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　新型コロナウイルス感染症の国内への蔓延を受け、4月
7日に東京を含む7都府県に緊急事態宣言が発出された。
まさに東京協会事務局が同22日開催予定の定時総会の準
備に追われている矢先だった。
　この緊急事態宣言を受け、東京協会では急遽、翌4月8
日付で「第51回定時総会会場の変更と議決権委任のお願
い」と題する文書を会員宛てに発送した。
　文書の内容は、毎年総会会場となっている日本工業倶
楽部が緊急事態宣言を受けて営業自粛・休館することと
なり、総会会場を東京協会会議室に変更することを告知。
そして、会員の健康に留意し、議案に対する議決権の行
使を委任状によるものを基本とし、総会への来場を控え
てもらうよう促す内容だった。

　これにより、22日の定時総会は、木村惠司会長（三菱
地所㈱特別顧問）、種橋牧夫副会長（東京建物㈱代表取
締役会長）、櫻井康好専務理事、坂本努常務理事、森本一
彦常務理事の役員5名と、監事である小浦公子・小浦ビル
㈱代表取締役社長、中村幸慈・㈱白楊ビルディング代表
取締役の合わせて7名が出席。委任状出席187名のもと、
令和元年度事業報告と同決算が可決承認されたほか、令
和2年度事業計画と同予算が報告された。
　また、今年度は改選期ではなかったものの、退任意向
のあった森本一彦常務理事に代わり、3月末まで丸の内熱
供給㈱の代表取締役専務執行役員を務めていた北川純氏
が新たに常務理事に就任した。（3頁参照）

　東京ビルヂング協会は4月22日午後4時30分から、東京・大手町の東京ビルヂング協会会議室で第
51回定時総会を開催した。
　今年の総会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、同月7日に政府より緊急事態宣言が発
出されたことを受け、会員の健康に留意することを大前提として、委任状による議決権の行使を基本と
し、出席人数を絞って“三密”を避ける形で行った。また、毎年多くの会員や来賓が集う総会後の懇親
パーティーについては自粛することとし、開催を取り止めた。

木村会長

コロナ禍で
出席者絞り開催
令和2年度事業計画や予算など承認

第51回 定時総会を開催

総会の様子
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東京総会特集
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〃 牧 　 貞 夫 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 相談役

〃 木 村  平 右 衛 門 木村實業株式会社 代表取締役社長

〃 森 　     　  　 　 隆 近三商事株式会社 代表取締役社長

〃 日 　 　 秀 　 行 株式会社サンケイビル 取締役相談役

〃 瀬 　 川 　 昌 　 輝 株式会社昌平不動産総合研究所 代表取締役

〃 小 野 寺 　  研 一 住友不動産株式会社 取締役会長

〃 宮 　 﨑 　 親 　 男 株式会社世界貿易センタービルディング 代表取締役社長

〃 田 　 中 　 健 　 輔 ダイビル株式会社 取締役常務執行役員

〃 大 　 谷 　 卓 　 男 株式会社テーオーシー 代表取締役社長
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〃 廣 瀬 元 夫 廣瀬ビルディング株式会社 代表取締役社長

〃 細 田 　 洋 株式会社細田協佑社 相談役
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監　事 小 浦 公 子 小浦ビル株式会社 代表取締役社長
〃 中 村 幸 慈 株式会社白揚ビルディング 代表取締役
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令和元年度事業報告
　以下に、令和元年度に行った主な活動を報告する。
　なお、詳細は東京ビルヂング協会ホームページの情報開示の
コーナーをご覧ください。
（http://www.jboma.or.jp/tokyo/release/）

政策活動
●国に対する税制改正・予算要望活動
　「令和2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った。
①�特定の事業用資産の買換え特例の延長／長期保有土地等に係る
事業用資産の買換え等の特例措置
②�市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例
措置の延長
③�既存建築物の耐震改修投資促進を目的とする税額減額の特例措
置の延長
④�国家戦略特別区域における特別償却または税額控除等の延長
⑤�浸水防止用設備に係る固定資産税の特例措置の延長
⑥�法人の土地等の譲渡益に対する追加課税制度（法人重課）の停
止期限の延長
⑦�工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置
の延長
⑧�居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための特例措置の
創設
⑨�建築物に係る多重課税の見直し
⑩�良質なまちづくりに向けて、再開発の予算の確保、エリアマネジ
メントの支援の充実
　これらにつき、「令和2年度税制改正大綱」にて、すべての税制
延長要望項目（①～⑦）及び新たな税制要望項目（⑧）が認められ
た。また、「令和2年度度政府予算案」において、予算要望項目
（⑩）が盛り込まれた。　

●都に対する予算等要望活動
　「令和2年度東京都予算等要望」について、都市政策委員会を中
心に意見を集約し、都知事、都議会各会派に対し、以下の要望を
行った。
①�東京の魅力の世界への発信に向けたエリアマネジメントに係る支
援のための総合的な仕組みの確立
　・多岐に渡る手続きの円滑化のための支援体制の充実・強化
　・道路の活用等についての更なる規制の緩和、手続きの迅速化
　・活動の立ち上げ支援と継続的活動に向けた負担の軽減
②�東京の業務中枢拠点におけるグローバルレベルの都市活動を途
絶えさせることのない防災性の向上のための施設整備に対する
助成
　（中略）

●政策課題解決のための活動
　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
交換を行ったほか、東京地下鉄㈱と都市開発に関する意見交換を
行った。
　また、ビル事業に関連する法改正等への対応として民法（債権関
係）改正法（平成29年公布）が令和2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」の改訂版（平成31年4月
発行）を作成、会員宛てに説明会を実施した。
　さらに、「オフィスビル標準賃貸借契約書（改訂版）」を公開、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。
　このほか新型肺炎の発生に対応し、「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」を改めて会員向けにホーム
ページにて周知するとともに、「中小ビルのための事業継続計画作
成マニュアル」の会員への普及に努めた。
　

調査・研究活動
●調査活動
　税制・企業経営委員会を中心に平成30年度に再編を行ったビル
実態調査について、連合会と連携して、令和元年度も引き続き実施
した。

国際交流活動
●視察研修
　連合会と連携して第112回総会（米国ソルトレイクシティ）に参
加し、各国のビル経営者と意見交換を行うとともにシアトルのビル
事情を視察した。
　中小ビル事業委員会及び国際委員会を中心として、シンガポー
ル・タイ（バンコク）の視察研修を行い、都市のめざましい開発動
向や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。

組織活動
●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、令和元年
度末の会員数は前年度末から2社増加して319社となった。
　　
●創立80周年記念事業の実施
　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する
に際し、記念講演会、記念パーティ、80年史発行等を行った。

●広報・会員サービス活動
　機関誌「BUILDING�TOKYO」を通じて、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。
　また、ホームページを通じて、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
迅速に提供したほか、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。
　さらに、会員のビル経営に資するため、講演会及びビル見学会、
「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。
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　このたび私は、2015年（平成27
年）より務めてまいりました常務理
事を2020年第51回総会にて退任さ
せていただきました。「光陰矢の如
し」の5年間でありましたが、会員の
皆様には大変なご厚誼を賜り感謝申
し上げます。
　ビルヂング協会での思い出は、
『中小ビルの経営を考える集い』に
おけるパネルディスカッションの
コーディネーター役を務めたこと、
ベトナムやロンドン研修視察に参加
したこと、オフィス改革の潮流をビ
ル見学会など協会活動を通じて体感
したこと、80周年記念行事の準備に
奔走したこと等々、ひと言で語り尽
くせるものではありませんが、皆様
とともに貴重な経験をさせていただ
いたと感じております。

　この5年間に時代は平成から令和
へと移り、ビルヂング協会は、地所
副長時代に秘書役を担当させていた
だいた高木丈太郎会長から高木茂会
長へ、そして木村惠司会長へと歴史
を積み重ねてまいりました。この間、
会員の皆様のビル事業に対する真摯
な思いを受け止め、政策要望活動や
ビル経営に資する協会活動の展開、
会員数の増強などに努めてまいりま
した。最近では、働き方の多様化等
により、新たな時代の到来を感じて
おりました。そうした中、本年になっ
て突然の新型コロナウイルス感染症
の蔓延に驚愕し、更なる変化の到来
を否応なく感じているところです。
　ビルヂング協会80周年の節目にこ
のような事態を迎えましたが、茶話
会発足からスタートした我が協会は、

この原点にあるビル事業への情熱と、
会員相互の忌憚のない繋がりの強み
を更に磨き、東京ビルヂング協会は
日本ビルヂング協会連合会の中核団
体としてビル業界を牽引し、会員の
皆様の益々の発展に寄与するものと
確信しております。
　これからも立場は変わりますが、
会員の皆様と東京ビルヂング協会の
ご繁栄に微力を尽くしてまいります
ので、ご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます

　4月22日の第51回定時総会および
理事会（書面開催）にてご承認頂き、
常務理事に就任致しました北川でご
ざいます。4月1日より当協会に勤務
しておりますが、着任早々社会全体
が新型コロナウイルス感染症対策に
備えた勤務体制になり、会員の皆さ
まに直接ご挨拶する機会が設けられ
ず、大変失礼しております。
　私こと、1986年に三菱地所㈱に入
社し、大手町地区のビル運営管理か
らスタート、広島支店で新築ビルの
立上げ、本社のビルのスタッフ部門
での企画、統括業務、有楽町地区の
ビル運営管理、大口テナント営業、
リーシング営業、等を経験した後、
2011年からは地域冷暖房事業を営む

丸の内熱供給㈱に出向しておりまし
た。ビル事業に関わるのは9年ぶりに
なりますので、早く近年のオフィス
ビル事情にキャッチアップし会員の
皆様のお役に立てるよう尽力したい
と思っております。
　入社直後に平成バブル、その後バ
ブル崩壊、不動産ファンドバブル、
リーマンショック、等々経験し、賃貸
ビル事業は経済市況やビルの需給バ
ランス、テナントニーズ、等に左右さ
れる浮き沈みの大きな業界と認識し
ておりますが、今回の新型コロナウ
イルス感染症は未曾有の問題であり
未だ出口が見えず、今後賃貸ビル市
況へ大きな影響を及ぼすことが予測
されます。
　これからのオフィスビルは、新型
コロナウイルス感染症の感染予防に
留意しつつ新しいワークスタイルに

合わせたテナント企業からのニーズ
に対応していくことが求められ、
CO2削減等の環境対策、BCP対応、
等社会からの要請には継続的に応え
ていくことが期待されると思われま
す。当協会としても会員の皆さまと
一丸となってこの難局を乗り越えた
いと考えておりますので、皆さまの
ご協力のほどよろしくお願い申し上
げ、就任のご挨拶とさせて頂きます。

森本一彦常務理事 退任挨拶

北川純常務理事 就任挨拶



　新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」）が世界的なパンデミックになってからすでに4か月が経
過しました。会員のみなさまには事務局勤務体制の縮小に伴いご不便をおかけしてまいりましたが、本稿で
はこの間の日本ビルヂング協会連合会事務局及び東京ビルヂング協会事務局（以下「ビル協事務局」）の対
応を記録にとどめたいと思います。

日本ビルヂング協会連合会　前専務理事
東京ビルヂング協会　専務理事 櫻井康好

新型コロナウイルス感染症への
ビル協会の対応について
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2月末まで～国内発生初期

　2019年11月に中国武漢で新型肺炎が確認されたが、我
が国で最初の感染者が確認されたのは1月16日でした。新
年はもちろん、中国人インバウンド観光客が大挙して日本
を訪れる1月末からの春節の時期も特段の入国規制もなく
すぎていきました。
　1月30日WHOは新型コロナを「国際的に懸念される公
衆衛生上の緊急事態」と宣言したこともあり、1月31日ビ
ル協事務局では2016年に策定した「感染症に対応した事
業継続計画（BCP）作成ガイドライン」を会員あてに周知
しました。このガイドラインは新型インフルエンザを想定
して、発生初期から国内感染期、小康期に至る段階ごとに
事業継続のためにはどのようにすればいいかをまとめたも
のですが、新型コロナにも応用することが可能と判断して
改めて会員の皆様に周知をしたものです。
　2月上旬には政府は中国での感染拡大と都市封鎖に対
応して、中国湖北省に滞在歴のある外国人の入国を拒否
するとともに武漢に滞在する日本人の帰国支援を始めま
した。一方、クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号が横浜
港に入港し、船内で感染が拡大し、世界的に注目される事
態となりました。

2月末までの事務局運営
　それでも事務局業務は平常の事態が進むことを前提に、
2月13,14日には全国のビル協の事務局長会議を開催する
など、6月の連合会総会に向けての準備も着々と進めてい
ました。
　事態が一変したのは2月下旬でした。24日に政府の専門家
会議が「これからの1～2週間が、急速な拡大に進むか、収束
できるかの瀬戸際」と指摘し、これをうけて政府の基本的対
処方針は「イベント等を主催する際には、（中略）開催の必
要性を改めて検討するよう要請する」こととなりました。
　また、この時期会員各社でも、会議やイベントへの参加
の自粛、宴会の自粛が社内的に指示されるところが続出し
ました。
　これをうけてビル協事務局では直近に予定されていた
25日の東京協会の理事会はそのまま開催しましたが、そ
れ以降の会議、ビル見学会、ビル協サロンはしばらく見合
わせることとしまた。唯一の例外は2月27日の東京協会管
理委員会です。ビル内で感染者が出た場合どうするかな
ど初期の対応をめぐって委員会会社が情報を持ちよって
意見交換を行いました。この会議では4月9日、10日に大
阪で開催が予定されていた東西合同管理・技術委員会を
中止の方向で大阪協会と相談することになりました。
　また、ビル協事務局ではこの週から時差通勤を導入す
ることとしました。
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3月から4月7日緊急事態宣言まで
～国内感染拡大期～

　3月に入って感染の中心はヨーロッパさらにはアメリカ
に拡大し、WHOは3月11日パンデミック（世界的大流
行）を宣言。国内では、選抜高校野球の中止、大相撲春場
所は無観客で開催などイベントの中止が相次ぎ、3月24日
にはついに東京オリンピック・パラリンピックの延期も決
定されました。また、今年は桜の開花が早く、3月20日か
らの3連休は東京では桜の見頃でした。この3連休は天気
もよく相当の人出があり、外出抑制が緩んでしまいました。
東京都知事は25日の記者会見で「感染爆発の重大局面で
あり週末の外出自粛を改めて要請」しました。3月27日以
降は一日の新規の感染者数（全国）が連日100名を超え、
感染が急速に拡大していることが明らかになりました。

東京協会の運営
　東京協会では、3月24日に理事会を予定していましたが、
多人数の集まる会合の実施は難しいと判断し、実開催は中
止し、書面決議にすることとしました。理事会の書面決議
は、理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、
理事会の決議があったものとみなす（定款第32条第2項）
ものです。通常は多数決で決められるわけですが、書面決
議では全員の同意が必要となるのがポイントです。3月理
事会の議案である新会員の入会、事業報告、決算につい
て審議する総務委員会、財務委員会も書面で決議（同意）
する方法としました。3月31日には理事全員の同意が得ら
れ、理事会の書面決議が成立しました。
　総会の招集は理事会の決議事項であるため、理事会の
議案では4月22日に予定されていた総会を開催するか否
かの判断が必要でした。総会の書面開催も法律上は可能

◎国内の感染者数の推移（NHK まとめ）

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
◎国内の感染者数（6月19日）	 17,759人
◎国内の死者数（6月19日）	 937人
◎世界の感染者数（6月18日）	 8,349,950人
◎世界の死者数（6月18日）　　	 448,959人
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ですが、253名の正会員全員の同意を得るには時間がか
かることが予想され、また、民間企業の株主総会の扱いで
は株主に対し書面での議決権行使を促し、総会への出席
を控えるよう働きかけている実態も参考にして、総会は小
規模で実開催することとしました。ただし、例年行われて
いる総会後の懇親パーティは200人近い人数でビュッ
フェ形式にて行うものであり、3つの密（密閉、密接、密
集）を避ける意味でも今年の開催は不可能と判断いたしま
した。総会開催通知ではできるだけ委任状の提出をお願
いしました。
　4月の緊急事態宣言後には開催を予定していた日本工業
倶楽部が休館となり、場所を大手町ビルのビル協会議室
に移して最小限の規模で4月22日に総会を開催しました。
　
連合会の運営
　今年は連合会創立80周年に当たり、東京で総会を開催
する年でした。ビル協事務局では昨年からその準備を本
格化し、東京協会に80周年事業実行委員会（委員長種橋
牧夫副会長）を設け、総会のほか、講演会、懇親パーティ、
ゴルフ会、旅行会の企画を練ってきました。2月6日には
実行委員会を開催し、それら行事内容をほぼ確定し会員
のみなさまにお知らせする段階に至りました。3月初めに
発行した機関誌「BUILDING�TOKYO3月号」には申込書
を同封し、各行事への参加募集を開始しました。
　しかし、新型コロナの感染が拡大する中で都市間の移動
の自粛が求められ、パーティ、旅行会など三密条件を満た
すようなイベントの開催が次第に難しくなってきました。
ビル協事務局内では、5月の連休明けまでに新型コロナが
終息すれば6月開催は可能であり、中止するかどうかの判
断は5月の連休前まで待った方がいいのではないかという
意見もありましたが、一方で感染は長期化することも予想
され、中止するなら会員のみなさまには早めにお知らせし
た方がいいのではないかという意見もあり、難しい判断を
迫られました。

国土交通省からビルオーナーへの
要請とビル協の対応
　3月下旬には飲食店の営業自粛が続く中、収入が激減し、
一方固定費として賃料の支払いが大きな負担になってい
るとのメディアの報道が目立つようになりました。このよ

うな情勢を受けてか、赤羽国土交通大臣は3月31日ビル事
業者はテナントに対する賃料猶予など柔軟な措置をとる
よう要請すると発言し、同趣旨の国土交通省不動産業課
長からの文書が発出されました。ビル事業者は日頃からテ
ナントとの良好な関係を築くことに努めており、オーナー
とテナントとの関係は個別性が強い民事関係であり、これ
に国が要請してくることには違和感もありましたが、強い
世論の後押しを受けての発言と理解し文書を連合会ホー
ムページに掲載し会員への周知を図りました。同時に、テ
ナントとの話し合いを進めやすくするにはテナントに対す
る公的な支援必要であるとともにビル事業者にも税制等
の支援策が必要と考え、4月3日連合会会長名で国土交通
省へ要望書を提出しました。
　また、会員のみなさまからはビル協で賃料猶予や減額
の基準は設けないのか、実態把握の調査は行っていない
のか、というご質問をいただきましたが、賃料については
テナントとビルオーナーの当事者間の協議にて、個別にそ
れぞれ判断されるものであり、一概に決められるものでも
ありません。このため、協会として体系的な調査は行って
おらず、また一律の基準を設けることも考えていないとお
答えせざるをえませんでした。

BOMA総会派遣団の募集中止
　6月末にアメリカで開かれるBOMA総会（フィラデル
フィア）およびそれに伴う都市視察（トロント）について
は3月、機関誌と同封して案内をお送りし、参加の募集を
開始しました。しかし、世界中の各国が相互の往来を制限
（渡航中止勧告）するなかで派遣の可能性は極めて少なく
なり、また、参加の申し込みもわずかであったため、3月
30日に派遣募集の中止をホームページに掲載しました。
　アメリカ国内の感染拡大を受けて4月29日にはBOMA
総会自体の開催も中止が決まりましたが、7月7日から9日
の間にウェブ上でヴァーチャル総会（セミナーおよび展示
会）が開催されることになっています。
　また、例年秋に実施している東京協会の中小ビル事業
委員会と国際委員会の海外視察も今年は中止となりまし
た。
　なお、例年3月末に訪日する韓国ビル協会（KBOMA）
も3月1日に中止の連絡が入りました。
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緊急事態宣言（4月7日）
から緊急事態宣言の延長（5月4日）まで
～感染蔓延期～

　3月30日にはタレントの志村けんさんが新型コロナで死
亡、著名人の新型コロナによる訃報は4月21日オムロン元
社長立石義雄氏（2017年京都総会では京都商工会議所会
頭としてご挨拶を賜りました）、4月23日女優岡江久美子
さん、4月24日外交評論家岡本行夫氏、と続き新型コロナ
の怖さのリアリティが増しました。
　感染の拡大を受け、政府は新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づき4月7日に7都府県（東京、埼玉、千葉、
神奈川、大阪、兵庫、福岡）に緊急事態宣言を発出しまし
た（5月4日まで）。緊急事態宣言は欧米各国で行われてい
るような罰則を伴う厳しい外出規制（いわゆるロックダウ
ン）ではないものの、不要不急の外出の自粛を強く求める
ものであり、繁華街からは人が消え去りました。また、政
府は緊急事態宣言と同時に減収世帯に30万円を支給する
などの措置を含む新型コロナ緊急経済対策（1次補正予
算）を決定しました。
　しかし、緊急事態宣言の対象にならなかった都道府県
でも独自の非常事態を宣言するところが続出し、政府は4
月16日に至って緊急事態宣言を全国に拡大しました。同
時に減収世帯に30万円を支給する案を変更し、一人一律
10万円を支給する案に補正予算を組み替える異例の措置
を取りました。補正予算の決定後、国土交通省からはビル
事業者等が活用しうる支援策についての情報提供が4月9
日と4月17日にあり、ビル協ではホームページに掲載する
ことにより周知を図りました（新型コロナに伴う経済対策

については14頁参照）。

ビル協事務局の対応
　政府の緊急事態宣言を受けて事務局では勤務体制を縮
小し、在宅勤務を導入しました。しかしながら、総会や理
事会の開催通知など書面の送付や出納業務などのために
は出勤せざるを得ず、また在宅勤務の条件が十分に整っ
ておらず事務局のIT化の遅れは今後の課題となりました。
勤務体制を縮小したことに伴い事務局への問い合わせも
原則メールでお願いすることといたしました。

連合会総会関連行事の中止決定
　政府の緊急事態宣言が発せられ、さらに収束の時期が
見通せないという状況では連合会の総会関連行事は中止
せざるを得ないという判断にいたり、4月8日に各協会事
務局にその旨を連絡し、同時に80周年実行委員会にその
旨を諮り（書面開催）、4月14日に同意を得ました。機関
誌「びるぢんぐ」4月号（3月31日発行）には東京での連合
会総会の案内を掲載しましたが、幻の開催案内になってし
まいましたこと改めてお詫び申し上げます。なお、この時
点までにすでに多数のお申し込みをいただいておりました。
事務局としても万全を期して準備を進めていたところで
あり、誠に残念な思いでした。
　また、通常連休前に開催している運営委員会（4月17
日）および連休後に開催している理事会（5月8日）も各地
から東京に参集していただくことは困難なことが明らかで
あり、どちらも書面決議による開催といたしました。
　総会については、全員の同意による書面決議とするか
規模を縮小しての実開催とするかの判断が必要でした。
連合会の場合は代議員制を採用していますので代議員の

◎連合会総会関連行事申込者数（4 月 6 日）
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総数は238名であり、過去には東日本大震災の平成23年に
書面決議を行ったことはありましたが、全員合意を得るた
めにかかる時間や他の社団法人の動向などを参考にして、
東京協会の総会と同様、規模を縮小して6月3日に実開催す
ることとしました。代議員宛の総会の開催通知では委任状
の提出、書面表決をお願いし最小限の規模での実施を目指
しました。大阪ビルディング協会および中国ビルディング
協会もそれぞれ5月28日に90周年行事、5月20日に60周年
行事を予定していましたが、中止の決定に至りました。

国政における家賃対策の議論
　テナントの賃料負担を軽減すべきという報道は4月中旬
以降ますます増加し、地方公共団体においても独自の対策
を講じる事例が続出しました。4月19日岸田文雄自民党政
調会長は家賃猶予法案の検討を表明し、野党各党も競っ
て賃料負担の対策法の検討を打ちあげました。テナントの
賃料負担はビル協会員も強い関心を有するところであり、
事務局ではその動向について情報収集に努めました。4月
28日には野党が家賃支援法案を共同で衆議院に提出し、
一方、自民党では賃料支援プロジェクトチーム（座長石原
伸晃議員）が発足し、連休明けを目途に成案をまとめると
こととされました。

緊急事態宣言の延長（5月4日）から
緊急事態宣言の終了（5月25日）まで
～感染収束期～

　5月に入って感染の拡大は先進国から新興国へと移行し、
アメリカをはじめ欧州各国では厳しい行動制限の緩和を
模索しはじめました。
　わが国では連休前になっても新型コロナの収束は見通
せず、緊急事態宣言の延長が濃厚となりました。政府は5
月4日に緊急事態宣言をそのまま全国で5月末まで延長す
ることとしましたが、緊急事態措置を実施する必要がなく
なったと認められるときは、�期間内であっても速やかに
緊急事態を解除する、としました。
　5月8日、与党賃料支援プロジェクトチームが「テナント
の事業継続のための家賃補助スキームについて」をまと
め、テナント支援の強化策が提言され、これを5月27日決
定した第2次補正予算で総額2兆242億円の家賃支援給付

金として具体化、実施することとなりました。
　5月14日政府は39県の緊急事態宣言を解除し、残るの
は北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、京都、大阪、兵庫
の8都道府県となりました。5月21日には京都、大阪、兵
庫の緊急事態宣言を解除し、さらに5月25日には残りの5
道県も解除されました。

感染拡大予防ガイドライン
　政府は5月4日の緊急事態宣言延長時に事業別に事業再
開時の感染症予防ガイドラインを作成することを推奨し、
経団連がオフィスにおけるガイドラインを作成したのをは
じめ81団体が14日ガイドラインを作成、公表しました。ビ
ル業界はガイドライン策定を国から要請される団体には
入っていませんでしたが、ビル協事務局では情報収集を
行い、「感染症に対応したBCP作成ガイドライン」をベー
スに作成に着手し、5月29日（6月15日改訂）に「ビル事
業における新型コロナウイルス感染症　感染拡大予防ガ
イドライン」をホームページに掲載し会員に周知しました
（次頁参照）。

緊急事態宣言終了後

　6月3日にはホテルオークラ曙の間で小規模に連合会総
会を開催し、一連のビル協の法人運営上必要な会議は一
段落しました。しかし緊急事態宣言が解除された後も6月
上旬の段階では国内では東京都内の新規感染者が連日10
～20人で続き、また、世界的な感染の中心は南半球に移
り、感染拡大は続いています。一方、我が国や欧米諸国で
は経済活動が徐々に再開されていますが、第2波、第3波
の感染拡大の可能性もあります。コロナ後の「新しい生活
様式」（「新しい日常」=ニューノーマル）の実践が求めら
れています。経済活動は再開されたとはいうものの、従前
の規模に戻るには時間がかかることも予想されます。ビル
業界にとっても好況が続いた市況（空室率、賃料）、さら
にはオフィスのあり方にどのような影響が出てくるか注意
深く見ていく必要があると思われます。
　ビル協の活動もまだ完全に本格化してはいませんが、
コロナ後の課題への取り組みを含め、活動を再開し、活発
化させて行きたいと考えておりますので、会員の皆様の引
き続きのご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。



ビル事業における新型コロナウイルス感染症
感染拡大予防ガイドライン

はじめに（略）

【作成の経緯は前頁参照】

基本的な考え方

（1）�オフィスビルの役割と新型コロナ
ウイルス感染症対策の留意点

　オフィスビルは日本経済を支える経済
インフラの機能を果たしており、ビル事
業者は、新型コロナウイルス感染症に対
して感染予防に留意しつつ、テナントやビ
ル利用者に対し安全で快適な環境を提供
し続ける使命を有するものと考えられる。
　このため、新型コロナウイルス感染症
対応にあたっては以下を基本とすること
が望まれる。
・�ビルを利用するテナントや来館者及び
ビル管理会社や業務委託会社を含むビ
ル運営スタッフの健康と命を守る。
・�安全・安心を確保した上で、状況に応
じて、ビル機能の一部縮小・一部休止
を伴うサービスの継続。
・�テナントとの連携による感染予防・拡
大防止の取組みの推進。

（2）�国及び経団連、関係団体の　
ガイドラインの活用

　既に、職場全体、オフィス全般、小売
業などについては、以下の通知やガイド
ラインが策定、発表されており、総括的
事項や専門的事項は、これらを活用され
たい。
❶職場全体
　厚生労働省労働基準局「職場における
新型コロナウイルス感染症への感染予防、
健康管理の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/
11302000/000630690.pdf
❷オフィス全般
　一般社団法人日本経済団体連合会「オ

フィスにおける新型コロナウイルス感染
予防対策ガイドライン」
https://www.keidanren.or.jp/policy/
2020/040_guideline1.html
❸小売業
　一般社団法人日本ショッピングセン
ター協会他「小売業の店舗における新型
コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイ
ドライン」
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_
coronavirus/attach/pdf/ncv_
guideline-31.pdf

講じるべき感染防止策

　上記のガイドライン等に加え、ビル事
業、とりわけビル賃貸業については、多
くのテナントを有し、警備会社や清掃会
社など業務委託会社と一体的に感染防止
策を実行する必要があり、ビル内に共用
部分を有することから、以下の事項に留
意することが望ましい。

（1）�テナント区画内などで感染者が
発生した場合の対応

　テナント企業自体の感染予防や感染拡
大防止に関しては、第一義的にはビル事
業者の関与する範囲外となる。しかし、
感染予防や感染拡大防止策はテナント企
業だけでは完結できない部分が多くあり、
ビル事業者に対する要求が出てくること
もある。逆にビル事業者からテナントに
一定の行動協力を求めるべき場合もある。
テナントとの間では、主にビル側とテナ
ント側の相互理解と、感染者発生時の対
応に関する以下の相互連携等が主なポイ
ントとなる。
・�ビル内（自宅待機者等を含む）感染者・
感染疑い者発生時のビル管理側への通
報と対応の相互連携
・�ビル内のテナントにおける感染者発生
時のその他のテナントとの連絡と対応

の相互連携
・�ビル内の感染予防策励行に関する掲示
物に関する案内
・�ビルの休止業務等に関する説明
・�ビルの共用部分の一部閉鎖等利用に関
する連絡
・�ビル管理側スタッフの欠勤増大等によ
るサービスレベル低下に関する連絡
　感染者・感染疑い者対応、感染拡大防
止措置とビル内での周知については、以
下のとおりである。
❶感染疑い者対応
　ビル共用部で新型コロナウイルス感染
症の症状を呈した感染疑い者が発生した
場合、以下の対応を行なう。テナント区
画側で発症した場合、感染疑い者の対応
は基本的にテナント側での対応となるが、
ビルとしても必要な対応を行う。
・�感染疑い者を速やかにテナントにおい
て別室（個室など他人との接触が少な
い場所）に隔離する。　　
・�対応するビル側担当者は、感染予防の
ため予め定めた感染予防の措置を施し
た上で感染疑い者の対応を行なう。
・�感染拡大防止のため感染疑い者には直
ちにマスクを着用してもらう。感染疑
い者がマスクを持っていない場合、ビ
ル側で提供することも検討しておく。
・�地元保健所若しくは自治体の相談窓口
（帰国者・接触者相談センター、コール
センター、など）の定める手順に基づき、
感染疑い者本人が連絡を行い、その指
示を受ける。
・�感染疑い者のビル内での行動履歴及び
移動経路履歴（出入り口・トイレ・エレ
ベータ・訪問したテナントなど）を把握
する。
・�濃厚接触者が判明した場合には、自宅
待機を命じるなど他者との接触を避け
様子を観察する。
・�行政側の指示に従い、対応を行う。ま
た感染疑い者には、行政側の指示内容
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を伝え、それに従った対応を依頼する。
・�感染疑い者が重篤でない限り、指定さ
れた医療機関の行き先などを案内し、
独自に受診してもらうことを基本とす
る。但し、重篤な場合は自治体への連
絡の際その旨を通知し、救急車などの
手配を依頼する。

❷感染拡大防止措置とビル内での周知
　感染疑い者が行政側の指示に従ってビ
ルを去った後、感染拡大防止のため、以
下の対応を行なう。また、テナント側の
区画で感染疑い者が発生した場合、感染
疑い者の対応についてはテナント側の対
応が原則と考えられるが、感染拡大防止
措置と周知については、共通的に実施す
ることが大切である。
・�感染疑い者の行動履歴に基づきビル内
共用部（手すり、ドアノブ、エレベー
ター内押しボタン、共用部に設置の什
器など）の清掃・消毒を行う。
・�テナント区画内で感染疑い者が発生し
た場合、テナント側に必要な情報の提
供を要請する。また、テナント区画内の
清掃・消毒作業はテナント側で実施が
可能か検討する。
・�吐瀉物などの措置については、予め対
応手順（対応者の感染予防措置、吐瀉
物の清掃・消毒手順、廃棄方法など）を
定め、その手順で行う。
・�ビル内テナントに対し、ビル内で感染
者が発生した事実と感染拡大防止のた
め必要な措置が完了した旨周知する。
・�周知に当ってはテナント名、個人名な
ど風評リスクにつながる情報開示に充
分留意し、基本的に感染発生の事実と
必要な清掃・消毒を完了し安心してビ
ルを利用できる状況であることを案内
する。（テナントが発表する場合には、
テナントと調整のうえ、発表内容を検
討する。）

�（2）建物共用部管理
❶�建物共用部には不特定多数の来館者が
訪れることから、建物規模・立地条件
やその地域の感染拡大の状況などに応
じた対策を実施し、「三つの密」を避
け、感染拡大のリスクを下げることが
重要である。具体的には、基本的な感

染防止対策である、ⅰ）身体的距離の
確保（できる限り2メートルを目安に
（最低1m）を確保するよう努める。）、
ⅱ）マスクの着用、ⅲ）手洗い・手指消
毒について、来館者にも周知する取組
などを行う必要がある。（図1「「新し
い生活様式」の実践例」参照。）
❷�ビルの機能維持のためには、1）ビル事
業者、2）テナント、3）ビル管理会社、
4）業務委託会社、5）ビル運営スタッ
フ、6）配送流通関係会社、7）工事関
係者、といった多くの関係者が関わっ
ている。共用部の箇所ごとに、これら
関係者と連携し、次の点に留意した対
策を講じることが考えられる。

（共用部共通）
�・�感染防止のための来館者を整理する。
（テナント宛に時差出勤、昼食時間の分
散を依頼するなど、密にならないよう
に対応。発熱またはその他の新型コロ
ナウイルス感染症の症状を呈している
者の入館を控えるよう告知する、など）

�・�ビルエントランス及び施設入口にアル
コール消毒液など手指の消毒設備を設
置する。

�・�マスクを着用する。（ビル運営スタッフ、
テナント従業員、来館者に対する周知）

�・�高頻度接触部位を消毒する。（手すり、
ドアノブ、エレベーター内押しボタン、
共用部に設置の什器など）
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図 1　「新しい生活様式」の実践例



�・�エレベーターの利用にあたって、他の
利用者との適切な距離を保つなどの感
染対策を周知する。

�・�テナントの緊急連絡先を確認する。
（万が一感染が発生した場合に備え、
個人情報の取扱に十分注意しながら、
緊急連絡先の名簿を適正に管理する）

（ロビー、待合スペース）
�・�テーブル、椅子など什器を設置する場合
は、間隔を置いたスペースつくりを工夫
する。（できる限り2メートルを目安に
（最低1m）を確保するよう努める。）
�・�対面での会話や飲食を回避するよう周
知する。

�・�設置した什器の消毒を定期的に行う。
（トイレ）
�・�不特定多数が接触する場所（便座、ド
アノブ、床など）は、清拭消毒を行う。

�・�トイレに蓋がある場合はトイレの蓋を
閉めて汚物を流すよう表示する。

�・�ハンドドライヤーは止め、共通のタオ
ルは禁止する。

�・�ペーパータオルを設置するか、個人用
のタオルの利用を促す。

�・�正しい手洗い手順を周知する。（図2

厚生労働省「手洗いポスター」参照）
�・�清掃者は必ずマスクと手袋を着用し、
可能であれば換気しながら清掃を行う。

（喫煙スペース、休憩スペース）
�・�一度に喫煙、休憩する人数を減らし、
対面で食事や会話をしないよう周知す
る。（できる限り2メートルを目安に
（最低1m）を確保するよう努める。）
�・�常時換気することに努める。
�・�共有する什器（テーブル、いす等）は、
定期的に消毒する。

�・�入退室の前後に手洗いや手指の消毒を
促す。

�・�感染拡大等状況に応じてこれらの共用
スペースを使用中止とする。

（その他）
�・�ごみの廃棄や清掃については、業務委
託会社に各ビルの方針を説明し、業務
委託会社での感染予防策を確認のうえ、
感染拡大防止に留意して実施する。

�・�準備すべき感染予防具については【感
染症に対応した事業継続計画（BCP）
作成ガイドライン】の49～58ページ
の「感染予防具の選別基準と用品別の
詳細」を参照されたい。

（3）業務委託会社との関係
　ビル管理会社、清掃会社や警備会社
などの業務委託会社と連携し、本感染防
止策の周知、共有に取り組むことが重要
となる。ただし、ビル管理会社や業務委
託会社の社員については、服務規程など
が異なることから同じ対応を求めること
が困難な状況も想定される。ビル管理会
社や業務委託会社に対しては、各ビルの
方針について理解を求め、できるだけ同
様の方針で対応するよう要請する必要が
ある。

（4）熱中症予防行動
　今夏は、例年以上に熱中症に気をつけ
ることが重要であることから、環境省と
厚生労働省より示された「「新しい生活
様式」における熱中症予防行動のポイン
ト」を踏まえ、熱中症予防に留意するこ
とが望まれる（図３「令和２年度の熱中
症予防行動」参照。）。

　これらは、現時点の知見に基づいて策
定したものであり、今後、変更がありう
るものである。

ビル事業における新型コロナウイルス感染症
感染拡大予防ガイドライン
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図 2　厚生労働省「手洗いポスター」 図 3　令和２年度の熱中症予防行動



連合会、ビル賃貸事業者
向け支援を要望

　政府が緊急事態宣言を発出する1週間前。
ビル業界に動揺が拡がった。
令和元年度が終わる3月31日、赤羽一嘉・
　国土交通大臣が閣議後の記者会見で、ビ
ル事業者に対し、「テナントに対する賃料
の支払い猶予に応じるなど、柔軟な措置を
講じるよう要請する」と発言。同日付で、
国交省より日本ビルヂング協会連合会合を
はじめとする不動産業界団体に要請文書が
発出された。
　あまりにも唐突で、ビル事業者に一方的
に負担を強いる内容であったため、連合会
では、連合会会長名で「テナントに対する
公的支援とともに、ビル事業者にも税制等
の支援策が不可欠」とする要望書を国交省
に提出するなどの対応を図った。
　こうした要望活動の甲斐もあって、緊急
事態宣言の発出とともに4月7日に発表さ
れた「新型コロナウイルス感染症緊急経済
対策」、4月30日に成立した令和元年度第
一次補正予算では、テナント企業に対して
だけでなく、ビル賃貸事業者に対する支援
策が反映されることとなった。

ビル賃貸事業者向けに
各種支援策を盛り込まれる

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」の公表後、国土交通省では賃貸事業者
が活用可能な支援策をとりまとめ、不動産
関連業界団体に通知。これを受け、連合会
では4月9日付、同17日付の2回にわたり、
ホームページに支援策の詳細を掲載した。
　さらに、4月末に補正予算が成立したこ
とを受け、国土交通省ではビル賃貸事業者
向けの支援策を分かりやすく整理し、「ビ

ル賃貸事業者の皆様へ～新型コロナウイル
ス感染症に係る支援策」にまとめた。連合
会では、この支援策を5月7日付でホーム
ページにアップし、全国の会員へ周知を
図った。
　「ビル賃貸事業者の皆様へ～新型コロナ
ウイルス感染症に係る支援策」の柱は、以
下の6項目からなる。
1.  減免したテナントの賃料は損金として計

上することが可能です
　法人・個人が行った賃料の減額が、次の
条件を満たす場合には、その減額した分に
ついて、寄付金に該当せず、税務上の損金
として計上することが可能。
・�取引先において、新型コロナウイルス感
染症により収入が減少し、事業継続が困
難になったこと、又は困難となる恐れが
明らかであること
・�実施する賃料の減額が、取引先等の復旧
支援（営業継続や雇用確保など）を目的
としたもので、そのことが書面などによ
り確認できること

（参照先）
国土交通省HP_新型コロナウイルス感染症
対策について
https://www.mlit.go.jp/common/
001342992.pdf
国税庁_『国税における新型コロナウイル

ス感染症拡大防止への対応と申告や納税
などの当面の税務上の取扱いに関する
FAQ』
https://www.nta.go.jp/taxes/
shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

2. �国税・地方税・社会保険料が、原則とし
て1年間納税猶予されます

　新型コロナウイルス感染症により国税・
地方税・社会保険料を納付することが困難
な場合、個人・法人の別、規模を問わず、
申請することにより、原則として1年間。納
税が猶予される。
　また、令和2年2月1日から令和3年1月31
日までに納付期限が到来する税・社会保険
料については、新型コロナウイルス感染症
の影響により、令和2年2月以降の任意の期
間（1カ月以上）において、事業収入が前年
同期に比べて概ね20%以上減少している
場合かつ、一時に納付することが困難と認
められた時は、無担保・延滞税（延滞金）
なく、1年納税が猶予することができる。
（参照先）
経済産業省新型コロナ感染症関連HP_『支
援パンフレット』
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/
pamphlet.pdf

3.  固定資産税・都市計画税が減免されます
　新型コロナウイルス感染症の影響による
事業収入等が相当の減少が合った場合、中
小事業者等が所有し、事業の用に供する家
屋（建物）および償却資産（設備等）の令
和3年度の固定資産税および都市計画税が、
事業収入の減少幅によってゼロ又は1／2
となる。
　具体的には、令和2年2月～10月までの
任意の連続する3カ月の事業収入が対前年
で減少幅が50%以上でゼロ（免除）、30%
以上50%未満の減少幅で1／2に減免さ
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新型コロナウイルス感染症を巡る経済対策新型コロナウイルス感染症を巡る経済対策
　今年1月16日、日本で初の感染者が確認されて以降、日本の社会経済に甚大な影響を与えている新型コロナウイルス感染症。
　WHO（世界保健機関）が3月11日にパンデミック（世界的大流行）を宣言し、日本では4月7日に「緊急事態宣言」が7都道府県
（東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡）に発出され、同16日には緊急事態宣言の対象地域が47都道府県へと拡大していった。
　これに伴い、不要不急の外出の自粛、施設や店舗の休業、イベントの中止などが要請され、企業の事業活動は大きく制限されること
となった。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた産業界を支援する対策として、4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策～国
民の命と生活を守り抜き、経済再生へ～」がとりまとめられ、4月30日に令和2年度第一次補正予算が成立。そして5月27日には同第2
次補正予算案が閣議決定され、6月12日に成立した。
　本号では、政府による一連の対策を紹介する。
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れる。
（参照先）
経済産業省新型コロナ感染症関連HP_『支
援パンフレット』（P63）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/
pamphlet.pdf

4.  返済猶予等について、金融機関にご相
談ください

　金融庁より金融機関に対し、賃貸事業者
を含む事業者が有するローンにつ　いて、
返済猶予等の条件変更等に迅速かつ柔軟
に対応するよう要請しています。資金繰り
支援については、取引先金融機関へ積極的
にご相談ください。
（参照先）
『新型コロナウイルス感染症の影響による
資金繰りやローンの返済等でお�困りの方
へ』
https://www.fsa.go.jp/ordinary/
coronavirus202001/06.pdf
『新型コロナウイルス感染症を踏まえた金
融機関の対応事例』
https://www.fsa.go.jp/news/r1/
ginkou/20200327/01.pdf

5.  最大200万円の持続化給付金が創設さ
れました

　新型コロナウイルス感染症拡大により、
とくに大きな影響を受けている中　小法人
等・個人事業者等に対して、事業全般に使
える給付金を支給します。
（参照先）
「持続化給付金」事務局HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

6.  セーフティネット保証制度の対象になり
ます

　信用保証協会の「セーフティネット保証
制度」において、直近の売上高が前年同月
日5%以上減少した場合に、一般枠と別枠
で借入債務の80%を保証する「セーフティ
ネット保証5号」の対象業種に『貸事務所
業』等が追加されました。
（参照先）
経済産業省新型コロナ感染症関連HP_『支
援パンフレット』（P7）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/
pamphlet.pdf

第2次補正予算で家賃支援
給付金の創設など

　新型コロナウイルス感染症の影響で休業
要請等を受けた事業者、とくに中小事業者
は厳しい経営を強いられている。
　政府は第1次補正予算成立後すぐに令和
2年度第2次補正予算案の編成に動き、5月
27日の閣議決定を受け、6月上旬に国会へ
上程した。
　第2次補正予算案は、「雇用調整助成金
の拡充等」、売上げが減少した中小・小規
模事業者への「家賃支援給付金の創設」や
「医療提供体制等の強化」などが柱。この
うち、ビル業界に大きく関わるのが「家賃
支援給付金の創設」。
　「家賃支援給付金」は、新型コロナウイ
ルス感染症に伴って売上げの減少に直面す
る事業者の事業継続を図るため、地代・家
賃負担を軽減することを目的として、テナ
ント事業者に対して給付金を支給するとい
うもの。案の段階だが、予算額として2兆

242億円を手当てしている。
　制度の仕組みをみると、対象はテナント
入居する中堅・中小企業、小規模事業者、
個人事業主など。売上げが今年5月から12
月のいずれかの月で前年同月比半減（50%
減）以上、もしくは3ヵ合計で同30%減以
上の場合、賃料の一定割合の6か月分を補
助するもので、給付額は申請時の直近の支
払賃料（月額）に基づいて算出し、月額の6
倍（6カ月分）を支給する。
　法人の場合、1か月分の給付の上限額は
100万円。給付率は支払家賃（月額）75万
円までの部分が2/3給付、75万円を超える
部分が1/3給付になるため、支払家賃（月
額）225万円で上限給付額100万円となる
計算。6カ月分では600万円が給付の限度
額となる。
　また、個人事業者の場合、1か月分の給
付の上限額は50万円。給付率は支払家賃
（月額）37.5万円までの部分が2/3給付、
37.5万円を超える部分が1/3給付となるた
め、支払家賃（月額）112.5万円で上限の
給付額（月額）50万円となる。6ヵ月分で
は最大300万円の給付額。
　申請の要項は、今後詰めていくことにな
るが、売上台帳など前年同月との売上げが
比較できる資料、直近の支払賃料がわかる
資料等が求められると思われる。今国会で
成立後、6月下旬から申請を開始し、支給
は7月以降となる見込み。
　なお、本号発行後、「家賃支援給付金」
の詳細は協会ホームページ等でお知らせす
る予定で、東京ビルヂング協会ではこれか
らも日本ビルヂング協会連合会と協力しな
がら、新型コロナウイルス感染症関連の情
報を発信していく。




