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内閣府が進める
都市再生について

内閣府地方創生推進事務局長
海堀 安喜氏

1.これまでの都市再生の意義と
　役割
■ 都市再生本部の発足と都市再生特
別措置法

　この都市再生の動きは、バブル崩壊
の後、平成10～11年頃に金融の破綻
が起こり、経済対策として都市再生を
推進するということを打ち出したことに
端を発しました。平成13年の3月のこ
とです。
　具体的には、内閣の中に都市再生本
部を置き、内閣官房に都市再生本部事
務局が設置され、21世紀の都市を目指
したさまざまなプロジェクトを立ち上げ
ていき、それに伴う資金をしっかり手当
てするという大きな方針が示されました。

■ 都市再生制度に関する基本的な枠
組み（都市再生特別措置法関連）

　都市再生基本方針の一番大きな柱は、
図1左側の「民間の活力を中心とした
都市再生」で、全国に55地域、9.092
ヘクタールの広さの土地を都市再生緊
急整備地域とし、その中に都市再生の
重点整備地域を設け、さまざまな緊急
整備地域に特例を設けて精力的な都市
再生を行いました。とかく時間のかかる
行政サイドの許認可手続きも、こういっ
た仕組みを使うことによって時間を短
縮でき、都市再生本部の持つ大きな役
割は、ワンストップで事業を実施する

ものでした。　 
■都市再生の理念と目標（図2）
　都市再生を考える基本的な考え方と
して、三つの柱が掲げられています。
これは、今もなお変わっていない大き
な三つの柱だと思います。1番目が「構
造改革のキーワード」ということで、効
率の低い分野から高い分野へしっかり
と投資を振り向けていくということです。
2番目に、「都市再生は経済社会効率性
を高める」ということで、平成14年当
時は、「都市に重点投資をしていく」と
言っています。3番目は、「都市再生は
民間主導で実現する」ということです。

政策フォーラムを開催
　日本ビルヂング協会連合会は、令和元年10月12日に第8回政策フォーラムを東京・
丸の内の日本工業倶楽部で開催した。
　今回は「大都市等における都市再生・まちづくりの動向」をメインテーマに据え、
木村惠司・連合会会長、三浦一郎・政策委員長（連合会副会長）の挨拶に続き、内
閣府地方創生推進事務局長の海堀安喜氏、㈱アール・アイ・エー会長の宮原義昭氏
による講演が行われた。講演の後、地方協会の政策担当者も交え、活発な意見交換
がなされた。
　以下、講演の骨子を紹介する。

三浦副会長

木村会長

第8回
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■ 都市再生緊急整備地域における特
例措置（図3）

　都市再生の緊急整備地域における特
例はいくつかありますが、「法制上の支
援措置」が一番大きな柱だと思います。
　都市再生特別地区においては、都市
再生に貢献し土地の高度利用を図るた
めに既存の用途地域に基づく規制に捉
われず、自由度の高い設計、目的・内
容に応じた容積率の緩和などを実現し
ています。
■都市再生特別地区
　都市再生特別地区は、全国で91地区
あります。都道府県、政令指定都市が
都市計画の手続きを経て決定をします
が、政府全体で支えて推進します。
　ここに書いてあるさまざまな措置
（「誘導すべき用途（用途規制の特例が
必要な場合のみ）、容積率の最高限度
（400%以上）及び最低限度、建ぺい率
の最高限度、建築面積の最低限度、高
さの最高限度、壁面の一の制限」）は、
既に皆さんに活用してもらい、規制緩
和などを実施しています。
■国際競争拠点都市整備事業
　次に、国際競争力強化の観点からの
取り組みです。こういった分野につい
ては、行政のほうから一定の資金支援
をしていこうということで、公が金を出
していいようなインフラについては役
所も一定の資金を支援して、例えば公
共公益設備を整備、物流拠点について
の施設整備、防災関係の関係経費を支
援することを政府全体で取り組んでい
ます。
■都市再生緊急整備地域（図4）
　これが、全国の緊急整備地域です。
55地域、9,092ヘクタールのうち、特
例措置を講ずる緊急整備地域が13地域、
4,110ヘクタールです。緑色の枠で囲っ
ているエリアが法令上の特例措置を講
じるエリアで、それ以外のさまざまな
措置を講じるエリアが、白色の枠で囲っ
ているエリアということで、現在もこれ
を鋭意進めています。

図4
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2. 社会経済情勢の激変を踏ま
えた今後の都市再生の方向性

■ 社会経済状況の比較
　今後の都市再生の方向についてです
が、現在抱える課題を踏まえ、内容を
決めていかなければならないと思って
います。「経済・財政」においては、デ
フレギャップの解消、「国土・都市」に
おいては、東京の一極集中是正・地方
創生、「技術・イノベーション」におい
ては、インターネットの普及・近未来
技術の出現、「社会・生活」においては、
人口減少・Society5.0、「世界・情勢」
においては、新たなグローバルの波に
どう対応していくか、「構造改革手法」
においては、国家戦略の重視や岩盤規
制の突破、と言ったことを念頭に我々
は都市再生の方向を決めています。
■ 都市再生に取り組む基本的な考え方
（都市再生本部決定2018.4.26）
　昨年4月に都市再生本部が開催され
ました。このときも関係企業の社長、
政令指定都市の首長などのトップの
方々にご参加いただきました。これま
での取組みの再確認とともに、東京一
極集中の是正のため、各地域のエンジ
ンである中枢・中核都市の活性化が極
めて重要だ、各ブロックが自立できる
ことを目指して、そこから世界に直結し
ていくことが重要であるとの考え方が
示されました。
　ここでの取りまとめを踏まえ、一極
集中是正と地方創生を進めるため、い
かに中枢・中核都市に集約的・戦略的
に投資していくかが重要です。そのた

めには、未来の発展基盤とい
うことで、新しい技術、SDGs
（持続可能な開発目標）といっ
た新しい考え方の都市開発へ
の反映、急増しているインバ
ウンドへの対応など新たな取
り組みをまとめているところ
です。

■ 都市再生緊急整備地域の候補とな
る地域の設定

　具体的な取り組みとして、これまで
は「都市再生緊急整備地域」と言って、
既存の集積を念頭に置きながら地域設
定をしていました。今後はさらに早い
段階からの取組を呼び込む意味で、候
補地域を設けて、特に地方で中枢・中
核の核となるような動きがあれば、幅
広に前出しで私どもも手伝いながら拠
点化し、準備協議会など案作りにも積
極的に参加していこうとしているところ
です。
■ 近未来技術等社会実装事業について
　もう一つは、近未来技術等社会実装
事業です。具体的には、自動運転、ドロー
ンの実験、高齢者の増えている地方都
市における通院需要をウーバー（Uber）
のような市民が車を運転して提供する
サービスで解消することなどは、それ
ぞれの分野で検討すると、なかなかう
まく調整できません。これらを一括的
に一つのエリアで実験的に実証して検
討を進めるスーパーシティの取組を進
めていきます。
■ スーパー・メガリージョン関連都
市再生調査事業

　最後に、スーパー・メガリージョン
を紹介します。東京から名古屋、将来
は大阪までリニアモーターカーがつな
がるという中で、これらを核にしたスー
パー・メガリージョン、2時間圏内でい
ろいろな状況が変わるというもので、
「人が移動しなくても、テレビ会議など
の措置が取られることによって、住ま
いの関係が大きく変わるのではないか」
と言われています。スーパー・メガリー

ジョンを念頭に置いた町づくりを新たな
地域で実施するということについて、私
どもが支援をしているということです。

都市再生、再開発の現場から
／地方都市等の動向

株式会社アール・アイ・エー 会長
宮原 義昭氏

　全国の再開発をいろいろお手伝いし
てきて、海堀さんに作ってもらったも
のを現場の中でどのように実践するか
という立場から、再開発事業の状況に
ついて、そして地方の都市再生緊急整
備地域でどのようなことが起きている
かについて紹介します。

1.市街地再開発事業の状況
　平成10年頃までは順調に再開発事業
は伸びていました。再開発事業の場合、
「民」とともに補助支援ということも含
めて地方では公共団体の果たす役割が
大きい。バブルがはじけても地方都市
では財政がそれなりに堅調であったこ
とから、再開発はある程度伸びていま
したが、平成10年前後より息切れが出
てきました。東京都、特に都心部は地
方に比べて基盤整備がかなりできてい
たこともあり、再開発事業が進みだし
たのはバブルとつながっていて、昭和
50年代の後半から事業数が増えてきて
います。バブルで東京都も事業がストッ
プしましたが、経済の発展を含め早い
立ち上がりを示し、結果、事業累積は
増えています。ここ10年間の状況は、
特にそれが顕著だと言っていいのかと

フォーラムの様子

4 びるぢんぐ●No.357



思っています。その点では、再開発事
業の東京都一極集中はこれからも強く
動いていくと思います。一方、地方全
体としても、規模そのものはかなり違
いますが、再開発事業は動いています。
　再開発事業を役割から見る時、国土
交通省の中では住宅局と都市局の事業
があります。インフラ整備、街路整備
等々を含めたものが都市局、それ以外
のものが住宅局です。再開発事業は昭
和44年からスタートして昭和55年あ
るいは昭和60年ぐらいまでの間、地方
都市での住宅型再開発は大変少ないで
す。地方では、集合住宅、マンション
化した所に住むことは多くありません
でした。しかし、昭和60年前後から、
住宅整備を伴う再開発事業が大変多く
なり、東京都でも同じですが、「今、全
国の中で再開発、供給される用途の中
の約7割近くは住宅ではないか」と言
われるほどになっています。これは、地
方都市でも、やはり場所が大変重要で、
再開発事業をやれる場所は駅近、あるい
は市街地の真ん中で、住宅にとっての立
地が大変いいということがあります。コ
ンパクトシティ、あるいは高齢者が住
むという状況も加わり、ここ10年ぐら
いは地方都市でも住宅デベロッパーの
引き合いが多くなってきています。
　当社は比較的、複数の再開発が行わ
れている都市においてはその複数を長
年に亘ってお手伝いすることが多いの
ですが、その中で地方の都市再生緊急
整備地域における再開発事業事例につ
いてのお話をいたします。

2. 地方の都市再生緊急整備地
域内における都市再開発事業
事例

　右図は、都市再生緊急整備地域と再
開発事業の分布図です。黒色の数字が、
その県内において市街地再開発事業を
完了した地区（全国938地区、平成31
年3月31日現在）です。赤色の数字が、
都市再生緊急整備地域55地域（平成

31年3月31日現在）で、比較的大規
模な都市を抱えている都道府県におい
てこの赤色の数字が出ています。
　この両方が重なる地域での事業とし
て、まず、広島駅の南口の市街地再開
発事業について紹介します。広島駅は、
今、駅周辺で開発が大変な勢いで進ん
でいます。猿猴川との間を三つのブロッ
クに分け、昭和50年代後半に市が中心
となって構想を作りましたが、バブル
崩壊を受け、同じ駅前の中においても、
性格も違うし、内容、流れ、進み方も
違う三つのブロックとなりました。私ど
もは、全国の再開発を手伝っていて、
大きな都市、中核都市の全般的な傾向
として、力関係が駅のほうに寄ってい
ると感じています。広島にこれだけの
ものがよく完成したとの思いとこれか
らやっていくのに大変だなと思いなが
らも、基盤整備が駅に集中するという
意味では、広島という都市の身の丈、
ポテンシャルはまだまだ付いてくるだ
ろうと思ってお手伝いしてきました。
　多くの権利関係者を抱えていたB、C
ブロックでは、キーテナントの契約解
消や政策変更で再開発事業が停滞する
中、平成15年に都市再生緊急整備地域

（広島駅周辺地域）の指定を受けて容積
の緩和をもらうことで、実体として床
を担保頂くゼネコン、不動産デベロッ
パーが加わり、再スタートを切ること
ができました。
　もう一つの事例は、地元としていろ
んな動きをしてきた中で都市再生緊急
整備地域をもらうことで大きく前に動
いた、沖縄・モノレール旭橋駅周辺地
区市街地再開発事業です。9割以上の
土地が県の所有地でしたが、モノレー
ルができることでバスターミナルとい
う機能を考えなければいけない時代で
もあり、沖縄ではバス会社の再編成が
大きな課題として出ていました。
沖縄県の再開発事業は、ほとんどが地
元建設業の方々で建物を建てていると
いう状況があり東京のゼネコンの事業
協力が望みにくい中、県内業者と県の
後押しを受けて動き出しました。バス
会社の再編を進めながら事業環境を整
え、バスターミナルを中心に県の施設
や住宅を造り、事業を進めてきました。
那覇空港からのモノレールが入ってき
て、都心部としての立地、施設が整う中、
会社施行という再開発事業、まちづく
りは今も継続しています。

図
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地方協会／新会長インタビュー ◆ 四国協会 ◆

フェイス・トゥ・フェイスを
大切に

銀行時代は営業の第一線で活躍

―これまでのご経歴を教えてください。
木内氏　大学を卒業後、昭和54年4月
に百十四銀行へ入行しました。営業部
門が長く、転勤が多かったですね。勤
務先では東京勤務が計3回、広島勤務
が計2回と、これら2カ所での勤務が通
算20年にのぼり、銀行生活約40年の
半分を占めるほどです。
　管理者の立場になったのは、高松市
内のベットタウンである太田支店の支
店長に就いた平成15年でした。その後、
観音寺支店と周辺4支店の支店長を兼
務したのち、平成22年に執行役員と
なって東京支店長を務めました。
　平成24年に執行役員経営企画部長
に就任することになって、初めて本店
の勤務になりました。翌年の平成25年
には取締役に選任され、常務執行役員、
専務執行役員を経て、今年6月に
百十四銀行を退任しました。退任した
同じ日に開かれた四国興業の総会で社
長に選任されました。
　改めて振り返ってみると、役員にな
るまでほとんど営業の第一線で働いて
いたというのが私の経歴です。

ハンドメイドの
ビル管理・運営を

―これまでの仕事を通じて印象に残っ
たこと、感じたことは。

木内氏　他の業界と同様に銀行業界で
も、ITやAIの活用ということが盛んに
叫ばれています。ITやAIの活用という
と、業務の効率化で支店の統廃合、人
員削減を進めるようなイメージが先行
していますが、決してそうではありませ
ん。
　銀行業界がITやAIの活用に取り組む
のは、不特定多数のユーザーへの業務
の効率化を図り、コアなユーザーに対
する営業を強化することを目的として
います。仮に100人のお客様がいた場
合、コアなユーザーは5%で、不特定多
数のユーザーは95%というのが一般的
な構成比です。また、銀行の収益構造
をみると、収益の7割をコアなユーザー
が占め、収益の3割は不特定多数のユー
ザーといわれています。つまり、お客
様全体の5%のコアなユーザーが銀行
の収益の7割を担っているということ
です。
　従って、収益の源泉であるコアなユー
ザーと接する営業マンの能力、思い、
人柄が重要になってきます。ITやAIの
活用によって不特定多数のユーザーに
対する業務の効率化を図る一方、コア
なユーザーへの営業を強化していくと
いうことです。
　営業は“顔の見える営業”、フェイス・
トゥ・フェイスが重要であるということ
を学びました。
―ビル事業でも通じる考えですね。

木内氏　社長に就任した四国興業はビ
ル賃貸事業を中心に、生損保の保険事
業、商事部門として物品販売業などを
展開している会社です。初めてビル事
業に携わるわけですが、ビル事業にお
いても“顔の見える営業”、フェイス・
トゥ・フェイスを大切にしていくという
姿勢に変わりはありません。
　テナントとの接点を積極的に持って
いこうと思っています。個々のビルに
よって、あるいは個々のテナントによっ
て、求めるニーズが違ってきます。しっ
かりコミュニケーションを図っていかな
ければ、テナントとの間で意識のズレ
が生じてしまいます。昔ながらの“大
家さん”的な発想では駄目です。“ハン
ドメイド”のビル管理・運営に務めて
いく方針です。

支店経済からの脱却が課題

―ビル業界の印象は？
木内氏　四国協会の会長就任後、6月
に開催された日本ビルヂング協会連合
会の福岡総会へ出席しました。初めて
の参加でしたが、総会前日の『中小ビ
ルの経営を考える集い』から始まって
総会、総会後の懇親会にかけて、全国
の会員が積極的に参加し、情報交換す
る姿を目の当たりにし、活発な活動を
しているなという印象を持ちました。
　全国の多くの方々と話ができ、ビル
業界の全体像がつかめ、地方都市なら

四国ビルヂング協会会長  木内 照朗氏
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ではの課題が共有できるなど大変勉強
になりました。
―どのような課題が見えてきましたか。
木内氏　地方都市はこれまで支店経済
で成り立っていました。県庁所在地の
ある都市では、金融機関をはじめ、建
設関連や商社系、メーカーなどが支店
や支社を構え、その地域の経済を支え
ていました。何よりも各企業の支店や
支社の受け皿となったのがビル協会の
会員であるビルオーナーの方々でした。
　バブル経済が崩壊して以降、企業に
よる支店や支社の統廃合が進み、こう
した支店経済の崩壊がオフィスビルの
空室率上昇につながり、オフィスマー
ケットの悪化に大きく影響しました。近
年では交通アクセスが格段に良くなっ
たことで、広島や大阪などから高松が
日帰り圏内になり、ますます支店を置く
必要がなくなってきています。
　また、もう一つの大きな課題として、
支店経済の受け皿であったオフィスビ
ルの老朽化ということもクローズアッ
プしてきています。
―現在の高松エリアのオフィスマー
ケットはどういう状況ですか。
木内氏　高松エリアでは空室率、賃料
とも1年前に比べて改善しています。そ
の要因は、約10年間新規オフィスビル
の供給がないという高松特有の事情が
挙げられます。市内に開発案件があっ
ても、その多くはホテルの開発という
のが現状です。一方、需要面をみると、
好調な業績の企業による館内増床、サー
ビス業系の企業の拡張移転、工事関係
企業の新規拠点の開設などの動きが見
受けられます。
　需給バランスが崩れている中で、オ
フィスビルはロケーションが良い、アク
セスが良いというだけでは難しい状況
を迎えており、フェイス・トゥ・フェイ
スの営業がより重要になってきている
と感じています。

テナント、関連業者、
行政との協業を

―就任の抱負と今後の協会活動につ
いてのお考えは？
木内氏　繰り返しになりますが、テナ
ントとのコミュニケーションを図ってい
くこと、それに加えてメンテナンス会
社など関連業者との協業を図ってお客
様満足度を高めていくこと、さらに行
政との情報交換を密にして今後の事業
の方向性を探っていくことが重要に
なってくると感じています。まずは、協
会全体で取り組んでいこうと考えてい
ます。
　銀行時代にビルオーナーさんとの取
引がありましたが、オーナーさんの所
有ビルに対する思い入れによって資産
としてビルが輝きを保ち続けるのか、
徐々に朽ちていってしまうのか、といっ
た明暗の分かれる場面を見てきました。
改修やメンテナンスに投資しているオ
フィスビルの稼働率は高く、マーケット
からも評価されています。
　そうした意識を会員に浸透させるよ
うな、協会活動を展開していきたいと
思います。
―百十四銀行の本店ビル、旧本店ビ
ルも街のシンボル的なビルですね。
木内氏　現在の本店ビルは、1966年
竣工の緑青仕上げブロンズ板貼りが特
徴で、高松市のランドマークとなるビ
ルです。メンテナンスの際、常に銅板
を磨いて建設当時の外観を保っていま
す。丸亀町商店街に立地する旧本店ビ
ルは1926年竣工し築90年を超えるビ
ルで、耐震改修などを行って現在でも
百十四銀行高松支店として稼働してい
ます。オーナーの思い入れが表れてい
るビルといえます。

自社で働き方改革を実践

―自社のトピックスについて教えてく
ださい
木内氏　四国興業では昨年、市内に点
在していたビル部門や生損保部門、商
事部門などを中心部の所有ビルに移転
し、ワンフロアに集約しました。
　それを機に、働き方改革の実践とオ
フィススペースの多様な活用を視野に、
営業スタッフについてフリーアドレス制
を導入しました。部をまたがった社員
のコミュニケーションを促し、情報交換・
情報共有を図るのが主な目的です。フ
リーアドレスといっても、個々の所有物
の整理やペーパーレス化を上手く進め
ていかないとなかなかスムーズに運用
できません。社内には賛否両論があり
ますが、その効果の検証はこれから行っ
ていきたいと思います。
―休日の過ごし方、趣味を教えて下さ
い
木内氏　子供たちが独立してしまった
ので、家には夫婦2人と犬が1匹で暮ら
しています。犬の散歩をしながら、歩
くことが趣味です。夫婦2人でのんび
り旅行ができればと思っていますが、
まだ実現していません。いまの仕事を
無事務めたあとの楽しみにしています。

四国ビルヂング協会
1. 沿革
昭和39年9月、高松地区所在のビルを所有する
21社が集まり四国ビルヂング協会を設立。
昭和40年5月、日本ビルヂング協会連合会に加
盟。
2. 組織
総会、理事会および経営委員会、技術委員会を
設置。
3. 活動
ビルの経営、維持管理、防災等についての調査
研究、情報交換、研修などを行い、経営の合理
化を図り、ビル業界の発展に資する活動を繰り
拡げている。
4. 会員数
12会員、13棟、延床面積12万5,449㎡

（平成31年4月時点）
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地方協会／新会長インタビュー ◆ 九州協会 ◆

会員に役立つ情報提供に
注力

オンラインシステム構築、
海外赴任も

―これまでのご経歴を教えてください。
荒牧氏　大学では理学部で数学を専攻
していました。昭和50年に九州電力に
入社し、コンピューター関連の部署に
配属されました。当時はちょうどオンラ
インシステムがスタートする時期でし
た。九州電力も、本店と九州各地の各
事業所をオンラインで結ぶ準備をして
いて、システムの設計や構築を担当し
ました。
　入社3年後には人事部に移り、採用
の仕事に携わり、その後、昭和59年1
月にニューヨークに行くことになりまし
た。
―どういう経緯で海外赴任をすること
に？
荒牧氏　九州各県と九州の主要な企業
で組織する九州経済連合会では昭和57
年、米国企業の投資を九州へ呼び込む
ため、「米国投資促進ミッション」を派
遣し、米国各地でセミナーを開きまし
た。翌年、このミッションをフォローし
なければいけないという話が持ち上が
り、九州電力から私が指名されました。
英語が話せない私が何故選ばれたのか
と、人事部長に尋ねたところ、当時の
ニューヨークは治安が悪かったので、
「君は剣道の有段者だから自分で身を守
れるだろう」といわれました。

冗談なのか、本気なのかわからなかっ
たのですが、JETRO（日本貿易振興機
構）への派遣で、ニューヨークに赴任
しました。
―海外で苦労されたこと、また印象に
残ったことは？
荒牧氏　赴任した翌年に「プラザ合意」
が締結され、1ドル＝240円前後だった
円相場が1ドル＝140円台まで一気に円
高が進行しました。米国企業を九州へ
誘致しようと頑張っていたのですが、
プラザ合意によって対日投資がストッ
プしてしまいました。これには参りまし
た。
　海外赴任は3年間でしたが、思い出
に残ったのはニューヨークで剣道を教
えたことです。たまたま剣道教室で教
えていた方が日本へ帰国されるので、
私が代わって教えるようになったので
すが、外科医や大学院生、会社員など
様々な職業・経歴を持つ10数名の米国
人と剣道で汗を流しました。自分の仕
事に活かすため、自身の勉強に役立て
るため、などとみんな目的を持って剣
道を習いにきていたことが印象に残っ
ています。
　海外から戻ってからは、営業を経験
したほか、会長秘書を5年務め、平成
19年から2年間は電気メーターを検針
する準関係会社の社長を経験し、九州
電力に戻ってから役員となり、副社長
まで務めました。その後、電気ビルの

社長に就きました。

街づくりに貢献する、
大変興味深い業界

―ビル業界の印象は。
荒牧氏　ビル事業に携わるのは初めて
なので、まだビル業界のことが分から
ないというのが正直な気持ちです。
　ただ、オフィス市況をみると、福岡
のビジネス地区の空室率が1%台とバブ
ル崩壊前の平成2年の水準まで到達し、
平均賃料が平成14年以来坪1万円の大
台を突破するなど、非常に好調なのだ
なと感じています。
　とくに福岡エリアでは福岡市が推進
する「天神ビッグバン」や「博多コネ
クティッド」の方針のもと、既存ビルの
建替えを中心とする都市開発プロジェ
クトが動き出しています。
　「天神ビッグバン」は高さ制限の緩和
を機に、2024年までに30棟の既存ビ
ルの建替えを誘導するプロジェクトで、
「博多コネクティッド」は賑わい創出へ
の貢献により最大容積率をさらに50%
加算し、2028年までに20棟の既存ビ
ルを建て替えるものです。
　このように福岡は、ビルの建替え等
を誘引して新たな街づくりを進めてい
こうとしているエリアで、そういった観
点からビル業界として街づくりや地域
の発展に貢献する機会はたくさんあり
ます。とても興味深い業界だなと感じ

九州ビルヂング協会会長  荒牧 智之氏
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ています。
―九州協会の会長に就任された感想を
お聞かせください。
荒牧氏　昨年秋の西日本地区ビル協交
歓会議に続き、今年6月の日本ビルヂ
ング協会連合会の定時総会を九州協会
が担当して開催しましたが、大変な時
期に会長を引き受けてしまったなと
思ったのが正直な気待ちでした。
　こうした私の懸念も取り越し苦労に
終わりました。毎月会合を開いて協会
活動の計画等を検討する運営委員会が
あります。委員会のメンバーが中心に
なって西日本交歓会議や連合会の定時
総会の事前準備を進め、本番では多く
の会員がホスト役に徹してくれて、滞
りなく西日本交歓会議と連合会の定時
総会を終えることができました。運営
委員会メンバーの方々のリーダーシッ
プと行動力、そして会員同士の結束力
に感銘を受け、とても頼もしく感じまし
た。

会員増強、単独での海外視察も
検討へ

―会長就任の抱負は。
荒牧氏　会員のビル経営に役立ち、会
員のために資する情報提供に努めてい
きます。その手段として、専門家を招
いての講演会やセミナーの開催に加え、
最新の工法や設備等を導入した新規オ
フィスビルの見学会、会員間の交流を
図る各種イベントの企画運営を図って
いきたいと考えています。
―今後の活動方針について
荒牧氏　九州協会は今年65周年を迎
え、今年10月時点の会員数は73社と
なっています。賛助会員制度をとって
いないことから、会員獲得について一
時期苦労することもありましたが、最
近は会員からの紹介のほか、直接入会
希望の問合せがあるなど、微増してい
る状況です。

　課題は、九州協会として、福岡県以
外の会員が少ないということです。会
員増強にあたって、他県からの入会に
も注力していきたいと考えています。
　新たな取組みとしては、九州協会独
自の海外視察を検討しているところで
す。日本ビルヂング協会連合会が主催
するBOMA視察、韓国ビル協会との交
流へ当協会の会員が参加していますが、
それ以外に海外視察の機会はありませ
んでした。
　九州は東アジアに最も近く、東アジ
アの玄関口として国際交流が盛んです。
そうした地の利を生かし、九州協会単
独での海外視察の実現に向けて検討を
開始しています。

天神の再開発プロジェクトに
参画

―電気ビルのトピックスや新たな展開
があれば教えてください。
荒牧氏　電力の自由化を契機に、電力
業界は競合が激化しました。そうした
中で、九州電力グループとして不動産
事業を強化する方針を打ち出していま
す。
　電気ビルでは、九州電力と協力して
オフィスビルの開発なども手掛け、現
在、福岡市をはじめ、北九州市や長崎市、
鹿児島市に16棟のビルを所有・管理し
ています。不動産事業強化のグループ
方針を受け、今後は九州電力グループ
だけでなく、一般企業との共同事業も
視野にオフィスビルの開発に乗り出し
ていきます。
　その一つの案件になりますが、先ほ
ど触れた30棟のビルの建替えを視野に
入れた「天神ビッグバン」の4ブロック
内の天神二丁目北ブロックに、当社で
は「天神ビル」を所有しています。現在、
ブロック内の地権者の方々と地区整備
計画を策定しているところです。近い
将来、地域の地権者との共同による再

開発プロジェクトが始動することになり
ます。
　もう一つの案件は、当社の本社近く
の渡辺通二丁目において平成17年に地
区計画決定されたものの、東日本大震
災を契機に事業がストップしていたプ
ロジェクトの再スタートが見込まれて
います。
―休日の過ごし方や趣味は？
荒牧氏　剣道は6段です。7段への昇
段を目指していた時に、東日本大震災
前が発生し、その後は電力業界として
の対応等に追われ、練習不足になって
いるのが現状です。もう一度鍛え直さ
なければと思っていて、今は少しでも
身体を動かすよう、時間がある時は
ウォーキングをしています。
　ゴルフは仕事関係でプレーする機会
が多いので、プライベートでは滅多に
やりません。
　余談ですが、以前、九州電力ラグビー
部の部長を務めていました。当時は全
くの素人で引き受けたのですが、今年
のラグビーワールドカップの盛り上が
りを見て、改めてラグビーは紳士のス
ポーツで、素晴らしい競技だなと実感
しました。

九州ビルヂング協会
1. 沿革
昭和29年10月、会員14社で福岡ビルヂング協
会設立。設立後、日本ビルヂング協会連合会に
加盟。昭和33年5月、九州ビルヂング協会に名
称変更。
2. 組織
総会、理事会および運営委員会を設置。
3. 活動
専門家による各種講演会、セミナーの開催。視
察・研修会への参加。会員相互の情報交換を図
り、親睦を深めるための諸行事（懇親パー
ティー、ゴルフ大会等）の開催。話題性のある
新築ビル、大規模建造物の見学会実施。
4. 会員数
73会員、83棟、延床面積86万1,594㎡

（令和元年10月時点）
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1日目
　東京・大手町の大手町ビル6階会議
室で、冒頭6月の福岡総会を経てスター
トした連合会の新体制（役員、運営委
員会と政策委員会の構成メンバー）の
紹介があった。
　また、今年12月に開催する連合会運
営委員会で審議する「来年度（令和2
年度）連合会運営方針（案）」の原案作
成にあたって、各協会における意見の
とりまめについて協力を要請した。
　さらに、連合会として最大の行事で
ある来年度総会について、開催地とな
る東京協会の大内事務局長より、来年
は連合会創立80周年となることから9
月9日の理事会にて承認された連合会
の80周年記念事業ワーキンググループ
＝東京協会　連合会80周年記念事業
実行委員会の実施体制につき報告が
あった。来年の連合会総会の日程と行
事は以下の通り。
① 第80回定時総会
　 令和2年6月3日（水） 午後3時30分～
（予定） オークラ東京 プレステージタ
ワー 1階「平安の間」

② 総会懇親パーティー
　同6月3日（水） 午後6時00分～（予定）

③その他の行事

　・ 「中小ビルの経営を考える集い」＝同6
月2日（火）

　・「懇親ゴルフ会」＝同6月4日（木）
　・ 「懇親旅行会」（日帰り）＝同6月4日（木）

　このほか、事務局より、国土交通大
臣に対して提出した来年度税制改正・
予算要望の内容を説明したほか、来年
に迎える80周年を前に「80周年史」
の作成にあたっての協力を各事務局長
に要請した。
　その後、各事務局長より、それぞれ
の地域を取り巻く経済環境、各地域の
オフィス市況と重要な開発案件、直面
する課題等について報告されたほか、

（一財）日本ビルヂング経営センターよ
り、今年度の事業報告があった。

2日目
　翌13日は、㈱イトーキの案内で日本
橋高島屋三井ビルディング内の同社の
「次世代のWork Style」を実践するオ
フィス空間、「ITOKI TOKYO XORK」
を見学した。その後、隣接の日本橋高
島屋のレストランで昼食をとり、来年2
月の次回会合での再会を誓い、散会と
なった。

　9月12日と13日の2日間にわたり、本年度上期の
「事務局長会議」が東京で開催された。1日目は連合
会事務局からの報告事項を中心に意見交換した後、
全19協会からそれぞれの活動状況が披露された。2
日目は㈱イトーキの案内で日本橋高島屋三井ビル
ディングの「次世代のWork Style」を実践するオ
フィス空間、「ITOKI TOKYO XORK」を見学した。

令和元年度上半期
事務局長会議報告

見学前に説明を受ける様子
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　「ITOKI TOKYO ZORK」は、
Activity Based Working（ＡＢＷ）
とウェルネスオフィスの考え方を導
入した新本社オフィス（2018年秋
に移転）。
　ＡＢＷでは、想定されるワーカー
の活動を10のパターンに分解・分
類し、それぞれ活動場面で生産性
と創造性を最大限引き出すような
レイアウトとした。視察ではワー
カーが各シーンで自律的に選択で
きる多様なミーティングルームや

ワークプレイスなどを見学した。
　また、ウェルネスオフィスという
観点からは、心身の健康を保つ国
際的な空間品質基準“ＷＥＬＬ認証”
を国内オフィスで最初に認証取得
(予備認証、ゴールド)した。厳し
い認証審査をクリアするため、空気
の質、自然光採取、清潔さ(光触媒
除菌)、こころの健康(Ｍｉｎｄ＝社
員参加の禅部屋)などに配慮した苦
労話を受け、具体化した室内空間
等が紹介された。



　10月に開催された第31回住生活
月間に合わせ、管理委員会の前副委
員長である高橋寛氏（三井不動産ビ
ルマネジメント㈱代表取締役社長）
が国土交通大臣住生活月間功労者表

彰を受賞した。長年にわたる建築行
政の推進等に貢献してきた功績が称
えられたもの。10月14日に予定さ
れていた表彰式等の式典は台風のた
め中止となった。

　約120年ぶりに民法（債権法）が
改正され、令和2年4月から施行さ
れるのに合わせ、日本ビルヂング協
会連合会と東京ビルヂング協会、日
本ビルヂング経営センターの3協会
で策定した『オフィスビル標準賃貸
借契約書―定期建物賃貸借契約・普
通建物賃貸借契約―』の内容を解説
するセミナーが9月25日、東京・大
手町の経団連会館2階経団連ホール
で行われた。
　セミナーの講師を務めたのは、同
書の監修に携わった山下・渡辺法律
事務所の渡辺晋弁護士で、改正部分
を中心に判例を取り上げて解説した。
会場に用意された140席が満席とな
るなどビルオーナーの関心の高さを
うかがわせ、好評のうちに終了した。
　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」を出版した。
　今回は、令和2年4月に施
行されている改正民法の内
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、充実を図って刊行した。
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
いる。
　『オフィスビル標準賃貸借契約書―
定期建物賃貸借契約・普通建物賃貸
借契約―』は会員4,000円、非会員
6,000円で販売している。

管理委員会・前副委員長の高橋氏、
国土交通大臣住生活月間功労者表彰

オフィスビル標準賃貸借契約書の
解説セミナー、会場満席で終了

表彰された高橋氏

熱心に聴講する参加者

会場の様子丁寧な解説をする渡辺氏

～連合会トピックス～
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5協会会長、近況と経済動向などを報告

　冒頭、幹事協会である四国ビルヂング協会の木内照朗会長が
登壇し、「5年ぶりに西日本地区の会員の皆さんが多数、四国・
高松にご参集いただいたことに感謝いたします」などと歓迎の挨
拶を行った。
　続いて来賓の日本ビルヂング協会連合会の櫻井康好・専務理
事が挨拶に立ち、連合会の活動状況やオフィスビルを巡る最新
動向などを紹介し、最後に「西日本交歓会議が有意義な情報交
換の場となり、より一層充
実した活動になることを期
待します」などと話した。
　その後、会議に移り、5
協会の会長あるいは副会長
がそれぞれの協会の現状や
トピックス等を紹介した。
各協会会長が紹介した内容
の骨子は以下の通り。

［兵庫ビルヂング協会］
（会員数45社・82棟）
小橋 聡副会長
①オフィス市況など
　今年5月に創立80周年
記念祝賀パーティーを行っ
た。90周年、100周年に向
け、協会の基盤となる会員
の増強に注力していきたい。
　民間調査機関のオフィス市場調査によると、6月末時点の神戸
市内の空室率は1.8%で前年同時期に比べて0.1ポイント上昇した
ものの、1%台で推移している。テナントの動きは依然活発で、
新規のオフィス開設のほか好立地への移転を目的とした神戸市
中心エリアへの移転ニーズも堅調な状況。6月末時点の想定成約
賃料も同4.8%上昇の坪当たり1万1,740円と上昇基調を示して

いる。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトなど
　日銀の地域経済報告では、「景気は一部に弱めの動きがあるも
のの、基調としては緩やかに拡大」とされている。神戸港の貿易
概況をみると、輸出・輸入とも3年ぶりの減少を示しているものの、
ポートアイランド沖の神戸空港は民営化以降、搭乗率・搭乗者
数が好調に推移している。今後も発着枠数上限緩和による航空
需要のより一層の掘り起こしが期待されている。
　三宮再整備のうち、三菱地所㈱などが事業協力者となって検
討されている「雲井通5丁目地区再整備事業」がいよいよ動き
始め、中央区役所と勤労会館解体に向けて各部部局の移転も始
まった。2022年度の着工予定で、オフィス・ホテル・商業施設・
図書館・バスターミナル併設の地上32階建てのタワー棟などが
計画されている。

［岡山ビルヂング協会］
（会員数14社・14棟）
永山 久人会長
①オフィス市況など
　岡山市全体の空室率は
1.4%で、オフィス需給の逼
迫状態が続いている。新規
テナントの契約賃料が上昇傾向にあるほか、既存テナントの賃料
改定の動きも徐々に出てきている。
　オフィス需要は20坪前後の小規模なニーズが中心で、本社機
能の移転など大規模な需要もあるものの、新耐震基準を満たす
など条件がマッチするビルに空室がないため、大規模な需要は
潜在化したまま。これは、岡山市内で2009年以降新築ビルの供
給がないことが要因。現在、岡山駅南エリアで進行しているイトー
ヨーカ堂岡山店跡地の開発プロジェクト内で、2021年に大型の
オフィスビルが供給される予定である。
　また、中四国から一堂に会しやすいという立地特性から、既存
オフィスにおいて貸し会議室の需要が増加傾向にある。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトなど

　西日本地区ビル協会交歓会議が10月3日、高松市のJRホテルク
レメント高松・3階「玉藻の間」で開催され、5協会の会長をはじめ
役員や会員など70名が参集した。交歓会議は、昭和41年（1966
年）から始まり、それ以降、兵庫、岡山、中国、四国、九州の西日
本地区の5協会が開催地持ち回りによって毎年開催しているもので、
今年で58回目を迎えた。
　講演会では、各協会の現状や地域のトピックスなどが発表された。
また、交歓会議後の講演会では、“うどん県”を代表し、麺業三代、
さぬきうどんの味を現代に伝えているさぬき製麺㈱代表取締役社長
の香川政明氏を招き、うどん打ちの実演を兼ねて講演を行った。翌
4日の懇親ゴルフ会と懇親旅行にも多数の会員が参加し、西日本地
区におけるビル協会の結束を固め、会員同士の交流を深めた。

西日本5協会から2日間で70名超参加
第58回西日本地区ビル協会交歓会議　高松で開催

開会の挨拶をする木内会長

講演会の様子
（さぬきうどんの手打ち実演）

会場の様子

12 びるぢんぐ●No.357



　日銀の『岡山県金融経済動向』で「内需の底堅い動きもあり、
緩やかに拡大しつつある」としているほか、岡山県商工会議所の
『景気観測調査』でも景況感は3期連続の改善を示している。実際、
有効求人倍率が東京に次いで全国2位と雇用面でも安定している。
　まちづくりの面では、民間投資に加え、岡山市が街の整備に乗
り出し始めた。岡山市では、表町商店街の千日前地区で新たな
市民会館「岡山芸術創造劇場」の建設（市の負担額235億円）
に着手したほか、総工費243億円を投じて老朽化した本庁舎の
建て替える方針も打ち出した。課題としては、岡山市内の渋滞対
策が残されている。

［中国ビルディング協会］
（会員数29社、56棟）
椋田 昌夫会長
①オフィス市況など
　広島市の中心街である紙屋
町・八丁堀地区が昨年10月
に都市再生緊急整備地区に指
定されたことを受け、広島駅
周辺と同様に、紙屋町・八丁堀地区における老朽化したビル等
の建て替えを視野に入れた再開発プロジェクトが顕在化してくる
とみられる。
　路面電車新線が2025年頃をメドに広島駅ビルに乗り入れるこ
とを踏まえると、今後は都心部からその周辺を含めた広域での
基盤整備が必要になってくる。広島港のクルーズ客船の受け入
れ環境の整備、民営化に向けた公募が始まった広島空港の弱点
であるアクセス機能の強化などが求められてくる。バスや電車な
ど公共交通機関が連携した移動しやすいまちづくりを進めていき
たい。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトなど
　需要の増加によりオフィスビル・商業ビル、ホテルと幅広く建
替えが続いている。とくにホテルは2年間で3,000室が供給され
たが、さらに2年間で倍以上の客室が供給される見通し。
　広島駅内商業施設「ekie」は今秋、4期にわたる工期を終えて
全施設が開業した。また、広島駅ビル「ASSE」が来年3月閉館
した後、2025年春をめどにホテルと商業が併設した新たな駅ビ
ルとして生まれ変わり、路面電車新線が乗り入れる。紙屋町八丁
堀地区では2020年以降、損保ジャパン広島紙屋町ビル（1万
3,038.55㎡、13階建て）や広島銀行本店（4万7,890㎡、19階
建て）の竣工が予定されている。

［九州ビルヂング協会］
（会員数72社、83棟）
荒牧 智之会長
① オフィス市況など
　福岡ビジネス地区7月末
の平均空室率は1.82%と前
年同月比0.86ポイントの改
善を示し、1991年12月に
次ぐ水準まで低下している。平均賃料も25カ月上昇しており、

2003年以来の坪当たり1万2,000円台となっている。
福岡市では、国家戦略特区として、2024年までの10年間で30
棟のビルを建て替える「天神ビックバン」に加え、博多駅から半
径500mの80haのエリアで、2028年までに20棟を建て替える
「博多コネクティッド」を公表している。
② 地域経済の動向や重要なプロジェクトなど
　天神ビッグバンの第1号である「天神ビジネスセンター」が今
年1月に着工。リッツカートンホテルを核とする天神地区小学校
跡地を活用するプロジェクトも年内に着工する予定。
　博多地区では2020年以降、JR博多駅前で九州勧業による「九
勧博多駅前一丁目ビル」のほか、ペデストリアンデッキでJR博
多駅とつなげる三菱地所と深見興産による「博多駅前4丁目計画」
等の新規供給が予定されている。

［四国ビルヂング協会］
（会員数12社・13棟））
木内 照朗会長
①オフィス市況など
　高松市内オフィスエリア
の過去3年間のデータをみ
ると、平均空室率は一昨年
6月時点で9.4%、昨年6月
が8.4%、今年6月は6.6%と年を追うごとに改善している。空室
率低下の大きな要因は、新規のオフィスビルがないため。オフィ
ス需要としては、いくつかのビルで館内増床が見られたほか、サー
ビス業系企業の拡張移転や工事関係の企業による新規開設など
の動きがあった。ただ、交通至便が格段に向上した中で、高松
に拠点を置く企業ニーズが減少している現状があり、今後の大
きな課題である。
　その一方、瀬戸内国際芸術祭などイベントの定着でインバウ
ンドをはじめとする観光分野は好調で、高松市内でのホテル建設
は進んでいる。
②地域経済の動向や重要なプロジェクトなど
　日銀の地域経済報告をみると、四国地域の景気は回復してい
る。実際、公共投資や設備投資は好調で、雇用環境も改善して
いると感じる。ただ、消費税率の引上げの影響がどう出るのか等、
先行きは不透明感があり、地方都市では今後の動きを注視する
必要がある。
　瀬戸内海の島々を舞台に3年ごとに開催する現代アートの祭典
「瀬戸内国際芸術祭」は第1回目の平成22年以降、世界的な反
響を呼び、第4回目の今年も大変好調に推移している。
　そうした中で、広域で連携する動きがでてきており、四国圏広
域地方計画において『南海トラフ地震をはじめとする大規模自然
災害への「支国」防災力向上プロジェクト』、『お遍路の癒しや四
国文化を受け継ぐ「史国」伝統継承プロジェクト』、『美しい自然
とおもてなしの心による「視国」観光活性化プロジェクト』、『全
国に先駆けて進行する人口減少への「子国」支援対策プロジェ
クト』、『地域の自立的、持続的発展に向けた「資国」産業競争力
強化プロジェクト』が掲げられている。
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（一社）北海道ビルヂング協会

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見
学会を9月11日に45名の参加者にて開催い
たしました。北ガスグループ本社ビルは、フ
リーアドレスのオフィスやガス・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」、オフィスビル地下には高効率天然
ガスコージェネレーション（7,800kW×2
台）を設置した発電プラント（北ガス札幌発
電所）を所有、都心部での重要なエネルギー
拠点ともなる施設を有した建物でした。二班
に分かれて見学させていただき、見学終了後
は、新社屋8階食堂にてケータリングで用意
されたお料理を前に懇親会を開催いたしまし
た。
10月例会の開催
▶10月16日に大星ビル管理㈱様のご厚意に
より、東京から取締役安全推進部長の戸澤 
明久様をお招きし、「ビル管理会社からみた
ビルの予防保全」をテーマに二部構成で北海
道建設会館にて10月例会を開催いたしまし
た。一部では、「設備管理インスペクション
とその重要性」と題して1300項目におよぶ
独自のインスペクションシートにより、専門
職員がハード・ソフト両面よりビル診断・管
理品質をチェックする設備管理インスペク
ションの内容をご説明頂き、二部では、「ビ
ルの不具合・事故事例から学ぶ、予防保全の
重要性」と題して、設備管理インスペクショ
ンで発見された具体的な不具合事象や改善
事項の内容説明、また具体的事故事例も交え、
予防保全の具体ポイント事例をご紹介いた
だきました。参加者は61名でした。
忘年懇親会の開催
▶12月5日に、忘年懇親会を札幌グランドホ

テルにての開催を予定しております。今年も
多くの正会員・賛助会員の皆様に参加してい
ただき、協会が用意した景品と、会員の皆様
に協賛していただいた景品でのお楽しみ抽
選会で大いに盛り上がりたいと思っておりま
す。

（一社）東京ビルヂング協会

通年ビジネスカジュアルを導入
▶今年10月1日から、東京ビルヂング協会の
事務局では「ビジネスカジュアル」を通年導
入いたしました。服装はその人を評価する重
要な要素であり、周りの人に与える第一印象
は服装とその着こなし方で大きく変わります。
そのことを自覚しつつ、お洒落な事務局を目
指していきたいと思っています。今後、19協
会の皆さんが集まる場などで東京協会の事
務局がノーネクタイの時があるかもしれませ
ん。是非その印象や感想をお聞かせください。

神奈川ビルディング協会

見学会、研究会の開催
▶昨今の台風被害など自然災害が多く、他の
地域の困窮している実態を見ますと、心を痛
める思いです。幸い神奈川では少ない被害状
況ではありますが、いつ、大きな災害がやっ
てくるか分からない中、事前の準備を怠りな
く行うことが重要だと痛感しております。ま
た、私たちが出来る事は何か、色々と考える
思いです。
　さて、10月号の協会便りにご紹介した講
演会開催内容に続き、今回は、当協会の主要
な活動である見学会、研究会についてご紹介
します。
　企画は、前年の専門委員会でテーマを決
め、当会員の協力を得て関係施設を見学して
います。また、研究会は、多様な課題の内、
直近で話題のテーマを選択し、著名な講師を
お招きし開催しています。具現化には、日本
ビルヂング協会連合会や東京ビルヂング協
会など関係機関のご協力頂き成果を得てい
ます。感謝申し上げます。
　今年度の見学会、研究会内容をご紹介し
ます。
◆ 見学会・第1回：9月27日「丸の内二重橋
ビル」（講演：大丸有地区におけるエリア
マネジメント・講師　三菱地所（株）金城
敦彦氏、・案内：三菱地所㈱横浜支店）・
終了後に懇親会実施。
◆ 見学会・第2回（予定）：令和2年2月下旬
～3月上旬、「室町地区の開発状況」（案
内：三井不動産㈱横浜支店）
◆ 研究会：10月18日・テーマ「中小ビルの防
災課題と多様な取り組み」（講演：中小ビ
ルの防災意識アンケート調査結果報告、特

設：ブラックアウト・暴風雨の猛威　その
時私たちは　座談会・講師 ㈱昌平不動産
総合研究所　清宮仁氏）

・・・以上、ご参考にしてください・・・

（一社）名古屋ビルヂング協会

海外視察研修旅行（上海）
▶11月17日（日）から2泊3日の旅程で中国
上海に視察研修に行ってきました。今回は例
年を大幅に上回る総勢35名と過去最多の参
加者となりました。
　当協会の海外視察研修は平成15年から毎
年行われ今回で17回目を数えます。第1回も
上海でしたが16年の歳月は上海を目まぐる
しく発展させました。
　見学先はトヨタグループ初の海外拠点とし
て日本排斥運動の中進出した「上海豊田紡織
廠記念館」や地上101階、高さ492mの「上
海環球金融中心ビル」「Taikoo/JLLオフィ
ス」「新天地」などを見学し、古い歴史に思
いをはせ、新しいビルやオフィスを見ること
でビル経営の参考にしていただき、夜はおい
しい料理や雑技団の技を楽しみ会員相互の
親睦を図ってまいりました。帰国後は名古屋
ビルヂング協会ホームページに「上海視察研
修報告」をアップしますので、ご興味がある
方はホームページまでご訪問ください。

（一社）京都ビルヂング協会

まちじゅうお稽古とは
▶京都は山紫水明の豊かな自然に恵まれ、
1200年を超える悠久の歴史の中で優れた伝
統文化を生み出し、洗練させながら、これを
重層的に蓄積してきました。日々の暮らしの
営みを大切にしながら、外からの刺激を受け
入れ、咀嚼し、絶えず新たな文化を創造し続
けてきた世界にも類を見ない都市です。
　先駆的な文化芸術の創造と練磨、熟成、そ
して継承を繰り返してきた京都の伝統文化は、
人々の暮らしの中に息づき、芸術家たちの挑
戦と努力、伝統文化に対する市民の深い愛着
と理解、その創造と蓄積を支える高い見識と
誇りによって培われてきました。
　生活様式が変化した現代においても、京都
の伝統文化の持つ可能性は大きく、人生に新
たな潤いをもたらすお稽古を始めることを推
奨します。
～京都文化力プロジェクト実行委員会より抜
粋～

（一社）大阪ビルディング協会

『9月経営セミナー』開催
▶9月26日、北浜フォーラムにおいて、今年
度第1回の経営セミナーを開催しました。
「不動産マーケットの新しい風&最新の市場

協会便り
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高松城跡の玉藻公園から、今年の西日本地区ビル協会交歓会議が開
かれたJRホテルクレメント高松を望む―高松港に近接しており、
好天に恵まれたこの日は瀬戸内海に浮かぶ島々が見渡たすことがで
きた。（写真／文　T.ARAI）

動向」をテーマに、第1部は大阪のオフィス
マーケットの動向ともに、建設ラッシュとも
いえるホテルのマーケットの先行きについて
も講演が行われ、第2部は「近未来オフィス
&オフィスビルの行方」～2030年、オフィス
ビルは必要か？～とのタイトルで講演が行わ
れました。
『大阪中小ビル経営者研究会』開催
▶10月28日、ガスビル食堂会議室において、
今年度3回目となる大阪中小ビル経営者研究
会を開催しました。経営課題の中から「補助
金・保険の活用」にスポットを当て、「補助
金の有効活用と損害保険の現状」をテーマに、
補助金に関する企業の顧問や申請代行等を
務める講師が、中小ビルオーナーにとって有
効な補助金や助成金の活用について紹介。ま
た、損害保険の最新情報等に関して、損害保
険会社と代理店の担当者から詳しい解説が
ありました。

兵庫ビルヂング協会

高松から神戸へ
▶10月3日～4日、第53回西日本地区ビル協
会交歓会議が四国ビルヂング協会の主催で
開催されました。1日目は交歓会議、講演会、
懇親会に80余名が参加し盛大に行われまし
た。2日目は「鮎滝カントリークラブ」でのゴ
ルフ会と、大鳴門橋「渦の道」（橋桁内に設
けられ渦潮が見える遊歩道）、大塚国際美術
館（世界の名画を陶板に写し取った美術館）
など徳島を散策する観光見学会が開かれ、2
日に渡って5協会の交流を深めました。
　さて、来年（令和2年）は第54回目を兵庫
協会が主催し神戸で開催します。毎年、主催
協会は、立派な主会場や名門ゴルフ場を用意
され、講演会の講師は開催地に関係がある著
名な方を依頼されています。また、懇親会は
趣向を凝らし、観光見学会は名所旧跡を始め

話題のスポットを案内して頂くコースを準備
されています。
　「さて、来年、どうしよう？」　事務局は
「交歓会議準備委員会」を会員に立ち上げて
頂き、開催日の令和2年10月29日（木）、30
日（金）に向けて忙しくなります。

四国ビルヂング協会

もういくつ寝るとお正月
▶お正月といえば、門松や鏡餅を思い浮かべ
ると思いますが、何のために飾っているかご
存じでしょうか？
　昔から新年になると、家々に幸せをもたら
すために「歳神様」（としがみさま）が降り
てくると言われていました。農業国でもあっ
た日本では「祖先の霊が田や山の神になり、
新年には歳神になって子孫を守ってくれる」
と考えたようです。
　古事記から始まるこの「神様」を『正月に
は門松やしめ飾り、鏡餅を飾って、心から歓
迎している』ということだけは覚えておいて
ください。
　門松やしめ飾は歳神様がおいでになるた
めの目印で、しめ縄は汚れのない清浄な場所
というのを示すものです。歳神様をお迎えす
るために年末の大掃除をしましょう。神棚が
ある方は十二月十三日を意識して少しずつ片
付けと掃除をしてみませんか。
　鏡餅はその年の収穫（米）を神様にお供え
するものです。鏡餅は神様が宿るところの神
事に用いられる円形の鏡を表しているようで
す。大小二段の形は「太陽と月」「陽と陰」
を表しているとのことで見慣れている形も深
い意味が込められています。
　一年の節目としての「お正月」は、最も大
切な日本の行事だと思います。門松・しめ飾
り・鏡餅等々の由来を改めて知ることで、日
本のお正月の心に触れてみませんか。

九州ビルヂング協会

ラグビーワールドカップの九州開催
▶9月に始まったラグビーワールドカップは、
日本がアイルランドやスコットランドなどの
強敵を倒し、全勝で初のベスト8という大躍
進を挙げたことから、日本中が熱気の渦に巻
き込まれた。
　惜しくも、決勝リーグで南アフリカに敗れ
たものの、体格差があるにも関わらず、見事
な戦いぶりで大いに健闘した。
　ラグビーは、野球やサッカーに比べ、ルー
ルも難しく、テレビ放映もさほど多くないこ
とから、今回、予想を上回る人気で、ここま
で盛り上がるとは、正直、予想だにしなかっ
た。
　九州では、福岡市、大分市、熊本市の3会
場で予選から準決勝までの10試合が開催さ
れ、日頃は、アジア系インバウンドが多い九
州でも、欧米系外国人が団体で行動する姿
が多く見受けられた。
　ウェールズのキャンプ地となった北九州市
では、チーム内の練習試合に市民を中心に1
万5千人もの観客が集まった。
　地元選手としては、前回の五郎丸歩選手に
続き、今回は健脚を活かした独走トライで話
題を呼んだ福岡堅樹選手が活躍した。ラグ
ビーのファン層が一気に広がり、若い選手層
の底上げにもつながることが期待される。
　九州ビル協でも、現在日本ラグビー協会
会長の森重孝氏が、九州ラグビー協会会長
時代に、講演を依頼したことがあったが、日
本ラグビー協会会長に就任前のご多忙な時
期で、そのまま東京に赴任されたことから、
叶わぬままになっている。今回の日本大会の
成功をもとに、いつか、落ち着かれたころを
見計らって、講演をお願いできればと考えて
いる。

15びるぢんぐ●No.357




