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1. 基調講演

「免震・超高層建築物の長周期地震
動対策の最新動向」
東京理科大学 副学長

北村 春幸氏

　十勝沖地震（2003.9.26）で長周期
地震動が明らかになりました。長周期

地震動は、堆積地層の形状に影響され
て、大きな堆積をしているほど長周期
の大きい揺れが発生するというのが分
かっています。首都圏や大阪、名古屋地
区など大都市部は堆積平野の上に位置
しているので、長周期地震動に襲われ
るだろうというのが当時から警告され、
南海トラフについては内閣府・国土交通
省で、対策する地震動が提示され、今
相模トラフ巨大地震について内閣府、
国土交通省ともに検討されている時期
にあります。
（地震動レベルの基準化の方法）
　超高層建物や免震建物を設計する場
合には、地震動や建物をモデル化して、
建物ゆれをシミュレーションしますが、
① 標準波：これまでの設計に用いた観

測波（速度評価）
② 告示波：告示の規定する目標スペク
トルに適合する地震波形
③ サイト波：建設地周辺の活断層・地盤
環境に基づく模擬地震動 
そして④長周期地震動、の4種類の波形
の設計用地震動を使って耐震設計が行
われ、それも10ほどのいろいろな性質
を持った波に対して安全性を検討する
ことが行われています。昔の既存の超
高層建物で観測波のみの設計をしてい
るものは、長周期地震動や告示波で検
討して問題ないかチェックしなければ
いけません。
（国土交通省の長周期地震動対策）
　国土交通省も長周期地震動を予測し
て、関東、静岡、中部、近畿に対して設
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会場の様子

　（一社）東京ビルヂング協会は9月3日、東京・千葉・神奈川・埼玉の各ビ
ルヂング協会の会員や一般聴講者など約170名を集め、東京・丸の内の日
本工業倶楽部2階大会堂で『オフィスビル耐震化推進講演会』を開催した。
東京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。その一環として建築物の
耐震化を推進する講演会を毎年開催しており、今回で12回目となる。
　今回の講演会は、東日本大地震から8年、熊本地震から3年が経ち、首都
直下型地震などの巨大地震の脅威がますます身近になっている中、長周期
地震動に対する施策の最新動向や命を守る“避難”にスポットを当て、5名
の専門家を講師に迎えて講演を行った。以下、各講師の講演要旨をまとめて
紹介する。

北村 春幸氏
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計用の地震動が設定されました。
（2016.06.24通知）
　下図のように3段階に地震動を分けて
安全性を検討することが中京圏、近畿
圏については義務づけられています。
東京が一番緩いゾーン（緑色）になって
いるのは震源の南海トラフから離れて
いる為で、今度相模トラフの近さで発
表されると東京でも「厳しい」色が設定
されると思われます。国土交通省は今、
関東地区等で設計する超高層建物につ
いては十分余裕のある設計を行うこと
が望ましいと警告しています。　特に
注意すべきが「大振幅多数回繰返し」
による入力エネルギー（累積値）で、標
準派・告示波よりものエネルギー量が
かなり多く入ってくる想定が国交省で

通知されています。「ゾーン1」（青）で
は最大の 速度応答値が現行告示の地震
動レベルの2倍に対し、エネルギースペ
クトル（入力エネルギーの速度換算
値;VE）が及び入力エネルギーは各3.3
倍、11倍、「ゾーン2」（赤）だと1.5倍に
対し、各2.5倍、6倍、東京「ゾーン3」
（緑）でも各1.7倍、2.8倍と、現行地震
動と最大応答値が同じでも繰り返され
て増大します。最大応答値がセーフで
も、繰り返しによる疲労現象で大梁な
どの構造躯体が壊れることがあるとい
うのを注意しなくてはいけないのです。
　このことから、長周期地震動対応策
の新たな評価指標として
① 告示波に対する耐震性能評価指標－
2段階の検証－

　 地震動：稀地震（レベル1）＋極稀地
震（レベル2）に

② 長周期地震動の耐震性能評価指標－
多数回繰返し－
　 耐震性判定に、累積値（エネルギー
吸収量など）を追加、

とされました。
　阪神・淡路と東日本大震災を経験し
て、地震後の継続使用が重要になって
います。建築基準法は、法律で財産権
をあまり規制してはいけないとして最
低基準で人命保護をうたっていますが、
社会的期待度とはだいぶ乖離してきた
のが現状だと思います。
　その為発注者は、必要となる性能を
明確にして、それに従って性能グレード
をある程度上げて発注する耐震性能設
計を検討していく必要があります。

2. 講　演①

「南海トラフ地震に関連した情報に
ついて」
～気象庁が発表する「南海トラフ地震臨
時情報」と政府・地方自治体などの防災
対応の流れ～
気象庁 地震火山部管理課
地震津波防災対策室 調査官

福満 修一郎氏

■本年5月の中央防災会議で決定した
こと
　本日は、「南海トラフ地震に関連した
情報について」と題して、気象庁や国が

オフィスビル耐震化推進講演会報告

福満 修一郎氏

3BUILDING TOKYO ─ NOVEMBER.2019.



出す防災対策が大きく変わってきたこ
とについて、ご説明します。
　まず、東北地方太平洋沖地震「3・
11」の後、様々な議論を経て、平成29
年9月、中央防災会議で「確度の高い地
震の予測はできない」と評価された後
に、本年5月の中央防災会議において
「南海トラフ地震防災対策推進基本計
画」の変更が決定されました。
■南海トラフ周辺地震の3パターンと
住民対応について
　ここでは、南海トラフ周辺でおきる地
震を3つに分類しています。1つ目は、
M8以上の大きな地震が広域に発生し
て、大きな被害が出ているケース、2つ
目はM7以上の地震が発生して比較的
限定した地域で被害が出ているケース、
3つ目はゆっくりすべり（被害なし）
ケースです。
　また南海トラフ地震関連情報につい
ては、「南海トラフ地震臨時情報」と
「南海トラフ地震関連解説情報」という
名前で発表します。前者は南海トラフ
で異常な現象が観測され、その調査を
開始したり、調査結果を発表するときに
出されます。後者は、前者を解説する補

助的な情報です。
　また住民の対応ということを考えま
すと、一般的に避難所での生活にどれ
だけ耐えられるかということなどを念
頭に、M8以上の地震が発生した場合は
1週間＋備えの確認で1週間の計2週間
防災対応をとると国の計画で定められ
ました。

3. 講　演②

「帰宅困難者対策で施設が留意すべ
きこと」
～帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG）
の紹介～
Facility Management 防災Lab
代表取締役

上倉 秀之氏

SOMPOリスクマネジメント㈱
BCMコンサルティング部

新藤 淳氏

＜上倉秀之氏＞
　帰宅困難者の問題点は、帰宅困難者
が可哀そうだということだけではあり
ません。むしろ帰宅困難者が路上に溢
れて緊急車両等が進行できず 救える命
が危ないことや、人の過度な集中によ
り発生する災害雑踏事故の危険性が大
きな問題です。
　このような事態を防止するためにも、
施設は収容可能なスペースに帰宅困難
者を収容する必要があります。　そこ
では 施設内残留の徹底をはかり施設か
ら人を路上に出さない取組が重要で、
発災時には素早く施設の安全性確認を
行い館内放送等により在館者に待機を
呼び掛ける、受け入れ者にも 情報提供
を行う事で施設周辺の混雑を緩和して 
混乱を避けること等が大切です。
　そのためにも事前の資機材の準備と
関係者の訓練が欠かせません。
＜新藤淳氏＞
【オフィスビルは帰宅困難者問題に何
ができるのか？】
　ビル事業者が帰宅困難者の受入を検
討する場合、マニュアルを作成しそれ
に沿って一時滞在施設の実動訓練を実
施しようとしても、動員や実際の行動、
用意する物など、準備が非常に大変で
す。また、図上演習は取り組み易いもの

新藤 淳氏

上倉 秀之氏
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の、何を演習したらよいか分からないと
いう面があります。この点、帰宅困難者
対応に対して十分な実効性を確保する
ためには、「マニュアル」「一時滞在施
設開設キット」「図上演習ツール」を
「図上演習」「実動訓練」と総合的にプ
ログラムとして連携させることが重要
です。今回は工学院大学の村上先生、
東京大学の廣井先生と弊社で共同研究
を行っている、総合的なプログラムに
ついて「開設キット」と「図上演習」を
中心にご紹介致します。
　「一時滞在施設開設キット」は「受け
入れ」「災害情報の収集・伝達」「物資
配給」「傷病者・安全の対応」最後には
「施設閉鎖」など一連の行動中の一つ
一つの要素を区切って、要素ごとに必
要な資材を用意して、マニュアルの実
践を「物でガイド」してあげようという
考え方で作ったものです。何がどこに
あるか、何をしなければいけないのか
等のチェックリストとしても役立ちます。
　「帰宅困難者支援施設運営ゲーム
（KUG）」は一時滞在施設を運営した
ときに、どんな人が来てどんなことが
起こるのか覚悟しておくべきことを
ゲーム感覚でシミュレートすることが
できる図上演習ツールです。同ツール
は4つのアイテムで構成されます。
【施設設定】施設の50分の1の図面
【帰宅困難者カード】帰宅困難者のプロ
ファイル
【帰宅困難者コマ】目盛入りの1/50尺
で一人あたりどれ位のスペースを割け
るかのイメージ作り用（実際の図面を
使う事もできます）
【イベントカード】受け入れ開始から閉
鎖までにどんなこと／トラブルが起こ
るかを時系列的で用意。
　KUGにはいくつか工夫がありますが、
コマは一つのポイントで、一時滞在施
設の運営をするときに運営上実際何人

まで受け入れられるのかは結構難しい
問題で、通路確保や備蓄品配置等考慮
しつつコマでスペースを埋めながらイ
メージを掴み〝施設開設〟から〝施設閉
鎖〟まで施設運営の検証を皆でわいわ
い考えることができます。図上演習終
了後は、振り返りを行いマニュルを検証
します。
　KUGのキット一式は、廣井先生の
ホームページ（http://www.u-hiroi.
n e t /）からダウンロードできます。
Excelやパワポのファイルで公開してい
て、自分たちの施設用にアレンジ可能
です。尚、弊社では、レクチャー等 
KUGのファシリテートを支援していま
す。 
（連絡先：jshindo75@sompo-rc.
co.jp）

4. 講　演③

「エレベータの地震対策について」
国土交通省 住宅局建築指導課 昇降機等
事故調査室長

村田 英樹氏

　昨年6月に起こった大阪北部地震は
直下型で、関西を中心に広域でエレ
ベーターにも被害が発生しました。11
府県で約6万3,000台のエレベーターが
運転休止し、そのうち346台で「閉じ込
め」が発生しました。
　エレベーターには管制運転装置の設
置が義務付けられ、地震時縦揺れのP波

を検知すれば最寄り階に着床し戸を開
放、その後にくる横揺れのS波が小さい
と問題なく着床します。ただし、横揺れ
が大きく、検知するまでの時間が短い
ような直下型だと、管制運転装置が
あっても閉じ込めを防げない場合もあ
ります。
　このため、戸スイッチが一時的に開
路して緊急停止した場合には、戸ス
イッチが正規の状態に復帰したことを
確認して運転を再開する「リスタート運
転機能」の設置を勧めています。
　閉じ込めの救出の対応は、大半
（87%）は3時間以内に救出されました。
また、遠隔監視装置が付いていると、エ
レベーター会社の情報センターと直結
していると、閉じ込めがすぐにわかり救
出に役立ちます。
　閉じ込め通報を受け、消防機関は97
件出動し、51件救出しました。消防機
関では対応できずにエレベーター保守
員の到着を待った例は36件ありました。
　閉じ込めの救出の対応は、大半
（87%）は3時間以内に救出されました
が、救出されるまでの間のストレスを減
らすためにもエレベーターの中に、ライ
ト、水、簡易トイレなどが入った防災
キャビネットの設置をお願いしていま
す。
　長周期地震動対策としては、ロープ
の引っ掛かり防止措置の義務化や長周
期地震動を感知する長尺物振れ管制運
転機能といったものも開発されていま
すが、気象庁による長周期地震動の予
測情報の活用により、予めエレベー
ターを停止するシステムの実用化にも
期待しています。

オフィスビル耐震化推進講演会報告

村田 英樹氏
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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、「エリアマネジメント活動等の推
進のための要望事項」を目玉とする次の6項目を要望事項とする要望書を提出いたしました。
なお、提出した6項目は次の3つに分類されます。
①今年度新たに要望した事項（1. 2. 3.）
②昨年要望し、未だ十分に要望が叶っていない事項の再要望（4. 5.）
③昨年要望し、ほぼ要望通り対応されている事項の御礼と適切なクロージングのお願い（6.）

1. エリアマネジメント活動等推進のための
要望事項

　まちの賑わい創出等が重要な課題となる中、エリアマ
ネジメント活動を通じ、当該事業やエリア価値の維持・向
上を図ることが極めて重要になっている。このエリアマネ
ジメント活動の推進策として、以下3点をお願いしたい。

（1）人材支援に係るサポート
【問題意識】
　エリアマネジメント活動を持続的に行うには、人材の確
保が不可欠であるが、公的活動を多く行うエリアマネジ
メント団体の人材を民間だけで確保・維持していくことは
困難である。また賑わいを創出するイベントを行うために
は、エリアマネジメント団体の中にコンテンツの見極めが
できる人材やコンテンツへのネットワークのある人材が
必要であるが、そのような人材は稀少であるのが現状で
ある。
【要望内容】
　ついては、都市開発事業が完了した後のエリアマネジ
メント活動の実施を見据え、人材確保・育成面での仕組
みの創設を検討いただきたい。例えば、①民間のまちづく
り人材育成の促進制度や国や自治体職員のまちづくり研
修の実施、②官民（UR人材等）それぞれからエリアマネ
ジメント活動を行う人材を派遣し、役割分担する仕組み
の創設を検討願いたい。

（2）資金援助・財源確保に係るサポート
【問題意識】
　エリアマネジメント活動の実施には、一定のイニシャル
コスト・ランニングコストを要することから、都市開発に
伴いエリアマネジメントの機運が盛り上がっても、資金・
財源面での制限等によりサスティナブルに実施すること
は難しい状況にある。
【要望内容】
　ついては、エリアマネジメント団体の活動に対する資
金・財源面での支援措置の拡充・創設をお願いしたい。
例えば、賑わい創出活動におけるハード面の費用を公共
が負担する制度の創設や実証実験に関する補助金の充実
等を図っていただきたい。あるいは大規模建築物に壁面
広告を掲出し、広告料等収入により安定的な財源が確保
できるようにしてほしい（現状、東京都景観計画における
大規模建築物の壁面広告の掲出高さは10m以内とされて
おり、十分な広告が掲出できない）。
　また併せて、エリアマネジメント活動を活性化するため
に公共施設の占用料の減免をお願いしたい。
　　
（3）手続き迅速化のためのワンストップ窓口創設
【問題意識】
　道路・緑地・公園等の公的空間は、現在、それぞれの法
律・条例に基づき、占用・利用上の制限が設けられている
が、エリアマネジメント活動（イベントや広告掲出等）の

令和2年度
東京都予算等要望事項
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活性化のために、一元的に緩和できる制度や柔軟な運用
が期待される。
　また公的空間については、行政の所管部局がそれぞれ
異なり、利活用に当たっての協議や手続きが煩雑となる
ことが多く、エリアマネジメント団体の負荷が大きく、ま
たタイムリーなイベント実施や広告掲出が行いづらい現
状にある。
【要望内容】
　ついては、公的空間の占用・利用上の制限を、エリアマ
ネジメント活動の活性化のために、一元的に緩和できる
制度や運用方法で対応いただきたい。または利活用にあ
たっての協議・手続きをワンストップで行うことができる
協議窓口を設けていただきたい。例えば、各自治体の中に、
エリアマネジメント推進部隊を設け、各種（警察、保健所、
広告、道路管理等）協議・手続きを担当していただきたい。

2. 河川空間整備における河川区域内の工作
物設置許可基準について

【問題意識】
　河川沿いの再開発において、都市計画にて提案してい
る河川空間の再整備を進めていくにあたり、都の「河川法
に基づく許可等の手引き」に基づく河川区域内の工作物
設置（船着き場・河川のプロムナード）の許可に際する指
導が厳しく、都市計画提案時にイメージしていた河川空
間整備のハードルが高い状況にある。
【要望内容】
　ついては、都市計画は東京都都市整備局宛てに提案し
たが、その実現をする上で建設局河川部の「河川法に基
づく許可等の手引き」の指導による河川空間整備の制約
が厳しくなっており、水利上の安全性を確保することを前
提に、東京都の両局の間でよく調整を図り善処頂きたい。

3. 市街地再開発事業における関係権利者の
同意取り付けに関する運用適正化

【問題意識】
　市街地再開発事業については、都市再開発法第14条第
1項で組合設立要件の1つとして関係権利者の3分の2以上
の者の同意が規定されているなど、各段階で関係権利者
の同意を得ながら事業を進めることとなるが、それぞれ
の場合において、認可権者より明確な反対者がいない状

況であることを求められる場合がある。
　これにより、事業期間の長期化やそれに伴う事業費の
増大等、事業実施に大きな障害となり、結果的に再開発
事業により防災性能等の向上を期待する周辺住民にとっ
てもデメリットとなりうる。
【要望内容】
　市街地再開発事業の都市計画決定から組合設立認可、
権利変換計画認可の各段階において、関係権利者の同意
について、過大な同意状況を要件とせず、適切な運用を
図られたい。

4. 文化・スポーツ施設等に係る固定資産税
の減免措置の創設等

【現況の報告・要望内容】
　都市に不可欠な装置として文化施設及びスポーツ施設
が維持・運営できるよう、補助金等のインセンティブにつ
いて継続してご検討いただくとともに、文化・スポーツ施
設等に係る固定資産税の減免措置の創設を検討いただき
たい。

5. 附置義務駐車場制度の柔軟な対応
【現況の報告・要望内容】
　駐車場台数が需要に対して相当過大になっている状況
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、昨年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。

6.都市再生特別地区の運用の柔軟化他
【現況の報告・要望内容】
　平成31年度予算要望において、都市再生特別地区の運
用の柔軟化やプロジェクションマッピング等の促進のた
めの条例改正をお願いしたところ、いずれも善処頂いて
いる。
　民間事業者の要望を都政に反映頂いていることに感謝
申し上げると共に、運用改善につき適切に進めて頂きた
い。
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東急株式会社 渋谷開発事業部 開発計画グループ

1. はじめに

　渋谷は、4社9路線が乗り入れる利便性から多くの人が
集まり、近年ではITや映像、デザインなど個性溢れるクリ
エイターやクリエイティブワーカーも多数集積し、職住近
接、多拠点居住など新しい働き方や暮らし方も生まれて
いる。当社は、戦前から現在に至るまで、渋谷において、
交通事業、不動産事業、生活サービス事業などを展開し、
世界に誇るターミナル拠点として、街の発展に深く関わっ
てきた。現在、「日本一訪れたい街 渋谷」の実現に向け
て、「エンタテイメントシティSHIBUYA」を目指し、渋谷
駅周辺の再開発を進めている。
　この開発に至った経緯、新たに誕生した複合施設や、ソ
フト施策、今後の展望等について紹介する。
　

2. 渋谷駅周辺再開発の紹介

（1）経緯
「『100年に一度』と言われる大規模再開発」
　渋谷駅周辺の開発は、1885年の現JR山手線・渋谷駅誕
生から始まり、時代の変化に応じた面的な開発の拡大が
行われてきた。
　渋谷駅周辺の都市機能は1964年の東京オリンピック時
に形成され、その後大きな更新はされていない。そのため
老朽化や複雑化した構造などの課題を抱え、再整備の必
要性が共通認識としてあったが、東横線と副都心線の相
互直通運転が決定したことをきっかけに、大規模開発が
本格化した。2010年に「渋谷駅中心地区まちづくり指
針」が渋谷区から打ち出されるとともに、特区に指定され

るなど、それらに沿った渋谷の再開発が急務になった。
　今回の大きな特徴の1つは、土地区画整理事業および鉄
道改良事業と連携し、抜本的にインフラ整備などを含め
た再開発を行っている点である。谷地形による浸水のリ
スク、滞留空間が狭いなど現在の渋谷は利用者にとって
便利な構造とは言い難い。さらに観光客も増加し、災害時
の安全・安心の確保も求められている。この積年の課題
の解決に向けて工事が進められている。

（2）複合施設の開発
　2012年開業の「渋谷ヒカリエ」を皮切りに、当社は「渋
谷キャスト」「渋谷ストリーム」「渋谷ブリッジ」「渋谷ス
クランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）、第Ⅱ期（中央棟・西
棟）」「渋谷二丁目17地区」のプロジェクトを推進してい
る。ここでは、「オフィス」「住宅」「商業施設」「ホテ
ル」など、異なる用途をもつ特徴的な複合施設を紹介し
たい。

①渋谷ヒカリエ
　渋谷ヒカリエは再開発のリーディングプロジェクトとし
て東急文化会館跡地に2012年に開業した。東急文化会館
の「谷を克服し、文化を発信する」という、東急グループ
の60年以上変わらないコンセプトは、渋谷ヒカリエにも
継承されており、オフィス、商業施設「ShinQs」、カフェ
&レストランの他、クリエイティブスペース「8/」、イベ
ントホール「ヒカリエホール」、ミュージカル劇場「東急
シアターオーブ」などの文化施設を含む、地上34階、地
下4階の高層複合施設である。
　また、「ストリートから文化が生まれた街」という渋谷
の特徴から、人が街に出て行きやすい構造を考え、エレ

渋谷駅周辺再開発プロジェクト
～エンタテイメントシティ
SHIBUYAの
実現に向けて～
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ベーターやエスカレーターにより多層な都市基盤を上下
に結び、地下や上層階から地上に人々を誘導する、街に開
かれた縦軸空間「アーバン・コア」を整備した。さらに災
害時には、高度な耐震性能はもちろん、帰宅困難者を一
時的に収容可能なスペースとして約5,500㎡を有してい
る。また、自然エネルギーの活用、緑化など、環境改善へ
の先進的な取り組みも推進している。

②渋谷ストリーム
　2018年9月に開業した渋谷ストリームは、東横線と副
都心線の相互直通運転開始により地下化し、利用されな
くなった旧東横線渋谷駅、線路跡地およびその周辺地区
に誕生した大規模複合施設である。幹線道路によって分
断された渋谷駅の南側が、渋谷ストリームの開発と官民

連携による渋谷川および水辺空間の再生・整備により、ク
リエイティブワーカーを魅了する潤いあるエリアへと変貌
を遂げた。
　上層階にオフィス、中層階に「渋谷ストリームエクセル
ホテル東急」、低層部は飲食店を中心とした商業ゾーン
で構成され、スタンディングで約700名収容可能なホー
ルも備えている。
　また、官民連携により、清流復活水を活用した「壁泉」
によって渋谷川を再生するとともに、約600mの遊歩道
「渋谷リバーストリート」の整備により、恵比寿・代官山
方面へさらなる人の流れを生んでいる。

③渋谷スクランブルスクエア
　渋谷スクランブルスクエアは渋谷駅の直結・直上に誕
生する、JR東日本と東京メトロとの共同ビル事業である。
第Ⅰ期の東棟（地上47階地下7階）が11月に開業し、第Ⅱ
期は中央棟（地上10階地下2階）と西棟（地上13階地下5
階）が2027年度に開業予定である。東棟の最上部には渋
谷最高峰約230mの展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカ
イ）」が誕生。また、高層部には賃貸面積約73,000㎡の
ハイグレードオフィス、中層部には多様な人材が交差・交
流を目指す会員制施設「SHIBUYA　QWS（渋谷キュー
ズ）」、中低層部には「世界最旬の商業施設」を目指した

渋谷ヒカリエ　8/ COURT

渋谷駅周辺再開発プロジェクト

～エンタテイメントシティSHIBUYAの実現に向けて～

渋谷ストリーム前の賑わいイメージ
渋谷スクランブルスクエア（宮益坂交差点方面よりのぞむ）
画像提供：渋谷駅街区共同ビル事業者
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フード、ファッション、ライフスタイル雑貨、カフェ・レス
トランなど、街のランドマークとして、賑わいをもたらす
大規模な都市型商業施設となる。また、土地区画整理事
業および鉄道改良事業と連携し、交通結節点の強化や、
歩行者の利便性向上、防災機能の強化により、安全で快
適なまちづくりに貢献する。

④「渋谷二丁目17地区」
　渋谷二丁目17地区（地上23階地下2階）は、渋谷駅と
つながる多層かつ回遊性の高い歩行者ネットワークの整
備とともに、広場空間を創出することで、渋谷駅東口エリ
アの新たな賑わいと交流の拠点となることを目指した再
開発事業である。
　建物の低層部には店舗などを配置するとともに、1階と
2階には3つの屋外広場やアトリウム（屋内広場）を整備、
高層部には高規格なオフィスを配置予定である。また、複
数のデッキにより、周辺街区と当地区を接続し、渋谷駅や
青山エリアなど多方面へ回遊性の高い歩行者ネットワー
クの実現が期待され、2024年度に開業予定である。

3. 渋谷駅周辺のまちづくり

　渋谷における再開発は、常に行政・地元・関係事業者と
連携しながら推進してきた。
　ここでは、前述した施設開発などハード面だけでなく、
ソフト面における渋谷のまちづくりについていくつか紹介
する。

（1）エリアマネジメント
「官民地元連携による、まちづくりの新しい形」
　2013年「渋谷駅前エリアマネジメント協議会」を設立、
「遊び心で、渋谷を動かせ。」をコンセプトに、渋谷の街
の魅力を駅前から発信する「SH I B U Y A＋FUN 
PROJECT」を開始し、工事現場の仮囲い等を装飾し、渋
谷の街のにぎわいを創出。さらに国際競争力の向上と防
災機能の強化のための調整や方向づけ、ルール作りを行
う組織として、渋谷の街の魅力を高める様々な施策を推
進してきた。2015年には「一般社団法人渋谷駅前エリア
マネジメント」を設立し、渋谷駅前エリアマネジメント協
議会で作成したルールに基づき、公共空間で屋外広告物
掲出し、その収益をまちづくりに還元する社会実験を推
進している。
　渋谷ストリームの開業と官民連携による渋谷川の再整
備に合わせ、2018年9月に行政、教育機関、事業者、地元

渋谷二丁目17地区　外観イメージ
画像提供：渋谷二丁目17地区市街地再開発組合

SHIBUYA +FUN PROJECTロゴ
画像提供：渋谷駅前エリアマネジメント
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と協力し、まちびらきプロモーションである「第Ⅰ期まち
びらき」を実施。今年は渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期
（東棟）など複数の施設の開業に伴い、まち全体で
“HELLO neo SHIBUYA”をテーマに「SHIBUYAまちび
らき2019」を実施するなど、今後も街とともに世界に向
けて様々な発信を行っていく。

（2）文化・情報発信
　渋谷の街は、ファッション、デジタル、デザイン、出版、
メディアなどクリエイティブコンテンツ産業が集積し、新
たな文化を発信してきた。当社もソフト施策として、所有
する関連施設で渋谷ならではのイベント誘致や、公共空
間を活用した地元イベントに協力・協賛するなど、街のブ
ランディングを積極的に行っている。

（3）イノベーション産業のエコシステムの形成
　今後も渋谷が「世界のSHIBUYA」として、IT・クリエイ
ティブ・コンテンツ産業を中心とした東京の主要都市で
あり続けるためにも、イノベーション・エコシステムの形
成に向けた取り組みは不可欠である。
　当社は2015年からスタートアップと事業共創を図る
「東急アクセラレートプログラム」を実施。
　また、7月には産学官連携施策として東京都の「イノ

ベーション・エコシステム形成促進支援事業『認定地域別
協議会』」に選定された。渋谷の街で“幅広いプレイ
ヤー”が活躍し、未来の企業家として誰もがチャレンジで
きる街の形成を目指していく。

　　　　

4. 渋谷の目指す将来像

　「『100年に一度』の大規模再開発」といわれる渋谷駅
周辺再開発事業に続き、今後も渋谷の街はグローバルな
都市間競争において、IT・クリエイティブ・コンテンツな
どのイノベーション産業と、エンタテイメントや渋谷らし
い魅力的な文化など、エコシステムが形成され、持続的に
発展し、渋谷の街が日本を、世界を、牽引していく存在と
なることを関係者一丸となって推進していく。

渋谷駅周辺再開発プロジェクト

～エンタテイメントシティSHIBUYAの実現に向けて～

2027年度頃の渋谷駅周辺のイメージ （上空よりのぞむ）

年末カウントダウンの様子
画像提供：渋谷カウントダウン実行委員会

エコシステムロゴ（東京都）
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理事会・委員会報告
理事会（令和元年9月9日 開催）

1.決議事項
（1）新規会員の入会について
　河村理事（総務委員長）及び森本常務理事が、賛助会員と
して申し込みのあった株式会社アール・アイ・エー及び株式会
社プランテック総合計画事務所の概要について説明した後に
諮ったところ、異議なく承認された。
（2） 連合会80周年記念総会開催について  

（特別委員会設置）
　櫻井専務理事が、令和2年6月に東京で開催する連合会80
周年記念事業の概要について説明した後、連合会80周年記念
事業実行委員会設置について諮ったところ、異議なく承認さ
れた。

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
　業務執行理事である櫻井専務理事は欠席した木村代表理
事・会長、種橋代表理事・副会長と自らの業務執行状況を、ま
た森本常務理事及び坂本常務理事はそれぞれの業務執行状況
について、報告した。
（2）令和2年度東京都予算等に関する要望について
　坂本常務理事が、令和2年度東京都予算等に関する要望を都
議会各派に対して提出したことを報告した。
（3） 令和2年度税制改正・予算要望の提出について

（連合会）
　坂本常務理事が、連合会の令和2年度税制改正・予算要望
を関係省庁宛提出したことを報告した。
（4）第12回耐震化推進キャンペーン実施報告
　森理事（組織・広報活動委員長）及び岡本次長が、9月3日
に開催した第12回耐震化推進キャンペーン講演会について報
告した。
（5） オフィスビル標準賃貸借契約書セミナー開催に

係る件
　安永次長が、9月25日に開催するオフィスビル標準賃貸借
契約書セミナーの概要について説明した。
（6） 第112回BOMAソルトレイクシティ総会参加報

告の件
　櫻井専務理事が、第112回BOMAソルトレイクシティ総会

参加及びシアトルのビル事情視察について報告した。
（7）7月以降の事業活動・委員会開催報告
　大内事務局長が、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。
（8）9月以降の事業活動予定について
　大内事務局長が、9月以降の事業活動予定について報告し
た。

委員会報告

国際委員会
日時：令和元年7月8日（月）15時30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.  年次テーマ研究：グローバル・コワーキング、プロップテッ
ク講演②

「Workplace as a service」
 ㈱日建設計 ソリューショングループIoT推進室チーフコンサ
ルタント　中村 公洋氏　　　　　　　　　　
2. 年次テーマ研究：同上講演③
「コワーキングなどの共創スペースのこれから」と「オフィス
の生産性を向上させるITテクノロジー（Prop-tech）の活用」
We Workシニアバイスプレシデント不動産部門責任者
佐藤 俊朗氏
ジョーンズ ラング ラサール㈱  ディレクター　金子 志宗氏
3.  2019海外視察研修（シンガポール・バンコク、11月）につ
いて

国際委員会
日時：令和元年8月27日（火）16時00分～
場所：イトーキ東京本社会議室（日本橋）
議題：以下のとおり
1.  2019 BOMAソルトレイクシティ大会 & シアトル視察団報
告会の実施

2.  年次テーマ研究：グローバル・コワーキング、プロップテッ
ク講演④

「大手デベロッパーのオフィスの生産性を高めるコ・ワークス
ペース・イノベーションについて」（国際委員会委員発表による）
3. 年次テーマ研究：同上講演⑤
「これからのオフィスにおきること ～イトーキが自社オフィス
ビルづくりで考えたこと～」　
㈱イトーキ プロジェクト開発部 部長　岡田 直之氏　
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※ 併せて、イトーキ東京本社「ITOKI TOKYO XORK」視察会
を実施

都市政策委員会
日時：令和元年7月19日（金）13時00分～13時40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. 事務局より、各委員の要望案等をもとに作成した令和2年
度東京都予算等要望事項（案）を提示したところ、原案どおり
承認され、7月から8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。

管理委員会
日時：令和元年7月23日（火）15時00分～16時35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. 日本ビルメンロボット協議会より講師をお招きし、除塵型
清掃ロボの最新技術動向について説明を受けた。
2. 事務局より、林野庁で取り組んでいる木材を利用するため
の民間企業ネットワークの推進及び木材利用に関するアン
ケートについて説明した。
3. 第88回東西合同委員会（10月10日）議題について検討し、
「多様性のある働き方や来館者に対応するオフィスビルの
サービスについて」を基本に検討することとなった。
4. 事務局より、サイバーフィジカルセキュリティ対策のガイド
ライン最終版を作成したこと、フロン類抑制法が改正された
こと、9月3日に開催する耐震化推進講演会の概要について説
明した。

組織・広報活動委員会

日時：令和元年7月31日（水）12時00分～12時40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. 事務局より、連合会の80年周年事業の概要及び80周年史
の構成について説明し、講演会講師やパーティーのアトラク
ションについて、企画等の提案を依頼した。
2. 事務局より、直近2年間に開催したビルキョウサロン及びエ
グゼクティブサロンについて説明した。
3. 事務局より9月3日（火）開催予定の第12回耐震化推進キャ
ンペーン講演会の概要を説明した。

中小ビル事業委員会
日時：令和元年8月29日（木）15時00分～16時40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. 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
　事務局より、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）～同17日（土）に実施することを報告した。

総務委員会
日時：令和元年9月4日（火）14時00分～14時45分
場所：書面評決
議題：以下の通り
1. 次の会社の新規入会について審議した結果、9月9日の理事
会に上程することが承認された。
賛助会員：㈱アール・アイ・エー
   ㈱プランテック総合計画研究所

（会社名）　株式会社　アール・アイ・エー
（住　所）　東京都港区港南二丁目12番 26号
（申込者）　代表取締役　 岩永 裕人　
（事業の内容）建築の設計監理・土木の設計監理・
都市計画及び地方計画に関する企画、調査計画、
設計並びに診断
（担当者）　 総務部 室長　倉澤 宏治
（紹介者）　東京建物㈱

アール・アイ・エー
賛助会員

（会社名）　株式会社 プランテック総合計画事務所
（住　所）　東京都千代田区紀尾井町３番６号
（申込者）　会長　大江  匡　
（事業の内容）一般建築の設計管理業務・都市計画
に関するコンサルティング業務・プロジェクトマネ
ジメントに関する業務 ほか
（担当者）　 和田 直子
（紹介者）　木村實業㈱

プランテック総合計画事務所
賛助会員
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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」を適宜行っています。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。下半期（2019年 3月～8月）は次の3回を実施。

　昨今オフィスビル業界では、近年の大きな国民的潮流「働き
方改革」をサポートして、ワーカーの生産性向上に資するオ
フィスの在り方が模索されてきている。3施設においても 夫々
のかたちで実現しようとしていたものと映った。
　渋谷ソラスタでは、全フロアにテナント企業が専用利用でき
る「グリーンテラス」や屋上のテナント専用の共用ワークス
ペース「スカイテラス」「スカイラウンジ」を設置、ビル全体
で自然を感じられる魅力付けとしたほか、祈祷室やオールジェ
ンダートイレも設け、ダイバーシティにも配慮していた。
　また同社共同開発によるIoTサービスによりスマートオフィ
スを実現。ビル側標準装備で、テナントワーカーがスマート
フォンのアプリ等を使って、各階トイレ、共用ワークスペース
の混雑状況、外部環境（温度や降雨等）情報の手元確認や空

2019年度上期

ビル協施設見学会報告

日時 対象 協力
（敬称略） 参加人数 見学ポイント

(2019年)
6月12日
2回/各70分

渋谷ソラスタ
地上22階建/地下1階、
延床面積約47,000㎡
渋谷区道玄坂1-21-1
JR・東京メトロ各線
「渋谷駅」徒歩6分

東急不動産㈱
（他に共同事
業者複数あ
り）

2×40名強

東急不動産ほか地権者含む 旧4棟の共同建替え事業(同社はそのプロジェクトマ
ネージャ)。IoTを活用した多種のソフトサービスの導入やコワーキングオフィ
スの展開、優れたテナント専用の共用空間など、見どころ多彩な施設。東急不
動産様本社ビルとなる。
<内容>
・事業概要説明　4階コンファレンス内にて
・コース見学　　基準階フロア（専用部・共用部）
　　　　　　　　3Fビジネスエアポート渋谷南平台
　　　　　　　　2Fオフィスエントランス・ラウンジ
　　　　　　　　21階スカイラウンジ・テラス/　1階防災センター

7月25日
2回/各90分

イトーキ東京本社オフィ
ス
「ITOKI TOKYO XORK 
(ゾーク)」
中央区日本橋2-5-1
日本橋高島屋三井ビルデ
ィング11-13F

 ㈱イトーキ
営業推進統括
部 プロジェク
ト開発部

2×40名強

 組織の新たな価値創造と社員のウェルビーイングを実現する働き方のスタイ
ルを提案するこちらならではの魅力あるショーケース。｢いつでもどこでも誰
とでも｣による、能動的な働き方を実践し、かつ社員の心身を健全に保つWell-
Beingの概念に基づく空間品質基準を導入した、気鋭の新オフィス
<内容>
・概要説明　10Fカンファレンスにて
・本社フロア案内（専用室3層）
  　　

9月10日
2回/各60分

日比谷国際ビル
東京都千代田区内
幸町2-2-3延床面積
128,402.52 m²　地上
31階/地下5階塔屋1階
地下鉄｢内幸町｣駅　直結

三菱地所プロ
パティマネジ
メント㈱

2×35名強

延床約12.8万㎡の当ビル(竣工は1981年)は、近年 大規模コアテナントが一度
期に退去されたことを機に機能アップの効果的なリノベーションを行うことで 
短期に満室契約を 良好な条件下で達成、今もリノベーションは進行中。競争力
を高めるオフィスビルのリノベーションとして、ご案内機会希少な企画。
<内容>
〇リノベーション事業説明 
〇コース見学会　
　オフィス基準階(共用部共)一部
　新設のテナント専用ラウンジ･･･ソロワーク、喫煙室(新設/電子タバコ室あり)、
他あり。

会員制シェアオフィス
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調制御等ができる。
　ITOKI TOKYO ZORKは、Activity Based Working
（ABW）とウェルネスオフィスをチャレンジングに導入した
新本社オフィス（賃借、2018年秋移転）。前者では、想定され
るワーカーの活動を10の振舞いに分解・分類し、それぞれ活
動場面で生産性と創造性を最大限引き出すようなレイアウト
とした。ワーカーが各シーンで自律的に選択できる 多様な
ミーティングルームやワークプレイスを、代表的に見学した。
　後者については、心身の健康を保つ 国際的な空間品質基準、
WELL認証を国内オフィスで最初に認証取得（予備認証、ゴー
ルド）。厳しい認証審査をクリアするための、食事のスペース
や内容制限、空気の質、自然光採取、清潔さ（光触媒除菌）、
こころの健康（Mind）=社員参加の禅部屋が該当、などいくつ
ものポイントを丁寧に説明していただけた。
　日比谷国際ビルは、リニューアルで競争力を高めて早期満
室稼働復帰した築38年ビル。空調小割対応化や室内天井嵩あ
げ、外構刷新にも資金を投じたが、ここでもリニューアルの目
玉は 専用室を潰して造ったテナント専用ラウンジ。共用会議

室ゾーンも9月にアップ済み。ラウンジ内では、PCコンセント
完備の机が並び、電子タバコ喫煙室やプロジェクター使用個
室も見どころと映った。PM受託する三菱地所プロパティマネ
ジメント社の企画によるプロデュース。

2019年度上期ビル協施設見学会報告

イトーキオフィスのレクチャー風景 改修して天井かさあげした室内

改修・新設のテナント専用ラウンジ
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