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■JFMA平成28年度 第1回通常総会 開催報告
　

■JFMA平成28年度 第1回理事会 開催報告
　

ご報告

●新春特別企画 / 2016年オフィス市況の行方と
                                     近未来オフィス－Jスタイルオフィスビルディング構想

開催日 ： 2016年1月13日
講    師 ： 本田 広昭 （株式会社オフィスビルディング研究所）　
　　　    今関 豊和 （三幸エステート株式会社）　

●出版記念講演 / 施設におけるエネルギー環境保全
                                      　　　　　　　　マネジメントハンドブック2016

開催日 ： 2016年3月23日
講　師 ： 大島 一夫 （株式会社NTTファシリティーズ総合研究所）

吉 田     淳 （株式会社ザイマックス不動産研究所）

棚町 正彦 （清水建設株式会社）　川 本     誠 （新日本空調株式会社）

染谷 博行 （アズビル株式会社）　 川 田     勝 （株式会社イトーキ）

●実力5大病院のベストプラクティスに学ぶ
開催日 ： 2016年4月6日
講　師 ： 和 泉    隆 （帝京大学）

●日本らしいFMを見出すための国際FM比較論の提言
開催日 ： 2016年4月27日
講　師 ： 熊谷 比斗史 （株式会社ファシリテイメント研究所）

●JFMA賞を知る。JFMA賞から学ぶ
開催日 ：  2016年5月11日　　
講　師 ： 成田  一郎 （JFMA事務局）

●出版記念セミナー   第1回 /FMデータブック JAPAN 2016　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 「オフィス・ワークプレイス編」

開催日 ： 2016年5月25日
講　師 ： 似内 志朗 （日本郵政株式会社）

石崎 真弓 （株式会社サイマックス不動産研究所）

齋藤 敦子 （コクヨ株式会社）

■「ウィークリーセミナー」報告
　 事務局 ： 倉田   元

　5月25日（水）、ロイヤルパークホテル（東京都中央区）にて、JFMAの
平成28年度第1回理事会が開催されました。
　出席者は、山田匡通会長、大井清一郎副会長、長島俊夫副会長、田邊
義博監事、野村春紀監事および理事、オブザーバーの合計21名。
　山田匡通会長が議長を務め、以下3議案について審議されました。
さらに、第1号議案、第2号議案が平成28年度第1回通常総会に付議
されることとなりました。

第1号議案　平成27年度事業報告及び決算報告の件
　　　　　（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
第2号議案　理事選任の件
第3号議案　役職理事選任の件

事務局 ： 齋藤 弘幸

事務局 ： 齋藤 弘幸

　6月22日（水）、JFMA会議室にて、JFMAの平成28年度第1回通常
総会が開催されました。
以下2議案について審議し、すべて原案通り可決されました。
　   第1号議案　平成27年度事業報告及び決算報告の件
　　  　　　　 （平成27年4月1日～平成28年3月31日）

●出版記念セミナー   第2回/FMデータブック JAPAN 2016
                                            　　　　　　　 「CRE（企業不動産）編」

開催日 ： 2016年6月1日
講　師 ： 松成  和夫 （プロコード・コンサルティング）

　　　     板谷  敏正 （プロパティ・データバンク株式会社）

●第10回JFMA賞優秀FM賞受賞 / 見学会「イノベーションを生みだす
　　　　　　　　　　　     　　　  　新しいワークスタイルを目指して」

開催日 ： 2016年6月7日　　   
見学先 ： カルビー株式会社

●不動産証券化手法等による公的不動産（PRE）の活用
開催日 ： 2016年6月8日
講　師 ： 宮城 栄司（国土交通省 土地・建設産業局）

●第10回JFMA賞 技術賞受賞 「BIMを活用した施設維持管理システム
　　　　　　　　　　　　　  　　　　　    　　　の開発とその運用」

開催日 ： 2016年6月22日
講　師 ： 繁戸 和幸、幡宮 祥平 （株式会社安井建築設計事務所）

●第10回JFMA賞　奨励賞受賞 / 見学会「東京オフィス移転に係る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　戦略的FMの実践」

開催日 ： 2016年7月1日
見学先 ： ソシエテ・ジェネラル證券株式会社

●企業間取引文書のペーパーレス化で次世代オフィスの実現
開催日 ： 2016年7月13日
講　師 ： 大泰 司章 （一般財団法人 日本情報経済社会推進協会 企画室室長）　
　　         齋藤 文彦 （一般社団法人 エコマート 運営委員会）

また、以下3事項について報告がありました。
　　報告1　コンプライアンス活動状況報告
　　報告2　会員入会報告
　　報告3　代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告

　   第2号議案 　理事選任の件
その後、下記事項について報告がありました。
　　報告1　平成28年度事業計画及び収支予算の件
　　　　　  平成28年4月1日～平成29年3月31日）
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JFMA 新任のご挨拶

ご報告

■長岡インフラマネジメントシンポジウム開催報告
　
　JFMAインフラマネジメント研究部会の2016年度活動の1つとして、

「包括維持管理を促進する地域プラットフォームの形成と人材育成」
をテーマに、新潟県長岡市でシンポジウムを開催しました。
　参加者は約110名でほぼ満席、自治体関係者の参加も多く、インフ
ラの維持管理に対し、多くの課題を抱える地方自治体関係者の期待
の高まりを感じました。講演およびパネルディスカッションとも具体的
で好評であり、特にパネルディスカッションは終了後にパネラーの発
言要旨をスクリーンに投影するなど、聴講者に大変分かりやすい演出
で、評価が高いシンポジウムでした。

日　時 ： 2016年6月29日（水）
場　所 ： アオーレ長岡市民交流ホールＡ
主　催 ： 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
後　援 ： インフラ再生技術者育成新潟地域協議会（ME新潟協議会）
　　　    日経コンストラクション

講　演 ： 佐藤  寿延 （国土交通省総合政策局事業総括調整官）　

「インフラメンテナンス国民会議について」

丸山  久一（長岡技術科学大学 名誉教授）　

「メンテナンスエキスパート（ME）新潟の取り組みと課題」

笹岡  和幸（三条市建設部建設課課長）　
「三条市における維持管理包括的外部委託に向けた取り組み」

吉田  伸明（福島県県南建設事務所主幹兼 企画管理部長）　
「中山間地区における包括的維持管理」

中 野　 勇（新潟市土木部土木総務課副参事）　
「戦略的な維持管理体制への深化」

パネルディスカッション
コーディネータ ： 鈴木　泉
　　　　　　    （社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会）

パネラー： 佐藤 寿延　丸山 久一　笹岡 和幸　吉田 伸明
高 橋   修 （長岡技術科学大学教授）　
荒 木   克（ME新潟の会会長）

倉田  元　くらた  げん

2016年4月1日付でJFMA事務局にてお世話になっております倉田元と申します。
これまでは主に住宅に関する仕事に従事してまいりましたが、今後は、JFMA事務局での業務を通
して、ファシリティマネジメントを勉強させていただくとともに、微力ながらもFMのさらなる普及と会員
の方々をはじめ社会に貢献できるよう努めてまいりますので、何卒ご指導・ご協力賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

佐藤 友律　さとう  とものり

2016年4月1日付で東京ガス都市開発より出向でまいりました佐藤友律と申します。
出向元では2009年より東京ガス所有オフィスビルのFMの業務を中心に携わり、同時にプロパティ
マネジメント業務にも携わってまいりました。
この度の機会を通しまして、FMについて見識を深めさせていただき、FM普及に微力ながらもお役
立てができますよう、努めてまいりたいと思います。
何卒みなさまのご指導、ご協力をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。

事務局 ： 川村  正夫
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