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■試 験 日　2019年 12月 8日㊐　10：50～ 16：50
■申込受付期間　10月 1日㊋ ～ 10月 31日㊍
■申 込 方 法　センターホームページ   試験申込はこちら  からのWeb申込
■試 験 科 目　賃貸オフィスビルに関する
　　　　　　　「①企画・立案」「②賃貸営業」「③管理・運営」 「④総合問題」の 4科目（各科目 60分）
　               　 　　 ※試験の一部免除：2017・2018・2019年度ビル経営管理講座修了者は試験科目「④総合問題」が免除されます。

■出 題 形 式　①～③の 3科目については択一式または用語選択式、④は 3科目の記述問題
■試験実施都市　札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
■受験手数料　32,400円（税込）
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ビル経営管理士®は オフィスビル経営管理のエキスパートです。
ビル経営管理士試験2019

年度

国土交通大臣登録「ビル経営管理士®登録証明事業」

10月1日火～10月31日木 12月8日 日

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

「ビル経営管理士登録」の実務経験の要件

ビル経営管理士試験は不動産特定共同事業法に基づき、当セ

ンターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業

です。

試験合格者は実務経験を満たしたときに、ビル経営管理士の

登録ができます（一度合格すれば、登録の期限はありません）。
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※2019年3月現在の資格登録者数は3,899名

ビル経営管理士は、以下の要件を満たします。

　・不動産特定共同事業法の業務管理者
　・不動産投資顧問業登録
　・宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可
　・金融商品取引法の不動産関連特定投資運用業登録
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※詳細は下記「受験案内書」をご参照ください。



Ⅰ 既存税制の延長

1.　 特定の事業用資産の買換え特例の延長（所得税・
法人税）

　法人が、長期（10年超）保有の土地、建物を譲渡し、
土地、建物に買い換えた場合の特例措置（譲渡益の70
～80%相当の課税繰延べ）について、適用期限を延長し
ていただきたい。

［現行制度における課税繰延べの割合］
①  地方（東京23区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた
地域） →  東京23区　70%

②  地方 → 首都圏近郊整備地帯等（東京23区を除く首
都圏既成市街地、首都圏近郊整備地帯、近畿圏既成都
市区域、名古屋市の一部）　75%

③ 上記以外　80%

2.　 市街地再開発事業における特定の事業用資産
の買換え等の特例措置の延長（所得税・法人税）

　市街地再開発事業の推進を図るにあたり保留床処分の
円滑化のため、事業用資産を譲渡し市街地再開発事業の
保留床へと買換えた場合に、譲渡益への課税を繰り延べ

る特例措置について、適用期限を延長していただきたい。
［特例措置の内容］
　一定の事業用資産を譲渡し、市街地再開発事業の保留
床を取得して事業の用に供した場合、譲渡した事業用資
産の譲渡益の80%の課税を繰り延べる。

3.　 既存建築物の耐震改修投資促進を目的とする固
定資産税の特例措置の延長

　耐震診断が義務付けられる建築物について耐震改修を
行った場合、固定資産税を減額する特例措置について、
適用期限を延長していただきたい。
［特例措置の内容］
　耐震診断義務付け対象建築物で耐震診断結果が報告さ
れたもののうち、政府の補助を受けて耐震改修工事を完
了したものについて、工事完了の翌年度から2年間、税
額を1/2減額（改修工事費の2.5%を限度）。

4.　 国家戦略特別区域における特例措置の延長（法
人税・法人住民税・法人事業税）

　国家戦略特区の特定事業の実施主体として認定区域計
画に定められたものが、国家戦略特区内において機械等
を取得した場合、特別償却または税額控除が可能となる
特例措置（下表）の適用期限を延長していただきたい。

　日本ビルヂング協会連合会（会長：木村惠司・三菱地所㈱特別顧問）は8月26日、石井啓一・国土交通大臣に対し、
令和2年度税制改正・予算に関する要望書を提出した。今回提出した税制改正・予算要望の骨子は以下のとおり。

令和2年度 税制改正・予算に関する
要望について

現行要件
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5.　 浸水防止用設備に係る固定資産税の特例措置の延長

　浸水防止用設備に係る固定資産税の特例措置（課税標
準を軽減）について、適用期限を延長していただきたい。
［現行制度の概要］
（1）対象設備
　河川氾濫時における浸水想定区域内の地下街等の所有
者又は管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基
づき、平成29年4月1日から平成32年3月31日までに
取得した浸水防止用設備（止水板、防水扉、排水ポンプ、
換気口浸水防止機等）。

（2）特例措置の内容
　浸水防止用設備に係る固定資産税について、5年間課
税標準を市町村の条例で定める割合（2/3を参酌して1/2
以上5/6以下の範囲内）に軽減。

6.　 法人の土地等の譲渡益に対する追加課税制度
（法人重課）の停止期限の延長

　法人の土地等の譲渡益に対して、通常の法人税のほか、
特別税率が課される法人重課制度について、制度の停止
期限を延長していただきたい。
［法人重課制度の概要］
　短期（5年以下）所有土地の場合　10%を重課
長期（5年超）所有土地の場合　　5%を重課

7.　 工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る
印紙税の特例措置

　工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の
特例措置の適用期限を延長していただきたい。

Ⅱ 新規税制の要望

居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための
特例措置の創設（固定資産税・都市計画税）

　居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための制度
を創設し、公共空間の拡大につながる民地の開放及び公
共施設との一体性を高めるための施設の改修等について
税を減免する制度を創設していただきたい。

■特例措置の内容
　① 公共空間の拡大を図るために敷地を公共施設等の用
に供した場合の課税の特例

　　【固定資産税・都市計画税】
　  　 道路、広場等の公共施設等の用に供されている土地

の課税標準額を５年間１/２に軽減
　② 公共施設との一体性を高め、まちの魅力向上に資す
る建物低層部・敷地の改修等に係る課税の特例

　　【固定資産税・都市計画税】
　  　 改修後の家屋（原則として１階部分）及び償却資産

の課税標準額を５年間１/２に軽減
■要望
　 　上記①、②について３年間（令和２年４月１日～令和
５年３月31 日）の特例措置を創設する。

Ⅲ 税制の見直し要望

建築物に係る多重課税の見直し

　建築物には、消費税だけでなく不動産取得税・登録免
許税・印紙税・固定資産税等が重畳的に賦課され、税負
担が過重となっている。
　ついては、税制の抜本改革に際しては、これらの多重
課税を見直し、不動産取得税の廃止、登録免許税の手数
料化および不動産譲渡契約書に関する印紙税の廃止等を
図っていただきたい。

Ⅳ 各種支援の拡充要望

良質なまちづくりに向けて、再開発の予算の確保、
エリアマネジメントの支援の充実等を図られたい。

■良質なまちづくりに向けて、
　① 防災・省エネまちづくり緊急促進事業の延長を図っ
ていただきたい。

　② 良質なまちづくりに寄与する市街地再開発にかかる
国費の確保を図っていただきたい。

　③ 官民協力による良質なまちづくりに向けて、エリアマ
ネジメントについて、人材確保・育成、財政的援助、
手続き簡素化などの支援の充実を図っていただきたい。
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地方協会／新会長インタビュー ◆ 北海道協会 ◆

職と住が一体化した
コンパクトシティを

会社は創業57年、法人設立47年

―会社の歴史を教えてください。

中目氏　まずは中目家について紹介させ
て下さい。
　中目家は明治4年（1871年）、初代中
目文平が伊達水沢藩（現岩手県）から、
刀を鍬に変えて現在の北海道平岸に入植
し、間もなく150年になろうとしていま
す。当時太陽も見えないほどの原生林に
覆われた大地の開拓から始め、農業を営
み、そのかたわら果樹園を経営していま
した。果樹園が盛んだった頃は「平岸林
檎」が有名になり、はるかシンガポール
まで輸出していたということでした。
　しかし、昭和30年頃から都市化の波
が押し寄せ果樹園の経営は難しくなり、
時代とともに業態を変える大きな決断を
迫られたと聞いています。父である4代
目の中目市郎は昭和37年（1962年）に
果樹園をあきらめ、個人経営で貸し家業
を始めました。賃貸事業の第1歩を踏み
出したということです。物件は当時とし
ては珍しいブロック鉄筋の構造で、林檎
倉庫を建てるときと同じ発想のもと、外
断熱工法を採用した賃貸住宅だったよう
です。
　昭和47年（1972年）、地下鉄開業と
冬季オリンピック開催で札幌の経済発展
を予測したのでしょうか、同年にビルの
建設計画を立案し、法人を設立したのが

現在の㈱平岸グランドビルです。創業
57年、会社設立47年になります。
――平岸という土地柄は？

中目氏　平岸の地は札幌の中心地から5
㎞程度の距離で、住宅地だった場所にテ
ナントビルを建てるという計画は、当時
としては珍しかったのだと思いますが、
融資を受けるために金融機関を説得する
のが大変な環境だったようです。しかし
ながら多くの理解者に支えられ、現在で
は平岸にテナントビル6棟とマンション3
棟を所有・管理するまでになっています。
会社として平岸で職と住の一体化したコ
ンパクトなまちづくりを目指し、取り組
んでいるところです。努力の甲斐あって、
少しずつ札幌の南の拠点として認められ
つつあります。

ビル協会への入会が大きな転機に

―ビルヂング協会との関わりはいつ頃で
すか？

中目氏　昭和52年（1977年）12月に
北海道ビルヂング協会の前身である、札
幌ビルヂング協会へ入会しました。ちな
みに、札幌ビルヂング協会が北海道ビル
ヂング協会に改称したのは平成18年
（2006年）のことでした。
　この札幌ビルヂング協会への入会が会
社にとっても、私にとっても大きな転換
期となったと感じています。中小ビルの
経営者や大手ビル会社の方々と情報交換

ができ、ビルオーナーの集まりとして最
高の勉強の場となりました。
　北海道協会は伊藤義郎現名誉会長が
46年間にわたって会長職に在任され、北
海道の経済界はもちろん日本の経済発展
に尽力されてこられました。このことに
心より感謝しつつ、歴代の会長の功績を
汚すことなく努力していきたいと思って
います。
―これまでに印象に残っている出来事、
思い出を教えて下さい

中目氏　やはり東京ビルヂング協会の猪
股さんとの出会いは大きかったと思いま
す。
　平成6年（1994年）当時、札幌ビル
ヂング協会所属の若手経営者で「若手経
営者の会」を任意で立ち上げ、若手経営
者による活動を展開していました。その
後、平成14年（2002年）に日本ビルヂ
ング協会連合会の総会が千葉で開催され
た際、猪股さんと話し合って「連合会総
会の前日に中小ビルの会を開催しよう」
ということを決め、平成16年（2004年）
に札幌で開催した連合会総会の前日、札
幌、東京、大阪、神奈川の4協会に所属
する中小ビルオーナーが集まり、記念す
べき第一回目となる「中小の会」開催に
至りました。
　当時は連合会からの予算も付かず、手
弁当で行って大変苦労したのですが、今
から振り返ると連合会総会の新しい姿を

北海道ビルヂング協会  中目 明德氏
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構築することができたと自負しています。
その後、猪股さんをはじめとする会員の
働きかけがあって、連合会の正式行事と
なり、2012年から「中小ビルの経営を
考える集い」として連合会総会の前日に
全国の中小ビルオーナーが一堂に会する
会に発展し、とても嬉しく思っています。
決して仲良しではありませんが、仲間と
して猪股さんを尊敬しています（笑）。

ビル業界の発展、次世代へ繋げる
活動を

―会長に就任された感想と抱負を教えて
ください

中目氏　正直、突然の会長指名に本人が
驚いています。北海道協会には人材も人
物も多くいる中で「なぜ私なのか」がい
ま持って分かりませんが、当協会として
ビル業界の発展と会員の利益に繋がる事
業を進めていきたいと思います。責任世
代の一人として、次の若い世代に繋げる
ように努力していきます。
―協会活動についてのお考えは？

中目氏　今年度から新体制になりました
が、基本的には今までの事業を踏襲する
ことを軸にして進めていきたいと思いま
す。毎月開催する運営委員会において例
会等の承認と報告を行い、周知徹底して
いきます。また、会員への情報提供等と
して、ビル見学会（道内、東京、大阪、
海外等）や再開発の現況等に関する講演
会、最新の話題を最優先に取り上げた例
会を引き続き開催していきます。さらに、
中小ビル経営者の会を定期的に開催する
ほか、年1回開催している賛助会員によ
るビジネス交流会など、会員への情報提
供や会員交流の場を平均月1回のペース
で設けていきたいと考えています。
　もう一つ、会員の増強にも取り組んで
いきます。札幌以外の道内地方都市にも
協会のPRをして会員の増強を図っていこ
うと考えています。

厳冬期の災害や水害に対する対策
検討へ

―昨年、北海道胆振東部地震とそれに伴
うブラックアウトを経験されていますが、
全国の会員に向けた教訓を

中目氏　昨年9月6日午前3時08分に発
生した北海道胆振東部地震では、震源地
の厚真町で震度7を記録し、その後道内
がブラックアウトするという初めての経
験をしました。この件については今年6
月に開催した連合会の福岡総会の「中小
ビルの経営を考える集い」で会員へ配布
された資料がありますので、詳しくはそ
れをご覧いただきたいと思います。
　中小ビルオーナーとしての見解ですが、
「ビルは電気がないと機能しない」という
ことに尽きると思います。新しい大型ビ
ルは自家発電装置や非常用発電機が常備
されていますが、中小規模のビルにはま
だそこまでの設備が整備されていないと
いうのが現状です。全国の中小ビルの防
災対策として、これまで以上に地方自治
体や国から補助金等の支援を受けられる
よう要望していきたいと思います。
―北海道協会としての防災対策への取組
みは？

中目氏　北海道胆振東部地震の経験を踏
まえて、防災に関する勉強会を継続でき
るよう検討したいと思います。今回の経
験で様々な課題が浮上してきました。と
くにまだ経験していない厳冬期における
“冬型災害”についての対策は喫緊の課
題だといえます。
　また、異常気象の影響なのか、北海道
でもゲリラ豪雨直撃の洪水被害が頻繁に
発生しています。こうした水害対策も重
要な検討課題の一つです。札幌市内でテ
ナントビルが集中している中央区が一番
水害に弱いとされています。既存の中小
ビルの場合、機械室が地下に設けている
ケースが多いと思いますので、水害のた
めのバックアップ体制が必要だと感じて
います。

まちづくり会社として地域貢献

―自社のトピックスについて教えてくだ
さい

中目氏　当社は、前段でもお話しした通
り、札幌の中心から5キロ圏内の位置に
ある「平岸」のまちづくり会社であると
位置づけています。林檎の名産地を由来
として命名したコミュニティFM放送局
「FMとよひら（通称FMアップル）」の運
営をはじめ、地域交流サロンぴらけし、
子ども食堂、マルシェなど地域が求めて
いる小さな事業のお手伝いを、当社のビ
ル内で開催しています。これが災害時に
共助として顔の見えるまちづくりに役立
つ事を願っています。
―休日の過ごし方、趣味を教えて下さい

中目氏　趣味はマラソンです。49歳の時、
たばこをやめたくて走り始めました。そ
の年に、初のフルマラソン挑戦として、
ホノルルマラソンに参加しました。その
後、100キロウルトラマラソンにも出場
したほか、それまで泳げなかったのです
が、60歳からスイムを習い、トライアス
ロンにも挑戦しました。現在66歳、元気
に走っています。走っているといろいろ
なアイディアが湧いてくるのと、走った
後のお酒が最高です（笑）。もうタイムを
追いかける力はありませんが、走るのが
大好き人間です。

北海道ビルヂング協会
1. 沿革
昭和30年6月、札幌ビルヂング協会設立。
組織機能のさらなる充実を図るため、昭和53
年4月に社団法人札幌ビルヂング協会へ改組。
活動エリアを広く北海道に展開すべく、平成
18年4月、北海道ビルヂング協会連合会に変更
しました。
2. 活動
北海道内にある賃貸ビルの所有者または管理
者を会員として、ビル経営技術の向上と管理業
務の進歩改善を目的に活動を行っています。日
本ビルヂング協会連合会と連携して、法制・税
制についての要望活動や的確な情報提供を行
うほか、省エネルギー、リニューアル等に関す
る最新技術をテーマとした勉強会や視察会等
の例会を開始しています。
3. 会員数
87会員

（2019年8月1日時点）
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地方協会／新会長インタビュー ◆ 新潟協会 ◆

協会の存在感増し、
地域に貢献へ

青年会議所活動を通じて、
人脈・視野・知見が広がる

―これまでのご経歴を教えてください。

木山氏　東京の大学を卒業してから、大
成建設へ入社し、横浜支店で約5年間お
世話になりました。バブル当時の横浜支
店は、広大な土地で大規模な開発が進む
「みなとみらい地区」や「新横浜地区」な
ど、現在も横浜のシンボルとなっている
建物が建設されておりました。業務とし
ては、現場事務や支店総務の仕事を担当
させてもらい、開発関係の基礎知識の習
得だけではなく、大きな組織のあり方や
その組織に属する社員の気持ち、働き方
などを学ぶことができました。加えて、
危機管理の重要性を認識することができ
たのも大変有意義でした。
　その後、1995年（平成7年）に新潟
へ戻って、父が社長を務めていた木山産
業㈱へ入社しました。
―家の事業を継ごうと決めていたのです
ね。

木山氏　もともと1級建築士の父が1969
年（昭和44年）に建設会社・木山構造
工業㈱を立ち上げ、主に建築工事や設計
関係の事業を行っていました。物心が付
いた頃から建設関係の仕事に触れていた
からだと思いますが、ものづくりや土地
の活用等に興味を持っていて、就職活動
の時もそちらの分野を選びました。
　木山産業㈱は1982年（昭和57年）の
創業です。1995年（平成7年）に入社
した時、不動産賃貸事業としてオフィス

ビルを3棟、マンションを4棟保有してい
ました。祖父が会長、父が社長を務めて
いて、早々に私も取締役に就き、その後、
2009年（平成21年）に社長に就きました。
―新潟に戻られてからも地域で重要な役
職を経験されているようですが。

木山氏　30歳の時に地元に戻ってきた
のですが、それを機に新潟青年会議所
（JC）に入会しました。このことによって、
地域のことをより深く知ることができま
したし、仕事だけではない人脈が拡がり、
ネットワークが構築できました。最終的
に新潟JCの理事長を務め、全国のJC関
係者と交流する機会も持たせてもらいま
した。40歳でJCを卒業したあとは、新
潟商工会議所や新潟経済同友会等の経済
団体や、まちづくり団体等にも所属し、
地元の活性化に少しでも役立てるよう活
動しております。

会員の協力のもと、新潟総会を完遂

―ビルヂング協会と関わるキッカケは？

木山氏　富山修一・前会長から誘われて
新潟ビルヂング協会に関わるようになり
ました。そもそも富山前会長と知り合っ
たのは、2007年（平成19年）で、前の
新潟市長の後援会活動を通じて面識を持
つようになり、同業ということから新潟
ビルヂング協会にお誘いくださり、入会
いたしました。2010年（平成22年）か
ら副会長という立場で活動をさせていた
だきました。
―昨年の連合会・新潟総会では大変お世
話になりました

木山氏　昨年、日本ビルヂング協会連合
会の第78回定時総会を新潟で開催しま
した。主催協会として富山会長のもと、
会場の手配や講演会の講師折衝、懇親ゴ
ルフ会と懇親旅行の段取りなどに奔走し
ました。
　小さな協会組織ではありますが、全国
のビル協会員200名超が集まった総会を
取り仕切ることができたのも、連合会事
務局の皆様のご理解ご協力と富山会長の
リーダーシップもとで新潟協会の関係者
の協力があったからだと思っております。

再来年の60周年までに会員拡大へ

―会長を引き受けることになったのは？

木山氏　2014年（平成26年）頃から富
山前会長が「連合会の定時総会を新潟に
誘致したい」という考えを表明したのを
契機に、新潟港開港150周年の前年にあ
たる2018年の誘致を進めたのですが、
その当時から富山前会長は「新潟での連
合会総会を終えたら会長を退く」と話し
ておられました。
　新潟協会は小さな組織ですが、今まで
副会長として、経験豊富な富山会長のも
とで様々学ばせていただきました。私が
積んだ経験や年齢、その他総合的に判断
されたことだと思いますので、ご指名を
いただき断る理由はありませんでした。
―会長就任の抱負と感想を聞かせてくだ
さい

木山氏　新潟協会は再来年の2021年に
創立60周年を迎えます。歴史を積み重
ねた古い協会ですが、公益団体ではなく、

新潟ビルヂング協会  木山 光氏
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任意団体ということもあり、新潟市内に
おける立ち位置がいま一つハッキリしま
せん。会員数をもっと増やして存在感を
高めていこうと考えています。
　そのため、再来年の60周年の時まで
に会員数を30社まで拡大していくという
目標を掲げました。私のあとの副会長に
は地元企業の東光商事㈱社長の片岡龍郎
さんにお願いし、新たに㈱廣瀬の廣瀬雄
一専務に理事に就任いただきました。廣
瀬理事には組織拡大のミッションをお願
いしており、すでにその効果がでてきて、
会長を引き継いだ時点で19社だった会
員数が22社にまで拡大しました。
　まだビル協を知らないビルオーナーも
多くいるので、真摯にビル事業に取り組
んでいる方々を掘り起こし、会員の拡大
に注力していきます。また、新たに賛助
会員制度も創設しましたので、ビル業界
のすそ野を広げていきたいと考えていま
す。

行政とのカウンターパートナーに

―組織拡大の先に考えていることは？

木山氏　会員が増えていけば、協会の中
に政策委員会やまちづくり委員会などを
立ち上げることができ、協会活動にも厚
みが出てきます。
　新潟市では、駅前周辺や古町周辺で再
開発の動きなどが出ていますが、まちの
景観の一翼を形成するオフィスビルの
オーナーやビル賃貸事業者の声がまちづ
くりの現場に届いていないのが現状です。
会員を増やし、新潟市におけるビル協の
存在感を高めることが、これからのまち
づくりに寄与し、地域貢献へと繋がって
いくのだと感じています。
―ビル業界はまちづくりに欠かせない存
在ですね

木山氏　ビルを建て替える場合、建物本
体だけでなく、周辺環境との調和・融合
を図っていく必要があります。そういっ
た観点から、ビル協会はまちづくりを進
める行政のカウンターパートナーとして、
まちづくりに主体的に関わっていかなけ

ればならないと感じています。新潟らし
さとは、特色のあるまちづくりとは、と
いったことを行政と話し合える関係性を
構築していくことが会長就任の抱負でも
あります。
―具体的に動き出している再開発案件を
教えて下さい

木山氏　新潟市では「新潟駅連続立体交
差事業」が進んでおり、昨年新幹線・在
来線同一ホーム化が完成し、利用客の利
便性向上が図られました。
　具体化している再開発事業を紹介する
と、古町エリアで旧大和百貨店跡地の再
開発プロジェクトによる複合ビルが来年
竣工するほか、その向かいのエリアで来
年3月に閉店する新潟三越の跡地の再開
発計画も進んでいると思われます。また、
新潟駅と古町の中間に位置する万代エリ
アではアパホテルが1,000室規模のホテ
ル建設を打ち出しているほか、東京の大
手企業が所有する1,000坪の土地におい
て再開発の計画が囁かれています。
　このほか、新潟駅連続立体交差事業に
合わせ、JR新潟支社は新しい支社ビルの
建設を進めており、新潟駅の顔も大きく
変わる予定です。凡そ3年後には新幹線・
在来線とバスへの乗り継ぎが立体となる
ため、新潟駅利用者の利便性が向上し、
市内中心部への移動はもちろん、空港や
佐渡汽船ターミナルなどの拠点施設への
スムーズな移動が実現すると思います。
　訪日外国人旅行者が今後、2030年へ
向けて年間5,000万人、6,000万人と増
えていく中で、新潟県にはまだ十分引き
受けるだけのポテンシャルがあります。
様々な観点から、まちづくりを考えてい
く必要性を感じています。

担当政策委員の配置など、
地方創生につながる情報交換の場を

―連合会への要望はありますか

木山氏　連合会総会時の「中小ビルの経
営を考える集い」は大変有意義であり、
毎回勉強させていただいております。
　あえて課題を挙げるとするならば、東

京を始めとする大規模都市圏と当会のよ
うな地域協会では、同列で議論できない
問題が多数あるのではないかと想像して
おります。地域のブロック毎、あるいは会
員数が同程度の協会同士で情報交換がで
きる場を企画してほしいと感じています。
　例えば、地域の情報交換を行うことに
よって、ビル協会が設立されていない空
白エリアでの普及活動につながり、横の
連携を図ることによって面的な広がりが
期待できます。これは新潟協会に限って
みても重要な視点で、新潟市だけでなく、
新潟県内の他の市に会員を増やすことに
もつながってくるはすだからです。
　連合会の政策委員の中に、地方創生を
担当する政策委員を置いてもいいのでは
ないでしょうか。連合会の政策委員会活
動がより活発になることが期待できるの
ではないかと考えております。
―お休みの日は何をされているのです
か？

木山氏　休日はほとんどゴルフですね。
冬場はクローズされるので、群馬県や埼
玉県に遠征に行くこともあります。
　実は新潟県は宿泊施設のある温泉数が
北海道、長野県に次いで3位ということ
もあり、もう少し歳を重ねたら、冬場は
温泉めぐりもいいかなと最近思っていま
す。

新潟ビルヂング協会
1. 沿革
昭和36年11月、新潟ビルヂング協会設立。
昭和43年5月、日本ビルヂング協会連合会へ加
盟。
2. 活動
ビルの所有者および経営管理者が常に社会の
動向を踏まえ、ビル業界を取り巻く環境に応じ
た諸問題を解決し、効率的なビル経営を行うた
めの種々の活動を行っています。当協会会員相
互の情報交換に留まらず、都市づくり、街づく
りの担い手としての責任から、日本ビルヂング
協会連合会を中心に様々な意見具申、政策提
言を行っています。
3. 会員数
現在の会員数は22社。

（2019年8月1日時点）
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　BOMA （Building Owners and Managers Association）
インターナショナルは1907年に設立され、今年が第112回目
の総会となる。6月19日（水）から27日（木）にかけて、シ
アトルのビル視察とあわせてソルトレイクシティの総会へ参
加した。参加者は東京協会のほか、千葉協会、神奈川協会、
九州協会からの参加をえて総勢21名。

都市視察およびビル見学

　ソルトレイクシティのBOMA総会に先立って6月19日から
21日までシアトル（近郊のベルビュー市を含む）の都市視察

およびビル見学を行った。
　シアトルはアメリカ北西部ワシントン州の北端に位置する
人口63万人の（都市圏人口350万人）の都市であり、アマ
ゾン、マイクロソフト（正確には近隣のレドモント市が所在地）、
スターバックスの本拠地としてIT産業の集積する活気あふれ
る都市である。
　ワシントン州は1990年代に成長管理法（The Growth 
Management Act）を制定して、無秩序な郊外のスプロール
を抑制しており、市街地には中層、高層住宅が目立つ都市と
なっている。アジア系住民の比率が高く、世帯当たりの収入
の高い都市でもある。
（1） 都市視察～ベルビュー市（都市開発、コミュニティ、

環境、土地利用担当者）　　
　ベルビュー市はシアトル中心部から10マイルに位置し、単
なる郊外のベッドタウンではなく独立した都市機能を有する
エッジシティとして有名である。現在シアトルとの間のライト
レイルが建設中であり、市役所の隣接地がその駅予定地とし
て工事が進捗していた。シアトル市に比べてベルビュー市の
方がビジネス支援の姿勢が強いこともあって、IT関連企業の
集積が進みつつある。アマゾン社も近くベルビューにビルを
建設し、拠点を設ける予定である。
　市役所からは、IT産業など業務機能の集中に伴う交通渋滞
対策、スプロールの防止、住宅の提供、多様なバックグラウ
ンドを持つ人々のコミュニティづくり、CO2削減や廃棄物対
策の重視、開発にあたっての公共空地の確保方策、など各担
当者から説明をうけ、団員との充実した質疑、意見交換の場

BOMA幹部と一緒に

歓迎の挨拶と概要説明をするベルビュー市役所のアラン・ジェイン氏

行程

6/19（水）
成田空港発　18：05 11：15　シアト
ル・タコマ空港着　
シアトル建築財団ツアー

6/20（木） ベルビュー市役所訪問

6/21（金） ビル見学4施設

6/22（土）
シアトル・タコマ空港発　9：59 （時
差1時間）12：56　ソルトレイクシティ
空港着　　ソルトレイクシティ市内視察

6/23（日）～25（火） BOMA総会イベント

6/26（水）～27（木）

ソルトレイクシティ空港発
10：35 11：35　ロサンゼルス空港着
ロサンゼルス空港発　13：10 6／27
（木） 16：45　成田空港着

BOMAソルトレイクシティ総会及び
シアトル視察団報告
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ＢＯＭＡソルトレイクシティ総会及び
シアトル視察団報告

を持つことができた。
（2）ビル見学①　450アラスカビル　　 
　高速道路の地下化に伴い廃止された高架道路に接して建築
されたビルで2017年竣工。9階建て、総床面積は15,600㎡。
海岸沿いの高速道路が地下化されたことに伴い、このビルの
前は公共空間となり、将来的にも港の眺望が確保されている。
テナント用に9階屋上にオープンテラスを設けている。ビル内
には先住民族のトーテムポール、暖炉、吹き抜け、野鳥の写
真等など米国北西部を意識した施設、内装が施されている。

（3） ビル見学②　アマゾン本社（ザ・スフィアおよびドッ
プラー）

　アマゾン社はシアトル中心部に数ブロックにわたり30万平
米におよぶ中層、高層ビルにオフィスを構える。今回はアマ
ゾン社を象徴するザ・スフィア（熱帯植物園のオフィス）と
隣接するドップラー（アマゾン社が命名したビル名）を見学
した。
　ザ・スフィアは緑のワーキングスペースを従業員に提供し
たいという創業者ジェフ・ベゾスの理想を実現したものであ

り、ガラス球体の中の本格的な植物園の中に仕事スペースが
ある。
　アマゾン社のビルの特徴としては、自然喚起を重視して窓
が開けられること、犬と一緒に過ごせること、というのがある。
この地域に働くアマゾン社員が4万7千人に対し、登録された
犬は4千頭いるとのことであった。
（4）ビル見学③　1201サード・アベニュー・タワー

　1201サード・アベニュー
は1988年竣工、高さ235
メートル（シアトルで2番
目に高い）、55階建て、床
面積10万3千平米のシア
トルを代表する高層ビルで
ある。
　塔屋の案内から始まり、
節水のために塔屋に雨水を
貯留していること、シアト
ル市の環境政策に呼応して
リサイクル率（現在70パー
セント）の向上に努めてい
ること、テナントリレーショ
ンを重視しており、テナン
ト400人規模のパーティを
開いていること、などの説
明があった。

BOMA総会

　今年の総会はユタ州ソルトレイクシティのパレスコンベン
ションセンターで開催された。

現在はビルの前に廃止された高速道路があり、これは撤去後の予想図

ザ・スフィア（植物園の中のオフィス）

市内のビル群の間に建つ1201サー
ド・アベニュー

6.23（日)　BOMA総会（初日）　　
　　午前　国際局朝食会／拡大理事会
　　午前　基調講演「商業用不動産の未来とは」
　　午後　ビルディングショー（EXPO)（6.23～24）　　 　
6.24(月)　BOMA総会（2日目）
　　午前　国際局主催見学ツアー「ザ・ゲートウェイ」
　　午後　国際局ワークショップⅠ
6.25(火)　BOMA総会（3日目）
　　午前　 ゼネラル・セッション（ビル業界現状報告、基調講演

など）　　    
　　午前　教育セッションへの参加
　　午後　国際局ワークショップⅡ　
　　　夕　TOBY賞授賞式
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　ソルトレイクシティは人口19万人のユタ州都（ユタ州は人
口 300万人）である。西部高原の乾燥地帯に位置する海抜
1,300mの高原都市であり、町の成り立ちは、1847年にモ
ルモン教信者が東部から逃れてこの地を開拓したことに始ま
る。
　町の中心にはモルモン教本山があり、町は200m区画のブ
ロックが整然と並ぶ計画都市である。
（1）総会関連行事
① 拡大理事会では会長の業務報告のほか会計報告、政策活動
報告などが承認され、最後に新たな執行体制が発表され、
ブライアン・カッペリ会長が退任し、新会長としてスコット・
ジョーンズ氏が就任した。
② ゼネラルセッションでは、毎年注目を集めるBOMA事務総
長ヘンリー・チェンバレン氏による「ビル業界の現状報告」
が行われた。その要旨は次のとおり。
　・アメリカの不動産市況は引き続き順調に推移している。
　・ テナントがビルにより快適性を求めるようになっている中
で、テナントが真に求めているサービスは何か、どのサー
ビスで他のビルとの差別化ができるか。

　・ フレキシブルなワークスペースを提供することが重要。
　・ 地域への貢献ができることも重要。
を強調し、それらをオーセンティシティ（Authenticity、本物
の価値、信頼性）というキーワードで表現した。

　また、25日には基調講演として「商業用不動産の驚きの世
界」と題して、BOMAフェローのピーター・メレット氏およ
びディズニー大学ダグ・リップ氏によるショー仕立てのエン
ターテインメント性豊かな講演が行われた。

③ 今回のBOMA総会では約60の教育セッション(Education 
Sessions)が開催された。教育セッションは投資、管理、リー
シング等、ビルに関するテーマを専門家が講演するもので
ある。日程の合間をぬって6月25日（火）の午前中の「気
候変動のリスクとレジリエンス」についての教育セッション
を選んで参加した。
④ 最終日の夜にはTOBY賞（The Outstanding Building of 
the Year）の授賞式が華やかに開催された。
　 　冒頭に新たに創設されたBOMAインターナショナル・グ
ローバル・イノベーション賞が上海タワーに与えられた。
　 　16のカテゴリーにノミネートされた受賞候補は、地区の
予選を“勝ち抜いた”各カテゴリー4～5の施設であり、
その中から“全国Winner”が発表されると、該当のテーブ
ルでは大きな歓声が沸きあがった。

⑤ 6月23日、24日には展示会場においてEXPOが開催され、
約350社が出展してビル関連のサービスや設備の展示、ビ
ジネストークが行われた。

（2）国際局関連行事
①開発事業見学ツアー「ザ・ゲートウェイ」
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ＢＯＭＡソルトレイクシティ総会及び
シアトル視察団報告

　この地区は1980年代まで使われていた鉄道駅舎を中心と
した地区の再開発であり、2002年冬季オリンピックの頃は大
規模なショッピングセンターだった。その後競合するショッピ
ングセンターの開発に押されて衰退し、荒廃していた地区で

ある。現在は、商業施
設だけでなくコワーキ
ングスペースなどをふ
くめたオフィス、住宅、
ホテル（開発中）等の
複合開発によるまちづ
くりを行っている。街
はソフト面の大改修を
行い、4面LEDの大型
広告塔がモニュメント
となり、様々の色彩豊
かなアートが街を彩っ
ている。

② 24日、25日はBOMA国際局の主催でアメリカ以外の国か
らの参加者のためのワークショップが開催された。参加者
の多い、中国および日本のためには同時通訳サービスが

BOMAから提供された。
　今年の国際局ワーク
ショップで特筆すべきは、
25日の午後のセミナー
（「ESG投資のうちS」）の
講演後にドミニク・ラウ
議長（中国）から、日本
におけるESGについての
経験を報告してほしいと
いう要請があり、森ビル
村田さんが、「災害時に逃
げ込める街づくり」、「テ

ナントとの省エネの取り組み」、「廃棄物の分別収集」につい
て報告を行ったことである。

　今年の総会を通じて、限られた見聞からではあるが、以下
をまとめとしたい。
① 昨年から国際局ワークショップが2日間にわたって行われる
ようになり、これはBOMAが国際的に活動を広めたいとい
う姿勢の表れと思われる。
② アメリカにおいてはミレニアル世代（現在25歳から40歳）、
Z世代（現在25歳以下）に対応して、ビルオーナーがテナ
ントに様々なサービスを提供すること（これを総称してア
メニティと呼んでいる）が重視されてきており、どのような
サービスがテナントに評価されるかなどのセミナーが注目
された。
③ 米中貿易摩擦で中国代表団の参加者は昨年よりも減少した
ようだが、国際局ワークショップの議長を中国がつとめ、
TOBY賞では上海タワーがBOMAインターナショナル・グ
ローバル・イノベーション賞を受賞したことに象徴されるよ
うに、中国のプレゼンスが目立った。
④ 今回アドホックな対応であったが日本からも国際局ワーク
ショップに貢献できたことは上述のとおりであるが、初代
の国際局議長は日本がつとめたという歴史もあり、BOMA
総会への積極的な取り組みが当協会の今後の課題と考えら
れる。

かつてのAMTRAKの駅舎を中心とした複合開発

映像を映し出す広告塔

国際局ワークショップのプレゼンテーション一覧

 24日（月）
 15:00 - 15:30 「サイバーセキュリティ攻撃」 
 15:30 - 16:00 「テナント・エンゲージメントのダイナミックな変化」
 16:00 - 16:30 「ゼロエネルギービルの構築のための6つのステップ」 
 16:30 - 17:00 「 上海タワー：コミュニティ、テナントリレーション、

環境、雇用で新たな高みを目指す」　　
 25日（火）
 13:30 - 14:00 「ESG投資のうちS～不動産における社会的公平」 
 14:00 - 14:30 「 クリーンエネルギーイノベーション、健康とウェル

ネス、より良いテナントエンゲージメントを進める
ための契約手法」

 14:30 ‒ 15:00 「テナントが選択するサービス」　

国際局ワークショップに参加した各国のＢＯＭＡメンバー
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1.はじめに

　CASBEE-ウェルネスオフィス（以降、CASBEE-WO）は、
オフィスワーカーの健康性、快適性の維持・増進、知的生産
性の向上等の観点から建築物の性能・仕様、ビル管理の内容
等を評価するツールです。2019年6月より、本ツールを利用
したウェルネスオフィス認証なども始まっています。本稿で
は、その開発背景及び開発概要、認証制度の内容等について
紹介させていただきます。

2.CASBEE-WOの開発背景

　近年、欧米諸国をはじめとして、投資家が投資先に対して
ESGやSDGsへの配慮を求める動きが拡大しています。これ
は2006年にUNEP FI（国連環境計画金融イニシアティブ）
が策定したグローバル・ガイドラインであるPRI（Principle 
for Responsible Investment、責任投資原則 注1））に端を発
する流れであり、国内においても2017年度に国土交通省にて
主催された「ESG投資の普及促進に向けた勉強会」が開催され、
その最終とりまとめ（2018年3月28日）が公表されました。
最終まとめでは、健康性、快適性等に優れた不動産ストック
の普及促進に向け、それを認証する制度のあり方が示されて
います 注2）。CASBEE-WOはここで公表されたあり方に沿っ
て開発された評価システムです。

3.CASBEE-WOの開発概要

1）開発ツールの構成及びエビデンスの関係（図1,2）
　CASBEE-WOは建築物の健康に資する性能を客観的な仕
様や性能により評価するための評価システムです。評価軸は
上記の背景を受け、「健康・快適性」、「知的生産性」、さらに
日本の災害リスクを考慮に入れて「安全・安心」とし、「オフィ
スワーカーが知的生産性向上を健康な状態で実現する」こと
を支援するツールとして構築しました（図1）。また、それら
の建築物に入居する執務者が執務環境を主観で評価する主観
アンケート（CASBEE-オフィス健康チェックリスト、以降
CASBEE-OCL）も併せて開発しました。これらの客観ツール、
主観ツールの調査とWFun（労働機能障害調査票）注3）によ
る調査を同時に複数の建物等で行うことで、本ツールの点数
が高い建物が、健康性能に資するということのエビデンス開
発も同時に実施しています（図2）注4）。

2）CASBEE-WOの評価項目（図3）
　CASBEE-WOの評価項目は、大きくは建築物の基本性能に
関係する「Qw1：健康・快適性」、「Qw2：利便性」、「Qw3：
安全・安心」とビル管理、ビルサービス、利用者の取組みを
評価する「Qw4：運営管理」「Qw5：プログラム」の全5大
項目から構成され、全部で60の評価項目があります。従来の
建築物の性能評価の枠組みを超えて、ビル管理内容やビル・
入居組織が提供するサービス内容についても評価対象として
いる点が大きな特徴です（図3）。これらの評価をレベル1～
5でそれぞれ行うことにより、総合得点や知的生産性への貢献
度合いを定量的に評価します。

3）評価パターン（図4）
　CASBEE-WOでは、建物を供給・運営する側の努力と、入
居した組織の努力を併せて評価するために、3つの評価パター
ンを設けています。パターン1では、主に供給・運営する側の
努力を評価し、A工事区分及びビル管理をその評価対象とし
ます。パターン2では、パターン1の範囲に加え、テナントの

オフィスワーカーの健康性、快適性の維持・増進を
支援する建築物評価ツール
CASBEE－ウェルネスオフィス

千葉大学大学院工学研究院 准教授　林　立也氏（CASBEE委員会幹事）

図1　CASBEE-ウェルネスオフィスの評価軸
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取組みとして入居範囲を対象にB、C工事区分やワーカーに提
供されるサービスについて評価します。パターン3はパターン
2の範囲が全フロアとなった場合です。

4.ウェルネスオフィス認証

　CASBEE-WOを用いた認証制度の受付が2019年6月24
日より開始されています。2019年度は試行的段階として、受

付数に上限を設けての実行としており、一旦受
付は締め切っていますが、今秋にもう一度、申
請を受け付ける予定です。ウェルネスオフィス
認証では、2つのタイプで認証を受け付けてい
ます。タイプ1は「CASBEEウェルネスオフィス
認証」で、CASBEE-WOの評価内容を認証す
るものですが、タイプ2「CASBEEスマートウェ
ルネスオフィス認証」では、CASBEE-WOの認
証に加えて、建築物総合環境性能評価認証制度
（CASBEE-建築、CASBEE-不動産）による評価
が同時に必要で、評価結果がB＋以上であるこ
とが前提です。この結果は第三者認証を取得し
ていなくても、自主的に評価した結果を登録す
るCASBEE自主評価登録物件、又は自治体版
CASBEEへの届出物件でも可能です。

5.今後の検討

　CASBEE-WOは、従来のCABEE-建築が担っ
てきた建築業界を主な利用対象とした側面と
CASBEE-不動産が担ってきた不動産業界を利
用対象とした側面の両側面を持つツールです。
その点において、知識や作業負荷、評価コスト
などの点から今後もツールの改良を検討する予
定です。CASBEE-WOが日本のESG不動産投
資を推進し、社会のSDGs達成に貢献すべく、
今後も幅広い関係者に活用して頂けるエビデン
スの開発を行っていくととともに、広く意見を
聴取していきたいと考えています。

注
1）  PRI［URL］https://www.unpri.org/pri/about-
the-pri

2）  「ESG投資の普及促進に向けた勉強会」最終まとめ
（2018.3.28）、国土交通省土地建設産業局
3）  Fujino Y, Uehara M, Izumi H, Nagata T, 
Muramatsu K, Kubo T, Oyama I, Matsuda S. : 
Development and val idity of a work 
functioning impairment scale based on the 
Rasch model among Japanese workers, J 
Occup Health. 2015;57（6）:521-31

4）  安部ら、WEBアンケートに基づいた執務者の健康、
作業効率と執務環境の回帰分析,日本建築学会九
州支部研究報告（環境系）,第57号 ,pp.41-
44,2018.3

図3　評価結果の表示内容

図4　評価パターンによる評価範囲

図2　CASBEE-WOと関連ツールの関係性
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（一社）北海道ビルヂング協会

会員交流ビール会の開催
▶第2回目の開催となりましたが、7月30日
の夕暮れ午後5時30分に中目会長の乾杯の
ご発声のもと、札幌パークホテルの駐車場特
設会場納涼ビアガーデンにて、正会員・賛助
会員52名が集い、会員交流ビール会が開催
されました。陽が落ちるにつれそれぞれの
テーブルでは談笑の輪がひろがり、夏の宵の
ひと時を楽しく過ごさせていただきました。
一時雨が降るときもありましたが、盛況のう
ちまた来年の開催を約束し、それぞれの家路
へ向いました。
9月例会 北海道ガス㈱本社ビル視察研修会
の開催
　北海道ガス㈱様のご厚意により、5月に竣
工いたしました北ガスグループ本社ビルを9
月11日に見学いたしました。北ガスグループ
本社ビルは、ガス・電気の強靭なエネルギー
インフラを支える「供給防災センター」や、
オフィスビル地下の発電プラント（北ガス札
幌発電所）など、都心部での重要なエネル
ギー拠点ともなる施設を所有したビルです。
見学終了後は、新社屋8階食堂にて懇親会を
開催いたしました。

埼玉ビルヂング協会

DVD研修会開催
▶令和に入り第1回目のビル経営セミナーが
7月18日に大栄不動産さいたま支店会議室に
て開催されました。今回は日本ビルヂング経
営センターの鬼柳事務局長、金子次長のご協
力のもと初めてのDVD動画による研修会と
なりました。数多くのテーマのなか今回は
「経年ビルがまちの資源になる時代」を選び
ました。講師は福岡の（株）スペースRデザ
インの吉原勝己社長で、昨年仙台ビルヂン
グ協会で開催された講演会を動画化したも
のでした。構成等非常に巧くされており、吉

原社長所有の経年ビルをいかに地域に合っ
た形で再生していくのか、またそれをきっか
けにあらゆるスタイルのビル展開の中で活性
化していくのかを分かり易く解説していまし
た。参加会員からも「実際に講演会場で聴い
ているようで迫力があった。今後のビル運営
の参考になった」と好評でした。今後も
DVD研修を取り入れていきたいと思います。

神奈川ビルディング協会

講演会の開催
▶当協会の主要な活動である講演会を毎年、
著名な講師等をお招きし開催しています。法
律の改正内容や具体なポイントを学ぶほか、
環境・防災対策の状況、市況情勢などを学習
しています。ホームページで一般参加も可能
とし、行政の方にも参加頂いています。各協
会の方も講演会へ参加頂ければ幸いです。
今年度の講演会内容をご紹介します。
第1回：6月11日「ビル経営をめぐる最近の法
的諸問題その1」講師：弁護士 吉田修平 氏
第2回：7月2日「ビル経営をめぐる最近の法
的諸問題その2」講師：弁護士 吉田修平 氏
第3回：7月18日DVD視聴「経年ビルがまち
の資源になる時代」講師：㈱スペースRデザ
イン 代表取締役 吉原勝己 氏
第4回：9月11日「横浜のオフィスビル市場の
動向」講師：三鬼商事㈱横浜支店長 早川智
之 氏
第5回：10月8日「神奈川の帰宅困難者とそ
の課題～横浜を中心に～」講師：明治大学 
特任教授 中林一樹 氏
第6回：令和2年1月21日「新年の経済展望」
講師：㈱浜銀総合研究所 上席主任研究員 北
田栄治 氏
第7回：令和2年3月（調整中）「横浜市の都
市政策」講師：横浜市都市整備局 課長
以上が今年度の講演会ですが、ほかに見学
会2回、研究会1回を実施しますので、次回ご
紹介します。

（一社）名古屋ビルヂング協会

第25回懇親ゴルフ大会を実施しました
▶令和最初の懇親ゴルフ大会は7月9日火曜
日、三好カントリー倶楽部西コースで行われ
ました。梅雨時ということもあり天気予報は
当日の朝まで曇り時々雨、降水確率50%でし
たが、いざプレーしてみると一滴の雨も降ら
ず途中には薄日が差し、風が心地よく梅雨時
とは思えないほど天候に恵まれました。
　三好CCでの開催は平成16年以来15年ぶ
り、同西コースは日本オープンや日本プロの
舞台となり、1970年から東海クラシックの
トーナメント開催の名門コースです。乗用
カート無しアップダウンありのタフなコース

で、キャディさんによれば、アマチュアの大
きな大会開催のためラフを伸ばしているとの
こと。
　ラフからのチョロ、深いバンカーから脱出
せず、名物ホールの池ポチャなど多くの人が
苦戦する中、参加者17人の大接戦の末、優
勝はグロス92、ダブルペリアによるハンディ
18、ネット74、ベストグロスは89と実力者
が上位を占めました。全4ホールで実施のニ
アピンは2ホールはワンオン無しなしという
厳しい結果でした。第26回は10月16日水曜
日、中京テレビ・ブリヂストンレディスオー
プン開催コースである、中京ゴルフ倶楽部石
野コースで開催いたします。例年秋の大会は
快晴が多く、昨年も雲一つない天候だったの
で、気持ち良いプレーを期待しています。

（一社）京都ビルヂング協会

平成30年　京都観光総合調査結果
・ 観光消費額1兆3,082億円、京都市民の年
間消費支出76.8万人（約52%）分（対前年
比16.1%増、1,814億円増）
・ 外国人消費額3,725億円（観光客数に占め
る外国人観光客の割合15.3%、観光消費額
に占める外国人消費額の割合28.5%）
・ 日本人消費額9,357億円／日本人消費額単
価は買物代、飲食費、宿泊代が前年より増
加
① 全体の宿泊客数・実人数1,582万人（対前
年比1.6%増、25.3万人増）、延べ人数
2,544万人（対前年比4.1%増、99.6万人
増）
　・ 平均宿泊日数の増加H281.52泊→ 
H291.57泊→ H301.61泊

② 外国人宿泊客数・実人数450万人（対前年
比27.6%増、97.5万人増）、延べ人数962
万人（対前年比33.3%増、240.4万人増） 
　・ 平均宿泊日数の増加H281.98泊→ 
H292.04泊→ H302.14泊

③ 修学旅行生数・実人数95.3万人（対前年
比15.4%減、17.3万人減）、延べ人数
179.3万人（対前年比9.7%減、19.3万人
減）

（一社）大阪ビルディング協会

『特別セミナー』開催
▶8月5日、「民法改正がビル賃貸借に与える
影響」をテーマに特別セミナーが開催されま
した。本セミナーでは、来年4月に施行され
る民法改正法に備え、やっておくべき対策と
は何か、具体的な対応策が解説されました。
本テーマに関する会員の皆様の関心は高く、
参加者は約100名にのぼり、講師の江口正夫
弁護士の講話を熱心に傾聴しました。
『PM研究会』開催

協会便り
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海から見るシアトル中心部のビル群
（Y.SAKURAI）

▶第五期第2回目となる研究会が、8月22日
に開催されました。今回は「経年ビルの再
生」にスポットを当て、多くの成功実績を持
たれる、㈱スペースRデザイン代表取締役・
吉原勝己氏をお招きして、「経年ビルがまち
の資産になる時代」をテーマに、ビンテージ
ビルの取り組み事例についてお話をいただき
ました。
第1回『経営セミナー』開催
▶9月26日、第1回『経営セミナー』が開催さ
れました。今回のテーマは、「不動産マー
ケットの新しい風&最新の市場動向」です。
第1部では、万博開催が決まりIR構想が進む
大阪の最新オフィスマーケットや関西のホテ
ルマーケット事情。第2部では、新しいワー
クスタイルがオフィスやオフィスビルに求め
るものは何か、2030年にオフィスビルはど
うなっていくのか、について解説していただ
きました。

兵庫ビルヂング協会

会報誌「ビルヂング兵庫」創立80周年記念
特集号
▶兵庫協会では年に2回、会報誌「ビルヂン
グ兵庫」を発行しています。今年度は協会創
立80周年にあたり、5月の総会時には記念祝
賀パーティーを開催しました。会報誌もまた、
80周年の節目に8月発行の第117号を記念特
集号としました。
　表紙には協会創立の昭和14（1939）年と
同じ年に竣工した「神港ビルヂング」の夕暮
れの街に佇む優美な景色を配し、連載の『あ
のビルこのビル』では協会設立時の5社の一
つである「日本ビルヂング」を寄稿して頂い
ています。また、歴代会長のご紹介、『80周
年に寄せて』（随想）、年表『兵庫協会この
10年』等を掲載しています。是非、ご一読お
願いいたします。

奈良ビルディング協会

第71回正倉院展開催される
▶毎年恒例の正倉院の宝物を紹介する「第
71回正倉院展」が、今年も10月26日～11月
14日の20日間、奈良国立博物館において開
催されます。
　今回は、天皇陛下の御即位を記念し、正倉
院宝物の成り立ちと伝来に関わる宝物や、宝
庫を代表する宝物が顔を揃えるのが特徴で、
初出陳4件を含む41件が出陳されます。中で
も天武天皇以来、聖武天皇を経て孝謙天皇
に至るまで、6代にわたって相承されてきた
赤漆文欟木御厨子（せきしつぶんかんぼくの
おんずし）を筆頭に、鳥毛立女屏風（とりげ
りつじょのびょうぶ）など多数の宝物が出陳
されます。
　また、今年は天皇陛下御即位記念特別展
「正倉院の世界」として、10月14日～11月
24日の日程で東京国立博物館でも開催され
ますので、この機会に日本の歴史と文化に
浸っていただいてはいかがでしょうか。

四国ビルヂング協会

オリーブを植えてみませんか
▶オリーブを育てるには広いスペースと2本
の木が必要となります。オリーブは異なる品
種を交配しないと結実しないので、2本の木
を植えることが前提です。2本の木が無事に
交配すると夏から秋にかけて実をつけます。
苗から育て始めた場合、2～3年で結実しま
す。
　オリーブの実は成熟度合によって実の色
が変化します。家庭で楽しむなら、塩漬けに
することがほとんどなので実が緑の段階で
摘んでください。オリーブの実は虫や鳥から
身を守るため渋みがあり、そのままでは食べ
られないので「オリーブの新漬け」として楽

しんでください。
　オリーブの実にはオレイン酸が豊富に含ま
れ、健康生活を送るお手伝いをしてくれます。
オレイン酸は一価不飽和脂肪酸と呼ばれる
油のことで、オリーブオイルや紅花油、ひま
わり油にたくさん含まれています。酸化に強
いオレイン酸は健康に悪い悪玉コレステロー
ルを減らすことができるので血液の状態をよ
り綺麗にしていくことができます。
　緑化と健康に役立ち、生活習慣病などを
予防できるオリーブを植えてみませんか。香
川県の小豆島（しょうどしま）は一大オリー
ブ産地で、秋には瀬戸内芸術祭とオリーブが
楽しめます。皆様をお待ちしています。

九州ビルヂング協会

令和元年度前期研修セミナーの開催
▶毎月例会を開催していますが、8月は休会
としています。このため、日本ビルヂング経
営センターとの共催で開催する「研修セミ
ナー」をこの時期に実施しています。
今年は8月23日（金）15時～17時に福岡市
中央区渡辺通二丁目電気ビル共創館で開催
しました。講師に山下・渡辺法律事務所の渡
辺晋弁護士をお迎えして「オフィスビル賃貸
借契約書－定期建物賃貸借契約書・普通建
物賃貸借契約書（平成31年度改訂版）及び
民法改正について」というテーマでご講演い
ただきました。渡辺先生には、改定の都度、
講演をお願いしていることから、今回3年ぶ
り3回目で、内容も実務に密接な関連がある
ため、毎回100名を超える受講申込みがあり、
関心の高さが窺われました。
また毎月の例会では、各分野に精通した講師
をお招きしており、9月には「福岡市事業系
古紙の分別リサイクル」、10月には「改正健
康増進法について－ビルの分煙対策」をテー
マとしたお話をしていただく予定です。
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■試 験 日　2019年 12月 8日㊐　10：50～ 16：50
■申込受付期間　10月 1日㊋ ～ 10月 31日㊍
■申 込 方 法　センターホームページ   試験申込はこちら  からのWeb申込
■試 験 科 目　賃貸オフィスビルに関する
　　　　　　　「①企画・立案」「②賃貸営業」「③管理・運営」 「④総合問題」の 4科目（各科目 60分）
　               　 　　 ※試験の一部免除：2017・2018・2019年度ビル経営管理講座修了者は試験科目「④総合問題」が免除されます。

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

■試 験 日　2019年 12月 8日㊐　10：50～ 16：50
■申込受付期間　10月 1日㊋ ～ 10月 31日㊍
■申 込 方 法　センターホームページ   試験申込はこちら  からのWeb申込
■試 験 科 目　賃貸オフィスビルに関する
　　　　　　　「①企画・立案」「②賃貸営業」「③管理・運営」 「④総合問題」の 4科目（各科目 60分）
　               　 　　 ※試験の一部免除：2017・2018・2019年度ビル経営管理講座修了者は試験科目「④総合問題」が免除されます。

■出 題 形 式　①～③の 3科目については択一式または用語選択式、④は 3科目の記述問題
■試験実施都市　札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
■受験手数料　33,000円（消費税込）

ビル経営管理士®は オフィスビル経営管理のエキスパートです。
ビル経営管理士試験2019

年度

国土交通大臣登録「ビル経営管理士®登録証明事業」

10月1日火～10月31日木 12月8日 日

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

「ビル経営管理士登録」の実務経験の要件

ビル経営管理士試験は不動産特定共同事業法に基づき、当セ

ンターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業

です。

試験合格者は実務経験を満たしたときに、ビル経営管理士の

登録ができます（一度合格すれば、登録の期限はありません）。

ビル経営管理士試験は不動産特定共同事業法に基づき、当セ

ンターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業

です。

試験合格者は実務経験を満たしたときに、ビル経営管理士の

登録ができます（一度合格すれば、登録の期限はありません）。

※2019年3月現在の資格登録者数は3,899名

ビル経営管理士は、以下の要件を満たします。

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

ビル経営管理士は、以下の要件を満たします。

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

受験申込み期間 2019年度試験日

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

受験資格はありません。どなたでも受験できます。

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

Ⓡ

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

Ⓡ

※詳細は下記「受験案内書」をご参照ください。


