
 

平成２８年度事業報告 

 

１．オフィスビルの事業環境と当協会の事業活動 

（１）経済状況と都内のビル市況 

 平成２８年度は緩やかな回復基調が続くなか、８月に第３次安倍第２次改造内閣が発足し

て経済を最優先課題にデフレからの脱出速度を最大限に引き上げるとの方針が示されたとこ

ろであり、デフレ脱却と経済再生の確実な実現が最重要課題となった。 

 区部の商業地地価は対前年平均変動率が4.9％（平成２８年基準地価格調査）となり、前

年調査（4.0％）に比べ上昇幅が拡大した。 

 都内のビル市況は、好調な企業業績を反映してビル需要が堅調に推移し、平均空室率が低

下傾向を継続して平均賃料が小幅に上昇した。 

 

（２）東京の政策課題と協会の事業展開 

 政策面では、グローバル化の急速な進展による都市間競争の激化の中にあって、引き続き

活発な経済活動を持続的に支える都市としての力を強化することや都市開発の推進、高度防

災都市の実現、地球環境問題への積極的な対応などが大きな課題となった。 

 平成２８年度において、当協会は (一社)日本ビルヂング協会連合会（以下「連合会」という）の中

核団体としてビル業界が当面する諸課題を踏まえつつ、東京の政策課題に的確に対応して以下

のとおり事業を展開した。  

 

２．政策活動 

（１）国に対する税制改正・予算要望活動 

「平成２９年度税制改正・予算要望」について税制・企業経営委員会を中心に検討し、連

合会と連携して以下の要望を行なった。 

①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 

②浸水防止用設備に係る固定資産税の特例措置の延長 

③都市再生安全確保施設を有する建築物に係る特例措置の延長 

④都市再生促進税制の延長 

⑤特定事業用資産の買換え特例の延長 

⑥市街地再開発事業における固定資産税の特例措置の延長 

⑦既存建築物の省エネ改修投資促進のための特例措置の継続 

⑧コージェネレーション設備の固定資産税に係る特例措置の延長 

⑨土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長 

⑩法人の土地等の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限の延長 

 



 

⑪既存事業用超高層建築物等の長周期地震動対策としての診断・補強に対する支援制度の 

創設（予算事項） 

これらについて「平成２９年度税制改正大綱」では上記③、⑦を除く事項の延長が実現す

るとともに⑦に関連して中小企業者を対象とする「中小企業経営強化税制」が創設された。   

                                ≪参考資料１≫  

また、「平成２９年度政府予算案」に⑪が盛り込まれた。 

 

（２） 都に対する予算等要望活動 

 「平成２９年度東京都予算等要望」について都市政策委員会を中心に検討し、以下の要望

を行なった。                           ≪参考資料２≫ 

 （要望の概要） 

 ①総合的な震災対策の推進 

 ア ビルの耐震工事施工時におけるテナント移転補償費助成制度の創設 

 イ 既存事業用建築物の免震・制振設備設置に対する支援制度の創設 

 ウ 長周期地震動に対応した既存超高層建築物の改修支援制度の創設 

 エ 民間の自立・分散型エネルギー施設等の整備に対する支援の充実  

 ② 都市開発諸制度等における開発を阻害しない環境性能基準評価制度の運用 

 ③ 条例附置義務駐車場の利用状況調査の実施及び実態を反映した制度運用改善 

 ④ 地下通路利用等に関する規制緩和 

 

（３）政策課題解決のための活動 

 ① 国、都、民間団体の審議会等への委員派遣 

  各委員会の活動をふまえ、ビル事業に係わる政策立案を行なう国の省庁や都の審議会、ビ

ル事業に関する調査研究を行なう民間団体などに委員を派遣し、審議に対してビル事業の実

態とビル事業者の知見を反映するよう努めた。（別紙１） 

 

 ② 東京都及び東京地下鉄株式会社との情報・意見交換  

ア 税制・企業経営委員会を中心として、東京都主税局と大規模建築物に関する固定資産

税の評価方法の変更について意見交換を行なった。（平成２８年１１月） 

 イ 都市政策委員会を中心として、東京都都市整備局の幹部職員と東京のまちづくり課   

題、ビル事業の推進課題に関する情報・意見交換を行なった。（平成２９年１月） 

 

 

 



 

（主なテーマ） 

 ・グローバル都市「東京」の実現と持続的発展のための課題      

 ・都市計画分野における規制緩和 

 ・都市開発諸制度等における新築建築物の省エネ性能基準   

 ・東京都駐車場条例に基づく附置義務駐車場台数 

 ウ 都市政策委員会を中心として、東京地下鉄株式会社と同社の新たな駅周辺プロジェク

ト計画に関する意見交換を行なった。（平成２９年１月） 

 

 ③オフィスビル経営に係る制度に関する活動 

 ア ビル事業に関連する法改正等への対応   

 管理委員会を中心として民法（債権関係）改正法案に関するビル事業への影響を検討する

とともにビル事業に関連するその他の法改正等の把握に努めた。 

 イ 「オフィスビル標準賃貸借契約書（定期建物賃貸借契約版）」の普及 

 組織・広報活動委員会を中心に連合会と連携して定期建物賃貸借契約制度に関する講演会

を開催（平成２８年３月）するとともに不動産関係団体で構成する定期借家推進協議会に参

画して制度の普及に努めた。 

 ウ ＢＯＭＡ３６０及びＩＰＭＳ（国際不動産面積測定基準）の普及等   

 国際委員会を中心に連合会と連携して、BOMAインターナショナルが実施するBOMA360パフ

ォーマンスプログラムについて日本のオフィスビルの認定申請を支援するガイドラインを会

員に周知し、会員の認定申請を支援した。 

 また、IPMSC(国際不動産面積測定基準連合）に対してIPMS（国際不動産面積測定基準）に

ついて作成した算定表を発信するとともに会員に周知した。 

                          

 ④ 安全・安心への対応 

 ア ビルの耐震化促進のため引き続き「耐震化推進都民会議」の活動に参画し、また、   

新たに「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員会」に委員を派遣して

都の耐震化施策の推進に貢献するとともにビル事業者としての意見を述べた。 

 組織・広報活動委員会を中心としてビルの長周期地震動対策に関する講演会を開催 

（別紙２）した。（平成２８年９月）  

 また、連合会と連携してビルの長周期地震動対策の支援制度創設を国に要望した（前述）。 

 

 イ 各種事業継続計画の普及   

 「感染症に対応したオフィスビルの事業継続計画作成ガイドライン」及び「中小ビルのた

めの事業継続計画作成マニュアル」について、引き続き会員への普及に努めた。 



 

 

 ウ オフィスビルの総合的な安全管理 

 a オフィスビルに対するサイバーテロに関する実地演習（開催地：宮城県多賀城市）に参

加してテロに対する具体的方策を検討するとともにシステムセキュリティの専門家による講

演会を行なった。（平成２８年１１月（講演会）、平成２９年１月（実地演習）） 

  b「東京都安全・安心まちづくり協議会」の構成団体としてビル事業者の立場から公共団

体などと共同して都内の防災対策及び治安対策を推進した。 

  c  管理委員会を中心にオフィスビルの安全に係わる課題を検討し、エレベーターの維持管

理指針に関して国の担当官からの説明を聞くとともに情報交換を行なった。 

（平成２８年７月） 

  

 ⑤ 地球温暖化対策及び節電に関する活動 

 ア 国の地球環境施策への対応 

 地球環境委員会を中心に、連合会と連携して建築物省エネ法に基づく省エネラベリング制

度やグリーンリースについて会員等への普及・啓発活動を行なった。 

 省エネベンチマーク制度のビル部門への適用に向けた国の制度設計及びエコチューニング

に関する国の制度創設に協力した。（ベンチマークに関して毎月国との調整会議を開催。 

エコチューニングに関して通年で国の関係委員会に参加） 

 また、連合会と連携して国の「地球温暖化対策計画（案）」に対して意見を提出した。 

（平成２８年４月）                        ≪参考資料３≫ 

 

 イ 「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」の推進 

 地球環境委員会を中心に、経団連及び連合会と連携して「オフィスビル分野における低炭

素社会実行計画」を推進し、オフィスビルのエネルギー使用量削減数値目標達成に向けて「会

員ビルのエネルギー使用量調査」（平成２８年１０月）を実施した。 

 また、「低炭素社会づくり推進キャンペーン」を開催（平成２９年２月）（別紙２）する

とともに環境対策に優れたビル等の見学会を開催して会員に対する最新技術等の普及に努め

た。   

 

 ウ 節電対策 

 国からの要請をふまえて会員に夏季のピーク電力抑制を要請するなどオフィスビルの節電

を啓発した。  

 

 



 

 エ 東京都及び各区の地球環境施策への対応 

 東京都の「中小テナントビル低炭素パートナーシップ」に参加（平成２８年５月など）し

て中小ビルの省エネ支援策を推進するとともに合理的な建築物環境対策の実施を要望（平成

２９年１月）した。 

 千代田区に対して、同区の建築物環境計画書における新築建築物のCO2削減数値目標が過

度である旨の意見を提出（平成２８年５月）した。           ≪参考資料４≫ 

 港区に対し、同区の「民間建築物低炭素化促進制度改正案」について改正の根拠を問うと

ともに改正内容の合理性の確保を求める意見を述べた。（平成２８年１２月） 

 

 ⑥ 中小ビル振興に関する活動 

 中小ビル事業委員会を中心に中小ビルの省エネ施策に関する調査・研究を進め、連合会が

主催する「中小ビルの経営を考える集い」において研究成果を発表するとともに地方５協会

の代表によるパネルディスカッションにおいて中小ビルの省エネ施策の現状や今後の課題な

どについて議論を進めた。（平成２８年６月）  

 中小ビルの経営環境が大きく変化する中、将来に向けた中小ビルの経営戦略を検討するた

め、連合会と連携して会員へのアンケート調査を企画、実施した。（平成２８年１２月） 

 次世代の中小ビル経営者がオフィスビルの将来ビジョンや経営課題を検討するための「未来研

究会」活動を推進し、ビル見学や講演会などを行なった。（平成２８年７月、１０月、２９

年２月） 

  

３．調査・研究活動 

（１）「ビル実態調査（東京版）」 

 建物、設備、災害対策、ビルサービスなどの面から多角的に会員ビルの状況を把握するた

め「ビル実態調査」を実施した。（平成２９年２月） 

 

（２）「ビルの運営管理に関する調査」 

 ビルの管理費や管理要員数などから運営管理の実態を把握するため「ビルの運営管理に関

する調査」を実施した。（平成２９年２月） 

 

（３）「ビル経営動向調査」 

 地域区分ごとの賃料水準、空室率、景況感を調査する「ビル経営動向調査」を４回実施し

た。（平成２８年４月、７月、１０月、２９年１月） 

 

 



 

（４）テナント造作の原状回復等に関する調査   

 管理委員会を中心に、大阪協会と連携してテナントが設置したオフィス造作の取り扱いに

関する具体的事例を収集するとともにビルの原状回復問題の課題を整理した。（平成２８年

１０月、２９年２月） 

 また、日本不動産鑑定士協会連合会からの依頼にもとづき、連合会と連携してテナント転

出（立ち退き）に関する調査を行なった。（平成２８年７月） 

  

４．国際交流活動 

 ビル事業の国際化に対応して、国際委員会を中心に海外の友好団体との交流を図り、海外

諸都市におけるビル関連情報の収集を行なった。 

（１）BOMAインターナショナル 

 連合会と連携して第１０９回総会（米国ワシントン）に参加し、各国のビル経営者と意見

交換を行なうとともにニューヨーク、ワシントンのビル事情を視察した。（平成２８年６月）  

                              

（２）世界不動産連盟（FIABCI） 

 第６７回総会（パナマ）に不動産関係団体と連携して参加した。（平成２８年５月） 

 

（３）上海及び香港のオフィスビル視察研修 

 中小ビル事業委員会及び国際委員会を中心に上海及び香港の視察研修を行ない、オフィス

ビルの運営状況、ビル市況等に関する情報収集を行なった。（平成２８年１１月） 

 

（４）韓国ビル経営協会 

 韓国ビル経営協会の訪日に際して会員ビルを紹介するとともにビル経営に関する意見交換

を行なった。（平成２８年３月） 

 

（５）BOMA中国  

 BOMA中国（上海）を訪問してオフィスビルを視察するとともにビル事業に関する情報交換

を行なった。（平成２８年１１月） 

                         

５．組織活動 

（１）会員増強活動等 

 組織・広報活動委員会を中心に会員増強活動に努め、平成２８年度末の会員数は前年度末

から３社増加して３０９社となった。 

 



 

 広報活動の活発化、会員間情報交流の充実、会員マークの活用などにより会員の増強に努

めるとともに連合会と連携してビル事業に関する調査研究を推進し、社会への情報発信や国

への政策提言などにより協会の社会的価値の向上に努めた。 

  

（２）総会及び理事会 

 ① 第４７回定時総会において役員補充選任決議、平成２７年度事業報告及び決算並びに平

成２８年度事業計画及び予算の審議を行なった。（平成２８年４月） 

 

 ② 定例理事会において定款により理事会で議決又は承認すべき事項等について審議した。

（平成２８年３月、７月、９月、１１月、２９年２月） 

 

（３）組織活動 

 ① 連合会の中核団体として連合会活動に貢献するとともに他の地方協会と連携して 

オフィスビルの課題解決に向けた諸活動を推進した。 

 

 ② 各委員会において所管事務を推進した。総務委員会は新規入会会員の審査を行ない、 

財務委員会は事業計画及び事業報告の作成並びに予算及び決算の調製を行なった。その他の

委員会の主な活動は本文記載のとおりである。 

 

 ③ 各委員会が所管事務について他の地方協会と緊密に情報交換を行なったほか、管理委

員会は大阪協会とともに「東西合同管理・技術委員会」を開催（平成２８年４月、１０月） 

した。 

 

（４）広報・会員サービス活動 

 組織・広報活動委員会を中心として広報・会員サービス活動を推進した。  

 ① 機関誌「BUILDING TOKYO」 

誌面構成を刷新するとともに掲載記事の充実に努め、会員にビル関連情報や最新の行政情

報、賛助会員の技術情報などを分かりやすく提供するとともに各方面に機関誌を配布して協

会活動を社会に周知した。   

 

 ② ホームページ 

新たに会員ビルの紹介マップを掲載する準備事務を進めるとともに、会員向けに協会の活

動内容やビルに関連する政策動向などを迅速に提供した。また、協会の主催イベント、刊行

物等を紹介して社会への周知に努めた。 



 

 

 ③メールニュース 

 メールニュースを配信して講演会・見学会の開催情報などを会員に的確に提供した。 

 

 ④講演会及びビル見学会  

ビル経営に関連の深い法制度やビルの安全に関する課題などの情報を会員に提供し、地球

環境対策などが優れたビルを会員に紹介するため講演会及びビル見学会を開催した。 

（別紙２）  

 

 ⑤ビルキョウサロンなど 

 ビル事業に関する最新情報を提供し、会員相互の交流を図るため「ビルキョウサロン」及

び「エグゼクティブサロン」を開催した。（別紙３） 

 新年賀詞交歓会（平成２９年１月）及び懇親ゴルフ会（平成２８年５月、１０月）を開催

して会員間の親睦を図った。  

 

 ⑥共同購買事業等 

  会員がビル管理用品や資材を低廉な価格で購入できる共同購買事業を実施した。また、ビ

ルの経営事項等に関する会員からの相談に適宜対応した。 

   

（５）関係団体との連携  

 （一財）日本ビルヂング経営センターが実施するビル経営管理士試験、ビル経営管理講座

などの事業運営に協力するとともに各方面にビル経営管理士の活用を働きかけた。 

 連合会と連携して（公社）全国ビルメンテナンス協会、（公財）日本建築衛生管理教育セ

ンター及び（一財）日本ビルヂング経営センターとビル事業に関する情報・意見交換を行な

った。（平成２８年９月）  

                           

                                   

                                                

                                                



 

                                    別紙１ 

            主な関係審議会及び団体等  

 

１．官公庁関係 

[国土交通省]   

 建築物新省エネ基準検討委員会非住宅事業者等 SWG、商業用不動産に係る情報基盤の充実

に向けた勉強会、長周期地震動の予測情報実用化ワーキンググループ、全国バリアフリーネ

ットワーク会議・関東管内バリアフリーネットワーク会議、バリアフリー法及び関連施策の

あり方に関する検討会、高齢者・障害者等の円滑な移動に配慮した建築設計のあり方に関す

る検討委員会 

[経済産業省] 

 総合資源エネルギー調査会工場等判断基準ワーキンググループ 

[環境省]  

 エコチューニングビジネスモデル確立検討会、フロン類対策の今後のあり方に関する検討

会、業務用施設における省CO2促進に関する意見交換会 

[厚生労働省]  

 厚生科学審議会生活環境水道部会 

[総務省消防庁] 

 予防行政のあり方に関する検討会、自衛消防組織及び防災管理の実効性向上専門家会合  

[東京都]  

 安全・安心まちづくり協議会、耐震化推進都民会議、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震

化促進に向けた検討委員会、建築安全マネジメント推進協議会、中小テナントビル低炭素パ

ートナーシップ、火災予防審議会、駐車対策協議会 

２．団体関係   

[（一財）エネルギー総合工学研究所] 、[（一財）建築環境・省エネルギー機構]、［（一財）

建築物管理訓練センター］、［世界不動産連盟日本支部］、［（公社）全国ビルメンテナン

ス協会］、[知的オフィス環境推進協議会] 、［定期借地権推進協議会］、［（公財）東京防

災救急協会］、［（一財）土地総合研究所］、［（一社）日本エレベーター協会］、[（一社）

日本経済団体連合会]、[（公財）日本建築衛生管理教育センター]、[（一財）日本建築防災

協会]、[（一社）日本サステナブル建築協会]、[（一社）日本消火装置工業会]、[日本消防

検定協会]、[（一財）日本消防設備安全センター]、[（一社）日本電気協会関東支部]、 

[日本電気計器検定所]、［（一社）日本電気計測器工業会］、 [（一社）日本ビルエネルギ

ー総合管理技術協会]、［（一社）不動産協会］、[（公社）ロングライフビル推進協会]    



 

                                    別紙２ 

 

           講演会及びビル見学会の開催概要 

 

３月９日  大成建設ＺＥＢ実験棟見学会 

３月１７日 講演会「オフィスビル標準賃貸借契約書（定期建物賃貸借契約版）と民法改正 

     の動向」 講師：弁護士 渡辺晋氏 

５月２６日 ＪＲ新宿ミライナタワー見学会 

７月８日  PORTAL POINT AOYAMA見学会 

７月２０日 大手町フィナンシャルシティグランキューブ見学会 

７月２２日 大名古屋ビルヂング＆ＪＰタワー名古屋見学会 

９月７日 「オフィスビルの耐震化推進講演会」 

 概要：「地震が発生させる長周期震動のメカニズム」 

      講師 国立研究開発法人建築研究所 国際地震工学センター長 横井俊明氏 

    「南海トラフ地震による長周期地震動への対策」 

      講師 国土交通省住宅局 建築物防災対策室長 安藤恒次氏 

    「事例研究Ⅰ～Ⅲ」（略） 

９月２１日 近三ビルヂング見学会 

１１月２日 JEBL秋葉原スクエア見学会 

１１月１４日 パナソニック東京汐留ビル見学会 

１１月２９日等 竹中工務店東関東支店ZEB化棟見学会 

１２月１４日 京橋エドグラン見学会 

（平成２９年）２月２日 「オフィスビル分野における低炭素社会づくり推進キャンペーン」 

 概要：「パリ協定後の日本のエネルギー温暖化対策の課題」  

      講師 ２１世紀政策研究所研究主幹 東京大学公共政策大学院教授 有馬純氏 

    「建築物の省エネ施策の動向について」 

      講師 国土交通省 住宅生産課 建築環境企画室長 山下英和氏  

    「京橋エドグランにおける環境対策への取組み」 

      講師 日本土地建物㈱都市開発事業部副部長 高橋勝巳氏 

    「次世代オフィス空間実現のための実証研究」 

      講師 三菱地所㈱開発推進部参事 奥山博之氏 

 

 



 

                                   別紙３ 

 

      ビルキョウサロン及びエグゼクティブサロンの開催概要 

 

１．ビルキョウサロン 

３月１５日「賢い防災備蓄のポイント」高沢潤氏（大塚製薬㈱） 

４月１９日「調光で省エネ、快適性、ダイバーシティー対応」 

  鹿子木浩二氏（ルートロンアスカ㈱ ） 

５月１８日「請求書の発行は、まだ紙ですか？」中島健氏（㈱インフォマート） 

６月２１日「検査済み証のない建築物の法適合状況調査について」 

  牧野弥生氏（国土交通省 住宅局建築指導課） 

７月１９日「ビルピット臭気の発生原因とその対策」小島英順氏（栗田工業㈱ ） 

９月２０日「災害時におけるトイレ対策」佐藤秀氏（㈱木村技研） 

１０月１９日「犯罪多発時代に備えるセキュリティ対策」山本秀基氏（㈱チャオ） 

１１月１５日「改正スキャナ保存制度を経営に活かすには」 

  叶谷真嗣氏（㈱オービック）、徳間瑠以氏（㈱オービック） 

１２月２０日 落語鑑賞会 三遊亭金時師匠 

（平成２９年）２月２１日「オフィス空室対策の新たなツールのご提案」生田目裕氏 

 （オフィスライブラリ㈱） 

 

２．エグゼクティブサロン 

 ３月１日「組織に求められるリーダーシップとは」プロ野球解説者 宮本慎也氏 

 ８月２日 

  「中堅・中小企業が直面する『株式』の課題」公認会計士 中野威人氏、  

  「経営安定・事業承継のための公的機関の活用法」田嶋幹也氏 

  （東京中小企業投資育成㈱）  

（平成２９年）１月２７日  

  「不動産マーケットサイクルとピークアウトを迎えた第５次不動産ブーム」 

   高橋幸男氏㈱不動産経済研究所） 

  「テナントオフィス市況～２０１７年の行方」 

   今関豊和氏（㈱三幸エステート） 

  「首都圏主要ビルのテナント募集率と賃料の変化」 

   本田広昭氏（㈱オフィスビルディング研究所） 

 



 

 


