
平成３０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３０年度は、地震、豪雨、台風等の自然災害が相次いだことにより、景気への影響が

懸念されたものの、雇用・所得環境の改善、企業の設備投資増等により、緩やかな景気回復

が持続した。 

 都内のビル市況については、新築ビルの大量供給があったものの、テナント需要の強さか

ら、既存ビルの平均空室率が低水準で推移し、平均賃料も上昇基調となった。 

 

（２）東京の政策課題と協会の事業展開 

 政策面では、国際的な都市間競争の激化する中において、持続的な成長を遂げるためアジ

ア・ナンバーワンの国際金融都市に高めること、首都直下地震などに対応した高度な防災機

能の実現、地球環境問題、多様な働き方や生産性向上に資するインフラとしての機能充実な

どが大きな課題となった。 

 平成３０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３１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都市再生緊急整備地域に係る課税特例措置の延長 

②市街地再開発事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る固定資産税の特例措置の延長 

③コージェネレーション設備に係る固定資産税の特例措置の延長 

④中小企業経営強化税制の延長 

⑤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 

⑥建築物に係る多重課税の見直し 

⑦耐震対策緊急促進事業の延長 

⑧耐震対策緊急促進事業（長周期地震動対策の支援）の延長 

⑨災害時拠点強靭化緊急促進事業の延長 

⑩テナントビルの省ＣＯ２促進事業の延長 

⑪ＺＥＢ実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業の延長 

 

   



これらにつき、「平成３１年度税制改正大綱」では、すべての税制延長要望項目（①～⑤）が盛り

込まれた。≪参考資料１≫  

また、「平成３１年度政府予算案」において、予算要望項目（⑦～⑪）が盛り込まれた。 

 

（２）都に対する予算等要望活動 

 「平成３１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

を行った。≪参考資料２≫ 

 

 （要望の概要） 

①都市再生特別地区の運用の柔軟化 

 ②附置義務駐車場制度の柔軟な対応 

 ③都心部でのプロジェクションマッピング及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） 

 ④大屋根の下部空間利活用の柔軟な運用 

 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 

 ⑥市街地再開発事業に関する補助金について 

 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 

 ⑧グリーンリース普及促進事業の継続 

 

（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 

  各委員会の活動を踏まえ、ビル事業に係る政策立案を行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）東京都との情報・意見交換  

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・意見交換を行った。（平成３１年２月） 

 

 

 

 

 

 



（意見交換会のテーマ） 

 ①都市再生特別地区の運用の柔軟化 

②附置義務駐車場制度の柔軟な対応 

③都心部でのプロジェクションマッピング及び建物壁面を利用した公共アート（ミューラ

ル）の促進 

④大屋根の下部空間利活用の柔軟な運用 

⑤市街地再開発事業に関する補助金について 

⑥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 

⑦道路占用許可基準の柔軟な運用 

⑧店舗廊下幅に関する東京都建築安全条例と東京都火災予防条例との整合について 

⑨ホテル容積緩和の対象制度拡大について 

⑩都市再開発法における再開発組合の設立要件 

 

３）東京地下鉄株式会社との情報・意見交換 

 都市政策委員会を中心として、東京地下鉄株式会社と都市開発に関する意見交換を行った。

（平成３１年１月） 

 

４）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   

 税制・企業経営委員会を中心として、民法（債権関係）改正法（平成２９年公布）が平成

３２年度から施行されることを踏まえ、「オフィスビル標準賃貸借契約書」改訂版の作成作

業を行った。 

 

（イ）オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及 

 「オフィスビル標準賃貸借契約書（定期建物賃貸借契約版）」の会員等への普及啓発に努め

るとともに、連合会と連携して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、オ

フィスビルへの定期建物賃貸借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 

 国際委員会を中心として、「BOMA360パフォーマンスプログラム」（BOMAインターナショ

ナルが実施する優良ビル認定制度）に関する「日本語版申請ガイドライン」を周知し、日本

国内のビルが日本に居ながらにして申請・認定取得できるよう支援に努めた。 

 また、IPMS（国際不動産面積測定基準）に関する算定表についても会員への周知に努めた。 

 

                          



５）安全・安心への対応 

（ア）ビルの耐震性能向上 

 首都直下地震等に対応して会員ビルの耐震性能を向上させるため、国や都の耐震化推進施

策を普及啓発するとともに、東京都の耐震化推進都民会議の活動に参画した。 

 その一環として、組織・広報活動委員会を中心として、「首都直下地震に備える」をテー

マとする講演会を開催した。（平成３０年９月、別紙２） 

 

（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、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 局地豪雨対策、防火対策、帰宅困難者対策、サイバーテロ対策など、ビルの安全と安心

に係る課題について、講演会の開催などにより会員への周知に努めた。 

b 「東京都安全・安心まちづくり協議会」の構成団体として反社会的勢力の排除などを推

進した。 

c 管理委員会を中心として、消防予防政策、フロン排出抑制対策、サイバーセキュリティ

対策などオフィスビルの安全に係る課題について情報収集に努めた。 

  

６）地球温暖化対策に関する活動 

（ア）国の地球環境施策への対応 

地球環境委員会を中心として、省エネベンチマーク制度（省エネ法に基づくベンチマーク

指標の報告制度）、環境ラベリング制度、グリーンリース等について、会員等へ普及・啓発

を行うとともに、制度の課題等について、委員会等の場において国等に意見を陳述した。 

  

（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 

a 地球環境委員会を中心として、経団連及び連合会と連携し「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３０年１０月）を実施した。 

b 「低炭素社会づくり推進キャンペーン」講演会（平成３１年２月）を開催（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）東京都環境確保条例等への対応 

地球環境委員会を中心として、東京都環境確保条例に基づく大規模事業所のＣＯ２総量削

減義務・排出量取引制度について、都による2020年以降の削減義務率等の提示案に対して、

都あて意見書を提出し、事業者の意見を制度に反映するよう要望活動を行った。 

≪参考資料３≫ 

 

７） 中小ビル振興に関する活動 

（ア）中小ビルの経営戦略に関する検討 

 中小ビル事業委員会を中心として、連合会と連携し長期修繕計画の作成と運用実態に関す

るアンケート調査を実施した。 

その調査結果を踏まえ、６月の「中小ビルの経営を考える集い」において、地方４協会の

代表によるパネルディスカッションに参画し、全国から参加した会員と中小ビルの経営課題

などについて議論を深めた。（平成３０年６月） 

また、アンケート結果を踏まえ「長期修繕計画作成システム」の開発に協力した。  

 

（イ）中小ビルの防災意識に関する調査の実施 

中小ビル事業委員会を中心として、連合会と連携し、中小ビルの防災意識に関する調査を

実施した。（平成３１年１月） 

 

（ウ）未来研究会の活動 

 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、ビル見学や情報交換会などを行った。 

  

３．調査・研究活動 

（１）調査活動 

税制・企業経営委員会を中心として、連合会と連携し、調査事業の再編を図った上で、ビ

ル実態調査を実施した。 

 

（２）研究活動 

１）最新オフィスビルの調査 

情報通信技術の進展・知識創造社会への移行や働き方改革の推進を踏まえ、管理委員会で最

新オフィスビルを視察するなどの調査を実施した。 

 

 

 



２）国際的なセキュリティ業務・事情の研究 

 国際委員会を中心として、「国際的なセキュリティ業務・事情」をテーマとして、講演会

や会議を開催し、その成果を報告書としてまとめた。 

 

４．国際交流活動 

（１）ＢＯＭＡインターナショナル 

 連合会と連携して第１１１回総会（米国サンアントニオ）に参加し、各国のビル経営者と

意見交換を行うとともにサンフランシスコのビル事情を視察した。（平成３０年６月）  

                              

（２）世界不動産連盟（FIABCI） 

 第６９回総会（ドバイ）に不動産関係団体と連携して参加した。（平成３０年４～５月） 

 

（３）ニュージーランド視察研修 

 中小ビル事業委員会及び国際委員会を中心として、ニュージーランドの視察研修を行い、

地震からの復興状況、行政のまちづくりに対する考え方、最先端のオフィスビル視察等の情

報収集活動を実施した。（平成３０年１１月） 

 

（４）韓国ビル協会 

 国際委員会を中心として、韓国ビル協会の訪日団に対応する（平成３０年３月）とともに、

大阪ビル協会と連携して第４回訪韓団を派遣し、韓国ビル協会との交流活動を実施した。 

（平成３０年１０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３０年度末の会員数は前年度末

から５社増加して３１７社となった。 

 ホームページの会員ビル紹介マップを活用するなど広報活動の活発化、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４９回定時総会において、役員補充選任決議、平成２９年度事業報告及び決算並びに

平成３０年度事業計画及び予算の審議を行った。（平成３０年４月） 

 



２）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３０年３月、４月、７月、９月、１１月、平成３１年２月） 

 

（３）創立８０周年記念事業の準備 

第５０回定時総会を当協会の創立８０周年記念総会として開催（平成３１年４月予定）するに際し、

記念講演会、記念パーティ、８０年史発行等の準備を行った。 

 

（４）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、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）各委員会が他の地方協会と緊密に情報交換を行ったほか、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」を開催した。 

（平成３０年４月テーマ「人材(ビル管理技術者やＰＭ担当者等)の確保・育成」、 

平成３０年１０月テーマ「ビルの災害対策･ＢＣＰについての最新状況(アップデート)」） 

 

（５）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」 

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 

会員ビルの紹介マップを活用するなど、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  

会員のビル経営に資するため、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３１年１月）及び懇親ゴルフ会（平成３０年５月、１０月）を開催

し、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。 

 

（６）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・意見交換を行っ

た。（平成３０年７月） 

                          以上 

                                   

                                                          

                                                                       



                                    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]  

 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、移動等円滑化評価会議、子育てにやさしい移

動に関する協議会、建築物新省エネ基準検討委員会非住宅事業者ＳＷＧ、ＥＳＧ投資の普及

促進に向けた勉強会、ＥＳＧ不動産投資のあり方検討会、商業用不動産に係る情報基盤の充

実に向けた勉強会、長周期地震動に関する情報検討会ＷＧ 

 [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 

 産業サイバーセキュリティ研究会ＷＧ 

[環境省]  

 エコチューニングビジネスモデル確立検討会、中央環境審議会フロン類等対策小委員会、

住宅・建築物の低炭素化促進事業 検証・評価委員会、公共建築物等の省エネ化に係る連携

方策等勉強会、民生部門の温暖化対策・施策に関するアドバイザリー会合 

[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、超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に

関する検討部会 

[農林水産省林野庁] 

民間建築物等における木材利用促進に向けた懇談会（ウッド・チェンジ・ネットワーク） 

[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、耐震改修事例評価委員会、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 、定期借家権推進協議会、（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 

１．講演会 

① 「オフィスビルの耐震化推進講演会」（９月５日） 

 概要：テーマ「首都直下地震に備える」 

「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～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 

「中小ビルの耐震改修 ～耐震化への啓発活動とＢＣＰ～」 

 (一社)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 ～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 

 

②「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」（２月６日） 

 概要：テーマ「環境認証の最新動向をさぐる」 

「わが国における環境性能認証の動向について」 

三井住友信託銀行株式会社 不動産コンサルティング部 

環境不動産担当部長  伊藤 雅人 氏 

「オフィスビルの環境価値向上に資するＣＡＳＢＥＥの動向について」 

  株式会社竹中工務店 設計本部プリンシパルエンジニア（環境担当）高井 啓明 氏 

「日本におけるＬＥＥＤの展開 これまで、今、これから」 

  株式会社ヴォンエルフ 代表取締役 

一般社団法人グリーンビルディングジャパン 共同代表理事 平松 宏城 氏 

「森ビルにおけるＣＡＳＢＥＥ認証への取組みについて」 

  森ビル株式会社 都市開発本部計画統括部  環境推進室 課長 武田 正浩 氏  

「築８７年 近三ビルヂングの省エネ改修とＬＥＥＤ v4.0（Arc1.0）Gold 取得への取組み

について」 

  近三商事株式会社 代表取締役社長 森 隆 氏 

 

 

 

 



２．ビル見学会（企業名は見学会の協力事業者） 

①ＮＴＴ都市開発㈱「大手町ファーストスクエア」シェアオフィス“ＬＩＦＯＲＫ大手町”

（３月２９日） 

②東山興業㈱「東山ビルディング」（５月１６日） 

③住友不動産㈱「住友不動産大崎ガーデンタワー」（６月２１日） 

④三井不動産㈱「東京ミッドタウン日比谷」（７月１１日、７月１８日、８月９日） 

⑤渡邊倉庫㈱「Ｗビル」リノベーション事例（７月２０日） 

⑥野村不動産㈱「新宿野村ビル」シェアオフィス“ＮＥＯＮ”（７月２４日） 

⑦㈱ザイマックス モバイルワークオフィス「ちょくちょく...（現ＺＸＹ ＳＨＡＲＥ）」

（８月２０日） 

⑧三井不動産㈱「日本橋高島屋三井ビルディング」（８月３０日） 

⑨ＮＴＴ都市開発㈱「大手町プレイス」（９月１０日） 

⑩日本生命保険(相)「日本生命浜松町クレアタワー」（９月１４日） 

⑪三菱地所㈱「丸の内二重橋ビル」（１２月１９日） 

⑫東京急行電鉄㈱「渋谷ストリーム」（１月２２日） 



                                   別紙３ 

１．ビルキョウサロン 

①３月２０日「特許技術による『配管寿命診断の解析手法』のご提案 ～正確な寿命診断で

コストを下げる！～」 

       市橋 宏章 氏（札幌施設管理㈱） 

②４月１７日「住友ゴムの高減衰ゴムを用いたビル用地地震対策技術 ～長周期地震にも対

応可能な制振装置のご紹介～」 

       村上 翔 氏（住友ゴム工業㈱） 

③５月１５日「さくら照明の“無電極ランプ”のご紹介 ～2020年制作中止となる水銀灯に

代わる次世代照明～」 

紺野 勝義 氏（㈱桜照明） 

④６月１９日「排水管更生工事について ～更生工事を採用する際に検討すべきこと～」 

惣佐 龍太郎 氏（㈱Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカ） 

⑤７月１７日「グリーンリース助成金を活用した中小テナントビルの設備改修等について」 

        清水 祐一郎氏（東京都 環境局 地球環境エネルギー部） 

⑥９月１８日「大規模地震に備えた建物の耐震補強 ―柴田工業の地震への提言―」 

安井 和正 氏（㈱柴田工業） 

⑦１０月１６日「オフィスビルのリノベーションに関わる最新動向 ―建物現況調査から最

新リニューアル事情まで―」 

河向 昭 氏（㈱三菱地所設計） 

⑧１１月２０日「事業用（店舗・事務所）の家賃債務保証のご案内 ―事業用の家賃債務保

証の活用事例について―」 

木村 英輔 氏（ジェイリース㈱） 

⑨１２月１８日「ビルを区分化して賢く活用する ―区分所有という選択―」 

前川 明久 氏（㈱ボルテックス） 

⑩２月１９日「人手不足・高齢化・利益相反時代のプロパティマネジメント」 

玉木  光 氏（㈱日本プロパティ・ソリューションズ） 

 

２．エグゼクティブサロン 

①７月３０日「新事業承継税制活用の現実的取組みについて」 

     本郷  尚 氏（㈱タクトコンサルティング） 

②２月８日「２０２０年に向けたオフィスマーケットの行方」 

中山 善夫 氏（㈱ザイマックス不動産総合研究所） 

「健康性、快適性に配慮したオフィスビルについて」 

似内 志朗 氏（(公社)日本ファシリティマネジメント協会、日本郵政不動産㈱） 


