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水と衛生月間

本日のプログラム

月間テーマ（3月）

第1097回（本年度 第32回）例会

次回 ３/15 のお知らせ
大阪城北・大阪鶴見・大阪中之島太閤園
3RC合同懇親会のため振り替え例会
♬SONG : 「4つのテスト」
■例会　17：00～　オパールルーム
■懇親会受付開始 17：30～ ガーデンホール
■開宴　18：00～

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　「御堂筋を日本のランドマーク
　　　　に」   夢・情熱が街を変える
　講師　NPO法人 御堂筋21世紀の会
　　　　理事長　成松 孝 様
　永井 俊行 会員
■第2回ノミニー理事会 11：30～ 蔵の間
■第10回4月度理事会 13：40～ サファイアルーム

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日のお客様、大阪ロータリークラブの岩波様、ゲストで坂本会員ご
紹介の米倉様、そして、米山奨学生の楊様、ようこそお越しいただき
ましてありがとうございます。ごゆっくりお過ごしください。

先週の金曜日に、昨年三世代合同社会奉仕事業で、整肢学園の子供
たちを須磨の水族館へ連れて行くといった事業で、ボランティアの学
生さんたちに非常にお世話になったということで、ボランティアの学
生さんを慰労する会がありました。

最初は、飲んで食べて騒いで終わりかな？と思っていたのですが、ほ
とんど会議でしたね。学生さんたちの自己紹介からはじまりました。普



2014-15年度第1096回（第31回例会）
幹事報告 (3/3)

幹事  檜皮 悦子

■3月3日（木）は村上会員の卓話でございます。
例会前、11：00よりSAA委員会が開催されます。
例会後、13：40より新旧国際奉仕委員会・社会青少
年奉仕委員会委員長会議が開催されます。

■3月10日（木）永井会員の卓話でございます。
第2回ノミニー理事会が開催されます。
　時間：11：30～
　会場：蔵の間

例会後第10回4月度理事会が開催されます。
　時間：13：40～
　会場：サファイアルーム

■3月15日（火）夜例会・3クラブ合同懇親会が開催されます。
　17：00～　夜例会
　　会場：オパールルーム
　17：30～　3クラブ合同懇親会受付開始
　　会場：太閤園別館 ガーデンホール

■3月17日（木）例会日変更につき休会でございます。
お間違えの無いようにお願いいたします。

■3月24日（木）西田会員の卓話でございます。

■3月31日（木）岡本会員の卓話でございます。

■4月7日（木）下岡会員の卓話でございます。

■地区よりご連絡がございます。

①地域的社会奉仕活動の一つとして「大和川・石川ク
リーン作戦」のご参加のお願いでございます。
開催日：2016年3月6日（日）午前中　［雨天中止］
開催場所：大和川・石川流域の各市で清掃場所の

設定がされます（各会員に清掃場所配
布済み）

②2016～17年度 地区チーム研修セミナー・会長エ
レクト研修セミナー・会長エレクト懇親会のご案内
　日時：2016年3月12日（土）
　受付：12：30～
　会場：大阪国際会議場

③「米山感謝祭」が開催されます。

　日時：平成28年3月12日（土）　
　　　 17：30受付　18：00～20：30
　場所：KKRホテル大阪 14階オリオンの間
　　　  〒540-0007 大阪府大阪市中央区
　　　  馬場町2-24
　電話：06-6941-6557
　http://www.kkr-osaka.com/

④2016-17年度 地区研修・協議会のご案内
　日時：2016年4月9日（土）
　　　  （登録開始 12：30／開会 13：00／
　　　  閉会予定 17：00）
　場所：大阪国際会議場
　　　  【登録受付】5階 メインホール
　　　  大阪市北区中之島5-3-51
　　　  TEL：06-4803-5555（代表）
　出席義務部門：
次年度会長、次年度幹事・S.A.A、次年度クラブ奉
仕、次年度職業奉仕、次年度社会奉仕、次年度
青少年奉仕、次年度国際奉仕、次年度ロータ
リー財団、次年度米山奨学、次年度クラブ研修
リーダー　全10部門

段どのようなボランティア活動をしていますか、と
いった内容では本当に皆さん沢山のボランティア活
動をされていました。特に、目を引いたのは、自閉症
の子供たちの親との交流を続けているとか、警察と連
携をとるとか、我々ロータリアンとは違った発想力が
あると思いました。そして、活動そのものに本当に真
剣に考え意見交換を頻繁に行うなど、私自身も非常
に参考になりました。

また、ボランティアをやっているうちに偏見がなく
なってきたとも言っています。カンボジアには絶対行
きたくないと思っていたけれども、今はカンボジアに
いって奉仕活動をしたいともいっていました。

ロータリーは今、青少年の育成に力を入れようとして
います。そのためには、このように純粋に活動している
若者に接してみるのもヒントがあるように思いました。

次に、先週の土曜日には米山奨学生の卒業送別会が
ありました。

楊さんも参加され、大阪中之島ロータリークラブから
は、米山の福田委員長と私と檜皮幹事が出席しまし
た。24日には、大阪中之島ロータリークラブで楊さん
を送ることとしていますので、皆さん出席をよろしく
お願いします。

以上で会長の時間を終わります。



インバウンドと地価動向

村上 俊二 会員

1. 近年アジア系を中心とするインバウンド（訪日外国人

旅行者）が急増しています。

昨年の訪日外国人数は円安に進行、LCCの増便の影

響で約1,974万人（観光局）でした。政府は2020年ま

でに年間2,000万人を目指していましたが、もう達成

されつつあることから、目標を3,000万人へと引き上

げました。インバウンドの急増は消費額を押し上げて

います。昨年は3.5兆円（71％）増で過去最高を記録。

「爆買い」という言葉が流行語になりました。

2. 「爆買い」でいうと心斎橋大丸の2015年3月～8月の

免税店の売り上げが5倍にふくらみ、関西地区の1月

～10月の免税品の売上高が約3.8倍に伸びていま

す。免税店の数も大阪国税局管内2013年852店、

2014年1,267店、2015年4,126店舗と凄まじい勢い

で伸びています。

「大阪人」は儲かるとなるとさすがに対応が早いですね!!

3. 「売上」についてはインバウンドの売上げが地価に影

響しています。特に大阪ミナミは人が絶えずインバウ

ンドのメッカであり、大きな注目を集めています。

昨年大阪に約550万人以上のインバウンドが訪れま

した。ある心斎橋のドラッグストアでは月額坪300万

円を売り上げています。これは大変な「売上」です。も

し売上げの10％を家賃としていたとすると月額坪30

万円の家賃が見込まれます。

東京の銀座と一緒ですね!これくらいだと余裕で払え

る状況であります。

4. そして月額坪300万円も売れる店があるなら出店し

よう、その敷地を確保しよう。また政府が目標としてい

る2020年に3,000万人もインバウンドが来るという

のならもっとホテルを建てよう、その敷地を確保しよ

うとするのは自然のことであります。現に最近マンショ

ン用地とホテル用地の物件獲得競争が激化してきて

マンション用地が確保できず、かつ地価が高くなって

困ると長谷工の部長がこぼしていました。

5. 本当に今年になりミナミで地価の上昇が起こってい

るのか検証してみます。その為にはまず昨年までがい

くらの価格をしていたのかを知る必要があります。

図表-6をご覧ください。長堀通りからナンバ高島屋の

前までの地図があります。5-18とかいろいろな数字

がついています。これは国が公表している公示価格

⑤第2回クラブ社会奉仕委員長会議が開催されます。
　日時：2016年4月16日（土）
　登録：13：00～
　会議：13：30～16：00
　会場：薬業年金会館 601号室

⑥地区職業奉仕委員会会議が開催されます。
　日時：2016年5月13日（金）
　登録：18：00～
　場所：薬業年金会館

⑦2016年ソウル国際大会（2016年5月28日～6月1日）
「国際ロータリー第2660地区 大阪Nightのご案内」
今年度立野ガバナーのお考えで地区内メンバーと
の交流を深めるために［国際ロータリー2660地区
大阪Night］が開催されます。
 日時：2016年5月28日（土）

であり、それに対応する形で国税局が発表している

路線価図があります。ちなみに一般に路線価格の水

準は公示価格の80％、更にここには出ていませんが

固定資産税評価額は公示価格の70％と言われてお

り地価の体系は整備されています。

6. ではまず大阪を代表する御堂筋沿いのミナミの地価

のバランスを見てゆきます。それでは図表6、図表7、

図表8を併せてご覧ください。公示ポイントを北から

5-41、5-18、5-36の順に3点を見てゆきます。まず

5-41、長堀通りと御堂筋の交差点より北でルイヴィト

ンの向かいのりそな銀行が入るビル。

①ここは昨年1月1日で＠454万円/㎡、坪当たり約

1,500万円となっています。

②つづいて5-18　大丸心斎橋店の向かいのビル、オ

－パの南隣です。ここは＠556万円/㎡、坪当たり

約1,840万円となっています。

③つづいて5-36　なんば高島屋より北側のりそな銀

行が入っているビル。ここは＠365万円/㎡、坪当た

り約1,200万円です。

これでだいたいの御堂筋の地価相場が解っていた

だけたと思います。

つづきまして注目の心斎橋筋周辺の3ポイントを

みてゆきます。

④まず北から5-23があります。これは大丸南館の南

のロット、大阪西川ふとんの北側です。ヤマハの建

物です。ここは＠570万円/㎡、坪当たり1,880万円

です。

⑤つづいて5-2戎橋の北づめビル。グリコの看板のな

なめ向いです。ここは＠701万円/㎡、坪あたり

2,170万円。これは高いですね！

⑥最後に5-19でこれは中座くいだおれの向かいで

す。ここは＠202万円/㎡、坪当たり670万円であり

ます。

これで一応御堂筋と心斎橋筋あたりの地価はご理

解いただけたものと思います。

但しこれは昨年の1月時点の価格です。

7. 私がいまから申し上げるのは、インタ－ネット、不動

産業者から収集した情報をもとにすべて登記簿謄本

をとって取引があった事を確認したものです。なかに

はオ－プンになっていないものもありますのでちょっ

と内緒でお願いします。では順に取引事例とその金

額を申し上げます。図表9をご覧ください。ABC・・・と

アルファベットが書いてあります。

　まずAですが御堂筋のホテル日航大阪の北側のア－

バンビルであります。その取引が、プレス発表されま

した。昨年8月10日に関西ア－バン銀行が244億円

で取得しました。土地約2,300㎡（約700坪）で坪当た

り約3,300万円ですので大変高い金額です。これは公

示価格を大きく上回っており、そうなるとさきほど申し

上げたルイヴィトン向い5-41の＠１,500万円やオー

パ南5-18の＠1,840万円という価格は一体なんだっ

たんだろうと思います？

つづけます。次はBですが昨年3月に道頓堀のランド

マ－クであった中座のくらわんかビルそのものが外

資系香港の投資ファンドのダイナスティ・ホ－ルディ

ングに売却されました。価格は100億円、土地価格は

坪当たり2,000万円と推定されています。ここの公示

価格は5-19で坪当たり670万円ですから3倍くらい

上がっています。

8. つづけます。Cですが先ほど5-23　大阪西川ふとん

の北のところで公示価格坪当たり1,880万円ですが、

実はその公示ポイント自体が取引されました。ヤマハ

が、東京の大手デベロッパ－に売却しました。昨年12

月18日です。価格は坪当たり約5,000万円でありまし

た。国が1,880万円と公示している地点そのものを坪

当たり約5,000万円で取引されました。国交省は困っ

ているでしょう？皆さんは是非今年の3月18日の地価

公示発表に注目して下さい。

9. そして最後となりますがDですが心斎橋筋の昔のソ

ニ－タワ－です。旧ソニ－ビル、現在キュ－プラザ心

斎橋というビルがあります。これは東京のアクティビ

ア・プロパティ－ズ投資法人が昨年12月16日133億

5,000円で取引しました。これは登記簿謄本でも私は

確認しました。実は2年前に122億2,600万円で大手

不動産会社が買った事例の転売です。この時の土地

値は坪当たり約7,000万円でした。従って今回の133

億5,000万円を土地値に直すと坪当たり8,000万円

 　　 16：30 受付
 　　 17：00～19：00　大阪Night
 場所：グランド ハイアット ソウル1F
 　　 リージェンシーボールルーム
 会費：5,000円
登録及び振込：4月28日（木）までにガバナー

事務所宛にFAXまたはメール
にてご連絡ください。
FAX：06-6264-2661
メール：gov@ri2660.gr.jp

⑧2016～17年度国際ロータリー第2660地区の地
区大会は、大阪北RCがホストクラブを務め、2016
年12月9日（金）・10日（土）に開催されます。

⑨2016年3月ロータリーレート　1米ドル＝116円
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7. 私がいまから申し上げるのは、インタ－ネット、不動

産業者から収集した情報をもとにすべて登記簿謄本

をとって取引があった事を確認したものです。なかに

はオ－プンになっていないものもありますのでちょっ

と内緒でお願いします。では順に取引事例とその金

額を申し上げます。図表9をご覧ください。ABC・・・と

アルファベットが書いてあります。

　まずAですが御堂筋のホテル日航大阪の北側のア－

バンビルであります。その取引が、プレス発表されま

した。昨年8月10日に関西ア－バン銀行が244億円

で取得しました。土地約2,300㎡（約700坪）で坪当た

り約3,300万円ですので大変高い金額です。これは公

示価格を大きく上回っており、そうなるとさきほど申し

上げたルイヴィトン向い5-41の＠１,500万円やオー

パ南5-18の＠1,840万円という価格は一体なんだっ

たんだろうと思います？

つづけます。次はBですが昨年3月に道頓堀のランド

マ－クであった中座のくらわんかビルそのものが外

資系香港の投資ファンドのダイナスティ・ホ－ルディ

ングに売却されました。価格は100億円、土地価格は

坪当たり2,000万円と推定されています。ここの公示

価格は5-19で坪当たり670万円ですから3倍くらい

上がっています。

8. つづけます。Cですが先ほど5-23　大阪西川ふとん

の北のところで公示価格坪当たり1,880万円ですが、

実はその公示ポイント自体が取引されました。ヤマハ

が、東京の大手デベロッパ－に売却しました。昨年12

月18日です。価格は坪当たり約5,000万円でありまし

た。国が1,880万円と公示している地点そのものを坪

当たり約5,000万円で取引されました。国交省は困っ

ているでしょう？皆さんは是非今年の3月18日の地価

公示発表に注目して下さい。

9. そして最後となりますがDですが心斎橋筋の昔のソ

ニ－タワ－です。旧ソニ－ビル、現在キュ－プラザ心

斎橋というビルがあります。これは東京のアクティビ

ア・プロパティ－ズ投資法人が昨年12月16日133億

5,000円で取引しました。これは登記簿謄本でも私は

確認しました。実は2年前に122億2,600万円で大手

不動産会社が買った事例の転売です。この時の土地

値は坪当たり約7,000万円でした。従って今回の133

億5,000万円を土地値に直すと坪当たり8,000万円



本日のメニュー

小　鉢 桜海老と野菜のサラダ
造　り 鮪の山掛け　いくら　山葵
煮　物 竹の子　蓬麩　ベーコン旨煮　海老　木の芽
焼　物 銀鱈野菜けんちん焼　しらす小松菜　酢取生姜
 有頭海老　数の子
食　事 白御飯　香の物
止　椀 鯛の潮汁

台北福齢RC 創立18周年記念式典招待状
2016年4月23日（土）に開催される姉妹クラブ台北福齢
RC創立18周年記念式典招待状を頂きました。

大阪中之島RCはご家族合わせて15名の出席予定です。

2016年3月8日

大阪中之島ロータリークラブー

台北福齢ロータリークラブー

会長　胡明清

授証18周年記念会について

拝啓　浅春の候、貴クラブますますご発展のこととお慶び
申し上げます。

平素は格別のご厚誼を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊クラブ授証18周年の記念会を2016年4月23日
（土曜日）（17時）下記の場所で開催する運びとなりました。

ご多忙中とは存じますが、ご出席いただけますようお願い
申し上げます。

詳しい案内は後日送付致しますが、授証記念パンフレッ
トを作成のため、祝辞と会長の写真を事前に賜りますよう
お願い申し上げます。

なお、印刷、製本の都合上3月20日まで原稿を入手したい
と思っておりますので、ご協力をお願い申し上げます。

記

　日時　2016年4月23日（土曜日）午後17時30分

　場所　台北花園ホテル　2階国際ホール

を超えてしまいました。坪当たり8,000万円となると銀

座の土地が坪当たり1億円というイメ－ジがあるので

すごく高いです。少なくても大阪最高価格地といわれ

る梅田阪急百貨店前より高くなっています。となると

いよいよ東京の銀座並みだと言ってもおかしくない

かもしれません。

10. こう見てゆきますと大阪ミナミがインバウンドの人

気を集め、日本の投資会社及び、アジア系投資ファ

ンドも先行買いするなど地価に影響を及ぼすように

なりました。今や心斎橋筋は銀座と並び、インバウ

ンド効果によって週末の歩行者が10万人を超すな

ど路面商業としては日本最高水準のポテンシャル

を持つと言われています。只、インバウンドの影響

はミナミ、心斎橋筋だけに留まりませんが、現在のと

ころは局地的に一部の都市に集中しています。東

京、大阪、京都、千葉、北海道の5都市でその65％を

しめています。今後政府が目標としている2020年

3,000万人の訪日が実現するとなるとインバウンド

効果は日本全国に波及してゆくことでしょう。

これから日本は人口減少の時代に入ります。それに伴い

国内需要も長期的には落ちてきます。その落ち幅を減ら

したり、市場規模を維持するのにインバウンドは不可欠

ものだと思います。今日はインバウンドと地価動向につ

いてお話をさせて頂きました。

これをもって本日の卓話とさせて頂きます。

1年間米山奨学生のカウンセラーをされた栗山会員が
感謝状を受けました
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嶽下：本日の卓話、村上会員よろしくお願いします。ニ
コニコ

村橋：いよいよ春ですね
井戸本：ニコニコ
檜皮：お雛祭りです。私事ですが亡き主人の祥月命日

で、嫁のお誕生日でもあります。
嫁は主人の生れか変わりかもしれません。大切
にしなければなりませんね。

小林：少し暖かくなりましたね。ニコニコ
辻（一）：ニコニコ、お雛様！！
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
福田：「大三元」知っていますか？やってしまいました。

ニコニコ
本日卓話、「インバウンドと地価動向」期待して
います。

山本：米倉さん、ようこそ。ガンバッテ入会して下さい。
針谷：ニコニコ
高島：ニコニコ
北村：もうすぐ桜のシーズンですね。

例会前、SAA委員会開催しました。
村上：本日卓話、よろしくお願いします。ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
木村（佳）：ニコニコ
西田：村上さん、卓話楽しみです。ニコニコ
戸田：村上さん、不動産はこれから良いのでしょうか？

卓話楽しみです。
栗山：花粉シーズン、本格的に始まりました。
坂本：米倉さん、ロータリーで一緒に活動できる日を

楽しみにしています。
井本：村上さん、頑張ってください。楽しみにしており

ます。
藤本：本日もたくさんのニコニコ、有難うございます。

本日合計 : ￥56,000
 累　計 : ￥1,642,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 84.37 %
1月28日の修正出席率 90.62 %

▲お誕生日のお祝い：左より藤本 淳司会員・福田 忠博会員・
　吉田 了会員・栗山 博道会員

▲事業所設立記念のお祝い：左より梅原 一樹会員・早瀬 道圓会員・
　檜皮 悦子幹事・嶽下 勇治会長

▲結婚記念日のお祝い：左より藤本 淳司会員・井本 万尋会員・
　北村  讓会員・永井 俊行会員・嶽下 勇治会長

●本日のビジター
大阪RC 岩波 清久 様

●本日のゲスト
坂本会員ご紹介 米倉 由美 様
米山奨学生 楊　 宜　 様


