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1. 基調講演Ⅰ

長周期地震動対策／
南海トラフ地震の施策の最新動向
“予知不能下”の実践的な『備え』、
『防災拠点づくり』
名古屋大学
減災連携研究センター長・教授

福和 伸夫氏

　東京都のビルは、首都直下地震や南
海トラフによる被害が予想されますが、
地震の予知が困難な状況です。東京都
は、外力の大きな場所を埋め立て、街
を広げてきました。一方、最低基準であ
る「建築基準法」により、外力の強弱に
かかわらず、同じ建築物が造られること

になりました。コストダウンのため基準
ぎりぎりで造られ、安全性が下げられ
ると、抵抗力が下がっている可能性が
あります。しかし、最近は大都市を地震
が襲っていませんから、そのことに多く
の人が気づいていません。
　昨日（9/4）上陸した台風21号により、
堤防が決壊し広範囲で冠水し、関西国
際空港も高潮などの影響で閉鎖されま
した。また、強風で観覧車が高速回転し
ました。本来は、空港は海側ではなく、
内陸部に造るものです。1959年の伊勢
湾台風の際は、約5,000人の犠牲者を
出しましたが、公共の支援がなくても
10日間家族で助け合いながら、被災地
で踏みとどまっていました。そのたくま
しさと比較すると、国民の生きる力が
落ちているのではないかと懸念してい
ます。
　そのことを国民に知ってもらうため
の映画が「シンゴジラ」です。この映画
では、東日本大震災、南海トラフ地震、
首都直下地震などを念頭に置いていま
す。冒頭の20分間は、官邸がいかに無
力かを表しています。中盤では、東京か
らの大脱出が描かれていますが、1923

年関東大震災の際に東京市民の3分の1
が地方に疎開したことをイメージして
います。終盤は、ゴジラの体内に血液凝
固剤を注入し、血流を止めることにより、
核分裂反応を抑え、一時凍結させるこ
とに成功します。これは、福島第一原子
力発電所の被災時の様子を再現したも
のです。
　東日本大震災の際、福島第一原発事
故の政府事故調査委員長だった畑村洋
太郎氏は、最終報告書に、事故原因とし
て、「見たくないものは見えない。見た
いものは見える。」と記載しました。こ
の言葉は、ジュリアス・シーザーによる
「ガリア戦記」から引用しています。見
たくないものを見ていくことで想定外
を無くしたいと思います。
　東日本大震災の発災時、私は青山の
超高層ビル15階で1日中耐震セミナー
の講師を務めていました。建物が大き
く揺れている中、私だけが机の下に潜
りましたが、不思議なことに、参加者で
ある超高層ビルの設計者は誰も潜ろう
としませんでした。設計者が地震に対
する感覚を持っていないことが判明し
ました。

オフィスビル耐震化
推進講演会報告

「長周期地震動対策／南海トラフ地震の施策の最新動向」
名古屋大学　減災連携研究センター長 教授　福和 伸夫 氏

「東京都をまもる―東京都の防災・減災対策と危機管理」
東京都 総務局 総合防災部 防災計画担当部長 　西川 泰永 氏

「ビルオーナーに役立つ耐震改修事例」
東京都 都市整備局 市街地建築部 耐震化推進担当課長　富永 信忠 氏

「中小ビルの耐震改修」 
東京ビルヂング協会 中小ビル事業委員会 幹事　清宮 仁 氏

「防災に活かす地震情報」 
気象庁 地震火山部 地震津波監視課 調査官　岡部 来 氏

＜オフィスビル耐震化推進講演会＞

1. 基調講演Ⅰ

気象庁からのお知らせ

2. 基調講演Ⅱ

3. 事例研究Ⅰ

4. 事例研究Ⅱ

会場の様子

　（一社）東京ビルヂング協会は、東京都と民間団
体等で設立した「耐震化推進都民会議」に参加し、
東京都の推進する建物の耐震化に協力している。そ
の一環として「オフィスビル耐震化推進講演会」を
毎年開催しており、今回で11回目となる。
　今回の講演会は、長周期地震動や最近の自然災
害にスポットを当て、9月5日に東京協会会員や一
般聴講者など約150名を集め、東京・丸の内の日本
工業倶楽部2階大会堂で開催された。講師は以下の
5名で、各講師の講演要旨をまとめて紹介する。

福和 伸夫氏
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　大阪府咲州庁舎では、気象庁の震度
は3でしたが、高さ256mの建物だけが
大きく揺れました。その後、私は、橋下
徹知事（当時）あてに大阪府本庁舎の
咲州庁舎移転を控えるよう提言し、そ
の結果、移転中止となりました。
　大阪府北部地震（2018.6.18）では、
高槻観測計で震度6弱が記録されまし
たが、マグニチュード6.1であり、「観
測史上初めて」というほど大きな揺れ
ではありません。確かに、石塀が倒壊し
たりブロック塀が倒れたりしました。ブ
ロック塀は鉄筋は入っていたものの、ア
ンカーが不十分だったことが原因です。
それでも、この地震で、一部損壊家屋
が約42,000軒、約66,000基のエレ
ベーターが停止し、400名弱の方々が
閉じ込められました。大都市がいかに
地震に脆弱であるか分かります。
　現在不安視されているのは、上町断
層帯です。熊本地震の西原村のように、
活断層が移動すると、2m横にずれるよ
うな揺れも予想されますが、その場合
は、免震ビルは擁壁にぶつかり、超高層
ビルも大きな被害を受けます。
　熊本県で地震が起きたのは、別府－
島原地溝帯ですが、ここに多くの火山
が存在します。また、霧島火山帯での噴
火の原因は、フィリピン海プレートの潜
り込みです。
　古事記には、「イザナギとイザナミが
結婚して、突然海の中にぽとぽとと滴
を落としたら、海の中に島ができまし
た。」とありますが、これは海底火山の
噴火を指すように思われます。
　「天照大神が天の岩戸に隠れたら、
真っ暗になった。」というのは、火山の
噴煙でしょうか。「空から神々が地上に
降り立った」という「天孫降臨」は、火
山の噴石のように感じられます。日本文
化は、地震や火山との付き合いで生ま
れたといえます。
　現在地震活動期が到来していますが、
2回前の活動期である安政の大獄の頃
には、6年間で11回の地震が起きました。
この地震の後、地震の被害を受けな
かった薩長が討幕運動に成功し、歴史

が変わりました。次の南海トラフ地震
が起きる際も歴史が動くのではないで
しょうか。
　東京は、300年前の元禄関東地震の
際は死者340人でしたが、関東大震災
では約70.000人が犠牲となりました。
その理由は、東京の街を東側に拡大し
たためです。東京の西と東では、死亡
率が24倍違います。東京でオリンピッ
クを開催せざるを得ない状況ですが、
2020年以降は心を入れ替えましょうと
いうのが、私からのメッセージです。
　湾岸に重要施設が立地している状況
ですが、私たちは、水がなければ電気
も燃料も造れませんし、電気がなけれ
ば燃料も水も造れませんし、燃料がな
ければ、水も電気も造れません。こう
いった施設に頼っているのが大都市で
す。そのような怖さを実感しながら、都
市をどのように安全にすべきか考えて
いきたいと思います。

2. 基調講演Ⅱ

東京都をまもる－東京都の防災・
減災対策と危機管理
東京都 総務局防災計画担当部長

西川 泰永氏

■【東京都の防災計画】
　まず「東京都の防災施策の体系」で
すが、地震に限らず、風水害、火山噴火
等を対象に、まず、国で中央防災会議
（首相が座長）が防災基本計画を作り、
それを受けるかたちで都道府県、東京
都（防災会議）なら、東京都地域防災計
画を策定します。そして、区市町村（防
災会議）は区市町村地域防災計画を作
る、ピラミッド状の計画体系です。
　「東京都防災会議」は、都知事を会
長として、自衛隊、警察、消防といった
防災機関、国の出先機関（関東地方整
備局等）、さらには鉄道事業者等、学識
経験者から構成され、その会議体で、
東京都の地域防災計画を作ります。そ
こで誰が何をやるという役割分担や手
順が決められています。
　東京都地域防災計画震災編は、いく

つかの対策の視点と被害軽減・都市再
生に向けた目標、対策ごとの具体的計
画で構成されています。
　以下で一部紹介します。
（視点①）自助・共助・公助の力を束ね
た地震に強いまちづくり
　平成24年公表の東京都被害想定から
の具体的減災目標を「①死者を9.7千人
から約6千人（約6割）に」、「②避難者
を339万人から約150万人（約4割）に、
「建築物（の全壊棟数）を30.4万棟か
ら20万棟（約6割）に」減少させていま
す。
　これら目標への取り組みに、緊急輸
送道路の沿道建築物の耐震性の向上が
大きく寄与しているほか、木密地域不
燃化10年プロジェクト（平成24年立ち
上げ、対象の木造住宅密集地域は、制
定時1.6万ha、特に危険と言われる所が
6,900ha）、ソフト対策として消防団の
態勢強化などがあります。
　なお、「行き場のない」帰宅困難の人
を92万人と見込み、その人たちが帰れ
るようになるまでの、いわゆる「一時滞
在施設」の確保を展開。公共施設のほ
とんどはもちろん、民間企業の皆様に
も協力をお願いして、今約34万人分の
一時滞在施設を確保しています。
（視点②）被災者の生活を支え、東京
を早期に再生する仕組みづくり
　復興段階に入ったときに、被災者の
生活を支えるべく、ライフラインの早期
復旧を掲げています。「①ライフライン
を60日以内に95%以上回復」というこ
とで電力は7日、通信は14日、上下水道
は30日、ガスは60日をもって復旧させ
ることにしています。
　「②被災者の当面の生活を支える」

西川 泰永氏

オフィスビル耐震化推進講演会報告
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ための取り組みとして、「避難場所整備
と機能強化」、「避難所の安全化」等が
あり、直近の検討項目は次の2点が挙げ
られます。尚、避難場所は命からがら逃
げてくる場所、避難所は逃げたうえで
当面生活できる場所、と分けています。
⑴「 避難所の安全化、～女性など被災

者に配慮した避難所運営」
　避難所を設置するのは基礎的自治体
である区市町村ですが、区市町村の避
難所運営マニュアルは都で作っていま
す。この運営マニュアルの中に、（プラ
イバシーの確保など）女性の視点を採
り入れるというのがあり、東日本大震災
以降の大きな流れになっています。
⑵ 「備蓄、調達による物資の確保、物資

の輸送の効率化」
　避難所に食料をはじめとする物資を
運ぶことです。東京都は備蓄倉庫を備
え、また、一定事業者と協定を結んでい
ます。熊本地震の反省の所謂「ラスト・
ワンマイル」の課題に、物流事業者のノ
ウハウを活用させ都内物資搬送のオペ
レーションの詳細を詰めているところ
です。そのあとも「ライフライン施設の
耐震化」、「罹災証明システムの導入促
進」等の課題も待っています。
■東京都の初動対処態勢　
　実際のオペレーションがどのように
行われるのかお話ししてみたいと思い
ます。
　都は、発災から72時間は人命救助に
全てを費やし、救出とか医療救護活動、
道路啓開を行い、それ（72時間）以降
に、避難生活支援や生活再建の支援に
就くと考えています。昨年12月「東京
都業務継続計画」の改定を行い、首都
直下地震が起きたときに「第一にやら
なければいけない業務」、「3時間以内
にやる仕事」、「発災から1日以内にや
る仕事」等具体的に分類し、まずそれを
やることとし、それ以外の通常行政業
務は原則として1週間程度遅れることと
して、整理したところです。
　「レベル3」は震度5強ですが、地震
が起きた場合、約300人が都庁に集ま
ることになります。東京都の危機管理

部門である総合防災部の職員100名強、
それ以外に、普段は別の仕事をしてい
るけれども都庁近辺の災害対策住宅に
居住している者が200人位で、彼ら職
員は、月の半分は都庁から一定キロ数
より外へ出てはいけないことになって
います。震度6弱以上の地震が起きた場
合には、どこにいても、全員都庁に参集
します。
　そして「誰が参集しても初動対応で
きる態勢」の維持が大切です。
　本部長指示のもと、危機管理部門を
中心として連絡・調整をするチーム、災
害対策本部組織が立ち上がり、首都直
下地震が起きて2時間後に第1回目の災
害対策本部を開設する予定です。その2
時間の間にやらなければならないこと
がありますが、それをばらばらに分解し、
災害対策オペレーション室の「発生後2
時間業務掲示板」に紙で貼ってありま
す。近地居住の職員が到着次第、この
紙を1枚ずつ切り取り、例えば、「出入
り口の安全を確認する」とか個別の災
害対応をやっていくことにより、2時間
後に開かれる災害対策本部までの個別
のプロセスが完結するようにできてい
ます。

3. 事例研究Ⅰ

ビルオーナーに役立つ
耐震改修事例
～耐震化が成功したポイント紹介～
東京都 都市整備局 市街地建築部
耐震化推進担当課長

富永 信忠氏

　東京都では、建築物の耐震化を図る
重点施策として、住宅や防災上重要な

公共建築物などとともに、「特定緊急
輸送道路沿道建築物」の耐震化を推進
しています。特定緊急輸送道路とは、震
災などの災害時における復旧・復興の
大動脈となる道路で、都内において約1
千㎞を指定しています。緊急輸送道路
の機能確保のため、その沿道建築物の
耐震化を図っており、ここで補助金を
活用して耐震改修を行った3つのビルの
事例を紹介します。
　まず、渋谷区に立地する築39年、地
上9階建て、延床面積約1,800㎡の事務
所ビル。ビルオーナーから「テナントが
居ながらの施工」「既存の意匠性を損
なわないこと」「テナント貸室の執務環
境を大きく損なわないこと」などの要
望があり、建物内部での工事を減らし
たアウトフレーム工法を採用しました。
補強設計の事業費約580万円のうち2
割にあたる約110万円を助成しました。
また、耐震改修工事の事業費約9,700
万円のうち、助成額は約3,300万円で3
分の1にのぼりました。
　2つ目の事例は、港区内の築53年、地
上10階建て、延床面積約5,000㎡の店
舗・住宅を併設した事務所ビル。改修
後の建物の使用に支障が少ないピタコ
ラム工法（外付け補強）を採用しました。
補強設計の事業費約650万円のうち、
助成額は約420万円と6割以上を助成。
耐震改修工事については、事業費約1億
円のところ、助成額は約6,400万円でし
た。
　3つ目の事例は、中央区に立地する築
41年、物販や飲食店舗が入居する地上
8階建て、延床面積約1万1,700㎡の商
業ビル。1階から5階の柱・梁・壁に補強
工事を施したほか、併せてリニューアル
工事も行いました。助成制度の活用で
すが、耐震改修工事部分で事業費約4
億4,000万円でしたが、このうち助成額
は約1億2,000万円にのぼっています。
　現在、助成制度を拡充しており、条件
によっては補強設計で最大10割、耐震
改修工事では延床面積5,000㎡以下の
部分で最大9割、延床面積5,000㎡以上
で最大5割5分の助成となっています。富永 信忠氏
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また、建替え工事や除却も対象です。
ただ、区市町村で助成制度が異なるの
で、詳細は区市町村に確認して下さい。

4. 事例研究Ⅱ

中小ビルの耐震改修事例
～耐震化への啓発活動とBCP～
東京ビルヂング協会
中小ビル事業委員会 幹事

清宮 仁氏

　中小ビル事業委員会では、この10年
間、2007年に作成した『災害対応手順
ファイル』や『防災ポケットブック』を
皮切りに、2012年に『災害対応マニュ
アル』や『防災ポケットブック』の改良、
2014年に『中小ビルのための事業継続
計画作成支援ツール』の開発と防災を
テーマにした研究活動を進めてきまし
た。
　その後、2017年と2018年にもアン
ケート調査を通じ、会員の防災意識や
防災への取組みの現状把握に努めまし
た。
　2017年のアンケート調査結果報告書
『中小ビルの経営戦略と課題』をみると、
築30年以上ビルの耐震診断について
「実施済み」ビルが70%で、「未実施」
ビルが17%、「わからない・無回答」ビ
ルが13%となっていました。ただし、新
耐震基準は1981年施行のため、調査対
象の築30年以上の中に新耐震基準ビル
が含まれ、「未実施」と回答している可
能性も考えられるわけです。
　そうしたことを踏まえ、耐震改修の
実施有無を尋ねた設問の回答をみると、
「耐震改修工事を実施した」ビルは
43%で、そのうち「（耐震改修工事に

よって）新基準を満たした」ビルが
39%でした。耐震診断で「未実施」と回
答した17%が全て新耐震基準と仮定す
ると、新耐震基準をクリアしているビル
が56%、新耐震基準を満たしていない
可能性のあるビルが44%となります。
　2017年アンケート調査から、中小ビ
ルの耐震改修が進まない理由を分析す
ると、2030年に向けて中小ビルのマー
ケットは「悪くなる」との回答（24%）
が「良くなる」との回答（7%）の3倍に
のぼるなど悲観的にみている中小ビル
オーナーが多いことから、耐震化など
多額な費用を要する投資に消極的に
なっていると思われます。
　2018年には「長期修繕計画の運用実
態アンケート調査」を行いましたが、こ
の中で旧耐震基準のビルを対象に耐震
改修の実施有無を尋ねたところ、「実
施済」が64%、「耐震改修予定」が7%
で、7割超のビルが耐震性能の強化に取
り組んでいます。
　中小ビルの耐震化を進めていくため
の訴求ポイントは、事業継続（BCP）だ
と考えます。BCPはビル事業を継続す
る意思の表明であり、BCPを作成する
と耐震化の重要性が分かります。2014
年の「中小ビルのための事業継続計画
作成支援ツール」、2018年に開発した
「中小ビルの長期修繕計画（簡易版）作
成システム」が多くの中小ビルで活用
され、耐震化が進むことを期待してい
ます。

気象庁からのお知らせ

防災に活かす地震情報
～知っていますか？ 長周期地震動階級～
気象庁 地震火山部 地震津波監視課
調査官

岡部 来氏

　東日本大震災で新宿の高層ビルの横
揺れが話題になりましたが、建物には
揺れやすい周期があり、高層ビルは長
い周期で揺れやすいので、長周期地震
動の周期と一致すると共振して大きく
振れることがあります。

　高層ビルの長周期地震動による揺れ
の大きさは震度では分かりません。気
象庁では、震度とは別の指標として『長
周期地震動階級』を定義しています。
主に人の感覚と室内の状況等に応じて
おり、階級1は「ほとんどの人が揺れを
感じ、ブラインド等が大きく揺れる」。
階級2は「大きな揺れを感じ、物につか
まらないと歩くことができないなど行
動に支障が出る」。階級3は「立ってい
ることが困難で、不安定なものは倒れ
ることがあり、固定していない家具が移
動することがある」。階級4は「立って
いることができず、固定していない家
具の大半が移動し、倒れるものがある」
―という定義となっています。
　気象庁では試行的に、ホームページ
のトップページ等で“長周期地震動”に
関する観測情報を掲載しています。こ
こをクリックすると、階級1以上を観測
した地域の情報を得られます。是非、活
用してみてください。仮に、階級3や階
級4の長周期地震動の観測情報が発表
された場合、高層ビルで被害が生じて
いるおそれがあります。
　今後の長周期地震動の情報発表等に
ついては、長周期地震動階級3以上が予
想される場合、緊急地震速報（警報）を
発表することを考えています。また、長
周期地震動の予報（震源情報や揺れの
予想）を予報事業者等へ提供し、ビル
在館者や高所作業者等に対する情報提
供へ役立てていくことも想定していま
す。

清宮 仁氏

岡部 来氏

オフィスビル耐震化推進講演会報告
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　（一社）東京ビルヂング協会では、毎年度、都市政策委員会の各委員からの要望事項をベースに、東京都予
算等に対する要望事項をとりまとめ、東京都議会各派に要望書を提出しております。今年度は、8月から9月に
かけて、都民ファーストの会、公明党、自民党、立憲民主党・民主クラブに次の8項目を要望事項とする要望書
を提出いたしました。

1. 都市再生特別地区の運用の柔軟化
　都市再生特別地区における大規模な再開発事業では、
計画提案の時点から事業の竣工までに一定の期間を要す
ること、また、事業竣工後も当該建築物等は長期にわたり
存続することから、社会環境の変化に対応した計画の見
直しが必要となる。
　このため、国土交通省では、平成29年11月29日付各都
道府県知事等への通知（国都計第94号）によって、都市
再生特別地区に関する都市計画に、都市再生の効果等を
有する具体の取組に係る用途等を定める際に、許容され
うる包括的な用途を記載すること等が助言されている。
　ついては、東京都においても、上記通知に沿った具体的
な対応を速やかに講じられたい。

2. 附置義務駐車場制度の柔軟な対応
　都心部では、商業等の複合用途ビルを中心として、
ピーク時の利用が20数パーセントから30数パーセント台
程度のビルが数多く見受けられ、附置義務台数は実際の
需要に対し相当過大となっている。また、都心の事務所ビ
ルにおいても、整備した駐車場の台数に対して入居者の
利用率が極めて低いため、駐車場運営に支障を来す事例
もある。
　東京都では、平成14年の条例改正による地域ルールは、
主に商業地において駐車場確保が事業的に困難な場合に
策定されている。また、平成26年の条例改正による面積
調整率の見直しも、駐車場利用率の低下に対する十分な
対応にはなっていない。
　これら状況を踏まえ、国土交通省では、「まちづくりと
連携した駐車場施策ガイドライン」を策定し、本年7月19

日に地方公共団体へ通知しており、駐車場の需給状況の
把握と駐車場の適正化を求めている。
　ついては、当方も協力するので、改めて駐車場の利用
状況の実態を調査いただき、その利用実態を反映した更
なる運用改善と制度の見直しを図られたい。

3. 都心部でのプロジェクションマッピングおよび
建物壁面を利用した公共アート（ミューラル）の
促進（東京都屋外広告物条例の見直し）

　近年、世界各都市で行われる大規模なプロジェクショ
ンマッピングが話
題 を 呼 び 、ま た 、
ミューラル（既存ビ
ルの壁面や建築物
をキャンバスに見立
てアーティストが制
作する公共アート）
は、世界各都市で観
光コンテンツとして
注目されている。
　これら社会情勢
の変化に対応して、
国土交通省では、従
来の「屋外広告物条
例ガイドライン」と
は別に、プロジェク
ションマッピングを
対象とした「投影広
告物条例ガイドライ
ン」および「実施マ

平成31年度
東京都予算等要望事項

プロジェクションマッピング例
（提供：三菱地所㈱）
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ニュアル」を平成30年3月に策定・公表した。
　東京都では、平成29年12月の規制改革推進会議資料に
よれば、プロジェクションマッピングの取扱いについて、
一部を規制対象外とすることや、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックの機運醸成につながるものは特例許
可の対象とするなどの対応をされているが、上記「投影
広告物条例ガイドライン」が策定されたことから、これに
準じて東京都投影広告物条例を制定願いたい。
　また、ミューラルについても、東京都屋外広告物条例の
規制対象となるため、「屋外広告物条例ガイドライン」に
ある「広告物活用地区」制度を東京都の条例に取り入れ
るよう改正するなど、ミューラルが適切に展開できるよう
対応願いたい。

4. 大屋根の下部空間利活用の柔軟な運用
　ピロティ状屋外空間や道路・空地等の上部にかけられ
た大屋根の下部空間については、都市機能として必要な、
活気あふれるにぎわい空間の創出に資する利用等の際に
は、容積率制限に妨げられることなく大屋根下部空間の
適切な利用が可能となるよう、柔軟な運用を講じられた
い。

5. 環境確保条例による温室効果ガス総量削
減義務と排出量取引制度（C&T制度）等
について

　①当協会は、低炭素社会実行計画を策定し、地球温暖
化対策への自主的取り組みをより一層積極的に進めるよ
う会員企業に促しているところである。東京都は、C&T制
度について平成30年3月28日に「削減義務実施に向けた
専門的事項等検討会」を設置し、平成32年度以降の削減
義務について検討しているが、その際に、ビル業界と十分

な調整が図られることが重要である。当協会では、これま
で、同制度の第1期（2010～2014年度）、第2期（2015
～2019年度）において、目標を上回る努力を重ねてきて
おり、第3期（2020～2024年度）、第4期（2025～
2029年度）の目標については、これまでのビル事業者の
努力が正当に評価され、また、導入技術の可能性、削減ポ
テンシャルを考慮した実現可能な目標を設定していただ
きたい。ついては、削減義務率等の検討に際しては、当協
会の実態と意見を十分に汲み取っていただくようお願い
したい。また、総量削減義務の対象事業者に対する技術
的支援、補助金等の財政等支援を創設していただきたい。
　②また、都市再生特別地区などのまちづくりに貢献す
る建築物への容積率等の特例制度の運用にあたり、実現
が困難な環境性能への適合を求めているが、これは、都
市再生特別地区など制度本来の目的であるまちづくりを
阻害することになるため、その運用の適正化を図られた
い。

6. 市街地再開発事業に関する補助金について
　都市機能の更新・強化に不可欠である市街地再開発事
業では、東京都が支給する補助金（社会資本整備総合交
付金）が、各事業の資金計画に基づく必要額に満たない
状況である。
　ついては、当該交付金の増額を国に働き掛け、市街地
再開発事業を速やかに進捗させるために十分な予算の確
保をお願いしたい。

7. 文化・スポーツ施設の維持・運営に係る 
インセンティブについて

　魅力的な都市環境においては、文化やスポーツを楽し
む環境の充実が求められるため、都市に不可欠な装置と
して文化施設およびスポーツ施設が維持・運営できるよ
う、補助金等のインセンティブを設けていただきたい。

8. グリーンリース普及促進事業の継続
　東京都では、都内中小テナントビルを所有する中小企
業者等を対象に、オーナーとテナントが協働して省エネ
などの環境負荷軽減等に努めるグリーンリースを普及・
促進するための助成金事業を実施されているが、依然と
して、中小企業者等におけるグリーンリースの認知度は
低く、更なる普及・促進が必要な状況である。
　ついては、当該助成金事業について、平成31年度にお
いても継続されたい。

ミューラルアート（提供：森ビル㈱）
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活用しやすくなった
新事業承継税制

　これまでの事業承継税制（以下、「旧
税制」）は大変使い勝手が悪かったので
すが、新事業承継税制（以下、「新税
制」）では大幅に改正されて活用しやす
くなっています。
　はじめに、ビル協の会員の方々のケー
スで新税制を活用できる前提を示してお
きます。まず、オフィスビルを保有して
いるということで、「資産保有型会社・資
産運用型会社」に該当している場合があ
るでしょう。この場合は原則的に新税制
の適用はできません。ただし以下の要件
を満たす場合には、新税制の適用があり
ます。その要件とは1、相続や贈与の日ま
で引き続き3年以上にわたり、商品の販
売その他一定のものを行っており、2、
「親族外従業員が常時5名以上いる」、3、
「親族外従業員の勤務する事務所などを
所有し、または賃借している」の3つです。
　新税制と旧税制を比較すると、旧税制
では「発行済み株式の3分の2」が対象で
したが、新税制では「全株式」が対象と
なっています。相続税の納税猶予割合は
旧税制が「80%」だったのに対し、新税

制では「100%」（贈与はもともと100%
でした）。従業員の雇用維持要件（5年平
均で相続又は贈与時の雇用者数の8割を
確保）については、雇用を満たせなく
なった理由の証明書を提出する必要があ
りますが、雇用維持要件は撤廃されまし
た。
　また、経済環境の変化を示す一定の要
件を満たす場合で、最終的に後継者が会
社を売却、あるいはM&Aするケースなど
があると思います。 その場合は、売却や
M&A時点での株価で税額を再計算し、
事業承継時の納税猶予税額との差額を免
除する減免措置も設けられています。
　非上場株式の継承については、旧税制
が「先代経営者からの贈与・相続分の
み」としていましたが、新税制では「他の
株主、例えば母親や兄弟、あるいは第三
者からの贈与・相続分」も対象になりま
した。贈与者を先代経営者に限らず、複
数でも可能にしています。
　さらに、旧税制で「1人の代表者」とし
ていた後継者について、新税制では「3人
の代表者まで」と複数の代表者を認めて
います。
　ただ、現実的な対応としては、後継者
を1人決めて、先代経営者や兄弟、配偶者、
第三者から株式の贈与を受け、後継者に

株式を集中させることになります。拡散
した株式を集中させる“長男家督相続的
継承”というイメージです。しかし、そう
でもしないと中小企業が継続していくこ
とは難しいという現実があります。

先代経営者の要件、
後継者の要件

　贈与する先代経営者と、受贈者である
後継者のそれぞれの要件をみていきます。
　先代経営者の要件は、会社代表者であ
り、先代経営者グループとして株式の過
半数を所有し、先代経営者自身が筆頭株
主であること。また、事業承継計画（特
例承継計画）に記載された先代経営者で
あり、贈与時において退任していること
が要件です。「まだまだ若い者には任せ
られない」と辞めたがらない経営者もい
ますが、新税制を活用する場合は必ず退
任しなければなりません。
　一方、後継者の要件ですが、相続の開
始時、あるいは贈与時に議決権の過半数
を保有し、筆頭株主であり、事業承継計
画（特例承継計画）に記載された後継者
であることが要件です。
　あるビルオーナーのケースですが、子
供を飛び越え、お孫さんに事業承継した
いという希望がありました。ただ、そのお
孫さんは大学院生でした。後継者の要件
として、「20歳以上で、贈与の直前3年

本郷 尚氏
株式会社タクトコンサルティング 会長・税理士

『新事業承継税制活用の現実的取組みについて』
～不公平を円満に解決する～

エ グ ゼ ク テ ィ ブ サ ロ ン
第 8回

　第8回目となる『エグゼクティブサロン』が7月30日、東京・丸の内の日本工
業倶楽部で開催された。
　今回のテーマは、今年度の税制改正で新たに創設された「新事業承継税
制」。中小ビルオーナーにとって事業承継が大きな経営課題に浮上している中、
事業承継や相続等のコンサルティング業務に実績のある株式会社タクトコンサ
ルティングの会長で、税理士の本郷尚氏を講師に招き、「新事業承継税制」の制
度説明や新税制を活用した現実的な取組みについて具体事例を交えながら紹
介した。中小ビルオーナーにとっても画期的な税制であることから、会場には
定員の30名を超える35名の会員が参加し、熱心に聴講した。
　以下、講演の骨子をまとめた。

懇親会で質問に応える本郷氏
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以上役員であること」という項目もあり
ますので、ご注意ください。

限られている事業承継計画の
提出、贈与・相続の期間

　この新税制は、時限立法です。いまの
ところ延長はありません。
　まず、今年1月1日から2023年3月31日
までの5年以内に「事業承継計画（特例
承継計画）」を都道府県に提出します。
そして、2027年12月31日までの10年以
内に贈与・相続による非上場株式の取得
をしなければ適用はありません。
　あくまでも計画ですから計画を提出し
た後にすぐ亡くなってしまった場合でも、
計画を提出しているので、計画通り株式
を贈与すれば、納税猶予となりますので、
最終的に無税になります。
　10年以内に事業承継するかどうかわか
らない、という場合であっても、後継者
が決まっているのであれば、計画を提出
しておいた方が良いと思います。計画を
提出していたなら必ず実行しなくてはな
らないという規定はなく、実行しなかっ
たからといって罰則を受けることはあり
ません。逆の言い方をすると、計画を提
出していないと納税猶予の恩恵が受けら
れないということです。
　実際、事業承継計画（特例承継計画）
は、依頼者の人と打合せながら税理士や
弁護士が作成します。提出先は、税務署
ではなく都道府県です。あくまでも計画
ですから、途中に変更があったら変更の
手続きも可能です。

新税制を活用した具体事例

　ここからは、新税制を活用する際の話
に移ります。
　ここで、社長である父と妻、長男、長
女、次男の5人家族のケースを例に挙げ
ます。長男を後継者とする事業承継計画
（特例承継計画）を提出し、新税制を活
用して、株式を長男に贈与したとします。
長男は株式を全てもらって、地位を承継
され、しかも税金がかかりません。つま
り、新税制が実施されると、後継者に

とっては「株式が実質無税（納税猶予）
で承継できる」、「会社の財産がすべて
贈与（相続）される」、「株価対策が不要
になる」、「納税資金対策も不要になる」
などのメリットがあり、株式（財産）と地
位（役員報酬）が継承されるわけです。
後継者にとっては断然有利です。
　一方、長女や次男はその他の財産を相
続したとしても、相続税がかかってしま
います。長男への“タテの相続”は無税
で、妻やほかの兄弟への“ヨコの相続”に
は税金がかかってくるわけですから、長
女や次男からは不平不満が噴出してきま
す。民法では“均等相続（平等）”を謳っ
ているわけですから、他の兄弟から遺留
分の減殺請求がなされる公算は高いとい
わざるを得ません。
　一連の事業承継税制を含む支援措置で
は改正前の一般の事業承継税制の時から、
株式を遺留分の基礎財産から除外する
「除外合意」や遺留分の価額を合意時に
固定する「固定合意」といった規定を盛
り込んで解決しようとしています（中小
企業経営承継円滑化法）。しかし、相続
の現場において、こうした法律論、技術
論での解決は難しいと感じます。しかも、
今回の民法改正によって、遺留分は現金
払いになりました（2019年中に施行とな
る見込みです）。

不満を解決する
新税法の活用ポイント

　こうした問題を円満に解決するにはど
うしたらいいのでしょうか。
　先代経営者の社長が後継者に株式を贈
与した際、自ら高額な退職金を決定し、
受け取ります。その退職金を妻に渡し、
妻から後継者の他の兄弟へ贈与するわけ

です。つまり、後継者に株式、妻や他の
兄弟には退職金という構図です。
　社長の場合、法人税法上の退職金は
「最終月額報酬」×「勤続年数」×「功績
倍率」で計算されます。長く続けた社長
の功績倍率は2倍～3倍になります。月給
400万円、勤続年数35年、功績倍率3倍
のケースでは退職金は4億2,000万円に
なります。税金はどのくらいになるのか
というと、退職金の2分の1課税が使えま
すから、退職所得控除額を引いて1/2で
退職所得は約2億円で、所得税や住民税
等の税金は1億698万円となり、手取り額
は3億1,300万円にのぼります。これを妻
に渡し、妻が後継者以外の子供に渡すと
いう仕組みです。
　後継者は高額な退職金を出したくない
かもしれません。しかし、退職金による
欠損金は特別損失です。仮に、欠損金と
なっても法人税法上9年間の繰越控除が
使え、税法上の欠損金は繰越税金資産と
なって税効果があります。仮に欠損金4
億円で法人税等の実効税率が30%とする
と、1億2,000万円は内部留保されます。
　最後にまとめると、承継させる側の新
税制への対応ポイントは「株式を贈与し
ていること」、「代表権を渡して引退する
こと」、「役員会に顔も口も出さない」、
「院政を敷かない」、「権限は一切持たな
いこと」などです。
　会社としてやるべきなのは、①その他
の株主名簿の整理②会社への貸付金の処
理③個人の保証債務④個人不動産と会社
の賃借⑤不良、不要資産の整理⑥辞任の
整理⑦生命保険契約の整理―等。また、
個人としては、株式の行く先のほか、自
宅・預金・その他の財産（退職金）の配
分などを示した遺言書を作成しておくこ
とです。

熱心に聴講する参加者



理事会・委員会報告
理事会報告

〇日時：平成30年9月10日（月）15時～16時
1.決議事項
（1）新規会員の入会について
　正会員として申し込みのあった株式会社日立ビルシ
ステム、賛助会員として申し込みのあった三井ホームコ
ンポーネント株式会社について、異議なく入会が承認
された。（15頁を参照）

2.報告事項
（1）代表理事及び業務執行理事の職務執行
　　 に関する報告
　代表理事である髙木会長、種橋副会長、業務執行理
事である櫻井専務理事、森本常務理事及び坂本常務理
事が業務執行状況について報告した。

（2）平成31年度東京都予算等に関する要望
　　 について
　平成31年度東京都予算等に関する要望について、都
議会各派に対して提出したことを報告した。

（3）平成31年度税制改正・予算要望の提出
　　 について（連合会）
　連合会の平成31年度税制改正・予算要望について、
関係省庁宛に提出したことを報告した。

（4）東京都の温室効果ガス排出総量取引制度
　　 について
　東京都の温室効果ガス排出総量取引制度について、
東京都の動向と当協会の対応状況について中間報告した。

（5）第11回耐震化推進キャンペーン実施報告
　9月5日に開催した第11回耐震化推進キャンペーン講
演会について報告した。（2頁～5頁を参照）

（6）第8回エグゼクティブサロン実施報告
　7月30日に開催した第8回エグゼクティブサロンにつ
いて報告した。（8・9頁を参照）

（7）第111回BOMAサンアントニオ総会
　　 参加報告の件
　第111回BOMAサンアントニオ総会参加及びサンフ
ランシスコ、シリコンバレーのビル事情視察について報
告した。

（8）韓国ビル協会訪問の件
　10月9日～11日に実施する韓国ビル事情視察につい
て概要を説明した。

（9）ニュージーランドビル事情視察について
　11月12日～17日に中小ビル事業委員会と国際委員会
が共催で実施するニュージーランドのビル事情視察に
ついて概要を説明した。

（10）国土交通大臣表彰受賞の件
　畑中前副会長及び猪股理事が国土交通大臣より平成
30年度建設事業関係功労表彰を受賞されたことを報告
した。

（11）事務局長交代の件
　10月1日より事務局長が阿部信行氏から大内正明氏
に交代することを報告した。（後段参照）

（12）7月以降の事業活動・委員会開催報告
　7月理事会以降に開催した事業活動・委員会について
報告した。（後段参照）

（13）9月以降の事業活動予定について
　9月以降の事業活動予定を報告した。
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委員会報告

組織・広報活動委員会
〇日時：平成30年7月5日（木）12時～13時15分
〇場所：東京ビルヂング協会内会議室
〇議題：以下のとおり
1.　 事務局より7月30日（月）14時30分より開催する第8

回エグゼクティブサロンの概要を説明した。
2.　 事務局より9月5日（水）10時より開催する第11回耐

震化推進キャンペーン講演会の概要を説明した。

管理委員会
〇日時：平成30年7月18日（水）12時～13時40分
〇場所：東京ビルヂング協会内会議室
〇議題：以下のとおり
1.　 ビル管理に係る予防行政についての協会活動報告を

行った。
2.　 第86回東西合同委員会（10月4日）議題について検

討し、「ビルの災害対策についての最新化」を基本に
検討することとなった。

3.　 ㈱日建設計による「データプラットフォームを築く 
建物のデバイス化」と題した講演を聴講した。

都市政策委員会
〇日時：平成30年7月26日（木）10時～10時45分
〇場所：東京ビルヂング協会内会議室
〇議題：以下のとおり
1.　 平成31年度東京都予算等要望事項（案）が原案どお

り承認され、8月から9月にかけて都議会各派あて要
望活動を行うこととなった。

2.　 東京都C&T制度の第3期・第4期における義務率等の
扱いに関する東京都との協議状況を報告した。

中小ビル事業委員会
〇日時：平成30年8月2日（木）15時～16時40分
〇場所：東京ビルヂング協会内会議室
〇議題：以下のとおり
1.　 長期修繕計画アンケート結果報告書
 　 清宮委員より長期修繕計画アンケート結果報告書を

説明した。
2.　 ニュージーランド研修視察について
 　 恒例の海外視察研修がニュージーランドに決まり、

11月12日（月）～17日（土）に実施することを報告し
た。

総務委員会
〇日時：平成30年9月4日（火）14時～14時45分
〇場所：書面評決
〇議題：以下の通り
1.　 以下の2社の新規入会について審議した結果、9月10

日の理事会に上程することが承認された。
　正会員：㈱日立ビルシステム
　賛助会員：三井ホームコンポーネント㈱

国際委員会
〇日時：平成30年9月7日（金）16時～17時30分
〇場所：東京ビルヂング協会内会議室
〇議題：以下のとおり
1.　 セキュリティ調査講演
　 「新ビル計画時から始まるビルの守り」について、外

資系警備会社幹部による講演を聴講した。
2.　 世界不動産連盟（FIABCI）ツアーDubai大会につい

ての小レポート　発表者：小浦ビル㈱ 小浦公子委員
3.　 BOMAアンアントニオ総大会及びSFビル事情視察に

ついての報告会
4.　 2018秋の東京協会海外視察の計画について
　①韓国ビル協会及びビル事情視察（10月）
　②東京協会海外研修視察（11月、ニュージーランド）

　10月1日付で、事務局長が交代いたしました。前任
の阿部信之からバトンを引き継ぎ、新たに事務局長へ
就任したのは大内正明。元ラガーマンで、現在は空手
と愛犬のミニチュアシュナウザーとの散歩を趣味にす
るスポーツマンです。

事務局からのお知らせ
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　東京ビルヂング協会では、ビル協施設見学会「ビル見学会」を適宜行っている。会員
内外企業の先進的又は話題のビルを見学するというもので、組織・広報活動委員会の下、
年に複数回開催している。上半期（2018 年 3 月～ 8 月）は 8 回実施した。　

「“見逃せない”巨大プロジェクト」「新しい働き方を実践する場」
「建て替え・リニューアルビル」をテーマに優れた施設で開催

2018年度上期

ビル協施設見学会報告

日時 対象 協力事業者
（敬称略） 参加人数 見学ポイント

(平成30年)
3月29日
2回×@60分

NTT都市開発シェアオフィス
事業「LIFORK大手町」
千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア
ウェストタワー内

NTT都市開発㈱ 各回30名超

NTT都市開発㈱様の提案する、新たなシェアオフィス事業ブランド
「LIFORK」シリーズ第1弾!
<(コース見学場所、以下同様）・ワークラウンジ、シェアオフィス･
会議室、自転車庫、保育園視察>

5月16日
2回×@60分

東山ビルディング
中央区日本橋本町4-4
(2018年2月竣工)

東山興業㈱ 各回25名超

建替えスケールアップされた 延床約1万㎡で、環境対応など 大型新鋭
ビルに劣らない機能をコンパクトに組み込んだ 同規模では有数の競争
力を有するビルと思われるビル
<オフィス基準階(共用部とも)、地下設備室(氷蓄熱関係含む)、防災セ
ンター等1階多機能室群>

6月21日
2回×@60分

住友不動産大崎
ガーデンタワー
品川区西品川一丁目1番1号
(2018年1月竣工)

住友不動産㈱ 各回35名超

基準階1,600坪の圧倒的なスケールと防災性を誇る。木造住宅密集地
含む地権者多数の法定再開発事業ビルで、災害時に地域防災拠点とし
ても機能を有す。
<基準階(共用部とも)、免震･防災設備、発電機室、サービスセンター>

7月20日
2回×@60分

Wビル
港区港南1-8-15
（近年リノベーションビル）

渡邊倉庫㈱ 各回25名超

大規模コアテナント一時退去も、効果的なリノベーションで 短期に満
室稼働を実現。〝売れる、競争力を高める〟オフィスビルのリノベー
ションの例
コース見学先は（オフィスは満室につき以下共用部中心）
<会議室(新設)､非常用発電機(今回更新､扉水密対応)､オイルタンク増
設､喫煙室(新設/電子タバコ室含む)他>　

7月24日
2回/50分

新宿野村ビル4F
リニュアルワークプレイス
フロア「NEON」
東京都新宿区西新宿1-26-2
所在　｢新宿野村ビル｣4F
(2018年6月稼働)

野村不動産㈱ 各回25名超

在館約60社6,000名就業の入居者に向けた、ワークスペースの在り方
の一つとして、競争力を高めるフロアリノベーション。
コンセプト、スペック、事業創発支援についての、担当者様説明に次ぎ、
<NEON-会議室(多数)、ワークスペース、ラウンジ、ダイニング>

7月11日
7月18日
8月9日①
8月9日②
4回/@70分

東京ミッドタウン
日比谷/日比谷三井タワー
千代田区有楽町1-1-2
(2018年3月開業)

三井不動産㈱ 各回20名

ワークスタイル支援や新産業創出拠点など様々な未来志向の新たな体
験や価値、上質な時間発信に寄与する街づくりとして、日比谷の新ラ
ンドマークとなる大規模複合施設。
<基準階（専用部･共用部)､6階イノベーションフロア共用部、小割フ
ロア貸室および専用ラウンジ、スカイガーデン、B1アーケード他>

8月20日
セミナー、
施設視察

㈱ザイマックス
モバイルワークオフィス
「ちょくちょく…｣
溜池山王本社屋内ほかにて
開催

㈱ザイマックス 延べ50名

同社の提案する 働き方改革支援の新しいカタチ、で多施設展開中の
〝モバイルワークオフィス〟の視察会付きセミナー。
<事業展開説明/ちょくちょく品川東口(キッズスペース併設)/その日
からプロジェクトルームとして借室可能な高セキュアなレンタルオフ
ィス｢XYMAXプロジェクトオフィス｣　>

8月30日
1回/90分

日本橋髙島屋
三井ビルディング
中央区2-5-1
（2018年6月竣工）

日本橋二丁目
地区市街地
再開発組合事務局

60名超

都心最高格の地に、4街区からなる第一種市街地再開発事業として、
圧倒的なスケールの存在感をしめす唯一無二のランドマーク･プロジ
ェクトの完成。充実したオフィスワーカーのビジネスライフ実現の場
として整備され、国内有数の伝統ある商業地日本橋再生を象徴する
｢日本橋ガレリア｣や駅前地下広場など、話題はつきない超大規模複合
ビル。
<基準階(専用部･共用部)､地下などバックヤード機械室
地階 DHC施設、地下広場、ガレリア下＞
※商業、テナントサービスフロアは今秋開業

「LIFORK大手町」の視察風景
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　上半期の対象については、最新鋭あ
るいは新機軸コンセプトのあるビルと
して記憶され、この年以降もしばらく語
られ続けるであろう再開発のビッグプ
ロジェクトを逃さず紹介しながら、一方
で 昨今のオフィスの提供や展開の新し
い在り方の観点でテーマ性を有する事
業について、見学することができた。　
　前者は、住友不動産大崎ガーデンタ
ワー、東京ミッドタウン日比谷、日本橋
髙島屋三井ビルディングがある。これ
らは今年度ビル協機関誌で紙面を割い
て紹介済みであるが、緊急時の専用室
までの電力供給を含むBCP・災害対応
の国内有数の高スペック度は、このレ
ベルでは最早言わずもがなとしても、
より細かな部分で昨今検討される傾向
の窺えた共用部の機能面の特長には次
の要素があげられる。入居テナント専
用のプレミアな共用スペースの存在
（ビル全体用だけでなく）、テナント用
の防災備蓄倉庫用個室の用意（容積不
算入法改正となったため）、男性用・女
性用トイレの間の間仕切り壁とブース
をずらすことで、フロアの男女比率に合
わせてブース数調整ができる方式など。
　後者については、いわゆるテナントの
働き方改革に資する、さまざまなビジ
ネスシーンにマッチしたオフィス形態
の展開がある。過去2年強にわたる、オ
フィスにおける大きなストリームへの関
心として、本誌2017年11月号の見学会
紙面においても3例を取り上げたが、今
年度見学でも旬な展開である。ここで
「LIFORK」、「ちょくちょく...」、「プロ
ジェクトオフィス」、「野村不動産
NEON」をピックアップしたい。

1）「LIFORK」はNTT都市開発㈱の新
事業ブランドで、LIFORK秋葉原施設に
並ぶ「LIFORK大手町」を視察対象とし
たが、月単位契約の（個室）小オフィス
と会員制ワークラウンジがあり、ここに
は会員外のドロップイン（日帰り）も受
け入れる。1Fのワークラウンジでは

KIOSKキッチンがあり、常駐スタッフに
よる軽食提供もある（有料）が、利用者
でコーヒーを入れることもできる（コ
ミュニケーションのきっかけづくりにと
意図されている）ほか、ビジネスサポー
ト＜通訳・翻訳、大量印刷・製本、資料
リメイク＞や宅配BOX、シャワーブー
スまでサービスが付帯。他にもイベン
トスペース（1室）やミーティングルー
ム（4室、4or8人部屋）があるが、さら
に特長的で興味深いのは、保育所を併
設 し て い る こ と 、自 転 車 置 き 場
（BikePort、平置き+壁掛け式）がある
ことだ。またオフィスや会議室の入退
館には、カードでなくモバイルで開施錠
できる利便を提供している。　
　これらオリジナル性溢れたワークサ
ポートで、都心ビジネス中心部、比較的
手ごろな月会費で、ビジネスマンの
サードプレイス的な利用の需要を引き
出そうという戦略でスタートしており、
今後の活動状況が大いに注目されよう。

2）㈱ザイマックスの展開する「ちょく
ちょく...」及び「XYMAXプロジェクト
オフィス」も企業のワークスペース需
要を先取りしたダイナミックでユニー
クな事業モデルである。　

　「ちょくちょく...」と命名されるこの
多店舗展開オフィスは、所謂“サテライ
トオフィス”の範疇に属するもので、主
に一般貸ビルの一部を借り上げて運営
する方式により、2年以上前から事業化
されている。その店舗展開は、都心のオ
フィスエリアに加え、横浜、西船橋、立
川、柏など、東西南北の郊外駅近にも
順次店舗網を拡大中である。主な利用
者ターゲットは、外出の多い営業マンや、
介護、育児などで時間的制約のある
ワーカー。店舗内部のファシリティ構成
は、個室／ブース席／オープンスペー
ス席、電話ブース、専用ロッカーなどで、
一部郊外店舗では「キッズスペース」
も併設されている。店舗運営は無人に
て行われているが、出入口に設置され
ているタブレットに、専用QRコードを
かざして解施錠するスマートキーのシ
ステムが導入されており、セキュリティ
対策も万全である。「自宅近くのオフィ
ス」、「外出先での立ち寄りオフィス」
が実現でき、大手企業から中小企業ま
で、2018年9月現在で利用登録会員数
は11万人を超すという。また同じく同
社が展開する「XYMAXプロジェクトオ
フィス」は、短期・即時使用のオフィス
需要の掘り起こしを狙ったレンタルオ

2018年度上期ビル協施設見学会報告
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フィスである。「新規事業立ち上げ」、
「プロジェクトルーム」、「研修用・採
用面接」といった利用を想定し、什器・
内装・ネットワーク回線・セキュリティ
の完備により、“パソコン1つ”で直ぐ
入居できるオフィスであることがセー
ルスポイントとなっている。（期間は1
ケ月単位から）。

3）これに対し、既存大型ビルで、テナ
ント専用の特別フロアとして、ワークプ
レイスを備えるビルもある。野村不動
産が展開する新宿野村ビルで、新たに
貸室だった4階を全面リニューアルによ
り一新したフロア「NEON」がそれであ
る。新宿有数の知名度を誇る新宿野村
ビルの一層の競争力強化のため、60社
6千人就業の入居テナントの、ワーカー
1人1人の活躍や成長を引き出す新しい
オフィスの過ごし方を提案する〝イノ
ベーションスペース”と題し、6月1日に
オープンさせた。「NEON」＝「NEO」
と「ON」、存在しているはずなのに長
い間発見できなかった元素という意味
で、想いを込めている。
　LOUNGEとDININGに分かれる
「NEONLOUNGE」では、コンシェル
ジュが常駐し、イベント企画や個人主
催企画ものをサポートする。カフェでは、
オフィスワーカーの働く意欲を高める
「ココロとカラダの健康」をテーマにし

た、こだわりと工夫を加え
た軽食・コーヒー（ソフト
クリームも！）を販売。他
にはない特徴にライブラリ
（書庫）がある。「青山
ブックセンター」と提携し、
専用アプリを使うことで本
を簡単に借りられ、書籍更
新も利用ワーカーの要望
を受けてカスタマイズさ
れる予定。同社分譲マン
ションでの実績をもとにし
た「BOOKOFF」回収サー
ビスのノウハウで、古く
なった本はリサイクルされ
る。スペースとしての主構
成として、
・ 香りと配色を変えて五感

を刺激する、異なる7種
類の会議室（6－12席）。
IoTを活用し、無人での
鍵の施解錠に対応。大会
議室最大90名収容のNEONHALLも
ある。

・ 「オープンスペース」は、コワーキン
グ、集中作業、カジュアル会議、少人
数自主活動に対応する多目的なス
ペース。

　「NEONDINING」はワーカーの健康
に配慮した、安価に提供されるダイニ
ングで、通常のランチ営業に加え、ディ

ナータイムの企業内懇親会等のパー
ティ利用も可能である。朝活、カジュア
ルミーティング、イベントスペースとし
ても活用できる。

その他テーマの施設見学
　東山ビルディングは、建替えた延1
万㎡のサイズの中に、氷蓄熱システム
をはじめとした先端機能が集約された
ビルとして、またWビルは、テナント
ニーズに直結するよう、効果的な設備
増強を施して満室稼働を果たしたビル
という、事業者にとって希少且つ魅力
ある事例テーマで開催を実現でき、好
評を博した。いずれも施工会社による
説明付きで、最大限・最大範囲にて、参
加者の受け入れをいただいた。
　上半期についても、開業前後多忙な
がらお受入れいただいた、掲載施設す
べての事業者様のご準備とご協力に改
めて心より感謝を申し上げる次第です。

2018年度上期ビル協施設見学会報告
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平成30年度 新会員紹介

（会社名）　株式会社 日立ビルシステム
（住　所）　東京都千代田区神田淡路町二丁目 101 番
（申込者）　アカウント第一営業本部 第一営業部 部長　工藤　茂　
（事業の内容）　 エレベーター、エスカレーター、駐車場設備、冷凍空調装置、電気設備、自動

ドア、その他ビル設備に必要な機器の製造、販売、据付、保守、改造修理、更
新及び設計　ほか

（従業員数）　約 7,800 人
（会社の沿革） 　1956 年　会社設立

 　1996 年　 日立ビルシステムサービス、日立東ビルシステム販売、日立西ビルシ
ステム販売の 3 社合併。社名を「日立ビルシステム」へ変更

 　2014 年　日立製作所より昇降機製造事業の移管を受ける
（管理ビル）　カシオ本社ビル
（担当者）　アカウント第一営業本部 第一営業部　渡辺　裕之
（紹介者）　三菱地所㈱

日立ビルシステム正会員

（会社名）　三井ホームコンポーネント 株式会社
（住　所）　東京都中央区日本橋本町一丁目 7 番 2 号
（代表者）　代表取締役社長　藏津  洋　
（事業の内容）　 建設資材の輸入、製造、加工並びに販売　ほか
（紹介者）　三井不動産㈱

三井ホームコンポーネント賛助会員
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