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大和不動産鑑定㈱不動産市場調査室 主席研究員 竹内 一雅

東京オフィスマーケットの
最新動向

需給のひっ迫が継続・波及する
東京オフィス市況
　東京のオフィス市場は2012年を底とした回復の中、歴史
的ともいえる好調が続いている。三幸エステートが公表し
ている「オフィスレント・インデックス」によると、2019年
第2四半期の東京都心Aクラスビルの空室率は0.90%とほぼ
満室の状況にあり、オフィス賃料は41,392円/坪とリーマン
ショック直前の2008年第3四半期以来、約11年ぶりに4万
円を上回った（図表1）。成約賃料の上昇率は前年同期比で
12.0%に達し、4四半期連続で10%を上回る大幅な上昇と
なっている。
　オフィス市況の好調は、都心Aクラスビル・大規模ビルか
ら、周辺地区やより規模が小さいビルに波及している。現在、
都心5区大規模ビル（基準階床面積200坪以上のビル）の空
室率が0.78%であるのに対し、大型ビル（同100～200坪未
満）はさらに低い0.69%で、全規模も1.05%の低水準にある。

都区部で最も空室率が低いのは、渋谷区（0.72%）と港区
（0.81%）であるが、それに続くのは中野区（0.82%）、世田
谷区・目黒区（ともに1.03%）といった周辺区である（図表
2）。このように、都心だけでなく周辺の多くの区でも、入居
可能な空室がこれまでにないほど減少している。
　需給のひっ迫が続く東京の中でも、渋谷駅周辺の最近の
変化は顕著である。2018年後半から複数の大規模ビルが続
いて供給されているにも関わらず、IT系企業の集積やオフィ
ス需要の拡大から空室率は1%を下回る状況にあり、需給の
ひっ迫に伴いオフィス賃料は、大手町・丸の内地区に匹敵す
る水準に達している。ビルディング企画によると、2018年1
月に31,917円だった渋谷・原宿エリアの300坪以上のビル
の平均推定成約賃料は、10月に45,000円に達し、大手町・
丸の内・有楽町エリアの44,757円を上回った。その後も
2019年5月まで4万円を上回る成約賃料を維持し、渋谷スト
リーム、渋谷スクランブルスクエア、渋谷フクラスなどの新
規ビルの竣工を通じて、IT系企業の集積地区としての地位
を改めて確立するとともに、東京で最高水準の賃料のオ

図表1　 東京都心 5区のAクラスオフィスビル空室率・成約賃料 
（オフィスレント・インデックス）

（出所）三幸エステート、ニッセイ基礎研究所
図表 2　 東京区別オフィス空室率（全規模）

（出所）三幸エステート
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フィス地区へと変化を遂げつつある。
　オフィス賃貸市況の好調に伴い、東京のオフィス価格は
上昇し、利回りは一層の低下がみられる。J－REITによる都
心5区に立地するオフィスビルの取得時キャップレートは、
2018年には平均で3.7%、最低値3.0%であったが、2019年
は7月時点で平均3.5%（2018年より20bp低下）、最低値
2.6%（同40bp低下）と低下が再加速している。

オフィス需要の拡大要因
　現在、都区部では大規模オフィスビルの大量供給が続い
ている。2018年から2020年までの新規供給量は、森トラ
ストによると428万㎡に達するという。連続する3年間の新
規供給量が400万㎡を上回るのは、2003年から2005年以
来、15年ぶりのこととなる。これほどの大量供給にもかか
わらず、オフィス市況の改善が進むのは、供給の純増を上
回る需要の拡大があるからだ。
　東京都心部のオフィス需要拡大の背景として、昨年まで
の好景気・企業業績の好調や、ビルの建替え・再開発に伴う
移転需要の増加、BCPを考慮した築浅ビルへの移転、分散
オフィスの集約需要等に加え、①人手確保のための都心大
規模ビルへの移転増加、②全国的な就業者数の増加、③
テックブームに伴うIT系就業者数の急増と都心集中、④コ
ワーキングオフィスの急増などが考えられる。
　一番目の、「人手確保のための都心大規模ビルへの移転
増加」は、近年の人手不足の深刻化の中で、都心部のAクラ

スビル等への移転により人材確保を有利に進めようという
動きを反映したものだ。また、オフィス環境の改善のために、
共用スペースの充実などが図られていることは、一人当た
りオフィス面積の維持・拡大に貢献している。
　次に、全国的な就業者数の急増があげられる。2018年の
国内就業者数は前年比で134万人の増加だった。これは、労
働力調査で遡及比較できる1953年以降で最大の増加であ
る。記録的な就業者数の増加が、東京をはじめ全国のオ
フィス需要の拡大をけん引していると考えられる（図表3）。
なお、2016年から2018年の就業者増加数263万人のうち、
女性が70%（15～64歳女性は全体増加の49%）を、65歳以
上の高齢者が49%（65歳以上女性は全体増加の23%）を占
めており、女性と高齢者が就業者数の増加に寄与している。
　三番目の理由として、情報通信産業やIT系企業の拡大も
東京のオフィス需要の拡大に大きく貢献していることがあ
げられる。特に渋谷ではIT系企業のオフィス賃借面積の拡
大は顕著だ。日経不動産マーケット情報によると、2018年
中に明らかになっただけでも、グーグルが渋谷ストリームで
1万4千坪、ミクシィが渋谷スクランブルスクエアで7千坪、
サイバーエージェントが渋谷スクランブルスクエアで
4,350坪、アベマタワーズで5,700坪、GMOが渋谷フクラ
スで4,800坪、デジタルガレージが渋谷パルコ建替え計画
で4,400坪のオフィス面積を賃借するという。
　経済産業省によると、IT人材は今後も不足が深刻化する
と予測されており、人材確保のためにも、IT系企業による東
京都心部でのオフィス拡大は続くと思われる。というのも、
経済センサスによると、2012年から2016年までに、全国で
IT関連産業の従業者数は86,019人増加したが、そのうちの
83%が東京都区部で、63%が東京都心5区で、49%が渋谷
区と港区の2区で占められており、IT系企業は渋谷を中心に、
都心部の繁華性のある場所に立地する傾向があると思われ
るからだ。
　オフィス需要増加の四番目の要因として、コワーキングオ
フィスの急拡大があげられる。特にWeWorkの拡大は顕著
で、2018年2月にアークヒルズサウスタワーに国内最初の
拠点を開設後、オフィス市況がひっ迫しオフィス確保が困
難な中で、国内主要6都市、29拠点へとオフィスを急拡大さ
せている（開設予定を含む）。WeWorkに加え、リージャ図表3　 就業者数の増加と生産年齢人口の減少（出所：労働力調査）
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東京オフィスマーケットの最新動向

ス、三井不動産、東急不動産、東急電鉄、日本土地建物、
サーブコープなど多くの企業がコワーキングオフィスや
サービスオフィスを手掛け、拠点拡大を進めている。入居
企業にとっても、初期費用や原状回復費用を削減でき、オ
フィスの拡大・撤退が容易なコワーキングオフィスはメリッ
トが多く、スタートアップ企業だけでなく、大企業も賃借す
る例が増加している。

オフィス市場を巡る
新たな動きと市況見通し
　今後のオフィス需要は、東京都心部のIT系従業者の増加
が需要増加に寄与するとともに、コワーキングオフィスの需
要も拡大が続くと見込まれる。
　コワーキングオフィスの利用が増加すると予想する理由
として、起業の増加やフレキシブルなワークスタイルの広
がりに加え、日本の会計基準における新リース会計基準の
導入の可能性があげられる。すでに国際会計基準（IFRS16）
では、新リース会計基準が導入されており、すべての賃借
不動産を資産（使用権資産）および負債（リース負債）とし
てバランスシート上に計上しなければならなくなっている。
それに伴いIFRS適用企業では資産と負債の増加と、自己資
本比率やROAなどの経営指標の悪化が見込まれている。特
に、固定資産の保有が少なく、渋谷などオフィス賃料が急
騰している地区で大規模オフィスを賃借しているIT系企業
などでは、新リース会計による影響は大きいと思われる。実

際、IFRS適用企業であるLINEは2019年12月第1四半期連結
決算において487億円の使用権資産を新たに計上した。こ
れは同時期の有形固定資産額の1.9倍以上である。ただし、
新リース会計基準には、賃借期間12ヶ月以内の短期リース
は、資産・負債の認識から免除されるという例外規定がある。
このため、コワーキングオフィスなどを短期リースとして利
用することにより、通常の借家契約でオフィスを賃借してい
る企業と比べ資産と負債を圧縮できるという。新リース会
計基準は2～3年後にも日本の会計基準に導入されると報道
されているため、会計上の理由からも短期リースとしてのコ
ワーキングオフィスの利用が拡大する可能性が考えられる。
　都心部では今後もオフィス需要の増加が続くと考えられ
るが、その一方で、全国のオフィス需要の増加を下支えして
きた就業者の増加数が2018年と比べ、大きく縮小しはじめ
ている。2018年5月の前年比151万人の増加から、2019年
5月には同34万人の増加へと増加数は1/4以下に縮小した。
今後、働き手である15歳以上人口の減少幅が拡大すると予
測されており、東京では人口の転入超過が続いているもの
の、オフィス需要は中長期的には増加分が縮小する減速基
調に入っていく可能性が高い。
　とはいえ、東京都区部のオフィス供給は、2018年から
2020年にかけて年平均143万㎡の大量供給がなされるが、
その後の2021年と2022年には、それぞれ53万㎡、55万㎡
と2000年以降で最も少ない供給が2年続く見通しとなって
おり、供給圧力は低下する見込みだ。
　こうした需給状況を考慮してオフィス市況の予測を行っ
たところ、東京都心部の空室率は2019年末から2020年前
半をボトムにわずかながら上昇し、募集賃料は2020年まで
上昇するものの、その後は頭打ちになると予想された（図表
4）。ただし、稼働率に関しては、2021年と2022年のオ
フィス供給の少なさから、大幅な調整には陥らず、現在の需
給のひっ迫状況が緩和される踊り場状態に入ると思われる。
　米国の金利引き下げ基調や米中貿易摩擦に加え、日韓の
経済摩擦などから、今後の景気の不透明感は増している。
当面、東京のオフィス市況は好調が続き、大量供給の中で
も大きな悪化にはならないと見込まれるが、調整期が近づ
いている可能性を考慮したオフィスビル経営を心掛ける時
期にきているのかもしれない。

図表4　東京都心部オフィス賃料見通し
（出所）実績値：三鬼商事、将来値：三鬼商事のデータを基に予測
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（会社名）　ワオ 株式会社
（住　所）　東京都港区北青山3－2－ 2 ＡＹビル５Ｆ
（申込者）　代表取締役　 浦谷 明　
（事業の内容）  屋台デリ、社食デリ、お弁当デリの企画・運営等
 （平成18年 9月　霞が関ビルで「屋台デリ」1号店出店）
 （平成 22年 8月　新宿NSビルで 50店舗達成）
（担当者）　開発企画部 部長　岩佐 一摩
（紹介者）　三菱地所プロパティマネジメント㈱

（会社名）　一般財団法人 日本不動産研究所
（住　所）　東京都港区海岸1丁目2番 3号
（申込者）　理事長　日原 洋文　
（事業の内容）  ①不動産等に関する基礎的および実践的研究
 ② 不動産等に関する金融、経済、租税、評価、経営、会計、環境その他の研究等  

およびその成果の発表
 ③不動産に関する鑑定評価等およびその周辺業務
 ④不動産等に関するコンサルティング
（担当者）　本部事業部・副部長　阿部 進悦
（紹介者）　日本土地建物㈱

（会社名）　株式会社 日本設計
（住　所）　東京都新宿区西新宿2丁目1 番 1号
（申込者）　代表取締役　千鳥 義典　
（事業の内容）  ① 建築、造園、土木およびこれらに関連する設備、構造、インテリア等についての企画、

設計、工事監理ならびに調査鑑定
 ②都市・地域計画・都市再開発事業計画、環境アセスメント調査
 ③コンピューターによる情報処理および調査・計画
 ④上記に関連もしくは付随する一切の業務
（担当者）　都市計画群第2グループグループ長　藤井 昭光
（紹介者）　木村實業㈱

ワオ

日本不動産研究所

日本設計

賛助会員

賛助会員

賛助会員

新規会員の紹介をお願いします
東京協会では、会員増強に向け、新規会員の募集を積極的に展開しています。
ホームページを通じ、また講演会や見学会など協会行事を紹介するリーフレットの配布により、協会活動や会員メ
リットをPRしてまいります。
会員におかれましては、入会をお薦めいただく企業のご紹介を事務局までお願いいたします。

東京ビルヂング協会　事務局　☎03（3212）7845
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インタビューを受ける竹歳 誠氏
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副会長インタビュー

美しい街づくり、
都市づくりがライフワーク

―国土交通省（旧建設省）時代に関わ
られてきた仕事で印象に残っているこ
とは何ですか。
竹歳氏　旧建設省へ昭和47年（1972
年）に入省以来、都市政策をはじめ、
様々な仕事に関わってきました。不動
産行政で印象に残っていることが二つ
あります。
　一つは、列島改造からバブル崩壊に
かけての時代です。当時、行政として高
騰する地価対策がひとつの大きな課題
になっていました。行政の中では土地
利用規制で開発をコントロールしよう
という考えがある一方、住宅宅地の供
給政策によりマーケットをサポートして
いくべきという考えもあり、様々な考え
方が交錯している時代でした。私は規
制をかける仕事に携わっていたのです
が、規制の限界、規制の副作用を目の

当たりにし、「マーケットの力強さ」を
痛感しました。この時、マーケットにお
ける政策のあり方を学んだ気がします。

―印象に残ったもうひとつのこととい
うのは。
竹歳氏  もう一つ印象にあるのは不動
産の証券化ですね。バブル崩壊後の不
良債権問題は不動産の証券化によって
資産の流動化が進み、解消していった
わけですが、この不動産証券化という
手法に早い段階から注目していました。
建設省入省後に英国へ留学し、昭和52
年（1977年）に帰国したのですが、そ
の頃、米国で行われていた不動産の小
口化商品に興味を持ったことがきっか
けでした。不動産を小口化し、投資資金
を集め、不動産を開発し、都市づくり等
を進めていくというもので、日本でも検
討してみてはどうかと考えたわけです。
　時代背景も、既に高度経済成長期を
過ぎ、民活の時代を迎えようとしてい

ました。家計が保有する膨大な個人金
融資産を住宅や都市づくりに活かそう
ということが言われ始めた頃です。そ
の時は、インフラの民活の方が脚光を
浴びましたが、地価高騰の時代になる
と、信託を使った小口化商品も出てき
て、段々と証券化の流れが進み、平成7
年（1997年）の「不動産特定共同事業
法」につながっていき、不動産と金融の
融合が加速していったと記憶していま
す。
　都市再開発・都市づくりには手間と
時間、資金がかかるわけですが、このう
ち資金についてはマーケットから集め
て、不動産の開発に投資し、都市づくり
を進めていくというスキームが拡がっ
ていったわけです。将来に向け、美しい
街並み、都市づくりを進めていきたい、
これが私自身のライフワークだと感じ
ています。

海外での様々な経験が生きる

―早くから海外の動きに注目されてい
たのですね。
竹歳氏　1990年（平成2年）にフラン
ス・カンヌで開かれていた「国際不動産
見本市（MIPIM）」に、大手不動産会社
の方々とともに初めて参加させてもら
いました。驚いたのは出展企業が1,000
社以上、参加者が1万人を超え、出展企
業はデベロッパーや建設会社で、有名
な建築家がお得意先回りをしているの
を見て、日本の賀詞交歓会のようなも
のかと感じました。中東をはじめとする
世界各国の資産家や年金基金といった
投資家が資産運用先を求めて参加して
いて、会場周辺のホテルで商談が繰り

日本ビルヂング協会連合会 副会長
東京ビルヂング協会 副会長竹歳 誠氏
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拡げられていたのです。投資家の資金
を不動産に呼び込むイベントに参加し
たことで、世界の動きを知ることがで
きたわけです。

―在オーストリア大使もされています
が。
竹歳氏　今年、日本とオーストリアは
国交樹立150年にあたりますが、2016
年まで3 年間、オーストリアで大使を務
めていました。
　オーストリアで印象に残っているの
は、相続税の話です。何故、オーストリ
アは美しい街並みが残っているのかと
考えた時、戦後に相続税が導入された
ものの負担は小さく、相続資産が売買
されることも少ないからではないかと
感じたのですが、赴任中ちょうど相続
税改革が議論されていました。オース
トリアの土地の相続税評価額は1973年
のまま固定されていたため、譲渡の時
に比べて不公平だという違憲判決が出
ました。ところが、議論がまとまらず、
相続税自体が失効してしまいました。な
んと大らかなお国柄なのだろうと感じ
た次第です。

新たな動きを察知し、
ビル業界へフィードバック

―不動産業界に携わることになっての
感想は。
竹歳氏　建設業課長を3年間務めてい
た関係で、建設業界のことは何となく
分かっているつもりですが、不動産業
界と直接関わったことはありませんで
した。
　最近の不動産業界に対しては、多様

化した住まい方・働き方に対応した新
しいライフスタイル・新しいビジネスス
タイルのサプライヤーというイメージ
を感じています。今どきのオフィスを見
ると、省エネや耐震といったハード面だ
けではなく、フリーアドレスやコワーキ
ングスペース、レンタルオフィスなど働
く空間のバリエーションも重要視され
るようになってきていると変化を感じ
ます。

―不動産業界に期待することは。
竹歳氏　不動産業というのは、外形的
な街づくりということだけではなく、国
民の資産のポートフォーリオ形成にま
すます重要な役割を担っていくことに
なると期待しています。

―ビル協会についての印象は。
竹歳氏　11年前の日本ビルヂング協会
連合会70周年記念行事に国土交通省の
来賓として出席したのですが、立場が
変わってビル協会に関わることになっ
たことを感慨深く感じています。副会
長に選任された4月23日の東京ビルヂ
ング協会の定時総会、また6月5日の日
本ビルヂング協会連合会の定時総会に
参加させてもらって、大変活気のある

協会だと感じました。
　日本の不動産業界をけん引する大手
不動産会社だけではなく、都内の各地
域でリーダーを務め、あるいは全国各
地でリーダーを務める中小のビルオー
ナーの会員が積極的に総会や協会活動
に参加していることを目の当たりにし、
以前、ある先輩から教えてもらった「銀
座の美しい景観は、大きなビルではな
く、中小のビル群の集積によって形成
されているのだよ」という言葉を思い出
しました。これからも大手不動産会社
と中小ビルオーナーの方々と協力しな
がら、協会活動を進めていこうと考え
ています。

―ビル業界の将来像は。
竹歳氏　これまでオフィスビルは企業
の知的生産性を支える経済インフラの
役割を担っていましたが、働き方改革
の進展と企業の経済活動の多様化に
よって、オフィスビルに対するニーズは
これからますます変わっていきます。
　ビル業界では、こうしたニーズの変
化をいち早く対応していくのはもちろ
んですが、今後もアンテナを高くし、オ
フィスマーケットだけではなく、社会全
体に目を配り、新たな動きや変化を素
早くキャッチしていくことが求められる
と思います。協会としても、そうしたス
タンスで協会活動や会員サービスを強
化・充実していく必要があるでしょう。

―趣味や休日の過ごし方を教えてくだ
さい。
竹歳氏　ウィーンに赴任中は音楽三昧
でした。音楽を聴くのも好きですが、休
日はゴルフで身体を動かしています。

2010 年連合会70周年で来賓の挨拶を
する竹歳氏
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総務委員会
委員長に聞く

創業者の教えを胸に
次の世代へつなぐ

事業スタイルは
「良い立地で賃貸ビル事業を」

―プロフィールも兼ねて、河村さんの
ご経歴を教えて下さい。
河村委員長　大学卒業後に三菱地所へ
入社し、総務部に配属され、8年半にわ
たって不動産業の基礎を学ばせてもら
いました。その後、1981年（昭和56
年）10月に父の創立した虎ノ門実業会
館へ入社し、ビルオーナーという立場
での一歩を踏み出しました。東京ビル
ヂング協会が今年設立80年ということ
ですが、当社も今秋に創業80周年を迎
える会社です。
　創業者の父は「いい場所（立地）で賃
貸ビル事業を」という考えのもと、賃貸
ビル事業ひと筋でやってきた経営者で、
本社を置く虎ノ門のほか、四谷や渋谷
などで駅近の好立地に位置する土地を
購入し、オフィスビルを建てて賃貸す
るというスタイルで事業展開していま
した。ただ、1980年代後半のバブル期
を迎えると、地価が高騰したため、土地
の購入が困難になり、これまでのビジ
ネススタイルでの事業展開が難しく
なっていきました。

―海外でも事業を展開していますね。
河村委員長　バブル期に従来のビジネ

ススタイルでの事業展開が難しくなっ
たこともあって、海外へ目を向けること
になりました。ニュージーランドや米国、
英国に進出し、オフィスやホテルを開
発・運営する事業に乗り出しました。
米国では1980年代後半から1990年前
半にかけて、留学していた地でもあるワ
シントンD.C.において、ホワイトハウス
から徒歩3～4分という好立地な土地で
地上11階建てのオフィスビルを建設し、
またホワイトハウスの北側にホテルを
所有しました。加えて、英国でもリゾー
トの開発を計画しましたが、現在は米
国、英国のいずれの物件も手離してい
ます。
　いまでも事業を継続しているのは
ニュージーランドです。

長期にわたる事業が
街の発展に寄与

―ニュージーランドは昨秋、東京協会
の視察団が大変お世話になりましたが、
南半球のニュージーランドに進出した
キッカケは。
河村委員長　米国ビル協会である
BOMA（Building Owners and 
M a n a g e r s  A s s o c i a t i o n 
International）の会合が豪州のメルボ
ルンで開催されたことがありました。創

業者の父に同行して参加したのですが、
会合の後、視察を兼ねた観光でニュー
ジーランドへ渡り、その時訪れたのがク
ライストチャーチでした。街の中心にハ
グレーパークという有名な公園があっ
て、ちょうど9月後半だったのですが、
桜が満開に咲き誇っていました。英国
のような落ち着いた街並みと満開の桜
に飾られた公園の景色を目の当たりに
し、父ともども感銘を受け、「ここで事
業をすれば、年に2回花見ができる
ね。」という何気ないひと言から、
ニュージーランドでの事業を本格的に
考えるようになりました。
　その後、1984年（昭和59年）にハグ
レーパークに面するホテル「The 
George（ザ・ジョージ）」の運営に関
わるようになり、1988年（昭和63年）
にこのホテルを正式に取得し、また同じ
年にクライストチャーチ中心部で18階
建てのオフィスビルも取得しました。こ
れを契機に、本格的に事業に取り組ん
でいきました
　「The George」を取得してから30
年余。現地では、これほど長期間オー
ナーが変わらないホテルは珍しいと言
われていますが、これも父の教えが根
底にあるのだと思います。長期にわたっ
て事業をするというのは賃貸業の基本
であり、それが街の発展にも役立って

株式会社 虎ノ門実業会館
河村 守康氏
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いくのだと改めて感じているところで
す。

―クライストチャーチ地震では被害を
受けられましたが。
河村委員長　東日本大震災が発生する
17日前の2月22日に、マグニチュード
6.3の大地震がクライストチャーチを襲
い、街全体が大きなダメージを受けま
した。当社のオフィスビルも被害を受
け、取り壊しせざるを得ませんでした。

―復興を含めて今後のニュージーラン
ドでの事業展開は。
河村委員長　街の復興に合わせて、取
り壊して更地になったままの土地で、新
たにビジネスを立ち上げていきます。
それがオフィスビルになるのか、違う建
物になるのかはその時々のニーズで変
わっていくのだと思います。ただ、この
プロジェクトは次の世代に残し、夢を託
していくつもりです。当面は、ニュー
ジーランド国内で展開する6棟のホテル
事業に専念していきます。

ビル業界を変えた
2つの大きな転機

―ビル業界に関わってこれまで印象に
残ったことは。
河村委員長　私にとってビル業界には
2つの大きな転機があったと感じていま
す。その一つは2003年問題。大量の新
築オフィスビルが供給され、空室が増
えてオフィスマーケットが悪化すると
言われた時です。多くの会員、とくに中
小ビルオーナーの会員が危機感を抱き、
協会の中に「中小ビル経営者研究会」
（現：中小ビル事業委員会）が設置され
るキッカケとなりました。発起人的な立
場で、この研究会の立ち上げに関わっ
たことが思い出されます。
　ただ、新規オフィスビルの大量供給
で空室が増えると戦々恐々としていた

ものの、オフィス市況への影響は一時
的でした。この時の教訓ですが、「供給
が需要を生む」、「良質なオフィスを供
給すれば、それを求める需要が生まれ
る」と感じたことが強く印象に残ってい
ます。

―ビル業界のもう一つの転機とは何で
すか
河村委員長　もう一つの転機は、「所
有と経営の分離」という考え方が浸透
していったことです。それまではビルの
オーナーが、所有し運営もやっていくの
が当たり前でしたが、ビル運営のマネ
ジメントを切り離し、アウトソーシング
するという動きが一般的になっていま
す。所有自体もリートの誕生によって多
様化していますが、所有形態が多様化
しても「ビルの収益力・価値を最大限に
する」というビル経営の根本は同じです。
ただ、「所有と経営の分離」という考え
方がビル事業のあり方を大きく変えた
と感じています。

将来の協会のあり方など
検討も

―ビル協会との関わりについて。
河村委員長　人とのつながりに不思議
な縁を感じています。創業者の父がビ
ル協の役員を務めていた時に、ビル協
の第4代会長の渡辺武次郎さんに大変
お世話になりました。また、私が社会人
になったばかりの頃に遡りますが、三菱
地所に入社し、配属になった総務部の
次長を務めておられたのが第5代会長
の髙木丈太郎さんで、私の担当してい
た仕事に関わりの深いセクションに高
校の先輩でもある第6代会長の髙木茂
さんがいらっしゃいました。さらに現会
長の木村惠司さんとは私が配属された
真向かいの部屋で木村さんが仕事をし
ていらっしゃったという、新入社員の頃
からお世話になった間柄でした。

　いろいろな意味で、ビル協会のトッ
プの方々とご縁があったと感謝してい
るところです。

―現在のビル協会について。
河村委員長　現在、総務委員会の委員
長を務めさせていただいていますが、
協会に関わった当初は広報委員会の委
員を委嘱され、60周年誌の作成に関
わったことをよく覚えています。あれか
ら20年が経つのですね。
　総務委員会は新規会員の入会審査が
主な仕事となっていますが、今後は協
会としてのコンプライアンスやCSRな
どに加え、いま注目されているより良い
社会を実現するための「ESG」（環境・
社会・ガンバナンス）と、ESGに取り組
むための持続可能な開発目標「SDGs」
について検討していく必要があると感
じています。そして、将来に向けた協会
のあり方についても考えていきたいと
願っています。

―休日の過ごし方について教えてくだ
さい。
河村委員長　今はゴルフが趣味で、国
内だけでなく、ニュージーランドでもプ
レーするのですが、8年程前からナショ
ナルオープンである「ニュージーランド
オープン」に参加しています。日本の大
会とは違って、プロとアマがペアを組
んで2日間プレーし、アマはホールごと
にスコアの良い方を選択できる競技
ルールで競い、上位40位に入ると3日
目に、さらに上位10位に入ると4日目の
決勝に一緒に進めるという大会です。
第100回の記念大会となった今年は5年
ぶりに予選を通過し、3日目に進むこと
ができました。
　また、音楽を聴くのも好きで、コン
サート等によく足を運びます。最近は
健康と発声練習を兼ねて夫婦二人で歌
のレッスンも始めました。



10 BUILDING TOKYO ─ SEPTEMBER.2019.

　本日のテーマはビル賃貸業における
消費税率引上げに伴う対応で、主とし
て経過措置についてお話しします。

消費税率引き上げと経過措置

◎経過措置が適用されない取引
　経過措置が適用されない取引につい
ては、支払月ではなく、対象月で判断さ
れます。つまり、10月分の賃貸料を9月
中に受領する場合は新税率が適用され、
9月分の賃貸料を10月中に受領する場
合は旧税率が適用されます。

◎経過措置が適用される取引
　経過措置が適用される取引は、平成
31年3月31日までに締結された賃貸借
契約に基づく取引で、経過措置の対象
になるものは、10月以降の賃貸料につ
いて継続して旧税率が適用されます。
ここで注意すべきは、経過措置はいわ
ゆる“できる規定”（任意規定）ではな
く、強行規定であることで、経過措置が

適用される取引については旧税率を適
用しなければならないことです。

資産の貸付けに係る
経過措置とは

（1） 経過措置の要件の詳細としては、
3つの要件を挙げていますが、

　ここで問題になるのは、2番目の「事

業者が事情の変更その他の理由により
その対価の額の変更を求めることがで
きる旨の定めがないこと。」という要件
が、ここでは論点になるものと思われ
ます。国土交通省「賃貸住宅標準契約
書」のように一定の条件で賃料を改定
できる旨記載されていれば、経過措置
の対象とはならないことになります。

（2） 対価の額が定められていることと
は

　ここで問題になっている「対価の額
が定められている」ことについて、例を
挙げると、賃貸料が売上金額や固定資
産税に連動して決定するようなものは
該当しないものと思われます。

（3） 対価の額の変更をできないこととは
　賃貸借契約において、例えば、「2年
間は賃貸料の変更を行うことができな

岡本 博美氏
税理士法人 平川会計パートナーズ 税理士

『消費税率引き上げに伴う対応』
～ビル賃貸業における経過措置～

エ グ ゼ ク テ ィ ブ サ ロ ン
第 10 回

　第10回目となる『エグゼクティブサロン』が6月14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、10月から引き上げられる消費税率への対応にスポットを当
て、税制改正に関する各種著書を発行している税理士法人、平川会計パート
ナーズで活躍されている税理士の岡本博美様を講師に迎え、「消費税率引き上
げに伴う対応―ビル賃貸業における経過措置―」について、具体的な個別事例
を交えながら解説を行った。会場には定員の50名に迫る47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。

丁寧に解説する岡本氏

経過措置の要件
「①及び②」又は「①及び③」充足すること

① その契約に係る資産の貸付けの期間及びその期間中の対価の額が定められて
いること

② 事業者が事情の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることが
できる旨の定めがないこと

③

契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることが
できる旨の定めがないこと並びに、その貸付けに係る資産の取得に要した
費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含みます。)の合計額の
うちにその契約期間中に支払われるその資産の貸付けの対価の額の合計額
の占める割合が90/100以上であるようにその契約において定められてい
ること
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い」という定めがあるような場合は、対
価の額の変更できないという要件を充
たすことになります。

（4） 消費税率の改正があったときは改
正後税率による旨の定め

　賃貸借契約において、「消費税率の
改正があった時は改正後の税率によ
る」旨を定めている場合は、他の要件を
満たす限り経過措置の対象になります。
これは、「消費税率の改正があったとき
は改正後の税率による」旨の定めが、事

4

業者が
4 4 4

事情の変更その他の理由により
対価の額の変更を求めることができる
旨の定めに該当しないものと取り扱わ
れるからです。

（5） 自動継続条項がある場合の賃貸借
契約における経過措置の適用

　自動継続条項がある場合の賃貸借契
約については、指定日の前日までに契
約したものは、次の自動継続までの当
初賃貸借契約期間についてのみ経過措
置が適用されます。もっとも解約予告
期限が指定日前か後かによって取り扱
いが変わるので注意が必要です。国税
庁消費税室/Q&A/具体的事例編/問27
をご覧ください。

（6）経過措置の適用を受けた旨の通知
　経過措置が適用された場合、請求書
を発行する側に通知義務があります。
改めて書面を作成する必要はなく、賃
貸料の請求書等に、経過措置の適用を
受けたものであることが表示されてい
れば差し支えありません。

工事の請負契約に係る
経過措置とは

　請負契約や請負工事に類するもの
（ソフト開発、測量など）については、
平成31年3月末までの間に締結した工
事に係る請負契約に基づいて、令和元
年10月1日以降に引き渡しをする場合に

は、旧税率が適用されます。

個別事例集

（1） 契約書上、賃貸料と共益費が別掲
されている場合の取り扱い

Q　賃貸料と共益費が別掲されてい
る賃貸借契約書について、賃貸料は固
定として対価の改定がなされない記載
となっており、共益費は対価の改定が
される記載となっている場合、賃貸料
部分については経過措置の対象となり
ますか？

A　賃貸料部分についても経過措置
の対象になりません。消費税基本通達
10-1-14において、共益費は資産の貸付
けの対価（賃貸料）の一部として取り扱
うものとされています。したがって、賃
料のみで経過措置の判定をするのでは
なく、賃料と共益費を合算した金額に
より経過措置適用の判定をし、今回の
ケースでは賃料と共益費の全額が経過
措置の適用対象外となります。

（2） テナントから電気料金などの徴収
する場合の取り扱い

Q　当社所有のビルについて、電力
会社等との契約は当社が一括している
ため、水道光熱費を全額払い、各テナ
ントから一定額を徴収して収入に計上

する方法をとっています。この徴収する
水道光熱費は経過措置の対象になりま
すか。

A　賃貸ビルに入居しているテナント
だけを対象にするものは経過措置の対
象にはなりません。なお、電力会社等事
業者から継続的に供給している行う役
務の提供については、施行日（10月1
日）から令和元年10月31日までの間に
料金の支払いを受ける権利が確定する
ものについては、経過措置になります。
国税庁消費税室／Q&A／具体的事例編
／問16.17をご覧ください。

（3） 月ごとに役務提供が完了する保守
サービスの取り扱い

Q　当社は、事務機器の保守サービ
スを行い、保守サービスの年間契約を
締結しています。この保守サービスに
ついて、月ごとに20日締めの作業報告
書を作成し、保守料金を請求していま
す。この場合令和元年（2019年）10月
1日をまたぐ9月21日～10月20日まで
の期間に対応する保守サービスについ
は、新税率が適用されますか?

A　新税率（10%）が適用されます。
事例の役務提供は、月ごとに役務提供
が完了することから、その役務提供の
完了した日である10月20日における新
税率（10%）が適用されます。

会場の様子



ビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ン
　（一社）東京ビルヂング協会では、会員及び賛助会員が自由に集まり、情
報交換する場として、毎月第３火曜日に「ビルキョウサロン」（三火会）を開催
しているが、毎回講師をお招きし、勉強会を兼ねた懇親会として大盛況となっ
ている。ここでその講演の一部を紹介する。

　当社はプロパティマネジメント（PM）会
社で、オフィスビル等の収益不動産を扱っ
ています。最近「イデアホリック会議室」
の貸会議室運営にも乗り出しました。
　さて、PMの概念や役割は、1990年代初
頭から台頭してきた不動産ファンドによっ
て、変化してきています。ファンドビジネ
スの拡大で、90年代以降PM・AMの新た
なプレーヤーが登場してきていますが、当
社も2002年に日本管財㈱と三菱信託銀行
㈱（当時）の共同出資で誕生し、04年には
当社が執筆協力したPMの専門書『ビル
オーナーのためのプロパティマネジメント
入門』が出版されました。
　本書ではPMの概念・役割を「資産（不

動産）から得られる収益を最大化し、コス
トを適正化すること」と明記していて、PM
の立ち位置は「常にオーナー側」にあり、
“オーナーの利益代弁者的なPM”であり
ました。昨今、そうしたPMの概念・役割が
変化してきていて、運営管理受託者の役割
は「オーナーの義務（テナントに働く空間
を提供する）の履行を補助すること、テナ
ントの義務（賃料等を支払う）の履行を補
助すること」と捉えられてきています。そ
の立ち位置は、賃貸経営においてオーナー
とテナントの真中で、BM会社に対する監
督機能・コスト調整機能にはこだわらず、
自らPM・BM一括受託する“ワンストップ
型のPM”というものです。
　それぞれの特徴をみると、“オーナーの
利益代弁者的なPM”は利益相反の回避を
重視した事業構造になっていて、“ワンス
トップ型のPM”は業務の合理化・効率化
に主眼を置いた事業構造になっています。
どちらが良い、悪いとは言えないのですが、
一般オーナーとして気を付けなければなら
ないことがあります。

　一般オーナーの方々の会社では、高齢化
に伴って経験豊富な従業員が引退し、採用
難で後継者確保もままならない等、人手不
足に陥り、ビル経営を外部委託しようと模
索しているケースがあるかと思います。こ
こで気を付けなければならないのは、不動
産ファンドの台頭に伴っていつの間にか
PM・BM業界が変化しているということで
す。
　そこで、当社では、テナント運営やリー
シング、建物管理業務等のビル運営に関わ
る業務をオーナー様に代わって実行する
「JPS（当社の略称）の運営管理代理」業務
を行っています。事業スキームは、オー
ナー様と当社で管理委託契約（代理契約）
を結び、オーナーの代理人としてテナント
との賃貸借契約の締結、BM会社や工事会
社等と工事請負契約を締結します。こうし
た業務の遂行にあたり、運営担当者を中心
に、各スペシャリストが支援する「チーム
制」を採用しています。信頼できるプロに
任せたいオーナーの方々は是非、当社へお
問い合わせください。

　本日は、都市型水害に対応した当社の防
水シャッターを紹介いたします。
　三和シヤッターグループでは“安全、安
心、快適を提供することにより社会に貢献
します”を使命に掲げ、日本・北米・欧州・
アジアの地域、24か国で事業展開していま
す。このうち、グループの中核会社である
三和シヤッター工業㈱は、全国に販売・製
造拠点網と、施工・アフターサービスまで
一気通貫のビジネスネットワークを構築し、
3,700名の施工技術者を全国に配置した強
固な体制を整備しています。
　国内の主要商品は、シャッター製品、ド

ア製品に加え、ステンレスフロントやアル
ミフロント、メールボックス・宅配ボック
スなど多品種のラインナップを揃えていま
す。このうち、防水商品は重点商品に位置
付けられており、三和シヤッターの防水商
品は「簡単に・すばやく・安全に」をキー
ワードに、地上はもちろん、オフィスや商
業施設をつなぐ地下道や街と街を結ぶ地
下鉄等を浸水から守り、都市の安全に貢献
しています。近年多発している局地的集中
豪雨（ゲリラ豪雨）によって都市の雨水排
水能力を超えた水が街中に溢れ出す“内水
氾濫”へ対応した商品となっています。
　これまでの浸水対策としては、これまで
土嚢等による止水対策が主流でしたが、昨
今のゲリラ豪雨のように急激に増水する浸
水には対応できません。従って、止水性能
が高く、すばやく設置が可能な防水建具が
推奨されます。
　先ほども紹介しましたが、当社の防水商
品は「簡単に・すばやく・安全に」をコンセ
プトにしています。商品ラインナップは、

“ウォーターガード”という総称のもと、防
水シャッター、ドアタイプ（Sタイトドア・
Wタイトドア）、パネルタイプ脱着式防水
板、シート式防水版、起伏式防水版、スラ
イド式防水扉があります。電動と手動タイ
プがあり、おおむね1人ないし2人で、5分
以内に設置することができます。また、第
三者機関である（一財）建材試験センター
中央研究所による技術評価の証明書を、防
災商品として業界で初めて取得しているの
も当社の防災商品の特徴です。
　採用事例を紹介すると、防災シャッター
では「コレド日本橋」や東京メトロ要町駅
の地上入り口に採用されていて、約2分で
防水を完了します。また、Wタイトドアは
機械棟や地下通路の出入り口、河川沿いの
倉庫などへ、またSタイトドアは機械室や
倉庫、建物外周周りの出入り口へ設置して
防止機能を果たします。詳細は、同社商品
開発部（03－5998－1820）までお問い合
わせください。

ビルキョウサロン（2月19日開催）

「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」

（株）日本プロパティ・ソリューションズ
事業開発部 マネジャー

玉木 光 氏

ビルキョウサロン（3月19日開催）

「都市型水害での建物被害を最小限
  に食い止めるシャッター」
―三和シヤッター～の防水商品の提言―

三和シヤッター（株） 商品開発部
辻 健夫 氏
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ラグビーワールドカップがいよいよ開幕!!Topics

　当協会は、自家発電設備の品質性能に係
る製品認証事業、自家用発電設備等に関す
る技術指導や専門技術者の養成事業を主
力事業に活動をしています。
　過去の災害から、災害発生に伴う停電戸
数の時間推移をみていくと、阪神大震災の
時は、地震発生後に260万戸が停電し、停
電が解消されるまでに1週間を要しました。
また、東日本大震災では、東北電力管内の
みですが、地震発生後に約466万戸が停電
し、途中大きな余震もあったことから、停
電の解消までに14週間も要しました。
こうした停電の際に自家発電設備を稼働さ
せることになるわけです。
　実際の稼働状況について、当協会では東
日本大震災で震度6強以上の地域に設置さ
れた防災用自家発電設備4,811台を対象に

調査したところ、稼働しようとしたものの、
不始動・停止してしまった自家発電設備が
233台ありました。内訳は燃料切れの停止
が125台、異常停止が60台、津波による停
止が24台、全く稼働しなかった不始動が
17台という状況でした。このうち、不始動
や異常停止の原因をみると、「メンテナン
ス不良」が最も多くなっています。
　一般的に防災自家発電設備は、点検のた
め1年に1～2時間程度しか運転しません。
稼働時間が極めて短いのですが、環境によ
る影響や材料の特性から経年劣化が認めら
れる場合があります。当協会が行った防災
自家発電設備の経年劣化調査では、長時間
屋外に設置されたキュービクルや排気消音
機等の腐食による損傷、燃料タンク架台強
度部材の腐食による減肉、エンジンの補機
類やラジエータ冷却ファンの駆動に使われ
ているゴム製品のVベルトの劣化、ラジ
エータの目詰まり、冷却水ヒーターの破孔
など、経年劣化による様々な不具合が報告
されています。
　防災自家発電設備については、電気事業
法に基づく保安規定に定める点検、消防法
に基づく非常電源としての点検、建築基準
法に基づく建築設備等の検査・点検があり

ます。このうち、消防法における総合点検
では負荷運転が求められていて、負荷運転
には実負荷運転と疑似負荷運転があります。
ただ、負荷運転を実施する際、商用電源を
停電させなればいけない、あるいは自家発
電設備の設置場所によっては疑似負荷装置
の配置が困難で点検が出来ない、といった
問題点がありました。
　こうした問題をクリアするため、昨年6
月1日に自家発電設備の点検方法が改正さ
れ、①負荷運転に代えて行うことができる
「内部観察等」を追加②運転性能の維持に
関わる予防的な保全策が講じられている場
合、点検周期を「6年に1回」へ延長③原動
機にガスタービンを用いる自家発電設備の
負荷運転は不要④換気性能運転は負荷運
転時ではなく、無負荷運転時等に実施する
よう変更―となりました。
　当協会では、「自家発電設備の点検方法
に係る説明映像」（DVD）と非常用自家発
電設備保全マニュアル」を作成し、5月末
から発売する予定です。詳細は当協会ホー
ムページ（http://www.nega.or.jp/）を
ご覧ください。

ビルキョウサロン（4月16日開催）

「非常用自家発電設備の
  保全について」
―自家発電設備の経年劣化と点検に　　
　関する消防法令―
（一社）日本内燃力発電設備協会 技術部長

沼田 明 氏
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　第9回目を迎えた、ラグビーワールドカップ2019日本大会
が9月20日、いよいよ開幕する。アジアで初めて開催される日
本大会は、日本を含め世界の強豪20か国が集結し、全国12会
場で48試合の熱戦が繰り広げられる。
　開会式は20日午後6時30分から、東京・調布市の東京スタ
ジアムで行われ、開会式のあとの開幕カードはプールAの世界
ランク11位の日本対同20位のロシア。参加20か国が5か国ず
つ4つのグループ（プールA～プールD）に分かれ、予選の火
ぶたが切られる。
　日本は、20日のロシアに続いて、28日に世界ランク3位のア
イルランド（静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアム）、
10月5日に同16位のサモア（愛知県の豊田スタジアム）、同13
日に同7位のスコットランド（横浜市の横浜国際総合競技場）
と対戦する。各プールの上位2か国、計8か国が決勝トーナメ
ントに進み、11月2日の決勝戦で優勝が決まる。
　1987年の第1回大会から9大会連続出場の日本は、過去8回
予選プール敗退しているものの、前回大会では初戦で過去2回
優勝している南アフリカ代表にラストプレーで逆転勝ち。第3

戦でサモアに、第4戦でもアメリカに勝利し、1大会3勝を挙げ
たものの、勝ち点が上位2か国を下回り、予選敗退という悔し
い結果であった。自国開催である今大会は予選プール突破、ベ
スト8以上を狙っている。
　大会が開催される12会場は、札幌の「札幌ドーム」、岩手県
釜石市の「釜石鵜住居復興スタジアム」、熊谷市の「熊谷ラグ
ビー場」、調布市の「東京スタジアム」、横浜の「横浜国際総
合競技場」、静岡県袋井市の「小笠山総合運動公園エコパスタ
ジアム」、豊田市の「豊田スタジアム」、東大阪市の「東大阪
市花園ラグビー場」、神戸市の「神戸市御崎公園球技場」、福
岡市の「東平尾公園博多の森球技場」、熊本市の「熊本県民総
合運動公園陸上球技場」、大分市の「大分スポーツ公園総合競
技場」。大会会場のある地域、代表チームが合宿を行う地域で
は、官民が一体となって世界各国からのラグビーファンの受け
入れ、準備を進めている。
　なお、これまでの最多優勝はニュージーランドの3回で、前
回大会も同国が制しており、2大会連続優勝を狙っている。



理事会・委員会報告

理事会（令和元年7月1日 開催）

1.決議事項
（1）新規会員の入会について
　賛助会員として申し込みのあったワオ株式会社、一般財団
法人日本不動産研究所及び株式会社日本設計について、異議
なく承認された（5頁を参照）。
（2）令和2年度税制改正・予算要望に係る件
　税制・企業経営委員会で取りまとめた令和2年度税制改正・
予算要望案（但し、提出者は連合会）について、異議なく承認
された。
（3）委員長委嘱の件
　事務局より「9委員会の委員全員が6月末日を以て任期満了
となる。委員会設置規定により委員長は、理事または理事会
社の役員の中から、会長が理事会の承認を得て委嘱すると定
められているため、本日から2年間、9名の候補者に委嘱した
い。全員再任である。」旨、説明のしたのち、全員異議なく承
認された。

2.報告事項
（1）連合会総会開催の件
　6月4日から7日にかけて、福岡市及び九州各県において、日
本ビルヂング協会連合会の定時総会等一連の行事が開催され
たことを報告した。
（2）臨時会費の件
　6月5日開催の連合会定時総会で、臨時会費として東京協会に
400万円の負担を要請することが承認されたことを報告した。
（3）東西合同管理技術委員会開催の件
　日 理事（管理委員長）及び岡本次長より、4月4日から5日
にかけて大阪で開催された東西合同管理技術委員会の概要に
ついて報告した。
（4）エグゼクティブサロンの件
　森理事（組織・広報活動委員長）及び新井次長より、6月14
日に開催したエグゼクティブサロンの概要について説明した。
（5）耐震化推進キャンペーン開催の件
　森理事（組織・広報活動委員長）及び岡本次長より、9月3
日に開催する第12回耐震化推進キャンペーンの概要について
説明した。
（6）中小ビルの防災意識アンケート調査結果報告
　猪股理事（中小ビル事業委員長）及び新井次長より、中小ビ
ルの防災意識アンケート調査結果報告の概要について説明した。
（7）シンガポール・バンコク視察
　猪股理事（中小ビル事業委員長）及び新井次長より、11月
18日～22日に国際委員会と共催で実施するシンガポール・バ
ンコクのビル事情視察について概要を説明した。
（8）第112回BOMAソルトレイクシティ大会及び
　　 米国ビル事情視察団の件
　櫻井専務理事より6月19日から27日に開催された、第112回
BOMAソルトレイクシティ大会参加及び米国ビル事情視察の
概要について報告した。
（9）韓国ビル協会来日の件
　岡本次長より、韓国ビル協会が3月18～20日及び28日に来
日したことを報告した。
（10）春の叙勲及び都市計画法・建築基準法100周
年記念事業に係る国土交通大臣表彰の件
　櫻井専務理事より、木村会長が春の叙勲で旭日大綬章を、
森隆理事が都市計画法・建築基準法100周年記念事業に係る
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9 委員会の委員長名簿
委員会名 委員長名 会社名・役職名 備考

総務委員会 河 村 守 康 ㈱虎ノ門実業会館
代表取締役社長 再任

財務委員会 鈴 木 眞 吾 三井不動産㈱執行役員
ビルディング本部副本部長 再任

組織・広報活動
委員会 森  　 　隆 近三商事㈱

代表取締役社長 再任

国際委員会 森　  浩 生 森ビル㈱
取締役副社長執行役員 再任

中小ビル事業委員会 猪 股 徳 臣 東山興業㈱
代表取締役社長 再任

税制・企業経営
委員会 内 村 賢 一 森トラスト㈱

取締役副社長 再任

管理委員会 日  秀 行 ㈱サンケイビル
取締役相談役 再任

都市政策委員会 谷 澤 淳 一 代表執行役執行役副社長 再任

地球環境委員会 鈴 木 康 史 東京建物㈱執行役員
ビルエンジニアリング部長 再任



国土交通大臣表彰を受賞したことを報告した。
（11）委員会報告の件
　大内事務局長より、3月理事会以降に開催した委員会の活動
状況について報告した。
（12）今後の行事予定について
　大内事務局長より、7月以降の行事予定について報告した。

委員会報告

管理委員会（第87回東西合同管理・技術委員会）
日時：平成31年4月4日（木）～5日（金）
場所：大阪ガスビル都市開発会議室
議題： 「ビル管理の最新事情」について各社報告およびディス

カッション、「なんばスカイオ」の見学会

中小ビル事業委員会
日時：平成31年4月22日（月）12時00分～13時00分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下のとおり
1.「 中小ビルの防災意識アンケート調査結果報告」（案）につ

いて
2. 今年度の海外研修視察について

地球環境委員会
日時：令和元年5月29日（水）12時00分～13時00分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下のとおり

1.  オフィスビル業における2050年に向けた温暖化対策長期
　ビジョン策定
2. 報告事項
　①建築物省エネ法の改正について
　②東京都C&T制度の第3期目標の設定について

国際委員会
①日時：平成31年3月28日（木）17時45分～20時30分
　場所：アークヒルズ仙石山レジデンス　25Fビューラウンジ
　 KBOMA14名（通訳別）に対し、当協会国際委員会委員ほ
か8名、事務局6名で対応

②日時：令和元年5月30日（木）15時00分～16時30分
　場所：東京ビルヂング協会内会議室
　議題：国際ビル事情講演

税制・企業経営委員会
日時：令和元年6月14日（金）11時00分～12時00分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下のとおり
1.令和2年度税制改正・予算要望について
2.報告事項
　①オフィスビル標準賃貸借契約書の改訂について
　②本年度ビル実態調査について

総務委員会
日時：令和元年6月25日（火）12時00分～13時00分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：新規入会について
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