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1. 事業運営の基本方針

（1）経済環境とビル市況
　（略）

（2）オフィスビルの機能とビル業界の課題
　（略）

（3）連合会事業活動の基本方針
　上記（1）及び（2）を踏まえ、（一社）日本ビルヂング協会
連合会（以下「連合会」という。）は、19地方協会の会員に
よる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。
　また、ビルの耐震性能向上をはじめとする都市の安全・防
災性能の強化や地球環境対策の普及促進などビル事業に関連
する政策課題の解決に積極的に取り組み、地域社会への貢献
を進める。

2.政策活動

（1）税制改正・予算要望活動
　令和2年度税制改正・予算要望においては、各協会の要望・
意見を集約し、ビル事業の推進に必要な租税特別措置の確保、
都市再生の促進、都市の防災性能の向上、地球環境対策の推
進などに資する税制の創設・拡充を基本として取り組む。また、
これらに関する補助制度の創設・拡充を要望する。

（2）政策課題活動　　　
①政策課題に対する連合会意見の反映
　政策立案を行う国の審議会やビル事業に関する調査研究を
行う民間団体等に委員を派遣してオフィスビルの事業実態や
連合会の知見を審議に反映させるよう努める。
　（略）
②オフィスビル経営に係る制度に関する活動　
　ア　消費税率引き上げへの対応
　�　消費税率が令和元年10月より原則8%から10%に引き上
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、会員あて周知に努める。
　イ　オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及
　�　民法（債権関係）改正法（平成29年公布）が令和2年
度から施行されることを踏まえ、「オフィスビル標準賃貸借
契約書」の改訂版を公開する。　

　�　また、ビル事業に関連する法制度、基準等の創設・改正の状
況を注視し、地方協会及び関係団体と連携して意見表明を行う。
　ウ　オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及
　�　オフィスビルに関する定期建物賃貸借契約について会員
及び社会への一層の普及を目指すともに不動産関係団体で
構成している定期借家推進協議会に参画し、定期建物賃貸
借制度の普及啓発に努める。
　エ　BOMA360及びIPMSに関する普及活動
　�　「BOMA360パフォーマンスプログラム」（BOMAイン
ターナショナルが実施する優良ビル認定制度）に関する「日
本語版申請ガイドライン」を周知し、日本国内のビルが日
本に居ながらにして申請・認定取得できるよう支援に努める。
　�　また、IPMS（国際不動産面積測定基準）に関する算定表
についても会員への周知に努める。
③防災及び安全・安心に関する活動　
　ア　ビルの耐震性能向上
　�　会員ビルの耐震性能を向上させるため、会員ビルの耐震
化に向けた普及啓発活動を推進する。
　�　また、ビルの耐震化促進に資する税制・補助制度の拡充
等を国等に要望する。
　イ　事業継続計画（BCP）の普及啓発
　�　「感染症に対応したオフィスビルの事業継続計画作成ガイ
ドライン」及び「中小ビルのための事業継続計画作成マニュ
アル」について会員への普及・啓発に努める。
　ウ　ビルの総合的な防災・安全対策
　　（略）
④地球環境対策に関する活動
　ア　国の地球環境施策への対応
　�　令和元年度に予定されてい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とその結果を踏まえた目標とす
べき水準の設定に対応するとともに、環境ラベリング制度
やグリーンリース等について会員等への普及・啓発を図る。
　�　また、国の地球環境施策にビル事業者の立場から適宜意
見提出を行う。
　イ　オフィスビル分野における低炭素社会実行計画の推進
　�　経団連と連携してビル事業者としての地球環境対策を推
進し、地方協会と協力して低炭素社会推進キャンペーンな
どの啓発活動を行う。
　�　また、会員ビルのエネルギー使用量削減数値目標の進捗
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状況を把握するためエネルギー使用量に関する実態調査を
実施する。　
⑤中小ビル振興に関する活動
　�　政策委員（中小ビル振興担当）の企画・立案により中小
ビルの防災意識に関する調査を実施しており、その調査結
果を踏まえ、防災意識の深化を図る。
　�　また、6月の「中小ビルの経営を考える集い」において、
全国から参加する中小ビル会員を交えて防災をテーマとす
るパネルディスカッションを開催する。

3.調査・研究事業

（1）調査事業
　会員ビルの実態を建物、設備、サービスなど多方面から調査・
分析する「ビル実態調査」を引き続き実施する。

（2）研究活動
　情報通信技術の進展・知識創造社会への移行など社会環境
の変化や働き方改革の推進を踏まえ、オフィスビルをめぐる
諸課題に対応するための研究活動を進めていく。

4.国際交流活動

（1）BOMA インターナショナル
　第112回BOMA総会（米国ソルトレイクシティ）に参加し
て各国のビル経営者等と意見交換を行うとともに、シアトル
にて米国のビル事情視察を行い、ビル関連情報を収集する。

（2）世界不動産連盟（FIABCI）
　第70回総会（モスクワ）に不動産関係団体と連携して参加
する。　

（3）国際交流活動の推進
　韓国ビル協会やBOMA中国など海外ビル協会との交流活
動を継続する。

5.組織活動

（1）会員数及び財務
　令和元年度（平成31年度）当初の会員数は1,350社であり、
平成30年度当初より15社増加している。
　ビルに関する調査研究、社会に対するビル情報の発信、国
への政策提言などにより連合会及び各地方協会の社会的価値

の向上を図るとともに会員数の増大をめざす。
　財務について年度を通した的確な運営に努める。

（2）総会及び理事会
　6月に第79回定時総会（福岡市）を、5月及び令和2年1
月に理事会（東京都）を開催するとともに、定款に従い的確
な組織運営に努める。

（3）運営委員会及び政策委員会
　運営委員会において運営方針、事業計画・予算、事業報告・
決算など連合会の運営に関する事項を審議し、政策委員会に
おいて各政策委員が担当分野の政策活動を行うとともに、政
策委員情報交流会（政策フォーラム）を開催して政策委員間
の情報・意見交換を行う。

（4）創立 80 周年事業
　令和2年度に当連合会が創立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。

（5）広報・会員サービス
①情報提供　　　　
　ア　機関誌、ホームページ等
　�　機関誌やホームページ等を活用して的確な広報活動に努
める。また、連合会マークを積極的に活用し、各協会と協
力して協会活動の社会的周知を図る。
　イ　事務局長情報バンクの活用
　�　連合会と地方協会の情報共有システムとして設けられた
「事務局長情報バンク」を活用し、連合会と地方協会事務局
との情報交流の活性化を図る。
②会員サービス
　（中略）ビルの経営事項等に関する「連合会相談窓口」を活
用して会員サービスに努める。
　また、新年賀詞交歓会、定時総会関連行事の旅行・ゴルフ
などを活用して会員相互の親睦を深める。

（6）関係団体との連携
①日本ビルヂング経営センター
　各地方協会の協力を得て、ビル経営管理士試験やビル経営
管理講座など（一財）日本ビルヂング経営センターの事業運
営に協力するとともにビル経営管理士の活用を各方面に働き
かける。
　また、同センターとのビル経営セミナーの共同実施などに
より、連合会の人材育成機能、教育研修機能の強化を図る。
②ビル関係団体との連携強化
　（略）
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1.耐震対策緊急促進事業
　（国土交通省）

　改正耐震改修促進法（平成25年より
施行）に基づき耐震診断義務化の対象
となる建築物について、耐震診断・改修
等を行う場合、通常の助成制度（住宅・
建築物安全ストック形成事業）に加え、
国が重点的かつ緊急的に支援する制度
です。
（1）耐震診断義務化建築物の支援
［制度の概要］
補助対象・要件：
①�不特定多数の者が利用する大規模建築
物（ホテル・旅館、百貨店等）等

（ア）�補強設計費用�［通常］国費1／3⇒
［緊急支援］国費1／2※1

　�※1　�地方公共団体が支援策を整備し
ていない場合、国単独で1／3

（イ）耐震改修費用�［通常］国費11.5%⇒
［緊急支援］国費1／3または2／5※2

　�※2　�地方公共団体が支援策を整備し
ていない場合、国単独で11.5%

②緊急輸送道路等の避難路沿道建築物等
（ア）耐震診断［通常］国費1／3⇒
　　［緊急支援］国費1／2
（イ）耐震改修費用［通常］国費1／3⇒
　　［緊急支援］国費2／5
（2）長周期地震動対策の支援
　3大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏）
などに所在する民間の超高層ビル（高さ
60mを超える建築物）の長周期地震動
対策への支援制度です。

［制度の概要（ビルの場合）］
補助対象：
①�平成12年5月以前に建築されたもの
で、長周期地震動対策の対象区域に所
在するビル
②�平成12年6月以降に建築されたもの
で、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
域に所在するビル
補助要件：
①�構造計算において長周期地震動に対す
る安全性の確認が行われていないもの
（詳細診断、補強設計のみ）
②�長周期地震動により倒壊または損傷の
危険性があると判断されたもの（補強
設計、改修工事のみ）
③�地震に対して安全な構造とする旨の所
管行政庁による勧告を受けたもの（改
修工事のみ）
④�改修工事の結果、長周期地震に対して
安全なものとなるもの（補強設計、改
修工事のみ）
補助率：
①詳細診断　1／3
②補強設計費用　1／3
③改修費用　11.5%

2.災害時拠点強靭化
　 緊急促進事業
　（国土交通省）

　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制度です。
［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
②�1日当たりの乗降客数30万人以上の
主要駅の周辺
③�政令市・特別区、中核市・特例市・県
庁所在都市の中心駅の周辺
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

3.耐震・環境不動産形成
　促進事業
　（国土交通省、環境省）

　耐震化や低炭素化が進まない老朽・低
未利用不動産について、国が官民ファン
ドを通じて民間投資の呼び水となる出資
を行うことにより、一定の耐震・環境性
能を有する良質な不動産供給（改修・建
て替え・開発）を推進する事業です。

4.既存建築物省エネ化
　 推進事業（国土交通省）

（1）建築物の改修工事
　省エネ改修工事やバリアフリー改修工
事を支援する事業です。

［制度の概要］
補助対象：省エネ改修工事費用、バリア
フリー改修工事（省エネ改修と併せて実
施した場合に限る）費用、省エネ性能の
表示に要する費用
補助要件：躯体（外皮）の省エネ改修を
行い、改修後に一定の省エネ性能に関す
る基準※を満たし、省エネ性能を表示す
ること
※�改修前と比較して20%以上の省エネ
効果。ただし、躯体（外皮）の改修面積
割合が20%を超える場合は15%以上の
省エネ効果

　平成31年3月27日、新年度予算が参議院本会議で可決・成立しました。
　一般会計の歳出総額は101兆4,571億円となり、初めて100兆円を越えました。
　令和元年10月に予定されている消費税率引き上げに向けた景気対策などが盛
り込まれたため、前年度に比べ、当初予算比で約3兆7,000億円の大幅増となり
ました。
　そのうち、ビル業界に関連する主な事業は次のとおりです。

政府予算の概要について
令和元年度
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補助率：1／3
限度額：5,000万円（設備部分は2,500
万円）
※�省エネ改修工事と併せて、バリアフリー
改修を行う場合は2,500万円を加算

（2）省エネルギー性能の診断・表示
［制度の概要］
補助要件：300㎡以上の既存建築物にお
ける省エネ性能の診断※1・表示※2を行う
こと
※1　�エネルギー使用量実績値でなく、設

計図書をもとにした設計一次エネル
ギー消費量の計算

※2　�建築物省エネ法に基づく基準適合認
定表示、BELS（建築物省エネルギー
性能表示制度）等の第三者認証等

補助対象：
①�設計一次エネルギー消費量等の計算に
要する費用
②�基準適合認定表示、BELS等の第三者
認証取得に必要な申請手数料
③表示のプレート代など
補助率：1／ 3（特に波及効果の高いも
のは定額）

5.サステナブル建築物等
　 先導事業（国土交通省）

　省エネ・省CO2や木造・木質化等によ
る低炭素化、健康、災害時の継続性等に
係る建築物等のリーディングプロジェク
トを広く民間等から提案を募り、支援を
行うことにより、総合的な観点からサス
テナブル（持続可能）な社会の形成を図
る事業です。
補助率：1／2以内
（原則として、1プロジェクト当たり5億円
以内）

6.エネルギー使用合理化等
　 事業者支援事業
　 （経済産業省）

（1）省エネルギー設備への入替支援
　省エネや電力ピーク対策を行うため、
高効率設備・システムへの入替等を行う
際に必要となる費用を補助する事業です。

補助率：1／2以内、1／3以内、1／4
以内
（2）ネット・ゼロ・エネルギー・
　　ビル（ZEB）の実証支援
　建築物等のネット・ゼロ・エネルギー
化（年間の1次エネルギー消費量がネッ
トで概ねゼロとなること）を推進するた
め、高性能建材や高性能設備機器等（空
調、照明等）の導入を支援する事業です。

［制度の概要］
対象建築物：
新築で延床面積10,000㎡以上
既築で延床面積�2,000㎡以上
※�上記より延床面積が小さい場合、次項
の補助事業（7（1））で対象
補助率：2／3以内

7.業務用施設等における
　 ネット・ゼロ・エネルギー・
　 ビル（ZEB）化・省CO2
　 促進事業（環境省）

（1）　�ZEB実現に向けた先進的省エネ
ルギー建築物実証事業（経済産
業省と連携）

　ZEBの実現を目指し、エネルギー削減
率50%以上となる中小規模業務用ビル
等に対して、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
等を導入する際の費用を支援する事業で
す。

［制度の概要（民間の業務用建築物の
場合）］
対象建築物：新築で延床面積10,000㎡
未満、既築で延床面積2,000㎡未満
※�上記より延床面積が大きい場合、前項
の補助事業（6（2））で対象
補助対象：
①�ZEB（100%以上省エネ）または
Nearly�ZEB（75%以上省エネ）の実
現に必要な省エネ・省CO2性の高い
システムや高性能設備機器等を導入す
る費用
②�ZEB�Ready（50%以上省エネ）の普
及に向けた建築物の実現に必要な省エ
ネ・省CO2性の高いシステムや高性能
設備機器等を導入する費用

補助率：
①�2／3以内（2,000㎡未満は上限3億円
／年、2,000㎡以上は上限5億円／年）
②�（ア）新築建築物（2,000㎡未満）の
場合
　�延床面積3万円／㎡または対象経費の
2／3のうち少ない額が上限
　�（イ）新築建築物（2,000㎡以上
10,000㎡未満）の場合
　1／ 2以内（上限5億円／年）　　　
　（ウ）既存建築物の場合
　1／2以内（上限3億円／年）
（2）既存建築物における省CO2改修
　　支援事業（国土交通省と連携）
　1）　�民間建築物等における省CO2改修

支援事業
　�　運用改善によりさらなる省エネの実
現を目的とした体制が構築された既存
建築物等に対し、省CO2性の高いシ
ステムや高性能設備機器等の導入を支
援する制度です。

　［制度の概要］
　対象者：既存建築物の所有者
　�対象事業：運用改善によりさらなる省
エネの実現を目的とした体制の構築を
行い、30%以上のCO2削減に資する
省エネ・省CO2性の高いシステムや高
性能設備機器等を導入する事業
　補助率：1／2以内（上限5,000万円）
　2）　�テナントビルの省CO2促進事業
　�　オーナーとテナントが環境負荷を低
減する取り組みに関する契約や覚書
（グリーンリース契約等）を結び、協働
して省CO2化を図る事業を支援する制
度です。

　［制度の概要］
　対象者：既存建築物の所有者
　�対象事業：グリーンリース契約等を
結び、協働して、15%以上のCO2削
減に資する省エネ・省CO2性の高いシ
ステムや高性能設備機器等を導入する
事業�
　補助率：1／3以内（上限4,000万円）
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都市の再生が進む福岡市
～規制緩和で民間投資呼び込む～

天神ビッグバンが起爆剤

　今年の日本ビルヂング協会連合会・第79回定時総会の開
催地である福岡市は、アジアの玄関口である国際拠点都市と
して発展し続けている。6月5日に連合会の定時総会が開催さ
れるのに続き、8日と9日にはG20財務大臣・中央銀行総裁
会議が予定されており、国内の会合だけでなく、国際的な会
議やイベントの開催が目白押しの状況である。
　そんな福岡市のまちが大きく変貌を遂げようとしている。
起爆剤となっているのは福岡市の掲げる「天神ビッグバン」だ。
天神地区は、福岡市の中心業務地区に位置し、百貨店やショッ
ピングビル等の商業施設が高度に集積した九州最大の繁華街
である。
　「天神ビッグバン」とは、福岡市の中でも人気エリアの天神
地区において規制改革を進め、民間投資を呼び込み、2015
年から2024年までの10年間に30棟のビル建替えを誘導しよ

うというプロジェクト。天神ビックバンのエリアは渡辺通りと
明治通りが交わる天神交差点から半径約500m、約80haと
いう広大な面積におよぶ。

国家戦略特区で航空法の高さ制限緩和

　福岡市は、他の都市の中心部に比べ、その景観に大きな違
いがある。福岡市の中心街に目を向けても、超高層ビルが視
界に入らないことである。
　その要因は、福岡空港が天神地区を含む福岡市中心部に近
いため、航空法の規定によって、建物の高さに制限がかかっ
ているからである。航空法による高さ規制があるため、これ
まで天神地区では高さ約67m（15階建て）までの建物しか建
たなかった。「福岡市は他の都市に比べて中心街から空港への
アクセスがとても良い」というメリットを有している一方で、
空港が近いが故の高さ制限によって魅力ある都市空間を形成

天神ビッグバンの対象範囲の地図

まちづくりレポート

① 航空法高さ制限�エリア単位での特例
承認（天神明治通り地区� 約17ha、
旧大名小学校跡地�約1.3ha）

② 官民共働型スタートアップ支援施設
「Fukuoka�Growth�Next」、スター
トアップカフェ

③ 天神1丁目南ブロック（地区整備計
画策定、地下通路整備）

④ 天神地下街仮設車路の有効活用（天
神ふれあい通り駐輪場・地下通路）

⑤ 旧大名小学校跡地まちづくり
⑥ 水上公園
⑦ 地下鉄七隈線延伸事業
⑧ 交通混雑の低減に向けた駐車場の隔
地化・集約化

⑨ 都心循環BRTの形成
⑩ 天神ビッグバンの奥座敷（西中洲）
の魅力づくりに向けた道路整備と景
観誘導

⑪ 春吉橋賑わい空間の創出
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する上でのデメリットになっていたともいえる。
　この高さ規制が2014年に緩和されることになったのだ。そ
の契機となったのは、福岡市が国家戦略特区「グローバル創業・
雇用創出特区」に指定されたことである。福岡市がグローバ
ル創業・雇用創出の取組みの一環として「航空法の高さ制限
のエリア単位での特例承認」を申請したところ、2014年11
月に「天神明治通り地区」において第1弾の承認が下り、同
地区において高さ制限が約67m（地上15階建て）から約
76m（地上17階建て）に緩和された。
　その後、第2弾として2017年7月、「旧大名小学校跡地」
の承認が下り、高さ制限が従来までの約76m（地上17階建て）
から約115m（地上26階建て）へ緩和された。この「旧大名
小学校跡地」では高さ制限の緩和に加え、福岡市の都市計画
審議会において、同跡地における建物の容積率を現行の約
450%から最大800%まで緩和されることも承認されている。
　さらに、同年9月には「天神明治通り地区」において第3弾
となる追加の承認がなされた。天神交差点の渡辺通りの中心
線よりも西側のエリアでは、第1弾の承認で約76mに引き上
げられた高さ制限が約115mへさらに緩和された。渡辺通り
の中心線より東側については、福岡空港からの距離によって
約76m～約100mに緩和されることになった。
　エリアは天神ではないが、第3弾の承認では「ウォーター
フロント地区」や「博多駅周辺地区」が新たに追加されるこ
とになった。
　こうした一連の高さ制限の緩和により、オフィスビル等の
設計自由度が大幅に増し、建物の低層部にゆとりある空間（広
場や歩行空間等）の確保が容易になるなど、魅力ある都市空
間を形成するオフィスビル等の建設が期待されている。

天神地区の新たなまちづくりが加速

　福岡市では、天神地区において国家戦略特区の規制緩和等
を活用する「天神ビッグバン」によって、2024年までに30
棟の民間ビルの建替えを誘導し、新たな空間と雇用の創出を
目指している。
　その一環として、福岡市は魅力あるデザイン性に優れたビ
ルにインセンティブを付与する「天神BBB（ビッグバンボー
ナス）」制度を創設。これにより、インテリジェントビル（スマー
トビル）への建替えを一層促進し、良質なオフィスや商業空
間を創出し、賑わいと憩いのある新たな天神のまちづくりを
加速しようとしている。
　数値目標に掲げている2024年までに30棟の民間ビルを建
て替えた場合、延床面積が約1.7倍（44万4,000㎡→75万
7,000㎡）、雇用者数が約2.4倍（3万9,900人→9万7,100人）
に拡大し、その建設投資効果は2,900憶円、経済波及効果は
8,500憶円／年という試算が示されており、その効果に大き
な期待が寄せられている。

インセンティブを与え、優良なビル開発促進

　福岡市が創設した「天神BBB（ビッグバンボーナス）」制度
では、魅力あるデザイン性に優れたビルを認定し、①容積率
緩和制度の拡大②認定ビルへのテナント優先紹介③天神BB
専用融資商品（地域金融機関による支援）④行政による認定
ビルPR－といったインセンティブを与えるというもの。2016
年5月1日から運用を開始しており、認定対象は2024年12
月31日までに竣工予定のビルとしている。
　認定要件を詳細にみると、「低層部・公開空地も含めたデザ
イン性の高いビル」「周辺ビルとの連続性を意識した建物デザ
イン」「まちに潤いを与える木陰や花、目に映える緑化の推進」
「ユニバーサルデザインへの配慮」などを挙げ、具体的なイメー
ジとして、街区ごとに建物の意匠を統一したり、街路との一
体感を考慮した建物低層部・公開空地の色彩や素材感の調和
を図ること等を示している。

航空法の高さ制限の緩和状況

●第1弾承認（平成26年11月）
　【天神明治通り地区】
　約67m（地上15階建て）�→約76m（地上17階建て）

●第2弾承認（平成29年7月）
　【旧大名小学校跡地】
　約76m（地上17階建て）→約115m（地上26階建て）

●第3弾承認（平成29年9月）
　【天神明治通り地区】（更なる緩和）
　渡辺通りの中心線より西側
　約76m（地上17階建て）→約115m（地上26階建て）
　渡辺通りの中心線より東側
　約76m（地上17階建て）→約76m（地上17階建て）
　　　　　　　　　　　�　～約100m（地上22階建て）

天神ビッグバンによる建替え効果の試算
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認定ビルへのテント優先紹介など様々な特典

　インセンティブの一つ目である容積率緩和制度は、福岡市
独自の「都心部機能更新誘導方策※1」による最大400%の容
積率緩和に加え、天神ビッグバンへの貢献で容積率をさらに
最大50%を緩和するというもの。テナント移転フロアが少な
いなど天神地区が抱えている課題の解決を期待されている。
　また、インセンティブの二つ目のテナント優先紹介では、
企業誘致セミナーや企業誘致ホームページなど企業誘致のた
めのプロモーション時に、入居先として認定ビルを優先的に
紹介するというもの。インセンティブの三つ目に掲げている
天神BB専用融資商品は、認定ビルとそのビルに入居するテナ
ントに対し、地域金融機関が設備資金や運転資金などを融資
支援するというもの。四つ目の行政による認定ビルPRとは、
福岡市が様々な機会を活用して認定ビルをPRするというイン
センティブだ。
　さらに、福岡市では、創業支援施設「スタートアップカフェ」
の創設や起業したばかりの企業を税制面から支援するスター
トアップ法人減税などを推進し、新たなビジネスと雇用を創
出する支援も展開している。こうした企業の育成につながる
取組みは、ビルに入居するテナント企業のすそ野拡大に寄与
するもので、供給と需要の両面からのサポートが確立されて
いるのである。
※1　�九州・アジア（50%）、環境（150%）、魅力（50%）、安全安心（50%）、

共働（100%）をキーワードに、都心部の機能強化と魅力づくりに寄与す
るプロジェクトに要S系率の緩和（カッコ内の数値を上乗せ）により支援
するもの。最大で400%の容積緩和。

始動した主なプロジェクト

　天神ビッグバンで、既に動き始めたプロジェクトがある。
　天神ビッグバン第1号プロジェクトとして始動したのは、地元
デベロッパーの福岡地所（福岡市、榎本一郎社長）が手掛ける
大型複合ビル「天神ビジネスセンター（仮称）」。去る1月に起工
式が行われ、2021年9月の竣工を目指し、建設工事に着手した。

　同社では、2017年1月時点の当初計画で、地上16階建て（高
さ約76m）を想定していたが、同年9月の航空法の高さ制限
の緩和を受け、設計変更を実施。その結果、高さを約89mに、
階数も3層増やして地上19階建てに引き上げ、延床面積が6
万1,116.91㎡と天神地区でも最大級の規模を誇るオフィスビ
ルの開発となった。
　概要をみると、オフィスゾーンに加え、地下と低層階に商
業施設を配するほか、地下2階で地下鉄天神駅に直結する。
免震構造を採用し、共用部に帰宅困難者のための一時受入ス
ペースや防災備蓄倉庫を整備するなど天神地区の防災拠点と
しての役割を担っていくことにしている。

　また、高さ制限が約115mに緩和された旧大名小学校跡地
の再開発も動き出している。
　昨年3月、旧大名小学校跡地活用事業として事業者公募を
行った結果、応募3グループの中から積水ハウスを中心とす
る企業連合の事業提案が選定された。同連合の計画では、約
1万1,800㎡の旧大名小学校跡地に、「オフィス・ホテル棟」
と「コミュニティ棟」を建設するというプロジェクト。70年
間の定期借地権を設定し、天神ビッグバンの西ゲートとして
魅力あるまちづくりとタウンマネジメントに取り組んでいく。
　計画概要をみると、オフィス・ホテル棟は地上24階建て、
高さ約110mで、1・2階に商業スペース、3階～16階にオフィ
ススペース、17階～24階にホテルを配していく。ホテルは、
高級ラグジュアリーホテルのマリオットグループの「ザ・リッ
ツ・カールトン」の進出が決定している。
　また、コミュニティ棟は地上18階建て、高さ約63m。公民
館、ギャラリーを含む多目的空間などの公共施設のほか、創
業支援・人材施設、保育施設、国際水準のレデンスなどを提
案していく。
　このほかにも、天神地区ではオフィスビルだけでなく、商
業施設を含めた一体・複合開発などの動きが出てきており、
2024年を目指し、様々なプロジェクトが動き出そうとしている。

まちづくりレポート 都市の再生が進む福岡市

「天神ビジネスセンター（仮称）」の完成予想図

運用開始 2016年��5月��1日

認定対象 2024年12月31日（ビッグバン期間中）に竣工
予定のビル

認定要件 魅力あるデザイン性の優れたビル

インセンティブ

①容積率緩和制度の拡大
②認定ビルへのテナント優先紹介
③天神BB専用融資商品
④行政による認定ビルPR

天神BBB（ビッグバンボーナス）の概要
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基本情報編
　基本情報編は、従来のビル実態調査の基本情報編を引き継
いでおり、アンケート対象のビルのプロフィールを構成する
基本情報について記載したもので、具体的には、回答ビルの
延床面積・有効面積・所有形態・階高・駐車場台数等の構成
などについてまとめています。
　概ね、10,000㎡以下のビルが過半数を占めており（53%）、
50,001㎡以上は11%です。
　また年代別には1990年代前（築29年以上）のビルが2/3
を占めており、2000年代前（築19年以上）のビルまで含め
ると85%に上ります。

営業関連情報編　
　営業情報編は、従来のビル実態調査の基本情報と経営動向
調査の賃料・空室率情報を引き継ぎつつ、主として賃料・空
室率の動向、賃貸借契約書・営業方法・テナントリレーション
等につき調査しています。

■空室動向
・　�（東京）全体的に、空室率横ばいが8割近くを占め、踊り場
感もうかがえます。しかしながら、空室率下降の割合が、
同上昇を9ポイント近く上回っており、空室率改善が継続す
るという見方が優勢でもあります。

・　�（全国）全体的には、空室率横ばいが2/3強を占め、空室率
減少の踊り場感もうかがえます。ただ空室率下降の割合が
上昇を10ポイント以上上回っており、まだ空室率改善が継
続する見方が優勢です。一方で、前年は下降が上昇を32ポイ
ント上回っており、空室率改善のスピードは鈍化しています。

■賃料動向
（東京）
・　�全てのエリアで賃料水準は上昇する見通しが優勢ですが、
昨年との比較においては、その勢いが弱まっています。昨
年は賃料上昇が下降を48.7ポイント上回っていましたが、
来年にかけては39.2ポイントに減少しています。　　

・　�特に、渋谷区と千代田区は上昇する見通しが強くなってい
ます。

　ビル実態調査は、ビル事業の総合的な基礎資料として、連合会正会員を対象とするアンケートにより、
毎年1回、調査を行っておりますが、平成30年度より、今まで別途行っていたアンケート調査（「運営管
理調査」、「エネルギー使用量調査」）を一本化するとともに、東京版と全国版を一体化した集計がまと
まりました。
　これに伴い東京版についてはこれまでの「運営管理調査」、「経営動向調査」も併せて整理しました。

「ビル実態調査」（全国版・東京版）
調査結果の概要
（一社）日本ビルヂング協会連合会

平成30年度
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（全国）� �
・　�全体的に、賃料上昇が賃料下落を30ポイント以上上回って
おり、賃料上昇トレンドが継続するとの見通しが強くなって
います。

管理関連情報編
　管理関連情報編は、旧ビル実態調査の管理関連情報と運営
管理調査の管理体制・管理費情報を引き継ぎつつ、主として
管理体制・利便施設・災害対策・バリアフリー対策・リニュー
アル等について、調査しています。

■設備運転・管理
（東京）　
・　�外部に業務委託しているビルが多数派（85%）で、概ねど
のエリアでも8割程度業務委託しています。

　

（全国）
・　�外部に業務委託しているビルが多数派（78%）で、エリア
別にみると近畿圏、首都圏ではその割合が比較的高く（近
畿圏：86%、首都圏：84%）、北海道・東北地区、中四国・
九州地区では比較的低くなっています（北海道・東北地区：
63%、中四国・九州地区：63%）。

・　�規模別でみると規模が大きくなるにつれ、業務委託の割合
が増えてきます。小規模ビルでは業務委託の割合は70%で
したが、超大規模ビルでは86%になっています。

■ リニューアル・今後3年間の予定
・　�（東京）リニューアルの優先課題としては、省エネ化（46%）、
トイレ（22%）、セキュリティ強化（11%）などが上位に来
ています。

・　�（全国）リニューアルの優先課題としては、省エネ化（45%）、
トイレ（26%）、エントランス（11%）及びセキュリティ強
化（11%）が上位に来ています。

・　�年代別には、概ね20年～30年の間に、トイレとエントラ
ンスの改修が優先課題の上位に来るようになっており、省
エネ化については、年代に関わらず優先順位の最上位に来
ています。

エリア別（全国版） N =

　合　計 776

北海道・東北地区 80

首都圏 339

中部地区 99

近畿圏 180

中四国・九州地区 78
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85.6
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エネルギー使用量編
　エネルギー使用量編は、従来のエネルギー使用量調査を引
き継ぎつつ、主としてエネルギー使用量の削減・増加の原因
等について調査しています。

■前年度からの削減率が高い場合の要因について
・　�大規模リニューアルに起因（全国）
�　�「高効率照明への更新」が最も多く（76%）、「高効率空調への
更新」が次いで多く（42%）、高効率照明への更新が他のリ
ニューアル項目に比べて多く採用されている様子が伺えます。

・　�高効率照明への更新状況（全国）
�　�「専用部・共用部とも更新」が52%、「主として専用部」は
17%、「主として共用部」は30%。高効率照明への更新が、
より広い場所で採用されてきている様子が伺えます。

・　�運用改善に起因（全国）
　�「照明の間引き、減灯の実施」が最も多く（42%）、次いで「空
調設定温度の緩和」（37%）、「エコチューニングやコミッショ
ニング」の実施（16%）が続いています。

参考資料：過去を振り返る
　今回は、ビル実態調査を再構築するにあたり、元号が変わ
るなどの節目にもあたるため、ある程度まとまった期間につい
て、過去を振り返ることを試みました。データ上の都合があり、
必ずしもすべての項目について比較ができたわけではありま
せんが、いくつかの項目については、ビル経営に係る一定の
傾向が垣間見えるなど、長期間調査を行ってきた日本ビルヂ
ング協会連合会ならではの資料と言えるとも思います。
　詳細はビル実態調査の本編をご覧頂ければと思います。

平成30年度「ビル実態調査」（全国版・東京版）調査結果の概要

５（３）今後３年間の予定

N = 313
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「オフィスビル標準賃貸借契約書」を改訂
定期建物版と普通賃貸借版を一冊に

　オフィスビル標準賃貸借契約書は、昭和42年にビル賃
貸借契約に関する考え方の指針として取りまとめられて
以来、その版を改めており、近年では、平成25年に「普
通賃貸借契約版」、平成27年に「定期建物賃貸借契約版」
を出版してきました。
　今般は、令和2年4月に施行されます改正民法（以下
「法」）の内容を反映するとともに、これまで分冊となって
いた「普通賃貸借契約版」と「定期建物賃貸借契約版」
を一冊にまとめ、かつ判決例を最新のものに入れ替え、
充実を図りました。内容としては、①標準契約書のひな型、
②標準契約書の逐条解説、③判例及び判例解説という構
成となっております。今般、改訂にあたって検討したもの
のうち主要な内容のみ以下ご紹介します。

①敷金：今回の民法改正で、譲渡制限特約に違反した譲
渡でも、債権譲渡は原則的に有効であると明記されまし
たが、債務者には、譲渡制限の意思表示がされている場合、
一定の条件において債権の譲渡人への弁済をもって債務
を消滅させる等一定の対抗手段が認められました（法第
466条第2項・第3項他）。
　標準契約書第8条第7項（普通借：第8条第8項）では、
従来から債権譲渡制限の意思表示をする旨明記されてお
り、改正民法においてもこの条項があれば、仮に敷金に
関する債権を賃借人が第三者に譲渡したとしても、賃貸
人としては上記対抗手段をとることができうるため、従
来の条文を維持しています。

（敷　金）
第�8条　敷金の額は、契約要項記載のとおりとし、乙
は、契約締結と同時に、甲に預託するものとする。
　（中略）
7�　乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡し、又は
債務の担保に供してはならない。

②修繕：今回の民法改正では、修繕に関して、次のよう
に定めています（法第606条）。「賃貸物の修繕が必要で
ある場合において、次に掲げるときは、賃借人はその修
繕をすることができる。①賃借人が賃貸人に修繕が必要
である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもか
かわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない
とき、②急迫の事情があるとき」
　しかしながら、修繕が必要とされる傷・故障の程度、
対応の迅速性、「急迫な事情」等については、合理的な基
準や明確な定義があるわけではなく、賃貸人と賃借人と
の間で合意に至らないケースもあると想定されるため、
標準契約書第18条では、改正民法通りの賃借人の修繕権
を認めることには慎重であるという立場をとっており、従
来の条文を維持し、賃貸人が修繕についての意思決定を
するという内容を維持しています。

（修　繕）
第�18条　本物件の維持保全に必要な修繕箇所が生じ
たときは、乙は速やかにその旨を甲に通知しなけれ
ばならない。
2�　前項の通知により甲が必要と認めた修繕について
は、甲がその費用を負担して実施するものとする。
ただし、乙の責に帰すべき事由により必要となった
修繕若しくは乙所有の諸造作、設備等（リースによ
る場合も含む。以下同じ。）に対する修繕は、乙が
費用を負担するものとする。

③明渡し：改正民法では、原状回復の範囲が明確化され、
「賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務
を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰すること
ができない事由によるものであるときは、この限りではな
い」と定められました（法第621条）。この通り改正民法
では、自然損耗は原状回復対象外とされていますので、
自然損耗分も原状回復対象とするためには、その旨詳細
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に取り決めた特約を定める必要があります。
　標準契約書第18条第1項で、賃借人に対し、原状回復
確認書などに基づき、引き渡し当初の状態に復すること
を求め、更に工事区分表にて、賃借人が復すべき原状に
ついて詳細まで合意しておくことを想定しています。

（明渡し）
第�24条　賃貸借期間の満了、解約、解除その他の事
由により、本契約が終了したときは、乙は、次の各
号の定めるところにより、本物件を明渡すものとす
る。
一�　乙は、乙の費用により新設又は付加した諸造作、
設備等及び乙所有の備品等を乙の費用負担により
撤去するとともに、乙による本物件の変更箇所及
び汚損、損傷個所を修復し、壁・天井・床仕上材
の塗装、貼替を行った上で本物件を別紙原状確認
書に基づき引渡当初の原状に復して甲に明渡す。
ただし、本契約の終了日前に、原状回復の方法に
関し、甲乙間に合意がなされたときは、その合意に
従う。
　（後略）

④連帯保証人：改正民法では、連帯保証人の保護が強化
され、連帯保証人が個人の場合、連帯保証の金額に極度
額が設けられ、かつ賃貸人及び賃借人ともに連帯保証人
への情報提供を行うことが求められるようになりました。
また連帯保証人が法人の場合も、賃貸人から連帯保証人
への情報提供が求められるようになりました。
　まず極度額について、改正民法では、個人保証におけ
る根保証について、保証人が個人である場合には、極度
額が（担保の上限となる額）を書面によって定めなけれ
ば保証契約の効力を生じないとされました（法第465条
の2）。賃貸借における保証も根保証であることから、個
人保証において、極度額の設定が求められています。
　賃貸人については、保証人の請求があったときは、債
権者（ここでは賃貸人）は主たる債務の元本及び主たる
債務に関する利息、違約金、損害賠償その他の不履行の
有無並びにこれらの残額等に関する情報を提供しなけれ

ばならないと定められました（法第458条の2）。
　また賃借人に対しては、連帯保証を連帯保証人に委託
する際に、自らの財産の状況等の情報を提供しなければ
ならないとされ、賃借人が情報提供をしていない等の一
定の要件を満たす場合には保証人は保証契約を取り消す
ことができることも規定されています（法第465条の10）。
　民法の規定はほとんど任意規定（別途特約が有効）の
ものですが、上記連帯保証に関する取決めはいずれも強
行規定であり、これに反する特約を締結することできな
いため、標準契約書に下記の通り（極度額について：第1
項、賃貸人からの情報提供：第4項、賃借人からの情報
提供：第5項）反映しました。

（連帯保証人）
第�25条　連帯保証人は、賃貸借条件や内容に変動が
ある場合を含め、契約期間が満了して明渡しが終
了するまでの間に継続的に生じる乙の甲に対し負担
する賃貸借契約上の一切の債務につき、連帯保証
の責を負うものとする。連帯保証人の保証の額の
上限（極度額）は○○○円とする。
　（中略）
4�　連帯保証人の請求があったときは、甲は連帯保証
人に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払い状
況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙のすべての債
務の額等に関する情報を提供しなければならない。
5�　乙は、本契約の締結に先立ち、連帯保証人に対し、
民法第465条の10第1項各号に規定する乙の財産
状況等を提供したことを、甲に対し確約する。

⑤その他の改正：従来、定期建物賃貸借契約締結前の事
前説明書面と重要事項説明書とは、それぞれ根拠法も異
なることから別の書面が必要であると考えられてきまし
たが、国土交通省の通達（平成30年2月28日付『定期
建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等につい
て』）において、所定の記載事項等が満たされれば、両者
を兼ねることが可能とされました。
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（一社）北海道ビルヂング協会

3月例会 賛助会員との第3回「ビジネス
交流会」の開催
▶3月26日（火）に専務理事主催にて、賛
助会員の㈱コンステック札幌支店様、北
海道ガス㈱様、北日本ビル管理㈱様、
（一財）日本不動産研究所北海道支社様
の4社をお招きし、各社のプレゼンテー
ションと終了後の正会員との懇談会の二
部構成で開催いたしました。
　当日の第一部は54名の参加者があり、
第二部の立食形式の懇談会では、38名が
参加され、新入賛助会員からもご挨拶を
いただき、談笑の輪が広がり和やかな雰
囲気の中終了いたしました。賛助会員の
皆様との交流を図ることを目的として、
31年度は11月開催を予定しております。
4月第1回理事会の開催
▶4月24日（水）、札幌商工会議所3階特
別会議室Bにおいて平成31年度第1回理
事会が開催され、中井会長のご挨拶の後、
中井会長の議長により、平成30年度の事
業報告（案）・決算報告（案）、平成31年
度の事業計画（案）・収支予算（案）、任
期満了による役員選定（案）、運営委員
会委員委嘱（案）、新規入会正会員・賛
助会員の承認等の審議並びに5月28日
（火）に開催される第56回定時総会への
付議事項と代表理事及び業務執行理事に
係る職務執行報告がなされ、全て原案ど
おり承認され閉会となりました。
5月例会の開催
▶5月10日（金）、（一財）日本ビルヂン
グ経営センター様のご協力を得、本年も
例会を開催いたしました。東京より西
村・町田法律事務所の町田弁護士をお招
きし、「ビル賃貸借における法律実務－
近時の重要問題－」～立ち退き交渉／合
意解約書を取り纏めていく上での留意点

～をテーマにお話しいただきました。ま
た、本年も中小ビル経営研究会では、例
会終了後、町田弁護士と（一財）日本ビ
ルヂング経営センターの鬼柳事務局長を
来賓にお迎えし、情報交換会をいたしま
した。

埼玉ビルヂング協会

埼玉県の産業立地等について
▶埼玉県の企業立地件数が高水準で推移
しています。2005年1月から2018年9月
までの累計企業立地件数が1,000件を突
破しました。国内最大消費地の後背地で
あり、東北自動車道・関越自動車道・圏央
道・外環道等、縦横に走る幹線道路が産
業団地の付加価値を高め、数多くの企業
を呼び込んでいます。
　埼玉県当局はじめ県内市町村の多くが
企業立地を重点施策と位置づけ振興策を
講じており、また民間デベロッパーも今
後まだ十分発展していくとみて用地開発
や企業誘致に力を入れています。そんな
なか、今回発表された公示地価をみると、
工業地上昇率が全国6位の3%アップで、
商業地、住宅地もそれぞれ上昇しており、
まさに発展し続ける埼玉県です。我がビ
ルヂング協会もそのような環境に対応す
べく様々な努力をしていかなくてはなら
ないと感じております。

（一社）名古屋ビルヂング協会

懇親ゴルフ会
▶第79回連合会（福岡）の懇親ゴルフ会
が、日本オープン開催の歴史、名門・古
賀ゴルフ・クラブで6月6日に開催されま
すが、愛知にも屈指の名門コースがあり
ます。
　東海クラシックの舞台、三好カント
リー倶楽部・西コースで、今年度は名古
屋協会の懇親ゴルフ会を7月9日に開催い
たします。
　名古屋協会の懇親ゴルフ会は、昭和62
年に春日井CCで第一回開催以来、秋に
年一回の開催となっていました。最近は
中京テレビレディースの舞台中京ゴルフ
倶楽部石野コースで行っておりましたの
で、三好CCでの開催は15年ぶりとなりま
す。
　秋には従来通り中京GCでの開催も企
画しておりますので、年2回の開催に増え
ます。
　九州の古賀GC同様三好CC西コースは
「乗用カート」がありません。夏の暑い時

期に全行程歩きっぱなしとなりますので、
参加者の皆さんには体調を万全にしてい
ただきますよう今からご準備をお願いい
たします。

（一社）京都ビルヂング協会

京都観光スポット
▶京都にはいろいろなスポットがありま
す。新たな魅力を発見するため、是非京
都にオコシヤス。何度来ても飽きること
はないでしょう？
・�「京都鉄道博物館・京都水族館」（京都
市下京区）
・�「SUINA（すいな）室町」（京都市下
京区）
・�「舞妓シアター」（京都市東山区）
・�「漢字ミュージアム」（京都市東山区）
・�「京都国際マンガミュージアム」（京都
市中京区）
・�「キモノフォレスト」（京都市右京区）

（一社）大阪ビルディング協会

第87回 東西合同管理・技術委員会の
開催
▶4月4日（木）～5日（金）の両日、大阪
市内において表題委員会が開催されまし
た。4日は、「ビル管理の最新事情」と題
し、ビル管理に関する最新機械・設備・
機器・システム等の導入実績や計画など
につき、東京・大阪両協会の各社が事例
を発表し、意見を交換しました。夕刻の
懇親会では、「大阪屋形船」に乗船し、大
川をクルージングしながら大いに親睦を
深めました。翌5日は「なんばスカイオ」
を詳細に見学させていただき、たいへん
充実した委員会となりました。
第48回定時総会開催
▶当協会の第48回定時総会は、5月23日
（木）午後3時から帝国ホテル大阪で開催
され、各議案が原案通り承認可決されま
した。総会に引き続き、TBSドラマ演出
家・映画監督の福澤克雄氏をお招きし、
「常識を打ち破る」と題する講演を拝聴
しました。その後夕刻からは恒例の懇親
会が盛大に開催されました。

兵庫ビルヂング協会

水素スマートシティ神戸構想
▶兵庫協会では4月19日に春期の役員
会・例会を開催し、5月開催の定時総会議
案書（案）の審議、また、総会後に引続い
て開催する協会創立記念祝賀パーティー
の概要報告をしました。

協会便り
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4月に開催した東京ビルヂング協会と大阪ビルディング協会の東
西合同管理技術委員会で視察した「なんばスカイオ」と「surface
スイスホテル南海大阪」。（写真／文　Y.SAKURAI）

　例会終了後の研修会では、神戸市が地
球温暖化対策として取組んでいる『水素
スマートシティ神戸構想』について、神
戸市企画調整局の担当者にお話をして頂
きました。
　水素エネルギーを利用した発電は
NEDO（新エネルギー・産業技術総合開
発機構）のプロジェクトの一環として
ポートアイランドで民間会社が開発を進
めています。2015年より実証プラントの
開発が始まり、2018年4月には水素
100%のガスタービン発電による市街地
への供給が成功しています。また、水素
エネルギーを利用した家庭用燃料電池や
燃料電池自動車の普及に取組んでいます。
　水素発電は石油、石炭など化石燃料を
使用した発電と違い、大気汚染の原因に

なる硫黄酸化物、地球温暖化の原因にな
る二酸化炭素を発生させないクリーンな
エネルギーです。しかし、水を電気分解
して水素を製造するのに「電気」が必要
で、その電力の確保に課題があるようで
す。神戸市の実証プラントではオースト
ラリアで未利用エネルギーの褐炭を利用
して水素を製造し、液化水素を専用タン
カーで運びこんでいると説明がありまし
た。

四国ビルヂング協会

四国の美術館紹介
▶「大塚国際美術館」は、大塚グループ
が創立75周年記念事業として1998年3
月、徳島県鳴門市に設立した日本最大級
の常設展示スペース（延床面積29,412

㎡）を有する「陶板名画美術館」です。
　館内には、厳選された古代壁画から、
世界26ヶ国、190余の美術館が所蔵する
現代絵画まで、至宝の西洋名画1,000余
点を大塚オーミ陶業株式会社の特殊技術
によってオリジナル作品と同じ大きさに
複製しています。原画が持つ本来の美術
的価値を真に味わうことができ、日本に
居ながらにして世界の美術館が体験でき
ます。陶板名画は約2,000年以上にわ
たってそのままの色と姿で残るので、文
化財の記録保存のあり方に大いに貢献し
ています。
　「大塚国際美術館」は、技術はもとよ
り構想においても世界初のそして唯一の
美術館といえます。ぜひ一度訪れてみま
せんか。

　今年3月、恒例となっている韓国ビル協会（KBOMA）の訪日団が来日しました。
　KBOMAの一般会員訪日団は東京ビルヂング協会と大阪ビルディング協会の協力を得て、両都市で3月18日と20日に視察ツアーを実
施。また6年連続で迎えることとなったKBOMA幹部団とは3月28日、東京協会国際委員会を中心に交流を重ねることができました。

韓国ビル協会の来訪

＜ KBOMA 一般会員訪日団（24 名）＞

3/18（月）

東京視察　
Lunch�Reception（東京協会事務局）
大手町スクエア（協力；NTT都市開発㈱）
赤坂インターシティAIR（日鉄興和不動産㈱）

3/20（水）
大阪視察
なんばスカイオ（南海電気鉄道㈱）
大阪瓦斯ビルディング「ガスビル」（大阪ガス都市開発㈱）

＜ KBOMA 役員団 訪日（28 名）＞

3/28（木） 六本木ヒルズ森タワー視察
アークヒルズ仙石山レジデンス「ビューラウンジ」貸切

カッコ内は協会会員会社、敬称略
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