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　福岡総会は、総会前日に行う前夜
祭的なイベントとして定着してきた
『中小ビルの経営を考える集い』が6
月4日午後4時から開催され、4日間
にわたる総会行事がスタートした。
　2日目の6月5日は、辛子明太子を
博多の名産品にまで育てた㈱ふくやの
創業家の2代目、川原正孝氏を講師に
迎え、「私の経営理念～人を活かす経
営～」と題した講演会を午後2時から
開催。明太子の歴史、人材の育成、強
い会社・良い会社の経営手法について
興味深い話をうかがった。
　定時総会は、副会長の岡谷篤一・

名古屋ビルヂング協会会長による開
会宣言で幕を開け、主催地の九州ビ
ルヂング協会の荒牧智之会長が登壇。
荒牧会長は「全国から多くの会員の皆
様を迎え、盛大に総会を開催できます
ことにまず感謝を申し上げます」と歓
迎の辞を述べ、定時総会の議事に移っ
た。
　総会は髙木茂会長が議長を務め、
平成30年度事業報告と決算をそれぞ
れ承認し、令和元年度事業計画と予
算が報告された。
　また、今年度は役員改選期にあたり、
6名の新たな理事を含めた25名の役

員選任案が上程され、満場一致で可
決承認された。その後、新たな理事に
よる理事会を開催。役職役員の選定
が行われ、会長に木村惠司・三菱地
所㈱特別顧問が、副会長に学識経験
者の竹歳誠氏がそれぞれ就任した。
理事には、北海道ビルヂング協会会
長の中目明德氏（㈱平岸グランドビル
社長）、新潟ビルヂング協会会長の木
山光氏（木山産業㈱社長）、四国ビル
ヂング協会会長の木内照朗氏（四国
興業㈱社長）、九州ビルヂング協会会
長の荒牧智之氏（㈱電気ビル社長）
の4名が新たに就任。退任した会長の
髙木茂氏、副会長の伴襄氏は顧問に
就いた（新役員名簿は4頁参照）。
　議事終了後、新会長の木村氏が挨
拶したのに続き、来賓として小林靖・
国土交通省大臣官房審議官、小川洋・
福岡県知事、光山裕朗・福岡市副市長、
藤永憲一・福岡商工会議所会長の4氏
が祝辞を述べた（来賓祝辞は6～ 7
頁参照）。
　引き続いて開かれた懇親パーティー
では、木村新会長が就任の抱負を述
べたほか、前会長の髙木氏が退任の

　（一社）日本ビルヂング協会連合会は6月5日午後3時30分から、福岡市のホテル日航福岡で、第79
回定時総会を開催した。九州最大の都市で、アジアの玄関口である福岡市での総会開催は2007年（平
成19年）の第67回定時総会以来12年ぶりのこと。全国から250名を超える会員が集まり、総会や懇親
パーティーを大いに盛り上げた。

会長交代、令和元年度事業計画等など承認
2020年は東京で80周年の記念総会

12年ぶりに福岡開催、
250名超が参加

第79回定時総会
（一社）日本ビルヂング協会連合会

開会の辞を述べる岡谷副会長 歓迎の挨拶をする福岡協会会長の荒牧氏

ふくや会長の川原正孝氏による講演
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挨拶をした。続いて、種橋牧夫副会長
の乾杯の発声でパーティーが開宴し、
和太鼓の演奏、チアリーダーによるダ
ンスで大いに盛り上がった。その後、
来年の開催地に決定している東京ビ
ルヂング協会への引継ぎ式が行われ、
九州協会の荒牧会長と東京協会の木
村会長が壇上で固い握手を交わした。
　懇親パーティーの最後に、副会長の
三浦一郎・大阪ビルディング協会会
長が登壇し、中締めの挨拶を行い、
終宴となった。

総会の閉会の辞を述べる竹歳・新副会長

九州協会から東京協会への引継ぎ式迫力ある演奏をする和太鼓ジャパンマーベラス

懇親会の中締めをする三浦副会長

乾杯の挨拶をする種橋副会長
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（会長）
木村 惠司氏

（理事）
中目 明德氏

（理事）
木内 照朗氏

（副会長）
竹歳 誠氏

（理事）
木山 光氏

（理事）
荒牧 智之氏

　今年は役員改選期にあたり、会長の髙木茂・三菱地所㈱名誉顧問が退任し、新会長
に木村惠司・三菱地所㈱特別顧問が就任した。また、副会長に学識経験者の竹歳誠氏
が就いたほか、新理事には4名が就任した。新理事に就いたのは、北海道ビルヂング協
会会長に中目明德・㈱平岸グランドビル社長、新潟ビルヂング協会会長の木山光・木
山産業㈱社長、四国ビルヂング協会会長の木内照朗・四国興業㈱社長、九州ビルヂン
グ協会会長の荒牧智之・㈱電気ビル社長の4氏。新役員体制は以下のとおり。

会長に木村惠司氏、副会長に竹歳誠氏、新理事に4氏就任

新役員紹介

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 役員（平成30年6月5日）

役　職　名 氏　　　名 所 属 協 会 会  　社　  名 備　考

会　　長 木 村 　 惠 司 東京 三菱地所株式会社 新　任

副 会 長 種 橋  牧 夫 東京 東京建物株式会社 　

〃 岡 谷 　 篤 一 名古屋 岡谷鋼機株式会社

〃 三 浦 　 一 郎 大阪 大阪ガス都市開発株式会社

〃 竹 歳　　　誠 東京 学識経験者 新　任

理　　事 中 目 　 明 德 北海道 株式会社平岸グランドビル 新　任

〃 松 坂 　 卓 夫 仙台 松栄不動産株式会社

〃 木 山　　　光 新潟 木山産業株式会社 新　任

〃 冨 吉 　 紀 夫 埼玉 大栄不動産株式会社

〃 石 𣘺　  寛 幸 千葉 株式会社石橋オフィスサポート

〃 猪 股 　 徳 臣 東京 東山興業株式会社

〃 渡 邊 　 俊 郎 神奈川 三丸興業株式会社

〃 大 松 　 利 幸 岐阜 岐阜商工会議所

〃 山 田 　 岩 男 富山 富山電気ビルデイング株式会社

〃 花 田 　 昌 彦 金沢 北陸名鉄開発株式会社

〃 長谷川　　茂 京都 株式会社興和コーポレーション

〃 森 本 　 泰 暢 兵庫 森本倉庫株式会社

〃 小 林 　 茂 樹 奈良 三和住宅株式会社

〃 永 山 　 久 人 岡山 下津井電鉄株式会社

〃 椋 田 　 昌 夫 中国 広島電鉄株式会社

〃 木 内 　 照 朗 四国 四国興業株式会社 新　任

〃 荒 牧 　 智 之 九州 株式会社電気ビル 新　任

専務理事 櫻 井 　 康 好 東京 一般社団法人東京ビルヂング協会

常務理事 森 本 　 一 彦 東京 一般社団法人東京ビルヂング協会

〃 坂 本　　　努 東京 一般社団法人東京ビルヂング協会

監　　事 森 　 　 隆 東京 近三商事株式会社 非改選

〃 河 村 　 守 康 東京 株式会社 虎ノ門実業会館 非改選
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　日本ビルヂング協会連合会の会長
を拝命いたしました三菱地所の木村
惠司でございます。
　本日は、ご多用の中を、第79回定
時総会の開催にあたり、全国から250
名を超える会員の皆さまにご参加をい
ただきました。衷心より御礼を申し上
げます。
　九州最大の都市で、アジアの玄関
口として著しい成長を遂げている福岡
市において、日本ビルヂング協会連合
会の定時総会が開かれるのは2007年
以来12年ぶりとなります。開催地の
九州ビルヂング協会は1954年に福岡

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協会で
あると伺っております。
　本日、このように盛大な総会が開催
できましたのも荒牧 智之会長をはじ
め、これまで九州協会を支えてこられ
た役員や会員の皆さま、事務局の方々
の多大なるご尽力の賜物と、厚く御礼
を申し上げる次第です。
　連合会は、来年に創立80周年を迎
えます。こうした歴史のある、全国
19協会から支えられている連合会の
会長に就任することとなり、改めて身
の引き締まる思いです。
　さて、日本を取り巻く環境をみると、
先行きが懸念されるアメリカと中国と
の貿易戦争をはじめ、世界の政治・経
済情勢は不確実性が高く、不透明な
状況にあります。
　国内に目を向けても、回復基調に
あった景気動向に陰りがみえ、夏の参
議院選挙、10月からの消費税率の引
上げなど注視していかなければならな
い様々な課題が山積しています。
　そうした中、持続的な経済成長を支

えていくためにも、大胆な規制緩和と
制度改革による投資の促進、新たな
市場の創出や高度な人材の育成、地
方創生の推進が大きな課題となって
います。
　オフィスビルは、企業の知的生産を
支える「経済インフラ」であるととも
に、魅力ある都市を形成する「都市イ
ンフラ」であり、今後のわが国の持続
的成長に大きな役割を果たしていかな
ければなりません。
　働き方改革の浸透によるテナント
ニーズの大きな変化に加え、ZEB、
SDGs、ESG投資といった社会・経済
の新たな機軸の動向なども注視しな
がら、全国の会員の皆さまの英知とエ
ネルギーを結集し、協会活動を展開し
ていくことで、ビルオーナー唯一の団
体に寄せられている信頼と期待に応え
ていきたいと考えています。
　最後になりましたが、令和の新たな
時代を迎え、会場にご参集の皆さまの
益々のご活躍とご健勝を祈念し、新
会長としての挨拶とさせていただきま
す。

　本日の定時総会をもちまして、日本
ビルヂング協会連合会の会長を退く
ことになりました。会員の皆さま、関

係者の皆さまには大変お世話になりま
した。改めて、御礼を申し上げます。
　連合会の会長に就任いたしました
のは、5年前に開催された仙台総会に
おいてでした。22年の長きにわたっ
て連合会のトップを務めてこられた髙
木丈太郎・前会長よりバトンを受け継
いだわけですが、歴史と伝統のある協
会のトップとしての責任の重さを感じ
たのがつい先日のように思い出されま
す。
　重責を果たせてホッとしているとこ
ろですが、5年というこの期間でオフィ
スビルに対するニーズが大きく変わり、

今後さらにオフィス空間のあり方がこ
れまで以上に多様化、複雑化してくる
と思われます。
　今後は、新たに会長に就任された
木村会長のもと、充実した協会活動を
展開され、協会が、そしてビル業界が
ますます発展していくことを期待して
います。
　平成から令和へと元号が変わり、新
たな時代がスタートしました。ご参集
の皆さまのご健勝とご多幸を祈念し、
また、これまでのご厚意に感謝申し上
げ、退任のあいさつとさせていただき
ます。有難うございました。

木村 惠司・新会長
就任の挨拶

髙木 茂・前会長
退任の挨拶
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（一社）日本ビルヂング協会連合会第79回定時総会 来賓挨拶

　日本ビルヂング協会連合会の定時総会
の懇親会がこのように盛大に開催されます
こと、誠におめでとうございます。会員の
皆様には平素より住宅行政、建築行政に対
して格別のご理解とご協力をいただいてい
ることに、この場をお借りして感謝申し上
げます。
　今回、新しい体制がスタートされたとい
うことで、髙木茂前会長には良質なビルの
ストック形成に精力的に取り組んでいただ
いておりましたことに対し、敬意を表する

次第です。
　また、新たに会長に就任された木村惠
司様におかれましては、これまで不動産協
会のリーダーとして私ども国土交通行政が
大変お世話になってきたところですが、関
係の深い貴連合会の会長としてまたお付
き合いができますこと、大変心強く思って
います。引き続き、よろしくお願いいたし
ます。
　さて、最近のオフィスビルマーケットを
みると、地域差はありますが、空室率が低
下していて、賃料も徐々に上昇していると
いう状況で、足元のファンダメンタルは底
堅いと認識しています。
　そうした中で、オフィスビルに対する期
待は高まっており、安全・安心はもとより、
省エネの面から環境負荷をより小さくする
ことが求められています。国土交通省では、
昨年に建築基準法を改正し、今月から施行
しますが、中層の建築物の内装にも木が使
えるような制度改正を行いました。是非、

ビルオーナーの皆様にもこうした制度の活
用にご協力をお願いします。
　また、先月、建築物省エネ法が改正さ
れました。これは今後6か月以内、2年以
内と段階的に施行されていきますが、その
中で、これまで2,000㎡以上の非住宅の建
築物が対象であった「省エネ基準の適合
義務化」が300㎡以上の非住宅の建築物
まで拡大するという改正です。制度の強化
になりますが、省エネ性能を高め、パリ協
定の目的を達成するという背景があります
ので、ご理解をお願いします。
　国土交通省では、こうした制度的な見直
しを図りながら、今後とも良好な不動産ス
トックの形成に努めていきますので、引き
続き皆様のご理解、ご協力を賜れば幸い
です。
　結びに、貴連合会の益々のご発展と、
本日ご参会の皆様の益々のご健勝、ご活
躍を祈念申し上げ、挨拶とさせていただき
ます。

　皆さん、こんにちは。県知事の小川洋で
す。
　日本ビルヂング協会連合会の定時総会
のご盛会を、心からお慶び申し上げます。
　全国各地から、ようこそ福岡県に。心か
ら歓迎申し上げます。
　連合会の皆様におかれましては、昭和
15年の創設以来、長年にわたり都市の成
長や街づくりに御尽力いただいております。
　ビルの災害に備えた耐震化などの安全
対策、省エネによるCO2削減といった環

境対策、そしてオフィス環境の快適性の向
上など、利用者や社会的ニーズに応えるた
め、ビルの経営管理に関する総合的な調査
研究、普及啓発などを通して、経済・社会
の発展に多大な御貢献をいただき、心から
敬意を表しますとともに、今後の活動にも
大いに期待しております。
　さて、本県経済は、生産、輸出、有効求
人倍率が高水準で推移するなど、着実に
元気になっております。現在、こういった
景気を背景にオフィスビル市場は好調で、
空室率は低水準で推移しております。一方、
世界経済に目を転じますと、米中貿易摩擦
やイギリスのEU離脱の不透明感など、大
きく変化しており、今後の動向をしっかり
注視していく必要があると考えています。
さらに、今年10月、消費税率引き上げが
ございます。県としましては、皆様の経営
の安定にもつながるよう、今、着実に拡大
を続けている本県経済を腰折れさせること
なく、地域の経済の足元を固め、県内の各

産業、各地域を元気にしていきたいと思い
ます。そのためにも、引き続きの御支援、
御協力をよろしくお願いいたします。
　折角の機会です。少しだけ宣伝をさせ
てください。福岡県は自然豊かで海の幸、
山の幸に恵まれ、美味しい食べ物がたくさ
んあります。また、ユネスコの世界文化遺
産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」、
そして令和ゆかりの「坂本八幡神社」など、
様々な歴史・観光スポットがあります。さ
らには、9月、ラグビーワールドカップが
ここ福岡県でも3試合が開催され、国内外
から多くの方が本県を訪れます。ぜひ、今
回、福岡県の様々な魅力に触れて頂き、ま
た福岡県に足を運んでいただければと思
います。
　結びにあたり、日本ビルヂング協会連合
会の益々の御発展と、本日御出席の皆様
お一人おひとりの御健勝、御活躍を心から
お祈り申し上げ、私の挨拶とさせていただ
きます。本日は、誠におめでとうございます。

国土交通省大臣官房審議官
小林 靖氏

福岡県知事
小川 洋氏

ビル協に期待  
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　ただいまご紹介いただきました、福岡市副市
長の光山です。本来であれば、市長の髙島がご
挨拶申し上げるべきところではございますが、
本日は所用により出席することができませんの
で、私から挨拶文を代読させていただきます。
　本日は、一般社団法人日本ビルヂング協会連
合会の令和元年の総会が、ここ福岡市で盛大に
開催されますことをお慶び申し上げますととも
に、全国各地からお越しいただきました皆様方
を、市民を代表して心から歓迎申し上げます。
木村会長をはじめ、日本ビルヂング協会連合会
の皆様におかれましては、昭和15年の設立以来、

オフィスビルの建設及び経営や管理を通じて、
安全で快適かつ、魅力ある都市空間を創出され
続け、地域経済の発展に多大なるご貢献をいた
だいており、厚く御礼を申し上げます。
　福岡市は、東区の志賀島で発見された2千年
前の「金印」の時代から、日本における大陸と
の様々な交流の窓口、「アジアのゲートウェイ」
として発展を遂げてまいりました。今日では、
福岡市の人口や来訪者数は増加を続け、企業の
立地や創業も進み、市税収入は5年連続で過去
最高を更新するとともに、市民の意識調査では
「住みやすい」との回答が97.1%となるなど、元
気なまち、住みやすいまちとして高い評価をい
ただいております。
　このような中、福岡の都心部においては、オ
フィスやホテル、MICE施設など、様々な都市
機能の供給力不足が顕在化してきております。
このため、福岡市では国家戦略特区の枠組みに
よる高さ制限の緩和など様々な規制緩和と、福
岡市独自の容積率インセンティブ制度などを積
極的に活用しながら、「天神ビッグバン」や
「ウォーターフロントネクスト」、さらに「博多コ
ネクティッド」など、福岡市を次のステージへ
飛躍させる「FUKUOKA NEXT」のプロジェク

トが進行中であり、都市の機能を高めながら、
耐震性にも優れ、安全安心で快適な国際競争力
のあるまちづくりに取り組んでいるところであ
ります。これらのプロジェクトを着実に進め、
福岡をはじめ九州、ひいては日本の発展に貢献
していくためには、まさに日本ビルヂング協会
連合会の会員の皆様方のお力が不可欠でござい
ますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。
　今年は、ご存知の通り令和元年でありますが、
実は福岡市制130周年であります。このような
記念すべき年に、今週末にはいよいよ「G20福
岡財務大臣・中央銀行総裁会議」が、9月には
アジア初開催となる「ラグビーワールドカップ」
という大きなイベントが開催されます。国内外
から多くの方々に福岡や九州を訪れていただき、
その魅力を世界に発信し、さらなる成長につな
がる大きなチャンスであると考えております。
　結びになりますが、日本ビルヂング協会連合
会の今後益々のご発展と、本日ここにご列席の
皆さまのご健勝とご多幸を祈念いたしまして、
お祝いの言葉とさせていただきます。

福岡市長
髙島　宗一郎氏

代読　副市長　光山 裕朗氏

　皆様、こんにちは。ただ今、ご紹介い
ただきました福岡商工会議所の藤永で
す。
　日本ビルヂング協会連合会・第79回
定時総会が、全国各地の皆様が参加さ
れ、開催されることを心からお慶び申し
上げます。
　また、このように多くの皆様が、この
総会を機に福岡の地を訪れていただき
ましたことを、地元として大変うれしく、

また、感謝する次第です。
　商工会議所は、全国の各都市を基本
単位とした組織で、全国に515の商工会
議所があります。
　日本ビルヂング協会連合会の皆様に
も各都市、各地域において、様々なか
たちで商工会議所の活動にご協力いた
だいています。
　この場を借りて、改めて感謝と御礼を
申し上げる次第です。
　最近のオフィスビルについては、高度
成長期に建てられた多くのビルが、50
年、60年を経過し、建替えをはじめ修
繕などに係るコストを含めた様々な問題
を抱え、またIT化や耐震化への対応な
ど、いろいろなご苦労があると伺ってお
ります。
　また、一方で、オフィスビル自体が企
業活動を支える貴重な経済のインフラ、
景観等に関わる社会のインフラであり、

地域における期待も非常に大きいもの
があります。そうした期待に応えるべく
活動いただきたいと存じます。
　この総会では、多彩なプログラムが
予定されていると伺っています。福岡・
博多の街は食べ物が美味しいと地元と
して自負しています。今回の総会に限ら
ず、いろいろな機会に、福岡・博多の街
を訪れていただいて、ご堪能していただ
きたいと存じます。
　結びになりますが、本日、ご列席の皆
様のご健康、今後のご活躍、そして、こ
の総会の成功を祈念し、挨拶といたしま
す。
　本日は、誠に大変おめでとうござい
ます。

福岡商工会議所会頭
藤永憲一氏

する声続々

7びるぢんぐ●No.355



中小ビルの防災対策の考え方、
実態が浮き彫りに
―あらゆる災害への対策が必要、情報
の共有と活用を

東京ビルヂング協会
中小ビル事業委員会 幹事
清宮 仁氏
（㈱昌平不動産総合研究所 取締役）

　「中小ビルの防災意識アンケート調
査」は、自然災害の猛威に備え、ビル
経営の課題を共有することを目的に行

いました。「備えないよりは出来る範囲
で備えること」で被災後の行動に大き
な開きが出ることは確信できます。
　調査結果では、解析を担当した東京
協会の委員それぞれの考えるあるべき
姿と調査結果のギャップに注目してい
ます。あるべき姿は人それぞれですの
で、会員の皆さんが調査結果をご覧い
ただき、自社のポジションと課題を見
出していただきたいと思います。
　調査結果の見どころは3点です。1つ
目は、報告書第3章に掲載している“特
設「その時私たちは」座談会”です。「北
海道胆振東部地震とブラックアウト災
害」、「大阪北部地震と台風21号暴風雨
被害」について、実際に北海道協会と
大阪協会の会員の方々にヒアリングし
てまとめたもので、緊迫した状況の中
での貴重な体験談を紹介しています。
ぜひお読みください。

　2つ目は、「2012年以降のわずか6年
間で1/3のビルが自然災害に遭っている
現実」や「什器の固定や備蓄が不十分、
従業員の安全確保が甘い現実」、「夜間・
休日の被災時、ビルに駆け付けられな
い現実」など実態が浮き彫りになって
いる点。3つ目は、そうした実態を踏ま
え、「中期経営計画のレベルであらゆる
災害に対する対策を考えること」、「日
本ビルヂング協会連合会で過去に作成
した『災害対応マニュアル』等に台風
対策を追加すること」など、今後取り
組んでいく課題が見えてきました。
　災害の予知は不可能でも、予測は可
能です。「やっておいて良かった」、「やっ
ておけば良かった」、それはあなた次第
です。報告書はじっくり読んでも3時間
程度です。帰社したら社員全員で共有
してください。

　日本ビルヂング協会連合会の総会前夜に開催されている『中小ビルの経営を考える集い（以下、
中小の集い）』が6月4日、福岡市のホテル日航福岡新館2階「ラメール」で開催された。8回目を
迎えた今回の『中小の集い』には全国から127名が参集し、過去最多の参加人数となった。
　今年の『中小の集い』のテーマは「中小ビルの災害対応（防災対策）について」―。昨年（平成
30年）、大阪北部地震や北海道胆振東部地震、西日本豪雨、台風21号の暴風雨など自然災害の猛
威が日本各地で大きな被害をもたらしたことを契機に、テーマに据えたもの。
　そうした自然災害への備えを見直すため、昨年末から今年初めにかけて実施した「中小ビルの防
災意識アンケート調査」がまとまったことから、同調査の集計・分析にあたった東京ビルヂング協会
中小ビル事業委員会の幹事である清宮仁氏（㈱昌平不動産総合研究所取締役）より「中小ビルの防
災アンケート調査結果報告」の内容の解説があった。
　また、北海道胆振東部地震とブラックアウト被害、台風21号暴風雨被害について、それぞれ北海
道ビルヂング協会の遠藤隆三氏（遠藤興産㈱取締役社長）と大阪ビルディング協会の永山克彦氏（㈱
富士屋代表取締役）から体験談が披露されたほか、開催地の九州ビルヂング協会を代表して九州勧
業㈱代表取締役社長の太田禎郎氏から防災対策の取組みが紹介された。

中小ビルの災害対応（防災対策）
について

中小ビルの経営を考える集い

報告書解説 ～災害体験談～ 災害対応例
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電気が使用できなくても
対応できる備えが重要

北海道ビルヂング協会
遠藤 隆三氏
（遠藤興産㈱　取締役社長）

　昨年9月6日に北海道では初めて最
大震度7という大地震が発生しました。
建物の被害は全壊が462棟、半壊・一
部破損が1万4,170棟にのぼりました。
札幌市清田区で液状化の現象がみられ

ましたが、札幌都心部の物的被害は極
めて軽微なものでした。
　地震に伴うブラックアウトによる社
会インフラへの被害が大きく、最大で
295万世帯が停電し、最大6万8,249
戸が断水しました。タワーマンションで
は水の確保、移動などに大変な苦労を
強いられたようです。その一方で、都
市ガスやLPガスに被害はなかったとい
うことです。
　当社の被害ですが、社員の安全を確
保するため、固定していた棚やモニター
は倒れなかったのですが、社員の出入
りが少ない物品庫の棚は固定していな
かったため、変形して書類等が散乱し
てしまいました。また、停電への備え
はほとんどしていなかったため、電動
シャッターが開かずにビルへの出入り
に支障を来したほか、運営するコイン

パーキングでは手動で開閉バーを開放
しました。
　このほか、北海道協会の会員の声を
紹介すると、「災害用コンセントがOA
フロアの下にあり、探すのに手間取っ
た」、「市役所にスマホを充電するため
の長蛇の列が出来たが、震災翌日7日
には携帯電話の基地局自体の充電バッ
テリーが切れてしまって全く使用でき
なくなった」等のほか、「電磁的なセキュ
リティボックスだけではなく、ダイヤル
式のセキュリティボックスを設置した」、
「断水時でも水が使用できるよう受水槽
に蛇口を取り付けた」、「停電時ポンプ
アップできなくても灯油を取り出せる
ようタンクに蛇口を設置した」といった
具体的な対応も披露されています。個
人的には、非常用発電機のようなハー
ド面に加え、電気がなくても対応でき

中小の集い会場
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る備えをしておくことが重要だと感じ
ています。

災害に備える事前準備の
重要性を再認識

大阪ビルディング協会
永山 克彦氏
（㈱富士屋 代表取締役）

　台風21号は昨年9月4日午後2時ご
ろに兵庫県神戸市に上陸しました。神
戸市は大阪市からおおよそ西へ30～
40㎞ほどに位置しています。台風の雲
は反時計回りに渦巻いており、台風の
目の東側に強い風が吹きこみます。大
阪市がすっぽり入ってしまった形で、最
大瞬間風速が58.1m/sを記録しました。
しかも上陸からわずか1時間で日本海へ
抜けていくというスピードでした。しか
も、この時、潮位が高く、最高潮位
329㎝に達していて、被害が拡大した
一因でもありました。
　関空に約7,800人が孤立したほか、
駐車場の車が軒並み横転したり、関西
電力管内の電柱約1,300本が破損した
り、大阪市内で解体中のビルの足場が
崩壊したり、と大きな被害をもたらしま
した。
　当社の対応と被害を時系列でみると、
当日は台風がくるのか疑うほどの静か
な朝で、始業時間の8時半には全社員
が出社しました。休業するテナントも
いませんでした。ところが、10時にな
るとJRと私鉄4社が「午後から全線運
休」を発表しました。10時半に「責任

者を残して帰るように」と社員に指示。
その後、午後1時になると風がどんど
ん強くなっていきました。あっという間
でしたが、風が落ち着いてビルを点検
すると、屋上の大型看板が剥がれて
1/3飛ばされていたほか、屋上にあった
窓拭き用のゴンドラがデコボコになり、
室外機のパネルの破損、窓ガラスの破
損やテナントの戸締り不足による窓の
変形などの被害がありました。
　今回の災害で感じたことは、シャッ
ターの閉鎖は意外と安心感があったと
いうこと。困ったことは、台風の通過中
は人やモノの移動は無理で、社員を早
期に帰宅させたため人手不足を実感し
たことでした。
　教訓としては、いかに被害を未然に
防ぐか、当日の作業量軽減を図るか、
という観点で事前準備の内容を見直す
べきだと感じました。

開発中のオフィスビルに
最新の防災対策導入

九州ビルヂング協会
太田 禎郎氏
（九州勧業㈱ 代表取締役社長）

　「中小ビルの災害対応（防災対策）」
というテーマの中で、当社がJR博多駅
前で建設している「（仮称）九勧博多駅
前一丁目ビル」の事例を紹介します。
　概要は、鉄骨造地下2階地上13階建
て、延床面積2万549㎡の規模で、
2020年4月の竣工予定です。建物のコ
ンセプトとして“博多至近の高品質オ

フィス”を掲げ、「ワーカーの生産性を
支える快適な執務環境」や「テナント
要望に柔軟に応えられる設備計画」、
「トップクラスのBCP性能」、「憩いと賑
わいを創出、地域の魅力を向上」の4
点を提案しています。
　防災対策としては、耐震性能・浸水
対策・帰宅困難者対策・BCP性能充実
を図っています。具体的には、高耐震
設計により耐震強度を建築基準法の
1.25倍に高め、制震装置（ハニカムダ
ンパ）の採用で建物の揺れを吸収する
構造としています。浸水対策ですが、
過去に博多駅周辺で大規模な浸水被害
が発生していることから、福岡市が浸
水対策事業（レインボープラン博多）
を施し、水害ハザードマップを作成し
ています。「（仮称）九勧博多駅前一丁
目ビル」では水害ハザードマップに沿っ
て「止水板付きシャッター」と手動止
水板を設置します。
　また、帰宅困難者対策では、1階エン
トランスとピロティに約70名の帰宅困
難者が待機できるスペースを設けます。
さらに福岡市との協定で3日間の滞在を
想定した約80㎡の防災備蓄倉庫を設置
し、テナントに備蓄品保管スペースを
提供するほか、一般帰宅困難者用の水・
食料・毛布を保管します。
　BCP性能としては、インフラ崩壊時
でも建物を3日間稼働させるため、「電
力の引き込み」（異変電所2回線の受電
方式）、「非常用発電機の実装」、3日分
の貯留が可能な「受水槽の設置」、下水
道遮断時にもトイレ使用可能な「緊急
時排水貯留槽の設置」などを施してい
ます。
　これらが当社の取り組んでいる防災
対策ですが、設備やシステム導入だけ
ではなく、日々の点検や訓練、マニュ
アル等の整備が重要なことは言うまで
もありません。
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司会者　まず、自然災害に対する現在
の備えについて教えてください。
北海道協会　遠藤氏　北海道胆振東部
地震のあと、北海道協会の会員間で被
害状況やその対応について情報交換し
ました。大変貴重な機会で、今後の災

害への備えを考える上で参考になりま
した。今回の地震で当社が痛感したの
は、出社できない社員がいて、マンパ
ワーが足りなかったことです。中小ビ
ルとして人員確保が今後の課題だと感
じました。また、備えをするだけでなく、
1年に1回、点検を含めた災害訓練を行
うことも重要だと感じています。
仙台協会　内田氏　仙台駅のメイン通
りの青葉通りに面した仙都会館ビルを
所有しています。仙台というと東日本
大震災が記憶に強く残っていますが、
当時は火災の避難訓練はしていたもの
の、地震での避難訓練はしていません
でした。東日本大震災の時、多くのテ
ナントはビルの外に出てきました。しか
し、頭上から割れた窓ガラスなどが降っ
てきて二次被害の恐れがあったのです。
災害訓練を行うにしても、火災や地震
などそれぞれの災害を想定した訓練を
それぞれやらなければいけないと感じ

ました。
　また、災害対応について、個々の会
員というだけでなく、仙台中小ビル経
営研究会が中心となって災害対応のマ
ニュアルを作成し、対応していくのも
いいのではないかと考えています。

パネルディスカッション
中小ビルの経営を考える集い

（パネリスト）
遠藤興産㈱取締役社長 遠藤 隆三氏（北海道協会）
㈱仙都会館代表取締役 内田 靖氏（仙台協会）
木村實業㈱代表取締役社長　 木村 平右衛門氏（東京協会）
㈱谷川商店代表取締役社長 谷川 公一氏（神奈川協会）
㈱富士屋代表取締役 永山 克彦氏（大阪協会）
（コーディネーター）
（一社）日本ビルヂング協会連合会 森本 一彦（常務理事）

「中小の集い」の懇親パーティーの様子

　今年のパネルディスカッションは「中小ビルの災害対応（防災対策）」をテーマに取り上げ、連合会の森
本一彦常務理事がコーディネーター役を務め、全国5協会から登壇したパネリスト（上段参照）から自然
災害への備えや対策に関する貴重な話が紹介された。以下、発言の骨子を紹介する。

コーディネーターの森本常務理事

北海道協会・遠藤氏
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東京協会　木村氏　今年作成した『中
小ビルの防災意識アンケート調査結果
報告』の作成に関わった際、北海道協
会と大阪協会へ自然災害の実体験をヒ
アリングする機会がありました。自然
災害に備えるにあたって、それぞれ印
象に残った話がありました。
　まず、ブラックアウトを経験した北
海道協会の皆さんから伺った「マスター
キー、グランドマスターは電気が止まっ
ても取り出せる場所に保管すること」
ということでした。東日本大震災の際、
都内でも計画停電が実施されましたが、
都心3区は一切停電しませんでした。
全くの盲点でした。また大阪協会の永
山さんから伺った「局地的な風の通り
道があって被害ビルが集中しているこ
と。ビルの正面シャッターを降ろすタ
イミングを逸し、閉められなかったこ
と。そして袖看板が破損した話」です。
実際に話を聞かないと気が付かない点
ばかりで、自社の災害対応に役立てて
いこうと考えているところです。
神奈川協会　谷川氏　自然災害への対
策ということですが、当社のビルは横
浜駅近接の海抜が非常に低い場所に立
地しています。支流のような分水路が
多くあって浸水被害が想定されること
から、浸水対策を策定しています。横
浜駅前にできた百貨店の駐車場と管理

部が入居するビルとして昭和48年に建
てられたビルで電気設備室が地下3階
にあるため、資金を投下して天井から
壁まで全てアクリル板で覆いました。
　また、東日本大震災の時も横浜駅に
帰宅困難者が溢れたのですが、その後、
横浜市の対策に協力し、帰宅困難者の
受け入れに関して横浜市と協定を結ん
でいます。
大阪協会　永山氏　当社の自然災害へ
の対策は、平成7年の阪神・淡路大震
災から始まっているといえます。まず
は、ハード面からで、窓ガラスの破損
を防ぐためのカーテンウォールの外壁
改修、エレベーター制御の更新などを
進めました。その後、社会的なニーズ
もソフト面の対応に注目するようになっ
ていきましたので、当社もその流れに
対応していくように取り組んでいきまし
た。BCPが重要視されてきたときは、
日本ビルヂング協会連合会が開発した
『中小ビルのための事業継続計画作成支
援ツール』を活用し、自社のBCPを作
成しました。また、帰宅困難者対策と
しての備蓄の対応も図っています。
森本常務理事　ブラックアウトは想定
外の被害ですが、日々の生活に大きな
支障をもたらします。遠藤さん、実際
に体験されて、何か新たに手を打たれ
たことはありますか。

遠藤氏　一番困ったのは社員との連絡
が取れなくなったことです。社員との
主な連絡手段である携帯電話は基地局
の電源が落ちてしまったため、全く機
能しませんでした。会社の電話は災害
用回線を引いていれば通じるのですが、
今後の対策として、一定の補助を出し
て、ブラックアウトになっても連絡を取
り合える手段を講じようと検討してい
るところです。
森本常務理事　先ほど永山さんから暴
風で看板が飛ばされたという話があり
ましたが。
永山氏　暴風が吹き荒れていたのはわ
ずか2時間程度でしたが、屋上看板が
吹き飛ばされるとは想定もしていませ
んでした。屋上看板については撤去す
ることにしました。
森本常務理事　今回の地震とブラック
アウトで帰宅困難者の状況は？
遠藤氏　JRなど鉄道がストップしてい
ましたから、地下街などで一夜を過ご
した人はいました。幸い9月初旬だった
ので良かったのですが、真冬でしたら
死者もでていたかもしれません。
森本常務理事　谷川さん。横浜市と帰
宅困難者対策について協定を結んだと
いうことですが。
谷川氏　横浜市から、横浜駅周辺の約
20棟程度のビルに対し、「津波発生に
おける施設等の提供協力」の要請があ
り、帰宅困難者を何名受け入れられる
か、具体的な数字を横浜市に提出し、
その人数に対する3日分の貯蓄備品を
提供してもらっています。
　ただし、これは帰宅困難者に対して
ですので、ビルとしての備蓄は別途対
応しなければなりません。
森本常務理事　それでは、これまでの
皆さんのご経験を活かし、今後さらに
留意していきたいことについて、永山
さんから順番にお聞かせください。
永山氏　災害時に社員を帰らせてし
まったので人手が足りなかったわけで
すが、その教訓から「自社でできるこ仙台協会・内田氏 東京協会・木村氏
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とは何か」ということを把握し、出来な
いことに関しては事前に関係者と打合
せをしておこうと考えています。例え
ば、テナントとのコミュニケーションの
中で「地震の時、あるいは台風の時は
こうします」と予め伝えておく。また、
管理会社やゼネコンとも「災害の時は
こうやって対応してください」と打合せ
しておくことです。
　また、帰宅という観点でいうと、鉄
道や道路の交通情報を収集し、正確に
テナントへ伝えることができるのかと
いうことが課題だと感じています。
谷川氏　先ほど紹介した地下にある電
気設備室の浸水対策も今後の備えの一
つ。また、横浜市と提携している帰宅
困難者対策については、自社で帰宅困
難者の受け入れマニュアルを策定して
います。ただ、横浜市との提携では受
け入れ人数を「100名」としているの
ですが、実際に100名で断れるのか、
帰宅困難者が溢れ返っている時はどう
したら良いのか、とても心配です。帰
宅困難者受け入れビル間でネットワー
クを構築できないか、ということを考
えているところです。
木村氏　東京都内で危惧される自然災
害の被害の一つとして、荒川の決壊が
挙げられます。東日本大震災の際に、
日本橋の橋のたもとの潮位が1.8m上昇

したのですが、他の被害が大きかった
ため、あまり話題にはなりませんでした。
荒川が決壊したシミュレーションの映
像を見ることはありますが、実際に70
センチ、80センチ浸水したらビルがど
うなってしまうのかイメージできません。
　例えば、都内の帰宅困難者対策で、
帰宅困難者を受け入れる提携ビルが1
階エントランスを受け入れ場所として
いたなら、止水板を超えるような水位
だったら、その機能を果たせません。
荒川の決壊という一つの災害を想定し
ただけでも、現在の災害対応を一から
見直す必要があると思います。
　阪神・淡路大震災を経験された兵庫
ビルヂング協会の森本前会長からの助
言が非常に印象に残っています。「ビル
経営者は倒壊しない家に住むこと」、そ
して「ビル経営者は自社まで徒歩で行
けるところに居ること」という2点です。
皆さんにも紹介しておきます。
内田氏　今回の「中小ビルの防災意識
アンケート調査」の際に、仙台中小ビ
ル経営研究会で議論した内容を紹介し
ます。
　まず、ビルオーナーとしての責務と
して「地震、火災などの災害時、現場
の対応はビル管理者や警備員等に任せ
てもいいが、建物が耐えられるのか、
避難指示を出すのか出さないのか、と
いう判断はビルオーナーがしなければ
いけない」という意見が出ました。災
害訓練については「地震の訓練と火災
の訓練は分けて行っている」、「実際に
止水板を立てて、水害訓練を行ってい
る。実施訓練をすることで止水板の使
い方やその機能が分かる」といった意
見がありました。
　また、東日本大震災でテナント対応
に苦慮した仙台協会会員の取組みを紹
介しておきます。「震災後、エレベーター
が使用できず、上階まで階段を利用し
なければいけない状況の中、1階エント
ランスにテナントごとの掲示板を設置
した。連絡が取れないテナントの社員

が掲示板にメモを張っていく、またテ
ナントに用事のある取引先企業が掲示
板に用件を記していくなど大変役立っ
た」ということです。
　最後に、袖看板についてですが、仙
台市から指摘があって昨年数十年ぶり
に点検を実施しました。暴風対策とし
て今後は定期的に実施していかなけれ
ばいけないと改めて感じました。
遠藤氏　北海道協会の会員の災害対応
を紹介すると、「社員の2次災害を防ぐ
ため、災害時の建物の点検や作業は必
ず2人以上で行うこと」と社内で決め
ている会員がありました。また、今回
のブラックアウトで感じたのは携帯電
話が使えず情報が全く遮断された中で、
多くのデマが出回り、不安をあおりまし
た。アナログ的ですが、会社や自宅に
ラジオを置いて正確な情報を収集する
ことが大事です。これはビル業界とい
わず、地域全体で取り組むべきだと思
います。
森本常務理事　今年のパネルディス
カッションは「中小ビルの災害対応（防
災対策）ついて」をテーマに、貴重な
お話をうかがいました。5人のパネリス
トの方々に感謝申し上げます。

パネルディスカッション
中小ビルの経営を考える集い

神奈川協会・谷川氏

大阪協会・永山氏
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懇親旅行会 日帰り・1泊 2日コースとも、
九州の観光を満喫

　連合会総会の恒例行事となっている
懇親旅行会は、九州の有名な観光スポッ
トを巡る「日帰りコース」と「1泊2日コー
ス」を企画したところ、「日帰りコース」
に35名、「1泊2日コース」には51名が
参加した。
　「日帰りコース」は、日本百名道のひ
とつに掲げられている“やまなみハイ
ウェイ”を通り、九重連山の壮大な風

景を楽しみながら、全国の人気温泉の
上位にランクされる名湯・黒川温泉へ。
温泉街の中から好みの温泉を選び、湯
船に浸かって日頃の疲れを癒した。
　「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、紫陽花が咲き誇った庭園やライ
トアップした綺麗な夜景を満喫。2日目

は、予定していた九十九島の遊覧船が
強風のため欠航となってしまったもの
の、近隣の水族館へ。その後、有田焼
で人気の窯元直営レストランで昼食を
とり、伊万里焼の秘窯の里“大川内山”
で鍋島藩窯跡に立ち寄って、帰路につ
いた。

日帰りコースの集合写真

1泊2日コースの集合写真

陽花が咲き誇るハウステンボス 伊万里の秘窯の里“大川内山”ライトアップされたハウステンボスの夜景

～総会行 （（（　　　　 
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懇親ゴルフ会 名門ゴルフ場の古賀ゴルフ・クラブで
84名がプレー

　懇親ゴルフ会は総会翌日の6月6日、
福岡市に隣接する古賀市に立地する名
門ゴルフ場「古賀ゴルフ・クラブ」で
開催された。
　「古賀ゴルフ・クラブ」は、今年の男
子プロのメジャー大会“日本オープン
ゴルフ選手権”の会場となるコース。
ゴルフ場関係者から「シングルハンデ
の方がグロス90前後で回れば御の字で
す」とあらかじめ注意喚起されたよう
に、男子プロでもアンダーパーのスコ

アでプレーするのが難しいコースだ。
そんな難コースに挑んだのは、全国の
ビル協会から参加した84名の会員。絶
好のゴルフ日和の中、連合会ナンバー
ワンの栄誉を目指し、8時30分にアウ
トコースとインコースに分かれ、それ
ぞれスタートした。
　競技は18ホールストロークプレー、
ダブルぺリア方式で行い、優勝の栄誉
に輝いたのは岡山ビルヂング協会の黒
崎節夫氏（アウト48／イン48、グロス

96、ネット74.4）。準優勝は兵庫ビル
ヂング協会の森本泰暢氏（グロス96、
ネット75.6）、3位は東京ビルヂング協
会の島田四郎氏（グロス95、ネット
75.8）でした。ベストグロスのスコア
は88で、東京協会の新保正敏氏と北海
道協会の千葉秀幸氏が記録した。
　表彰式では、各賞の授与が行われ、
大いに盛り上がった後、来年開催地と
なる東京での再会と健闘を誓い合い、
散会となった。

髙木前会長の挨拶

集合写真

優勝カップを贈呈される黒崎氏 表彰式の様子

事から～　　　　）））
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兵庫ビルヂング協会
創立80周年を迎え、
盛大に記念祝賀パーティー
　兵庫ビルヂング協会は、創立80周年を迎え、5月17
日に神戸市のホテルオークラ神戸で「創立80周年記念
祝賀パーティー」を開催した。会場には、来賓として（一
社）日本ビルヂング協会連合会の伴襄副会長（当時）を
はじめ、大阪ビルディング協会の勝田達規副会長、京都
ビルヂング協会の中村隆副会長、兵庫ビルメンテナンス
協会会長の人見嘉伸氏のほか、兵庫協会の会員多数が参
集し、80周年を大いに祝った。
　祝賀パーティーでは、会長の森本泰暢氏が登壇。「1939
年（昭和14年）に神戸市内の5社が発起人となって前身
である神戸ビルヂング協会が発足し、その後1974年（昭
和49年）に姫路地区からの入会によって兵庫ビルヂン
グ協会へと名称変更した。現在では正会員45社、賛助
会員10社、ビルは82棟にまで成長発展した」と、歴代
の役員や協会活動を支えてきた会員の協力に謝辞を述べ
た。
　また、1995年の阪神・淡路大震災にも触れ、「この震

災で地域経済は甚大なダメージを受け、ここに至って都
市間競争において他の都市に比べ遅れをとっていると感
じている」との現状認識を示し、「今後は三宮再整備をは
じめ、神戸医療産業都市の更なる発展、海上空港として
ポテンシャルの高い神戸空港の利活用など、地元経済の
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冒頭挨拶をする森本泰暢会長 乾杯の発声をする小橋副会長

来賓の挨拶をする伴襄・連合会副会長（当時）



一層の活性化と振興に期待している」と話した。
　最後に、「働き方改革による多様化なオフィスニーズに
柔軟に対応することが求められており、これまで以上に

セキュリティ、BCP、環境性能などの充実を図り、“人の
集まる、安全・安心・快適なオフィスビル”の提供に努め、
時代に即したビル運営を目指していきたい」と今後の抱
負を語り、冒頭の挨拶を終えた。
　続いて、来賓を代表して伴副会長が挨拶に立ち、80周
年のお祝いとともに、来年80周年を迎える日本ビルヂン
グ協会連合会の発足に中心的な役割を果たし、これまで
連合会を支えてきた兵庫協会の協力に謝意を述べた。そ
の上で「オフィスビルは企業活動を支える場としてだけ
でなく、魅力あるまちづくりに欠かせない主役となって
きている。令和という新たな時代の始まりとともに、90
年、100年に向けて、兵庫協会が中心となり、国際都市・
神戸として個性豊かな魅力を発信していくことを期待し
ている」などと祝辞を述べた。
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　2019年春の叙勲受章者が5月21日に発表され、東
京ビルヂング協会の木村惠司会長（三菱地所㈱特別顧
問）が旭日大綬章を受章し、同月23日に皇居で親授
式と伝達式が行われた。2003年（平成15年）の栄典
制度改革以降、不動産業界から旭日大綬章を受章した
のは木村会長が2人目。
　また、建築基準法・都市計画法制定100年にあたり、
東京ビルヂング協会理事で、日本ビルヂング協会連合
会監事の森隆・近三商事㈱代表取締役社長が歴史的
建築物の耐震・省エネのリノベーションを通じて建築

文化を継承してきた功績が称えられ、「建築基準法・
都市計画法100周年記念事業に係る国土交通大臣表
彰」を受賞した。
　さらに、新潟ビルヂング協会前会長で、日本ビルヂ
ング協会連合会前理事の富山修一・中央ビルディング
取締役会長が長年にわたって不動産業に精励してきた
功績と日本ビルヂング協会連合会など関係団体の役員
としてビル業界の発展に貢献してきた実績が称えられ、
国土交通大臣より2019年建設事業関係功労賞を受賞
した。

木村惠司会長、旭日大綬章を受章
―東京協会の森隆理事、新潟協会の富山前会長が国土交通大臣表彰

森隆氏 富山修一氏

会場の様子



（一社）北海道ビルヂング協会

5月例会の開催
▶5月10日に（一財）日本ビルヂング経
営センター様のご厚意により、恒例にな
りました5月例会を開催。札幌国際ビル8
階「国際ホール」にて、東京より西村・町
田法律事務所弁護士、町田裕紀氏をお招
きし、テーマを『「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～』として開催。近時、老朽化
建物のリニューアル、再開発を前提にし
た不動産の取得が活発化するなか、既存
テナントの立退き交渉の相談事例が増え
ており、賃貸実務担当者のこうした悩み
に応えるべく、休憩を挟み3時間にわたり
解説していただきました。74名が参加し
盛会のうちに終了しました。また、セミ
ナー終了後、中小ビル経営研究会主催に
て町田弁護士、経営センター金子事務局
次長をお迎えして情報交換会を開催、会
員の皆様との懇親を深めました。
第56回定時総会並びに総会懇親会の
開催
▶5月28日に、第56回定時総会をニュー
オータニイン札幌にて開催し、平成30年
度事業報告・収支計算書、平成31年（令
和元年）度事業計画・予算書、が原案通
り承認されました。また、本年は役員改
選の年にあたり、中井千尋会長が退任さ
れ、新会長に㈱平岸グランドビル代表取
締役中目明德氏が選出され新しい体制の
もとスタートいたしました。総会終了後、
同ホテルにて懇親会が開催され、正会
員・賛助会員の多くの方が出席し、中目
新会長のご挨拶と祝杯に始まり、中井前
会長の退任のご挨拶並びに新役員の方々
のご挨拶もあり、終始和やかなうち、新

副会長の㈱昭和ビル代表取締役倭氏の万
歳三唱にて盛会のうち終了いたしました。

埼玉ビルヂング協会

第36回定時総会
▶5月15日に令和に改元されて初めてと
なる第36回定時総会がパレスホテル大
宮「カトレアの間」にて開催されました。
天候にも恵まれ、多数の会員が出席のも
と、総会では平成30年度決算報告が審
議・承認され、また役員改選では理事・
監事候補者（案）の承認と役付理事も選
任され、無事に終了することができまし
た。その後隣の「シクラメンの間」で懇
親会が開催されました。新年度への期待
と新しいビル経営を進めようという決意
のもと、会員相互の絆・親睦をさらに深
めたいとする熱い想いを感じる会でした。
翌週には春季親善ゴルフ大会が高麗川カ
ントリークラブで開催され、冨吉会長が
優勝、伊藤事務局長が準優勝となり、今
年の当協会の勢いを示す幸先の良いス
タートとなりました。

神奈川ビルディング協会

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を毎年継
続して開催しております。4月に開催した
意見交換会は、歴史ある関内駅周辺地区
を「国際的な産学連携」「観光・集客」の
まちへと進めるため、「歩きやすい地区・
駐車場整備ルールの改正について」を
テーマに横浜市8名の方々と当協会10名
で開催しました。
　高齢化の対応や附置義務台数と使用実
態の問題、立体駐車場の老朽化と更新の
検討、目的に合わせた交通手段など多様
な課題対応について忌憚のない意見交換
を行い、今後とも相互連携してまちづく
りに取り組んで行くことを確認しました。

（一社）名古屋ビルヂング協会

日銀支店長講演会
▶5月13日ホテルナゴヤキャッスルにお
いて、講師に日本銀行名古屋支店長　清
水季子氏をお招きし講演会を開催いたし
ました。清水支店長は平成22年に日本銀
行初の女性支店長に就任された方で、国
内においては外国為替、大手金融グルー

プの担当総括、海外は二度のロンドン勤
務（次長・所長）など、国内は言うに及ば
ず、国際感覚も経験に裏打ちされた豊富
な見識をお持ちの方です。当日は「最近
の金融経済情勢と今後の展望」という
テーマで講演いただきました。東海経済
の現況、女性の労働参加、賃金の伸び、
消費者物価見通しから、中国・米国の情
勢をはじめ、名古屋支店長就任直前まで
勤務されていたロンドンの人脈・情報を
踏まえ、イギリスのEU離脱問題について
もお話しいただきました。
　105名の聴衆は、最初から最後まで熱
心にメモを取りながら聞き入り、「参考
になった」、「非常に満足した」と大好評
で、1時間の講演が短く感じられるほどで
した。

（一社）京都ビルヂング協会

京都　パワースポット
▶一、松尾大社　
日本最古の「古事記」の中においても、
既に松尾大社の記述が見られ、「賀茂の
厳神、松尾の猛霊」と下鴨神社と並べて
言われるほど昔から崇め奉られていまし
た。
二、下鴨神社　
古くより導きの神、勝利の神としての信
仰があり、事始めの神社としても知られ
ています。
三、鞍馬寺　
山全体に霊気の漂う鞍馬山は山岳信仰の
地とされ、多くの修行者・霊能者が訪れ
ました。
四、貴船神社　
貴船神社は水の供給を司る神を祀る古社
で、一帯は「京の奥座敷」と称される避
暑地として知られています。

兵庫ビルヂング協会

協会創立80周年記念祝賀パーティーを
開催
▶兵庫協会では、5月17日の第80回定時
総会終了後、創立80周年記念祝賀パー
ティーを開催しました。1939（昭和14）
年10月1日 、『神戸ビルヂング協会』と
して発足してから80周年を迎えます（ 兵
庫ビルヂング協会への改称は1974（昭
和49）年 ）。
　祝賀パーティーは午後5時にホテル

協会便り

18 びるぢんぐ●No.355



びるぢんぐ 2019年8月号  No.355

令和元年7月31日発行

発行人　櫻井　康好
発　行　一般社団法人日本ビルヂング協会連合会
　　　　〒100-0004  東京都千代田区大手町1丁目6番1号
 　　　　 　　大手町ビルヂング3階349区
　　　　TEL.（03）3212-7845　 FAX.（03）3212-6783
制　作　株式会社たいせい
　　　　〒156-0042  東京都世田谷区羽根木1-7-11  
 　　　　 　　大成出版社ビル4階
　　　　TEL.（03）3321-2111　 FAX.（03）3321-2100

（一社）日本ビルヂング協会連合会
第79回定時総会
12年ぶりに福岡開催、
250名超が参加
───────────────────────── 2
新役員紹介
───────────────────────── 4
木村 惠司・新会長
就任の挨拶
髙木 茂・前会長
退任の挨拶
───────────────────────── 5
来賓挨拶
───────────────────────── 6

中小ビルの経営を考える集い
中小ビルの災害対応（防災対策）
について
───────────────────────── 8
パネルディスカッション
────────────────────────── 11
総会行事から
────────────────────────── 14
兵庫ビルヂング協会
創立80周年を迎え、
盛大に記念祝賀パーティー
────────────────────────── 16
協会便り
────────────────────────── 18

CONTENTS 表紙写真
九州の玄関口のJR福岡駅前。1日の乗降者数が40万人という九
州最大の駅には、多くの海外旅行客が行き交っていた。人が切
れた一瞬のシャッターチャンスだった。（写真／文　T.ARAI）

オークラ神戸「松風の間」で開宴し、来
賓に日本ビルヂング協会連合会 伴襄副
会長、大阪ビルディング協会 勝田達規副
会長、京都ビルヂング協会 中村隆副会
長、兵庫ビルメンテナンス協会 人見嘉伸
会長、日本ビルヂング協会連合会 大内正
明事務局長をお招きし、会員42社の約
90名が出席しました。
　森本会長のあいさつ後、伴副会長にご
祝辞をいただき、和やかな祝賀の雰囲気
に包まれるなか祝宴が始まりました。ま
た、宴席を盛り上げるためジャズライブ
と「空くじなし」の《くじ引き大会》を準
備し、笑顔が広がる祝宴になりました。
「令和」に改元され新しい時代の始まる
今年、当協会も90周年、100周年に向
かって新たな一歩を踏み出しました。

奈良ビルディング協会

令和元年度定時総会を開催
▶5月31日に奈良市内に於いて当協会の
定時総会を開催致しました。上程された
平成30年度事業報告、収支決算報告、令
和元年度事業計画（案）、収支予算（案）
について審議され、原案通り承認可決さ
れました。
　6月5日に福岡市内で開催された連合会
第79回定時総会に参加し、翌日からの一
泊二日の懇親旅行にも参加いたしました。
長崎ハウステンボスでは、園内に咲き誇
る紫陽花。夜になるとプロジェクション
マッピングが奏でるショートストーリー。
イルミネーションもステキでした。また、
伊万里焼の里には、江戸時代佐賀藩（鍋
島藩）から脈々と伝えられた見事な焼き

物が窯元独自の色合いを見せていました。
福岡・長崎・佐賀の自然や芸術に触れ、
ゆったりとした時を過ごすことができ、
心に残る旅となりました。

四国ビルヂング協会

寝台列車サンライズ瀬戸・出雲に乗ろう
▶日本で唯一、毎日定期運行している
「寝台列車」は東京から四国、山陰エリア
を結ぶ「サンライズ瀬戸・出雲」の2本だ
けです。14両編成で運行し、岡山駅にて
分割・併結を行うため東京～岡山間では
連結して走っていますから、東京駅では
わずか1本しか発着していないという状
況になっています。「下り」は東京駅22
時00分発－高松駅7時27分着・出雲市駅
9時58分着。「上り」は出雲市駅18時55
分発・高松駅21時26分発－東京駅7時8
分着。
　旅行の移動手段といえば、新幹線や飛
行機が早くて便利ですが、ゆっくり横に
なって移動できる寝台列車に若い女性の
注目が集まっています。客車は個室が中
心でプライバシーと安全が確保されてお
り、これが女性も安心して乗れる要素に
なっています。夜遅くに出発して、朝には
目的地に着くことができる利便性も嬉し
いですね。
　今度の旅は、ちょっと趣向を変えて、
寝台列車で出かけてみませんか。特に
「サンライズ出雲」は、パワースポットで
縁結びの神様「出雲大社」へ一直線。恋
だけじゃなく、仕事、家庭、日々の生活す
べての良縁を祈願しに参拝してみません
か。東京から四国・山陰エリアを訪れる

時には、ぜひ一度ご乗車してみてはいか
がでしょうか。

九州ビルヂング協会

第65回九州ビル協総会開催
▶5月19日に、西日本新聞会館天神スカ
イホールにおいて、九州協会の定時総会
が開催されました。前年度実績報告、今
年度計画案及び退任に伴う役員選任など、
上程された議案について、すべて原案通
り承認可決されました。
前年度の主な実績は、次のとおりです。
　・5年ぶりに会長が交代
　・ 西日本地区ビル協交歓会議を九州で
開催

　・ 連合会総会福岡大会の事前準備対応
　・ 会員紹介が功を奏し会員数72名に増
第79回連合会総会福岡大会開催
▶6月4日から7日は、連合会定時総会を
福岡市で12年ぶりに開催しました。
運営委員を中心に2年がかりで準備を進
めてきたにもかかわらず、当日まで調整
に追われましたが、おかげさまで300人
近い多数の方にご参加いただき、なんと
か4日間の行程を終了することができま
した。
　特に、ゴルフや旅行が天候に恵まれた
ことと、お帰りの際も、G20福岡財務大
臣・中央銀行総裁会議を前に予想された
混雑や乗遅れ等もなく、無事にお送りで
きたのが何よりでした。
　連合会をはじめ皆様には、運営にご協
力いただき大変感謝しております。
　紙面をお借りして御礼申し上げます。
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