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第1150回（本年度 第38回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 5/18 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　電気・ガスの自由化と

関西電力の取組み
　講師　明徳 毅（みょうとく たけし）様
　（関西電力 お客様本部 営業本部長）
　岡本 啓吾 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　アレルギー性鼻炎
　栗山 博道 会員

本日の例会前に創立25周年実行委員会を開催し、記念行事の式典
と祝賀会、又、記念事業として計画を進めているインターアクトクラブ
設立についても進捗状況について打合せを行いました。

周年行事は、クラブを挙げて行う事業です。会員の皆様のご協力をお
願い致します。

直前ガバナーからガバナーノミニーまでの四代のガバナーが出席す
る地区戦略計画委員会は、毎月定例開催され、これからの地区運営



2016-17年度第1149回（第37回例会）
幹事報告 (4/27)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■4月27日（木）
本日は村上会員の卓話です。よろしくお願いいたし
ます。

■5月4日（木）
祝日の為、休会です。

■5月11日（木）
栗山会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

について多角的な協議が行われています。

クラブ戦略計画委員会も同様に四代の会長が出席
し、クラブの将来について意見交換を行い、方針の共
有を行いながら運営について協議を行います。

地区とクラブの共通している課題は、会員増強です。
本日の週報に会員増強タスクチームの進捗状況が
掲載されていますが、空白蘭のあるチームには、空白
を埋める活動を期待致します。

全会員が、会員増強の意識を忘れずに行う事が、活
動の目的でもあります。皆様のご協力をお願い致し
ます。

■5月18日（木）
岡本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、新旧合同理事会を開催いたします。今
年度、次年度理事役員の皆様出席のご予定をお願
い致します。

■5月25日（木）
西田会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、新旧合同クラブ協議会を開催いたし
ます。多くの会員のご出席を賜りますようお願い致
します。

■6月1日（木）
各委員会、小委員会活動報告です。ご準備よろしく
お願いいたします。

※2017年5月度のロータリ－レートは1米ドル＝110
円です。

地区委員会、その他の報告です。

■2017年春のRYLAセミナー
日時：5月3日（水）～5月5日（金）
会場：不死王閣
　　  池田市伏尾町128-1
ホストクラブ：池田くれはロータリークラブ

■クラブ職業奉仕新旧委員長会議
日時：5月13日（土）　10：00～12：00
会　場：OMMビル
※満村委員長、早瀬次年度委員長　出席のご予定
をお願い致します。

■クラブ社会奉仕新旧委員長会議
日時：5月13日（土）　14：00～16：00
会場：大阪府社会福祉会館
※辻 義光委員長、嶽下次年度委員長、出席のご予
定をお願い致します。

■春の家族会「奈良霊山寺にてバラの鑑賞と国宝の
仏像等の拝観」
日時：5月14日（日）　10：00 太閤園駐車場に集合

■会長杯ゴルフコンペ
日時：5月20日（土）　集合7：30（スタート8：24）
ゴルフ場：万壽ゴルフクラブ

■第3回三世代クラブ有志合同懇親会
日時：5月25日（木）　18：30開会
会場：イルピアット
　　 大阪市中央区島町1-3-5　大乃や 2F
　　 TEL.06-4794-0007



１．インバウンドの動向

昨年の続きとして、インバウンド（訪日外国人旅行
者）の急増と地価の動きをお話ししたいと思います。

なぜ、インバウンドは大阪では梅田より難波に行く
人が多いのか、「3つの理由」があります。

既存来日客からのSNS発信による「This is 大阪」紹介

①“This is 大阪”な場所が、ミナミ！

グリコの看板や道頓堀などで記念撮影する場所
もあり、“This is 大阪”な雰囲気が観光客を引き寄
せる。

②買い物スポットが集まっている

ミナミの方が買い物をするのも一箇所に集まって
便利。心斎橋筋商店街を歩けば、百貨店、DAISO、
ユニクロ、H&Mもあるし、ドラッグストアもたくさん
あり、サンリオやディズニーのショップもある。

一方のキタはミナミほど一箇所には集まっておら
ず、かつ、それぞれの施設間は地下の移動が多く、
インバウンドにとっては不便。

③キタには団体旅行客用のバスを停める場所がない

団体旅行の方々はバスなどで移動する為、その
方々を運ぶバスを停車するスペースがキタには
なく、必然的にミナミになり、団体客の多くはミナ
ミで用事を済ませてしまうことが多い。日本橋界
隈は観光バスが溢れかえっています。

インバウンドの人数は一昨年1,974万人、昨年
2,403万人となり過去最高となりました。政府は
2020年オリンピックで4,000万人の目標を掲げ
ています。

インバウンドと地価動向

村上 俊二会員

２．地価への影響

なぜこんなにインバウンドが増えているのか。前回
にお話致しました通り、円安の進行と、訪日ビザの発
給要件の緩和、免税制度の拡充とLCC（格安航空会
社）就航便の増便のお蔭であります。

問題はこれらの人達がくることにより、地価にどのよ
うな影響があるかであります。

今年の3月21日国土交通省が2017年の地価公示
価格を発表しました。昨年も申しあげたとおり大阪ミ
ナミの商業地は全国一位の上昇率となりました。

平成29年地価公示商業地変動率上位順位表（別紙
1）をご覧ください。

大阪上位5地点の内3地点は大阪ミナミです。

詳しく言いますと1位は「づぼらや」で＋41.3％、価
格は坪当たり1,320万円、2位が宗右衛門町クリサス
心斎橋「旧キリンプラザ」で＋35.1％価格は坪で
4,300万円、4位が心斎橋筋2丁目、ヤマハ楽器店跡
で＋33％、坪当たり3,600万円です。

それを裏付ける取引事例があります。

心斎橋筋の難波3丁目で、千日前と心斎橋筋に面し
た、面積が約170㎡の角地が、平成28年秋に坪
3,600万円で取引されており、まさに、その適地で商
業施設でドラッグストアをつくれば、高い収益が見
込めると判断したから、こんな高い価格となったと
思います。

ただ、地形が悪く真ん中が買えていない為に、この
価格ですが真ん中の所がまとまると、坪5,000万円
になるのではないかと言われています。

また、心斎橋2丁目、ヤマハ楽器店跡が、平成27年
12月に、東急不動産に坪5,000万円で取引されてお
り、現在商業施設が建築中で「ドラッグストア」が核
テナントになるとの噂があります。

いよいよ心斎橋筋やナンバはインバウンドのおかげ
もあって土地の価格も坪当たり5,000万円の時代が
来たようです。

こうなると、心斎橋筋あるいはナンバあたりに土地を
確保しようとすると高くなっているので、特にインバ
ウンド用にホテルを造ろうとしても無理なので、周辺
で確保しなければならない。



３．インバウンドの変化

最近1年間の傾向としては、インバウンドの流れがど
うも心斎橋からナンバの方に移っているようです。

百貨店の売上の資料があります。参考資料の（6）を
ご覧ください。（別紙2）

大丸心斎橋の売上は18％も減少しています。もちろ
ん平成28年2月より解体着工に入った為もあります。

反面、高島屋は約2％上昇しています。つまり、ナン
バ・道頓堀に集中し、日本橋あたりに人の群れが拡
がって行きました。私も23日（日）の日に、心斎橋か
らナンバ、日本橋まで見に行きましたが、日本橋もた
いへん賑わっていました。

「平成29年地価公示上昇率順位表（大阪府域）」（別
紙3）をご覧ください。

何と、浪速区が上位6位と10位に上がっています。

これは、ホテル用地の取得の動きと連動しています。
もはや地価の上昇は中央区にとどまらず、浪速区な
どの周辺にまで及んでいることを表わしています。あ
の星野リゾートが浪速区の新今宮駅前でシティホテ
ルを開発するのも先を読んでいるのかもしれません。

４．大阪のホテル事情

どうして大阪のホテル用地がこんなに高く買えるのか？

それには3つ理由があります。

①まず、大阪はホテル客室数が不足している。
②大阪は稼働率が高い。
③大阪は客室料金が値上がりしている。

まず客室不足ですが、参考資料（2）をご覧ください。
インバウンドと言われはじめたH26年からH27年で
も約2,000室しか増えていません。自然ですとこれぐ
らいしか増えません。去年8月31日にみずほ総合研
究所が「訪日外国人4,000万人時代の宿泊施設不
足」というレポートを発表しました。勿論「2020年に
訪日外国人4,000万人」を掲げる政府目標と照らし
た予想を行ったものです。それによりますと客室不
足が深刻なのは東京で17,700室、大阪で14,200室
の不足が見込まれています。完全な客室不足です。

そして稼働率ですが、参考資料（4）をご覧ください。

大阪のシティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテ
ルはここ3年間軒並み85％から89％で全国平均を
大きく上回っています。

80％を超えるとけっこうひっぱく感があります。

また、平均客室料金ですが、参考資料（7）をご覧くだ
さい。

H26年、H27年においては、東京の伸びよりも大阪
の伸びが大きく＋23％上昇しています。

そして、これら3つは相互に関連しています。

５．ホテル計画

では、大阪ではどの位のホテルが建設されるので
しょうか？

「ホテル建設計画一覧表」（別紙4）をご覧ください。

これは主要なホテルの計画ですが、これを合計して
も5,861室で6,000室にも足りません。そして、2020
年に間に合うものは5,000室位となっています。

こう言うことが背景となって、今大阪では、大手中小
入りみだれてのホテル用地争奪戦となっています。
結果として価格が上がっていくことでしょう。

いずれにせよこの大阪に来るインバウンドの人たち
を受け入れるホテルをつくる動きが急ピッチで進ん
でいます。

こうして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、アジア系投資ファンド
も先行買して地価に影響を及ぼすようになりました。

今や大阪ミナミは銀座と並び、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った
と言われています。

ただ、インバウンドの効果は大阪だけに留まりませ
んが局地的に一部の都心に集中しています。今後政
府が2020年オリンピックの目標としている4,000万
人が訪日することになれば、インバウンド効果は全
国に波及していく事でしょう。

これから日本は人口減少の時代に入ります。これに
伴い、国内需要も長期的には落ちてきます。その落
ち幅を補い、また市場規模を維持するのにインバウ
ンドは不可欠のものと思います。

今日は昨年に引き続いて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いただきます。



ニコニコBOX

村橋：本日村上会員、卓話宜しくお願い致します。
嶽下：ニコニコ
杉村：本日もよろしくお願いします。
西田：村上さん、卓話頑張って下さい。ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
栗山：ニコニコ
吉田：ニコニコ
高島：ゴールデンウイークは普段と変わらず仕事しま

す。ニコニコ
辻（一）：ニコニコ
下岡：ニコニコ
村上：本日卓話宜しくお願いします。ニコニコ
檜皮：村上会員、本日の卓話よろしくお願いします。
戸田：村上さん、卓話楽しみです。
坂本：ニコニコ
藤本：本日もたくさんのニコニコ有難うございます。
米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥39,000
累　計 : ￥1,878,220

27
4

●出席報告
会員数 32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 2名 国内ゲスト 1名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 83.33 %
4月6日の修正出席率 96.77 %

●メイクアップ
北村 　讓   4 月  3 日 地区職業奉仕委員会
栗山 博道   4 月  5 日 米山オリエンテーション

本日のメニュー

ちらし寿司　吸い物

●本日のゲスト
村上会員ご紹介 上山 英雄 様

ポリオ撲滅への闘い
【ロータリーが発症数「ゼロ」の後も
資金を投入し続ける理由】

ポリオを永遠になくすために必要なステップには、検
知、予防接種、撲滅があります。

検知は、ポリオを撲滅する戦いの最も重要な側面の1つ
です。これは複雑で費用がかさみ、継続的にサーベイラ
ンス（監視活動）が必要です。世界ポリオ撲滅推進活動
（GPEI）は約72カ国で監視活動を行っています。

また、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタンだけでな
く、他の国でも継続して予防接種することが重要です。
予防接種プログラムが成功している場所では、予防接
種を受けることが出来なかった少数の子どもを見つけ
だし、接種することが課題です。

そして、ポリオの最後の症例が確認されるのが今年で
あったとしても、完全に撲滅するまで、少なくとも3年間
は子どもたちに接種し続けなければならず、ワクチン自
体を変更する必要があります。

「ポリオ撲滅ONE COIN作戦」募金箱に皆様の温かなお
気持ちを宜しくお願いいたします。

クラブ財団委員長　檜皮 悦子

●誕生日
北村 　讓 ［  5 日］
前田 隆司 ［  8 日］
嶽下 勇治 ［  9 日］
松任 保勇 ［18日］
木村 眞敏 ［19日］

●結婚記念日
木村 眞敏 ［  1 日］
山本 　肇 ［25日］

●事業所設立記念
西田 末彦 株式会社ニシダ［昭和40年］
井戸本 泰次 井戸本会計事務所［昭和53年］
辻　 義光 株式会社マトリックス［昭和60年］
戸田 佳孝 （医）貴晶会 戸田リウマチ科クリニック［平成10年］

Congratulations!5月のお祝い5月のお祝い


