害を受けて行った「中小ビ
ルの防災意識調査」の結果を解説する
ほか、前年に引き続き、災害対応にス
ポットをあてたパネルディスカッション
を企画しています。また、パネルディ
スカッションのあとは、毎年恒例の懇
親会の席を用意しています。全国から
集まったビルオーナーの方々との親交
を深め、貴重な情報交換の場となりま
すので、奮ってご参加ください。

　総会当日の5日は、総会に先立ち、
博多辛子明太子の生みの親で、株式会
社ふくやの創業者・川原俊夫氏のご子
息である、株式会社ふくや代表取締役
会長の川原正孝氏を講師に招き、「私の
経営理念～人を活かす」と題した講演
会を14時から行います。
　講演会が終了した後、15時30分か
ら第79回定時総会へと移り、平成31
年度事業計画案や予算案等の審議を行
います。総会終了後17時30分より懇
親パーティーを開宴します。懇親パー
ティーでは、福岡の地元プロバスケッ
トボールのチアリーディングによる演技、
日本の伝統である和太鼓による演奏で
懇親の場を盛り上げていく予定です。

　総会翌日の3日目は、全国から参加し
た会員の皆様の懇親を深めるための懇
親旅行会を用意しており、「日帰りコー
ス」ではやまなみハイウェイから九重
連山の絶景を眺めた後に、黒川温泉を
訪れます。「1泊2日コース」は中世オ
ランダの街並みを再現したハウステン
ボスをじっくり堪能いただき、九十九
島遊覧や有田・伊万里焼の名陶を愉し
むプランを用意しています。
　また、懇親ゴルフ会は今年10月に開
催される日本オープンゴルフ選手権の
会場となる「古賀ゴルフ・クラブ」で
のプレーをお楽しみいただきます。
　開催地の九州ビルヂング協会では多
くの皆様のご参加をお待ちしています。

第79回

　今年の（一社）日本ビルヂング協会連合会の第79回定時総会は、6月4日（火）
～ 7日（金）の日程で、九州最大の都市で、アジアの玄関口であり、主要な国際会
議が開催される福岡市で開催されます。福岡での総会は2007年の第67回定時総
会以来12年ぶりの開催となります。
　総会の会場となるのは、九州・福岡の玄関口であるJR博多駅至近に立地する「ホ
テル日航福岡」。全国ビル協会の会員が集うのにふさわしい最高ランクのホテルで、
4日間にわたる総会行事を進行していきます。
　日程は、6月4日（火）の「中小ビルの経営を考える集い」を皮切りに、5日（水）
に講演会、総会ならびに懇親パーティーを開催します。総会翌日の6日（木）には
懇親旅行（日帰りコースと1泊2日コースの計2プラン）と懇親ゴルフ会を企画し
ています。

定時総会（福岡総会）
（一社）日本ビルヂング協会連合会 6月4日（火）から開催

日　時 行　事 場所・摘要

6 ／4（火） 中小ビルの経営を考える集い
ホテル日航福岡
　第1部 パネルディスカッション等　16：00～、新館2階「ラメール」
　第2部 懇親会　18：20～、新館2階「ラメール」

6 ／ 5（水） 定時総会

ホテル日航福岡
①講演会　14：00～15：00　本館3階「都久志の間」
②総　会　15：30～17：00　本館3階「都久志の間」
③懇親パーティー　17：30～19：30　本館3階「都久志の間」

6 ／6（木）

懇親ゴルフ会 古賀ゴルフ・クラブ　8：30スタート

懇親旅行会

① 日帰りコース　ホテル日航福岡→町田バーネット牧場→牧ノ戸峠→（昼食／三愛高原ホテル）
→黒川温泉街→木の花ガルテン→福岡空港→博多駅

② 1泊2日コース　ホテル日航福岡→ハウステンボス（昼食／ホテルアムステルダム）～カナルク
ルーズ、あじさい祭り、パレスなど見学～ホテルオークラJRハウステンボス【泊】

6 ／ 7（金） 懇親旅行会 1泊2日コース　ホテル→九十九島パールシーリゾート→九州陶磁文化館→（昼食／究林登）→伊
万里・大川内山→福岡空港→博多駅
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福岡総会特集

　一般社団法人日本ビルヂング協会
連合会の2019年度（第79回）定時
総会が、福岡市で開催されるにあた
り、九州ビルヂング協会を代表いた
しまして、歓迎のご挨拶を申し上げ
ます。
　九州ビルヂング協会は、昭和29年
4月に福岡ビルヂング協会として発
足以来、60年を超える歴史と伝統の
ある組織であり、現会員72社で毎月
の例会のほか研修セミナー、施設見
学会、ゴルフ会など活発な活動を
行っております。
　今回の日本ビルヂング協会連合会
総会の福岡開催は、1986年、1997年、
2007年に続き12年ぶり4回目の開催
となりますが、全国各地からお集ま
りいだく会員の皆様のご期待に沿う
べく、鋭意準備を進めているところ
でございます。
　さて、当地福岡市は、志賀島で金
印が発見されたように古来よりアジ
アの玄関口として成長してきました
が、今や人口は政令都市5位の163
万人となり増加が続いています。
　5年前の国家戦略特区による規制
緩和で福岡市の「天神ビッグバン」

や「ウオーターフロントネクスト」
の施策が打ち出されたことから、こ
れを機にビルの建替計画や大型開発
が次々に計画されており、街全体も
これから大きく変わることが予想さ
れます。
　都市機能の便利さに加え、近隣に
自然が多く新鮮な食材にも恵まれて
いることから、福岡では飲食店の数も
多く、様々な料理が安く味わえるのも
特長です。
　こうした状況のもと、今回の福岡
総会は、来る6月4日（火）から4日
間の日程での開催となります。早く
もこの時期から博多山笠に向けて法
被姿の男衆が見受けられることから、
福岡は、熱く街全体で皆様のお越し
をお待ち申し上げます。
　会場は福岡市博多区のホテル日航
福岡で、初日は中小ビルの経営を考
える集い、2日目に講演会、定時総会、
懇親パーティーを行います。講演会
では、博多辛子明太子のふくやの創
業家のご子息、川原正孝会長を講師
にお迎えし、博多山笠への取り組み
も含めたお話をしていただきます。
　3日目からは、懇親ゴルフ会と懇

親旅行会を計画しております。
　懇親旅行会の日帰りコースは、や
まなみハイウェイでミヤマキリシマ
を眺めていただいた後、全国人気温
泉の上位にランクされます黒川温泉
をたずねる旅です。
　一泊コースの初日は、中世オラン
ダの街並みを再現したハウステンボ
スに向かい、カナルクルーズ、あじ
さい祭り、パレスなどご案内したあ
と、ご自由にアトラクションをお楽
しみ下さい。夜は「ホテルオークラ
JRハウステンボス」に宿泊するため、
日本最大級のイルミネーションも鑑
賞できます。更に、翌日は九十九島
遊覧と有田・伊万里の名陶を楽しん
でいただくよう計画しました。
　懇親ゴルフ会は、今年10月に日本
オープンゴルフ選手権が開催されます
古賀ゴルフ・クラブを予定しており
ます。プロも苦戦する難コースでの
プレーを体験できる絶好の機会です。
　また、九州の豊かな自然と文化そ
して食に恵まれた九州へ、多くの方
にご参加いただきますようお願いい
たしまして、歓迎のご挨拶とさせて
いただきます。

アジアの玄関口、
国際都市の福岡の街を
ご堪能ください

九州ビルヂング協会会長 歓迎のご挨拶

九州ビルヂング協会

会長    荒牧  智之
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福岡総会特集

懇親旅行会のご案内
　総会の翌日、6月6日（木）は、会員同士の懇親を深めるイベントとして、懇親旅行会を企画しています。
福岡総会の懇親旅行は、「日帰り」と「1泊 2日」の2コースを用意。ハウステンボスや黒川温泉、九十九島、
伊万里・大川内山など九州の観光スポットを巡る企画を提案しており、いずれのコースもビル協会会員向けなら
ではの行程となっていて九州の魅力を満喫いただけます。

日帰りコース
ホテル日航福岡（8：30 出発）▶（高速利用）▶町田バーネット牧場▶（やまなみハイウェイ）▶牧ノ戸峠（10：50 ～）
▶昼食／三愛高原ホテル（11：30 ～）～～黒川温泉街散策（買い物、入浴、～14：20）▶木の花のガルテン（15：
20 ～）▶（高速利用）▶福岡空港（17：00 着予定）▶博多駅（17：30 着予定）

「牧ノ戸峠・ミヤマキリシマ」
　九重連山をピンク色に染めるミヤマキリシマ。見頃は5月末
から6月初旬にかけて。九重連山の山々がピンク色に映える、
絶景を是非ご堪能ください。インスタ映えすること間違いなし
です。

「黒川温泉」
　黒川温泉は緑豊かな山々に囲まれた里山に、30軒の温泉旅
館が集まった温泉郷。2000年（平成12年）まで、地元新聞が
発行する地図に、黒川温泉の名称がなかったほどの秘境の温泉
です。いまでは全国の人気温泉ランキングで上位に推されるほ
ど有名になっています。今回のツアーではお好きな1か所の温
泉に浸かっていただくプランを用意しています。総会の疲れを
癒してください。

　日帰りコースは、ホテル日航福岡を出発し、日本百名道のひ
とつに挙げられている“やまなみハイウェイ”を通り、九重連
山の山並みの絶景を見ながら、ミヤマキリシマが見頃の牧ノ戸
峠を散策。その後、阿蘇山を望む三愛高原ホテルで懐石料理
を堪能いただきます。
　昼食後は、全国の人気温泉の上位に挙げられている黒川温

泉を訪ねます。黒川温泉では、お好みの1か所の温泉に浸かっ
ていただき、“温泉街全体が一つの旅館”という街づくりを体
感していただきます。旅行の最後は、バザールショップ「木の
花ガルテン」でお買い物を楽しんでいただいた後、帰路につき
ます。

写真提供／（公社）ツーリズムおおいた 写真提供／黒川温泉観光旅館協同組合
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1泊2日コース
1日目　ホテル日航福岡（9：00 出発）▶（高速利用）▶長崎県佐世保市ハウステンボス町～～ハウステンボス見学、

昼食／ホテルアムステルダム、ハウステンボス見学▶ホテルオークラJR ハウステンボス（17：00 着、宿泊）
2 日目　ホテルオークラJR ハウステンボス（9：00 出発）▶九十九島パールシーリゾート（10：00 ～）、九十九

島遊覧▶九州陶磁文化館（11：40 ～）▶昼食／究林登（12：40 ～）▶伊万里・大川内山（14：10 ～約 1 時間）
▶福岡空港（17：00 着）▶博多駅（17：30 着予定）

　1泊2日コースは、1日目に中世オランダの街並みを再現したウォー
ターフロントリゾート「ハウステンボス」を訪れます。ハウステンボス
は、エイチ・アイ・エスによる大規模リニューアルで趣を一新したあと、
旅行雑誌の九州・山口人気観光地ランキングで5年連続1位に選出さ
れるなど人気のスポットになっています。ハウステンボスではカナル
クルーズや園内に咲き誇る花々を堪能いただき、夜はライトアップさ
れた園内の幻想的な風景をお楽しみください。
　2日目は、九十九島を遊覧船で巡り、佐賀県が誇る陶磁器専門の美
術館「九州陶磁文化館」を見学します。古伊万里の蒲原コレクション、
江戸期の有田焼を集めた柴田コレクションなど見応え充分です。昼食
は有田で人気の窯元直営レストランに。食事後は伊万里の秘窯の里「大
川内山」で鍋島藩窯跡に立ち寄り、ノスタルジックな山水画の世界を
ご堪能ください。

「ハウステンボスの夜景」

「九十九島の遊覧船」

「伊万里・大川内山」

写真提供／ハウステンボス㈱

写真提供／九十九島パールシーリゾート

写真提供／伊万里鍋島焼協同組合

「ハウステンボス内のあじさい祭りの様子」
写真提供／ハウステンボス㈱

「宿泊するホテルオークラJRハウステンボス」
写真提供／ホテルオークラJRハウステンボス
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懇親ゴルフ会  今年のコース

　総会翌日の6月6日（木）は、会員相互の懇親を深め
るイベントとして、懇親旅行会とともに、懇親ゴルフ会
を企画しております。
　今年の懇親ゴルフ会は、今年10月に開催される男子プ
ロのメジャー大会、日本オープンゴルフ選手権の会場と
なる「古賀ゴルフ・クラブ」となります。
　古賀ゴルフ・クラブは、1953年に開場した名門ゴルフ
場。当初9ホールでのオープンでしたが、1957年に18ホー
ルに改修されました。男子プロの5大メジャー大会のひと
つである日本プロゴルフ選手権が1961年に開催され、
1997年には日本オープンゴルフ選手権の舞台になりまし

た。日本オープンゴルフ選手権に関しては2008年、そし
て今年10月にも開催されます。
　また、クラブハウスは2015年3月に改修しました。旧
クラブハウスの外観イメージを残したデザインで、太陽
光発電・太陽熱温水器・ガスコージェネレーションなど
再生可能エネルギーや高効率システムを採用した環境に
やさしい建物になっています。
　玄界灘を望む雄大な景色を楽しみながら、プロゴル
ファーがプレーする難コースの攻略にチャレンジしてくだ
さい。

今
年
の
男
子
プ
ロ・メ
ジ
ャ
ー
大
会
の
舞
台

名
門
ゴ
ル
フ
場「
古
賀
ゴ
ル
フ・ク
ラ
ブ
」で
開
催

コース概要
所在地：福岡県古賀市鹿部1310－1
コース： 18ホール　パー72
ベントグリーン 6,820ヤード

（OUT 3,468ヤード、IN 3,352ヤード）
バミューダ 6,365ヤード

（OUT 3,223ヤード、IN 3,142ヤード）

福岡総会特集

全国の中小ビルオーナーと交流できる貴重な機会
　『中小ビルの経営を考える集い』（以下、『中小の集い』）は、
総会の公式行事となって今年で8回目を迎えます。
　第1回目となった兵庫総会の『中小の集い』では北海道・
東京・神奈川・大阪の4協会に設置されている中小ビル関
連委員会や研究会からの活動報告を行い、翌年の広島総会
では「テナントアンケート調査」の結果報告、3回目となっ
た仙台総会では東日本大震災を契機にシステム開発した「中
小ビルのためのBCP作成支援ツール」の紹介をしました。
　『中小の集い』が4回目を迎えた4年前の大阪総会におい
て、会員参加型のパネルディスカッションを初めて企画し
ました。テーマは「中小ビルのバリューアップ」でしたが、
タイムリーなテーマだったことから、全国から多くの中小ビ
ルオーナーの会員が参加しました。
　これを機にパネルディスカッションが定番となり、3年前
の札幌総会では「省エネ」を、2年前の京都総会は「中小
ビルの経営戦略」を、昨年の新潟総会では「長期修繕」をテー
マに掲げてパネルディスカッションを行いました。

　今年の福岡総会においても、相次ぐ自然災害を受け、中
小ビルの「防災対策」にスポットを当てたパネルディスカッ
ションを予定しています。
　『中小の集い』が有意義な点は、こうした勉強の場だけで
はありません。毎年、第2部として懇親会を開催しており、
全国のビルオーナーの方々との懇親・交流を深めることが
できます。全国から多くの参加をお待ちしています。

中小ビルの経営を考える集い
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BOMAソルトレイクシティ総大会参加
および全米ビル事情視察団の募集

～米国オフィス市場の「ひと、ビル、まち」に間近に触れるツアー～

◆2019年視察団ツアー
　昭和50年来 ほぼ毎年協会が主催す
る、会員企業を対象とした研修ツアー
とし て、BOMA（Building Owners 
and Managers Association）インター
ナショナルが米国各地で行う年次総大
会に参加するとともに、今年はシアト
ルを訪問。現地マネージャーとの接点
を何より大切に、以下の魅力ある全体
プログラムを毎日ご用意しました。

☆�現地での懇切なビル見学を通じて米
国の新しいオフィス動向を知る。
☆�BOMA大会での海外のビルマネー
ジャーとのここでしかない直接の交
流機会
☆�昨今のビル経営課題を学べる多数の
セミナー（安心の同時通訳を用意）
☆�開発や集客施設を見聞（IT系オフィ
ス或いはシアトル市役所へも検討）

　その他、エアラインは安心・快適の
日系（日本航空）を利用、豊富なオプショ
ナルツアー参加や個別企画アレンジも
可能です。LA延泊もOK。　
　基本旅行料金；エコノミー利用63.5
万円、ビジネスクラス126.8万円。プ
レミアムエコノミー（復路のみ）78万
円も確保（大会登録料他が別途必要、
詳細は募集案内、日本ビル協HP参照）。

　（一社）日本ビルヂング協会連合会は、6月19～28日（7泊9日）にわたり、米国ユタ州
ソルトレイクシティで開催される第112回BOMA総大会への参加と、シアトルでのビル視
察や都市視察を行う視察団を募集します。
（BUILDING3月号同封の旅行募集案内書参照）
　全米ビル協会（BOMAインターナショナル）と提携する日本ビル協ならではの世界と交
流する、充実したコンテンツにより、今年も全国からのご応募を心よりお待ちしています。

※大会プログラム…Educational Session. General Session 展示会
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なんばの街づくり

　「なんば」は古くから商業と芸能の中
心として栄えてきた地域であるととも
に、南海電鉄にとって「なんば」は明
治18年（1885年）に阪堺鉄道（現　
南海電鉄）が難波停車場（初代難波駅）
を開設し、難波～大和川間に民間資本
初の鉄道を開通させた創業の地であり、
以降長年にわたり難波駅を中心にした
ターミナル開発や周辺整備による街づ
くりを進めてきた重要な拠点である。

　特にターミナルの開発については、
髙島屋大阪店が昭和初期の竣工当時か
ら現在に至るまで入居する「南海ビル」

（1932年）の建設にはじまり、1970年
代後半には難波駅の高架化とともに開
発された商業施設「なんばシティ」（店
舗面積約3.3万㎡、約240店舗）のオー
プン、そして1990年代には関西国際空
港の開港を契機とした開発の中で「南
海サウスタワーホテル」（現スイスホテ
ル南海大阪・地上約150m、約550室）
の建設が行われた。

　また、難波駅の南側では「南海ホー
クス」の本拠地であった「大阪球場」
の跡地開発事業として、商業、オフィ
ス等の大型複合施設「なんばパークス」

（2003年第一期、2007年グランドオー
プン、店舗面積約5.2万㎡）を開業さ
せるなど、開発エリアを徐々に拡げな
がら街づくりを進めてきた。

ターミナル再生

　「なんばパークス」のグランドオープ

なんばスカイオ
時代へ呼応する
国際交流拠点
「世界のNAMBA」へ

難波開発全景 ※2

南海ターミナルビル　 ※1
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ンに引き続き、難波駅を核とした周辺
エリアの価値向上、賑わいの創出、回
遊性の向上を目指し「なんばターミナ
ル再生計画」が「南海ターミナルビル」
を中心に進められた。2009年には吹抜
けの大空間「なんばガレリア」が完成
するなど、既存施設の大規模なリニュー
アル等を行うとともに、ターミナルビ
ルの南西角にあった「南海会館ビル」

（1957年竣工、地下2階、地上8階）
の老朽化に伴う建替の検討が開始され
た。
　南海電鉄の本社ビルとして長年にわ
たり使用されてきた「南海会館ビル」は、
2011年に大阪市から「都市再生特別地
区」の都市計画決定を受けたことによ
る容積率の緩和と、2013年に本社機能
を難波再開発地区の南側へ移転したこ
とにより、跡地に高さ約150m、地上
31階、地下2階、延面積約85,000㎡
の高層ビルを建設することが可能と
なった。
　「南海会館ビル」から高規格オフィス
等の新たな機能を有する「なんばスカ
イオ」への建替計画は、駅、百貨店、
ショッピングセンター、ホテル等から形

成される延べ約34万㎡の「南海ターミ
ナルビル」に新たな価値を生み出し、
さらなる「なんばエリアの求心力向上」
を目指す基幹プロジェクトとして推進
された。

開発コンセプト

　関西国際空港、大阪空港、新幹線へ
乗り換えなしでアクセスすることがで
きる「なんば」は、鉄道8路線が集中
する交通の要衝として高い利便性を有
している。特に開港から25年を迎える
関西空港からの玄関口となる「インター
ナショナルゲートシティー」を目指しこ
れまでも整備が進められてきた。また
近年、急激に増加したインバウンド需
要は、「なんばスカイオ」に直結する南
海難波駅（乗降人員約25万人/日）の
交通結節点としての機能に加え、なん
ばエリアにおける玄関口としての重要
度を一層増幅させている。
　「なんばスカイオ」は、これまで「な
んば」に蓄積されてきた都市機能や交
通結節機能などと有機的に結びつき、

「なんばの活性化」の起爆剤となること

を目指すとともに、国際都市を目指し
てきた開発の集大成として、なんばエ
リアの持続的な成長の布石となる思い
から、「世界のNAMBAへ」を開発コン
セプトとし「国際交流拠点」「日本の伝
統文化の発信」「時代への呼応」をキー
ワードに開発を行った。

ランドマーク

　「なんばスカイオ」は、大阪の大動脈
である御堂筋の南端に位置し、南行き
一方通行である「御堂筋」の正面に建
つ唯一のランドマークタワーとなって
いる。建物の顔となる高層部の意匠は、
南北面を全面ガラスカーテンウォール
の象徴的なファサードとし、長辺とな
る西面は西日による熱負荷等を考慮し
て横連窓のデザインとなっている。
　また、主に商業店舗が入る低層部に
ついては、登録有形文化財に指定され
ている北側の「南海ビル」と軒の高さ
を揃えるとともに、伝統的で重厚な意
匠との連続性と、南側に続く「なんば
パークス」のデザインとの調和も考慮
し、アースカラーの磁器タイルによる
デザインとしている。

既存施設との共存

　街歩き文化を中心に商業が発展して
きた「なんば」において、駅を中心と
したターミナルビルの施設計画では常
に施設間の移動や、周辺地域との回遊
性に配慮し計画を進めることに重点が
置かれてきた。
　「なんばスカイオ」は南海難波駅、百
貨店、ホテル等を含む既存ターミナル
ビルと一体の増築計画となっているた
め、高層部であっても隣接するホテル
棟との離隔はわずか6m程度しかなく、
建設工事の難易度は非常に高いものとなんばガレリア全景　 ※2
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なったが、低層部においては駅、ホテル、
百貨店等と、各フロアで連続的に接続
することができるため、ターミナルビ
ル内における高い回遊性が確保され、
施設相互の相乗効果を発揮することが
可能となっている。

フロア構成

　「なんばスカイオ」は地上31階、地
下2階の建物のうち、地下1階から6階
を商業、7 ～ 8階をコンベンションホー
ル、9階に医療、そして10階と13階か
ら30階の計18フロアをオフィスとした
複合ビルとなっている。

　既存ターミナルビルと5、6階で隣接
する百貨店及びホテルロビー、2階及
び3階で南海難波駅の各改札口に直接
アクセスが可能で、2階からは「なんば
パークス」への歩行者デッキにも接続
している。
　また、防災センターや受電施設等の
重要なインフラ基幹設備については、
浸水災害等に備え2階以上のフロアに
配置を行うとともに、法令により止む
を得ず地下部分に設置された非常用の
オイルタンク等についても、止水対策
を施し万一の浸水に備えている。

オフィス

　オフィスフロアは18フロアを3バンク
に分割した構成とし、1階エントランス
及び3階の駅直結エントランスからシャ
トルエレベータで10階のメインロビー
を経由、各バンクのエレベータに乗換
えてアクセスする構造となっている。
　オフィス基準階は南北方向に長い（約
92m）の長方形で賃貸面積は約570坪
/フロアとなっている。多様なニーズに
対応できるよう最小約40坪単位で最大
12分割の対応が可能で、室内天井高
3mの無柱空間とし、600mm角のグリッ
ド式システム天井と3.6mモジュールを

基準階平面

10階 オフィスロビー　 ※17階多目的ホール　 ※1
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採用している。また、南北面はフルハ
イトガラスの採用により、明るく開放的
な室内空間が確保できるとともに、周
囲に遮蔽物が少ないロケーションのた
め、北は御堂筋を正面に、また南側は
なんばパークスの屋上公園の緑をはじ
めとした眺望に恵まれており、自由度
の高いフレキシブルなレイアウト性能
に加え、高いアメニティー環境を実現
している。
　またオフィス空間の居住性向上と省
エネへの新たな試みとして「頭涼足温
空調」を採用。天井付近の暖められた
空気をOAフロアの床下を介して室内
循環させることで、足元の冷気滞留を
低減し足元の冷えを解消するなど、快
適性の向上と同時に空調効率の改善を
図っている。
　

医療フロア

　「がん」の放射線治療分野で多くの実
績を有する医療法人を誘致し、9階を
人間ドックを中心とした総合医療フロ
アとした。沿線はもとより関西空港直
結の立地を生かしたアジア圏からの医
療ツーリズムも視野に、質の高い医療
サービスの提供を目指す。

コンベンションホール

　駅直結でアクセスの良い立地を活か
し、集客性の高いイベントやセミナー、
シンポジウムを開催できる560㎡の多
目的ホールと、5つの会議室により、少
人数から多人数まで対応可能なコンベ
ンションホールを整備。

商業フロア

　地下1階及び1階は金融を中心とした
店舗。2階から6階、10階の一部を「な

んばスカイオShops&Restaurants」と
し、発信力と多様な魅力を併せ持った
41のショップが出店している。2、3階、
10階には日常利用やオフィスワーカー
にとって利便性の高いショップを集積
させ、5階及び6階はそれぞれコンセプ
トを持ったフロアとした。
　5階は日本の伝統・文化、こだわりの
JAPANブランド、安全安心な食をテー
マに「体験する、学ぶ、訪れる」をコ
ンセプトとした「伝統・文化の体験工
房　ほんまもん」、6階は「健康」への
関心が高まっている現代に応えるべく

「食・体・美」をテーマにした「カラダ
のデザインサイト　ヘルシーラボ」と
してフロアが構成されている。

BCP

　「なんばスカイオ」は昨今頻発する異
常気象による大雨や台風、地震といっ
た災害に対する安全性へのニーズが高
まる中、オフィスビルとして最高水準
のBCP機能を目指した。災害時の事業
継続に加え帰宅困難時の館内滞在への
万全の対策により、グローバル企業の
事業拠点としても十分に対応できる高
い信頼性を確保している。

地震対策

　各フロアに配置した制震オイルダン
パーと、屋上に設置された大質量チュー
ンドマスダンパー（以下、TMD）によ
る「ハイブリッド制震構造」の採用に
より地震対策を実施している。特に
TMDはビルの最上部にビルの1フロア
分の荷重に相当する2,600tのコンク
リートの錘を、積層ゴムとオイルダン
パーを介して設置された制震装置であ
る。地震時には2,600tの錘が最大2m
の幅で建物の揺れと逆方向に動くこと

により、建物の揺れを吸収する仕組み
となっている。このTMDと各フロアの
制震ダンパーによる2種類の制震装置
を組み合わせることで、近年の地震で
問題となっている長周期地震動に対し
ても建物の揺れを約25%低減できる高
い制震性能を実現し、今後発生が予測
されている南海トラフ地震などの揺れ
にも効果が発揮できるよう設計されて
いる。

停電・断水対応

　災害の発生等に伴う停電に備え、計
4,000KVAの非常用発電機と12万リッ
トルのオイルタンクを実装している。こ
れにより停電時でもオフィス部におい
てはコンセント電源を約20VA/㎡、空
調及び照明については50%点灯の状態
を連続72時間供給可能とし、加えて中
圧ガスが供給されている場合はさらに1
週間の供給が可能となっている。なお、
トイレについては災害等による上下水
道途絶時でも約10万回の利用が可能と
なっている。

建物概要
建物名称：なんばスカイオ
所在地： 大阪市中央区難波5丁目1

番60号
建築主：南海電気鉄道株式会社
設計者： 株式会社大林組  

大阪本店一級建築士事務所
施工者： 大林組・竹中工務店・南海

辰村建設共同企業体
建物高さ：約148m
階数：地上31階  地下2階  塔屋1階
延床面積：約85,000㎡

写真撮影： ※1 井上登
 ※2 伸和

なんばスカイオ
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　東京・大手町の大手町ビル6階会議
室で、櫻井康好専務理事の開会挨拶の
後、会議に入った。議題は、①「平成
31年度連合会運営方針」について、②
平成31年度税制改正大綱について、③
平成31年度第79回定時総会並びに諸
行事について、④平成32年度第80回
定時総会について、⑤80周年誌の制作
について、⑥国の政策動向について、
⑦米国視察ツアー（シアトル&ソルト
レイクシティ）について、⑧平成31年
新年賀詞交歓会実施報告、⑨平成31
年度政策委員情報交流会（政策フォー
ラム）実施報告、⑩中小ビルの防災意
識アンケート及び中小の集い実施につ
いて、⑪ビル標準約款及び消費税につ
いて、⑫今後のスケジュール他につい
て、⑬各地方協会の現況―の13項目に
わたった。最後に、日本ビルヂング経
営センターから今年度の事業報告が
あった。
　主な骨子は以下のとおり。

◎�平成31年度連合会運営方針、　　
多様な働き方等に資する� �
機能充実に対応

　今年1月10日開催の日本ビルヂング
協会連合会理事会で決定された「平成
31年度連合会運営方針」では、オフィ
スビルを巡る社会経済環境の変化、と
くに多様な働き方や知的生産性向上に
対応するオフィス環境の提供が求めら
れていることなどを踏まえ、全国19協
会と会員の創意とエネルギーを結集し、
ビル業界の健全な発展に向けた諸活動
を着実に推進する基本的な方向などが
示された。
　運営方針の主な骨子は、「消費税率が
平成31年10月より原則10%へ引き上
げられることに伴い、消費税に関する
経過措置などについて会員むけの周知
に努める」、「民法改正が平成32年度か
ら施行されることを踏まえ、平成31年
度に『オフィスビル標準賃貸借契約書』
改訂版を公開する」、「省エネベンチマー
ク制度（省エネ法に基づくベンチマー
ク指標の報告制度）に基づくベンチマー

ク指標の初回報告について会員の支援
に努めるとともに、目標とすべき水準
の設定などについて国との協議を行う」、

「相次ぐ自然災害による被害を踏まえて
行った『中小ビルの防災意識アンケー
ト調査』の結果を報告書にまとめ、6月
の『中小の経営を考える集い』におい
て防災をテーマにしたパネルディス
カッションを行う」、「平成32年度に連
合会が設立80周年を迎えるにあたり、
記念事業の実施に向けて、東京協会を
中心として準備を進める」など。

◎�連合会定時総会、今年は福岡、　
来年は東京で開催へ

　平成31年度第79回定時総会は、本
年6月5日（水）午後3時30分からホ
テル日航福岡で行われる。また、平成
32年度（2020年度）の定時総会は、
80周年という記念すべき年度にあたる
ため、本年秋に新装オープンするホテ
ルオークラ東京で東京協会の主導にて
開催される予定であることが報告され
た。

　2月14日と15日の2日間にわ
たり、平成30年度下期の事務局
長会議が東京で開催された。1日
目は事務局の報告を中心に意見
交換が行われ、全19協会から協
会活動の様子等が披露された。
2日目は「丸の内二重橋ビル」を
東京商工会議所の案内で同社の
東商グランドホール・オフィス等
を、三菱地所の案内で商業ゾー
ンを視察し、有意義な2日間の日
程を終えた。

平成30年度下半期
事務局長会議報告

1日目

会議の様子
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◎�ビル事業に関連する政策動向　　
について情報交換

　国の政策状況に関しての情報交換で
は、建築物省エネ法（建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する法律）及
びフロン排出抑制法（フロン類の使用
の合理化及び管理の適正化に関する法
律）の改正を取り上げ同制度の概要を
説明したほか、受動喫煙防止対策の動
向として、①改正健康増進法（健康増
進法の一部を改正する法律）が平成30
年7月に公布され、2020年に完全施行
される予定であり、従来の「健康増進法」
で努力義務となっていた受動喫煙の防
止策が改正法では罰則が強化されるこ
と。及び、②東京都受動喫煙防止条例
が同じく平成30年7月に公布され、改
正健康増進法と同様に2020年に完全
施行される予定であり、都条例は改正
健康増進法に対して、飲食店などへの
規制範囲をさらに厳しくしていること。
等事務局より情報提供があった。

◎�来年の新年賀詞交歓会は� �
1月9日開催

　今後の連合会スケジュールとして、4
月19日に運営委員会（東京・大手町ビ
ル）、5月10日に理事会（東京・日本工
業倶楽部）、6月5日に第79回定時総
会（福岡・ホテル日航福岡）、6月19日
～ 27日にBOMAソルトレイクシティ
総大会&シアトルビル視察、9月12日

～ 13日に事務局長会議、10月（予定）
に政策フォーラム、来年1月9日に新年
賀詞交歓会と理事会を開催することが
説明された。

　翌15日は、東京商工会議所の案内に
より昨年11月26日にオープンしたば
かりの「丸の内二重橋ビル」の同社の
区分所有部分を視察。先ず貸会議室に
て同社移転プロジェクトの経緯につき
説明を受け、500名収容の東商グラン
ドホール、メンバーズラウンジ、東商
の歴史を発見できるギャラリー、エン

トランス多目的スペースの初代会頭渋
沢栄一企画展・渋沢栄一像等をご案内
いただいた。
　その後、三菱地所により「丸の内二
重橋ビル」の開発経緯、都市再生特別
地区都市計画提案の概要につき説明を
戴き、同ビルの商業ゾーン二重橋スク
エアをご案内いただいた。

2日目

「DMO東京丸の内」を見学 見学会の様子（渋沢栄一像の前で）

懇親の様子

13びるぢんぐ●No.353



（一社）北海道ビルヂング協会

理事会・新年懇親会の開催
▶1月28日、札幌すみれホテルにおいて平
成30年度第2回理事会が開催され、上半期
の業務報告、予算執行状況、代表理事・業
務執行理事の職務執行状況、及び新規入
会正会員1社の報告が行われ、原案のとお
り了承されました。
　総会終了後、恒例の新年交礼会が伊藤
名誉会長ご出席のもと、中井会長の乾杯の
ご発声で、役員、運営委員、正会員、賛助
会員を交え63名により祝宴が開催され、会
員相互賑やかに和やかな交歓の輪がひろが
り、最後に大島副会長のご挨拶と一本締め
で、惜しまれつつ祝宴は盛況のうちに閉会
となりました。
麻雀同好会の開催
▶2月13日、毎年恒例の麻雀大会を札幌駐
車協会との共催で開催いたしました。
　当日は4卓16名の参加者があり、昨年よ
り1卓少ない参加数でしたが、リ―チ、満貫、
役満の声も飛び交い、熱戦がくり拡げられ、
予定時間を超えての楽しい大会となりまし
た。
　表彰式後、参加者の皆様は、賞品・参加
賞と満貫賞のチョコレートを手に、帰路に
つかれました。今年は、中井会長が優勝い
たしました。
「実務担当者の会」と「3月例会賛助会員
とのビジネス交流会」の開催
▶3月4日に、ビル管理実務者の集まりであ
る第20回「実務担当者の会」を札幌すみれ
ホテルにおいて、参加者52名にて開催。三
菱地所プロパティマネジメント㈱有楽町営
業管理部参事小貫康弘氏と首都圏営業管
理部技術主幹本郷憲一氏のお二方をお招
きし、「東日本大震災からビル運営管理を
考える～仙台での経験～」と題して、三菱
地所グループ様が実施している「自然災害
に対する備え」を仙台での経験をもとに講
演していただきました。
　講演終了後には、会員のオーナー様と実
務担当者の皆様とがテーブルを囲んで懇

談会を開催し、盛況のうち終了致しました。
また、3月26日には、3月例会として恒例に
なりました賛助会員の方々に自社プレゼン
をしていただき、終了後に立食形式にての
懇親会を行うビジネス交流会を企画してお
り、中目副会長と倭専務理事にて準備を進
めております。

仙台ビルディング協会

「仙台ビル経営セミナー」を開催
▶2月22日に「経年ビルがまちの資源にな
る時代」のテーマで、㈱スペースRデザイ
ン代表取締役の吉原勝己氏を講師にお招
きして経営センターと共催のセミナーを開
催し、経年ビルを「ビンテージビル」に変
身させるための理論と実践について、豊富
な事例紹介を交えてお話しいただきました。
吉原氏はセミナー前に仙台のまち歩きも楽
しまれ、「ブラタモリ」で一躍全国区と
なったうなぎ屋に足を運ばれたそうです。
　6月の福岡での総会の際にはぜひ私たち
が福岡をぶらりし、リノベーションミュー
ジアムに伺いたいと考えています。

埼玉ビルヂング協会

平成31年賀詞交歓会
▶平成31年1月18日、埼玉ビルヂング協会
の賀詞交歓会がパレスホテル大宮にて開催
されました。寒い中、多数のメンバーが参
加して新年早々盛り上がりました。冨吉会
長の挨拶が以下の通りありました。①最近
の経済情勢について好況の実感のない景気
回復基調である。10月実施予定の消費税
値上げの影響も、今回は2兆円程度の家計
負担増加ではないかと思われる。②不動産
市況については、全国的に商業地価が上昇
基調にあり、オフィス市況も順調に推移し
ている。ただ、ビル業界も深刻化している
人手不足を克服するための多様なオフィス
環境の提供が求められている。③これら顧
客ニーズの多様化と、国際競争の強化、震
災防災に対する安全性、AI・loTへの対応
等様々な課題に対応していかなくてはなら
ない。④当協会も連合会と協調して、変わ
りゆく諸課題を先取して積極的に取り組ん
でいきたい、と述べました。
　その後、懇親会に移り、会員のますます
の発展と多幸を祈りました。

（一社）名古屋ビルヂング協会

愛知県建築物環境衛生管理研究集会
▶2月7日、ウィルあいちにて「愛知県建築
物環境衛生管理研究集会」が開催されまし

た。これは愛知県、名古屋市、豊橋市、岡
崎市、豊田市の愛知県下の主要地方公共団
体と、（一社）名古屋ビルヂング協会、
（公社）愛知県ペストコントロール協会、
（公社）全国建築物飲料水管理協会、（一
社）愛知ビルメンテナンス協会、愛知県飲
料水水質管理協会、愛知県管工事業協同組
合連合会が建築物における水質や害虫な
どから入居者を守るため相互に研究を行い、
研究成果を発表する集会です。
　今年度は当協会が主催幹事団体となり、
当協会の坂副会長が実行委員長の重責を
担いました。また、当協会の研究発表とし
て錦成ビルの山内氏から「熱源機更新によ
る省エネとレジオネラ菌対策」のテーマで
有益な発表をいただきました。
　発表によると全体で919人の参加者があ
り、名古屋ビルディング協会からは60名の
参加をいただいて大盛況のうちに幕を閉じ
ました。

（一社）京都ビルヂング協会

3月例会
▶平成31年3月12日に京都商工会議所様の
ご厚意により、グランドオープン前の「京
都経済センター」を見学させていただきま
した。
　京都市内で数年ぶりに竣工されたオフィ
スビルのため、会員皆様の関心度も高く
44名（過去最高）のご参加がありました。
　初めにビルの概要説明があり、その後ビ
ル内の諸施設や屋上緑化からバックヤード
の見学をさせていただきました。
　特筆すべきは「SUINA（すいな）室町」で、
『誰もが惹きつけられる魅力ある「粋な」場
所』、『特別でお気に入りの「好（す）い」
ている場所』、『みんなから「好（す）い」
てもらえて、心奪われる「酔（すい）」な場
所』になるように名付けられました。
　フロアごとに京都らしい空間を設え、美
味しいものから書籍や雑貨まで、「おいし
い」が人々を繋げる施設です。ここが新た
なる四条烏丸の活気ある施設になることを
願っています。

（一社）大阪ビルディング協会

経営セミナー開催
▶2月27日、北浜フォーラムにおいて第2回
経営セミナーを開催しました。統一テーマ
を「観光都市大阪とこれからの不動産」と
し、第1部では『観光都市大阪のこれからと
不動産の動向』、第2部では『2025年万博
がめざすもの』、第3部では『大阪IR構想

協会便り
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ニュージーランド・クライストチャーチ市内の3つストリートが交
差する6差路に立つ「Victoria Clock Tower」－。素敵なステン
ドグラスに飾られた時計台が時を刻む。（写真／文　T.ARAI）

（案）』についてそれぞれ講演があり、過
去最高の175名が聴講され、会場は熱気に
溢れていました。
名古屋地区ビル見学会開催
▶3月15日、本年度2回目のビル見学会と
して名古屋を訪問し、ささしまライブ24地
区再開発の「グローバルゲート」と、古く
からの賑わいの町の新たなランドマーク
「広小路クロスタワー&旧名古屋銀行本店
ビル」を見学させていただきました。総勢
18名が熱心に、そして和気あいあいと各施
設を見て回りました。

兵庫ビルヂング協会

委員会活動が漸進する
▶小梅の花が咲き、桜の開花予想も報道さ
れ春を感じるようになりましたが、花粉症
なのか？　何かスッキリ感がない中、3月
のこの時期は総会をはじめ新年度の行事の
開催準備や年度末の締めなど気ぜわしい
日々が続いています。
　兵庫協会では、春期の役員会・例会が4
月19日に、第80回定時総会並びに記念
パーティーが5月17日に開催されます。ま
た、当協会は、運営、経営、技術、広報、組
織の5つの委員会があり、年度初めには1年
間の活動を決める各委員会が開催されます。
特に、今年度は全委員会の共通の方針とし
て、「委員会内の懇親を深め、意見交換や
情報交換がよりしやすくなる委員会にす
る」との提案がされ、活発な委員会を目指
しています。さらに、協会全体にもその影
響が広がっていくことが期待されています。

奈良ビルディング協会

新年懇親会を開催

▶平成31年2月1日、恒例の新年懇親会を、
奈良市内において開催いたしました。
　役員、会員出席のもと情報交換とともに
美味しい料理を楽しみながら相互の親睦を
深めました。
　最後に、6月に福岡市内にて開催される
連合会総会への出席依頼をさせていただく
とともに、業界を取り巻く環境は厳しい状
況ですが、今後とも力を合わせて頑張って
行くことを誓いました。

四国ビルヂング協会

「うどん県」香川が今度は「盆栽県」香川
を目指している！！
▶“うどん県”という奇抜なアイデアで一
躍全国区となった香川県。週末になるとさ
ぬきうどんを求めて香川県へ足を運ぶファ
ンや観光客が増加しています。しかし、香
川県はさぬきうどんだけでは満足していな
い。
　密かに香川県が売り出そうとしているの
が「盆栽」です。香川県内、特に県都高松
市は、松の盆栽生産量が全国一を誇る、知
られざる盆栽大国なのです。
「盆栽」とは日本が誇る芸術
▶自然の木を鉢に植え、自然にある姿以上
の美しさを求めて鑑賞する生命ある木に対
する日本人の心の優しさ、きめ細やかな美
的感覚が表現されています。
　海外で盆栽ブームがじわりと熱を帯びて
きている現状をふまえて、香川県は特産品
の盆栽が国内で人気が出るように、2016
年に生産振興・販売普及を図るため「盆栽
と共に暮らす生活」をキャッチコピーにし
た「ボンクラ」というガールズユニットを
結成。頭に盆栽を生やしている姿は一見す

ると奇妙な見かけですが、精力的に全国を
回って「盆栽県」のPR活動に取り組んでい
ます。
　香川県へ来られる方は、うどんだけでな
く「盆栽」もどうぞよろしくお願いします。

九州ビルヂング協会

めんたいぴりり！
▶「めんたいぴりり」は、博多辛子明太子
を生み出した㈱ふくやの初代社長川原俊夫
氏をモデルにしたテレビドラマである。
　ドラマでは、今や全国区となったお笑い
芸人博多華丸が演じ、その妻を富田靖子と
いう配役で、福岡のテレビ局が作成し好評
を博したため、今年1月には映画化もされ
全国で封切られた。また、今年9月からは、
同じく博多華丸が出演し、東京の明治座の
舞台でも演じられることとなっている。
　ドラマの内容は、戦後生まれ育った韓国
から引き揚げてきた川原氏が、韓国の食材
に着想を得て、理想の味の明太子製造に取
り組み、昭和30年代に現在の明太子を完
成させた。
　川原氏は、登録商標も特許も取らず、同
業者に製造方法を教え広く公開したことで、
博多中の多くの店が明太子作りを始め、福
岡だけでなく、やがて全国的にも博多を代
表する名産となったという実話をもとに、
昭和と博多の人情を織りまぜた物語となっ
ている。
　今年6月の連合会総会福岡大会では、そ
のご子息である㈱ふくや二代目社長（現会
長）川原正孝氏を講師としてお迎えし、明
太子に関するお話のほか、7月から始まる
博多山笠に関する話題も聞かせていただく
予定である。
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