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日々の体調確認と体調が
悪い人が安心して職場を 
休めるように

　職場の中での対策として最も重要と
筆者が考えているのは、日々の体調確
認と、体調が悪い場合には職場を安心
して休める体制作りである。
　日々の体調確認については、だんだ
ん重要性が忘れられて、きちんと確認
されていないこともある。アプリなどを
用いた取り組みもされているが、アプリ
もだれかが入力されたデータを確認し
なければ必要な介入にはつながらない。
また、「体調が悪い」という定義にも要
注意である。新型コロナウイルスの感
染者の症状は、発熱、咳、咽頭痛である
が様々である。「発熱がないから大丈
夫」という訳ではなく、咳や咽頭痛、そ
して特異的な症状と言われる味覚障害、
嗅覚障害がある場合を考慮する必要が
ある。さらには、下痢も2割程度に見ら
れる症状である。
　新型コロナウイルスに感染していた
場合には、発症の初期とその直前に感
染性があることから、症状が少しでた
らその段階で休むことが求められる。し
かしながら、仕事の関係から翌日には

休めないことも多いし、風邪かもしれな
いし悩ましい限りである。また、周りか
らもわからないことが多い。そうした体
調の時は、人と合わずに仕事をする、飲
み会や食事に参加しない、マスクを外
さないといった形で、容認するかは企
業次第である。また、もちろん普段から
お互いに仕事を支えられるようにして
おく必要がある。今後、花粉症の季節
となりくしゃみがでて白い目で見られる
こともあるかもしれないが、くしゃみだ
けというなら、それは新型コロナの感染
症状の典型的なものではない。

感染拡大リスクの
高いところへの介入を 

　特に、企業内で、食事をする場面、話
をする場面、集う場面を特定して対応
をしたい。ランチはどういう場所で食事
をしているのか。自分の部屋の机なの
か、それとも、机で食べられないので、
休憩室なのか。食事をしているだけな
ら感染が拡大するわけではない。しば
らくは黙って食事をする、つまり味に集
中するというのをおすすめしたい。
　図1に職場の感染リスクの高い場面に
関するポスターを示した。こうした感染
リスクの高い場所をできるだけ減らす

ように心がけることは感染を広げない
ためにも重要である。懇親会などの場
面はどうしても感染拡大リスクが高い。
様々な対策がなされているが、感染性
のある人が1人いて、4人でお酒を飲ん
で楽しく話してとなると、その周りの人
は環境面での対策をしてもかなりの感
染の可能性がある。ついたてをしたり、
距離をあけたり、換気をしたりというリ
スクを下げることは多少なりともでき
るかもしれない。地域で感染者がそれ
ほどでもなければ感染性のある人の可
能性も下がり、飲み会も感染リスクは
少なくできるかもしれない。
　また、感染拡大している際に、会食に
ついてどう企業から従業員に控えるな
どのお願いを発信するのか。自治体の
発信だけに頼らず企業を守るための方
策を考えたい。しかし、メリハリは必要
であり、納得感がなければ次第にモラ
ルハザードにつながる。モラルハザード
が起こるような対策の呼びかけはする
べきでない。

感染対策については
指導や要請から対話へ

　継続して行う感染対策については
「なぜその対策が必要か」ということに

　新型コロナウイルスの感染が確認され、その後世界中に広がるパンデミックとなり、日本でもすでに約
40万人の感染者が確認された。すでに1年以上に渡って様々な対策がなされてきた。
　職場によっては感染者やクラスターの対応なども行って、経験値も高まってきた。本稿では、これまでの
対策でわかったことで、ぜひすべての職場で行いたいこと、そして、ビル業界の皆様に向けた今後考えてお
きたいことをご紹介したい。

1

2

3

2 BUILDING TOKYO ─ MARCH.2021.

国際医療福祉大学 医学部公衆衛生学 教授　和田 耕治氏

新型コロナ対策でわかったこと、
そしてこれからに向けて

ついて理解がえられているか確認が必
要である。現場に納得感がなければ、
次第に実施されなくなっている対策も
あるかもしれない。
　特にその例としてあがるのは、環境
の消毒である。接触感染予防の一つで
あるが、労力やコストがかかるだけでな
く、目に見える効果が見えずらい。また、
全国的に展開している企業であれば東
京でルールを作り、地方でも実践して
いるが、感染が落ち着いている地域で
あれば過剰な対応ともなりえる。地域
での流行状況に応じて対策を強弱する
ようなことも必要である。

　1年実施してみてどうか、今後も継続
するのかどうかを労働者とも対話をし
てみるとよいであろう。
　また、職場で感染拡大（クラスター）
が発生した際に「ここまでやっていた」
ということを示すことができるようにと、
過剰な対応になっていることがある。し
かし、基本となる対策は、前述の体調の
悪い人が休めているとか、基本的な感
染対策ができているかである。不必要
な消毒作業などをしていても、そうした
言い訳にはならない。
　新型コロナウイルスの主な感染経路
は人の飛沫を介した飛沫感染であり、

接触感染はないわけではないが頻度と
しては少ない。手洗いは必要であるが、
環境の新型コロナウイルス対策として
の消毒はあまり必要ないとも私は考え
ている。

できるだけの前向きな
メッセージを込めたい

　感染対策は体調の悪い人が休めるよ
うにするといったように、ある意味では
「感染させる可能性のある人を職場に
入れない」という意味にもとれる。しか
し、そのまま感染対策としての目的を
伝えるとなんともギスギスしている。一
方で、「具合の悪い場合には安心して
休んでください」の方が気遣いを感じ
る。このように感染対策は表現の工夫
によって、いや工夫しないと逆に「分
断」を招くことになる。
　すでに1年の間に不自由な状況が続き、
そして会社によっては業績に大きな影
響を受け、ポジティブになりづらいとこ
ろがある。希望退職を募ったり、管理職
の手当が減らされたり、賞与がもらえ
ないかもしれないといったことも報道
されている通りである。しかしながら、
社長や管理職はこうしたときこそ少し
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図1　感染リスクの高い７つの場面
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でも前向きなメッセージを出すことを
心がけたい。

職場での新型コロナ対策
の目標を再定義する

　新型コロナの感染リスクをゼロとい
うことは達成しえない。そのため今後に

おいて職員の感染者をゼロにするとい
うことは目標とならない。今後の感染
対策の中長期の目標は次の3つであろう
と考える。
　1.  感染した人がいたとしても社内で

感染が広がりにくい環境作りの推
進

　2.  感染した場合に重症化するリスク
の高い人を守る

　3.  感染した人が安心して職場復帰で
きる

　感染者がいても社内で感染が広がり
にくい環境作りの推進は、最初に紹介
した具合の悪い人が来ない以外にも次
の項で示す感染リスクの高い場所を制
御していくことになる。また重症化リス
クの高い人としては、癌の治療を現在
も受けているような方や、糖尿病がひ
どい方、妊婦、または65歳以上のよう
な方々が対象であり、感染リスクの高
い仕事をしている場合には配慮をする
必要がある。そして、仮に感染したとし
ても、安心して職場に復帰できるように
したい。そうしないと、報告や相談もで
きなくなり、感染が広がるということに
つながる。

ビルの業界の方に
お伝えしたいこと

　ここまでは、職場での対策を紹介し
てきたが、ここからは事業にも関連した
ことついて紹介をする。
　ビルには、オフィスもあったり、飲食
店もあったりする。感染リスクの高い場
所は、話したり、食べたり、集う場所で
ある。都市を中心に、そうした場所は緊
急事態宣言によって大きな影響を受け
ている。
　ビルの中の事業者とは、今後は対話
をしながら、対策を改善、維持する必要
がある。できれば、近隣の地域とも連

携したい。ビルに関わる人がよく行く飲
食店などあればそうした人も巻き込ん
で感染が広がりにくい地域というもの
が目指せないか。
　また、ビル内で感染者が出たという
場合には、ビルの指定業者による高額
な消毒作業をテナントに命じることが
あるが、それはやり過ぎのことも多い。
本当に必要かいま一度考えていただき
たい。
　また、中長期に起こりえる様々なこと
を想定して備えをする必要もある。企
業の業績の低迷や不安定な状況が続い
ており、仕事量の増加または減少など
があり得る。今後の経済状況によって
は、雇用にまでさらに影響をする可能
性もあり得る。
　こうした状況において様々な場で社
会の分断が起こりえる。しかし、前向き
なエネルギーを自ら作り、関係者と共
有してこの難局をともに乗り越えたい。

おわりに

　筆者は、最近、地方創生と、都市の不
動産のコロナの影響についての議論に
参加することがあった。いずれの場所
でも申し上げたのは、「ピンチをチャン
スに」である。地方創生は東京一極集
中から地方へと人が動き、人口減少し
ている地域においての解決策となる。
都市においては、この状況でも、都市は
人を引きつけるマグネットとして、新た
な価値を創造する機会である。
　また、第4波や3回目の緊急事態宣言
はある、と想定しつつ、準備をして影響
は最小限にしていきたい。
　なお、細かい企業での対応について
は拙著の企業のための新型コロナウイ
ルス対策マニュアル東洋経済新報社を
参照いただきたい。
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国土交通省　不動産・建設経済局　不動産業課

押印を求める手続きの見直しのための
宅地建物取引業法施行規則等の改正について
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1. 背景
　新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受け、可能な限り人と人との接触
を避けるために、テレワークやリモート
ワークといった働き方が浸透するなど
の環境変化が生じる中で、各種手続に
おける押印規制等の見直しの必要性が
高まっていました。規制改革実施計画
（令和2年7月17日閣議決定）において
も、行政手続における抜本的な見直し
のため、各府省において、恒久的な制
度的対応として年内に必要な検討を行
い、法令等の改正を行うこととされて
います。
　これを踏まえ、国土交通省において
も、行政庁に提出する申請書等の様式
への押印について見直しを行い、押印
を求める手続の見直し等のための国土
交通省関係省令の一部を改正する省令
（令和2年国土交通省令第98号）等を
制定し、国民や事業者から行政庁に提
出すべき書類の様式から押印欄を廃止
する等の改正が行われ、宅地建物取引
業者が行政庁に提出する申請書等につ
いても改正が行われたところです。
　なお、宅地建物取引業関係以外の法
令に基づく手続につきましても、政府と
して、「どうしても残さなければならな
い手続を除き、速やかに押印を見直す」
という考え方の下、押印の見直しを強
力に推進した結果、民間から行政への
手続の99%において廃止又は廃止の方
向となりました。

2. 改正の概要
　宅地建物取引業法施行規則（昭和32
年建設省令第12号）等では、宅地建物
取引業の免許申請にあたり行政庁に提
出する申請書等についてその様式を定
めています。今般の改正により、これら
の様式から押印欄が廃止されました。
具体的には、
　・ 免許申請書（別記様式第1号）
　・ 宅地建物取引業者免許証書換え交

付申請書（別記様式第3号の2）
　・ 宅地建物取引業者名簿登載事項変

更届出書（別記様式第3号の4）
　・ 廃業等届出書（別記様式第3号の5）
　・ 登録申請書（別記様式第5号）
　・ 宅地建物取引士資格登録簿変更登

録申請書（別記様式第7号）
　・ 宅地建物取引士証交付申請書（別

記様式第7号の2の2）
　・ 宅地建物取引士証書換え交付申請

書（別記様式第7号の4）
等において、押印欄が廃止されていま
す。また、宅地建物取引業法（昭和27
年法律第176号）に係る告示・通達等に
基づく行政への申請・届出等の手続に
ついても、押印の見直しを行うこととし
ています。
　押印を求める手続の見直し等のため
の国土交通省関係省令の一部を改正す
る省令は、令和2年12月23日に公布さ
れ、令和3年1月1日より施行されていま
す。
　なお、当面の間は、改正前の様式を

使用することができるとされており、改
正前の様式を使用する場合についても、
改正後の新様式において押印欄が廃止
されたものについては押印を省略する
ことが可能です。

3.  不動産取引のオンライン化
に向けた取組

　今般の押印の見直しは、行政手続に
おける国民の負担を軽減し、国民の利
便性を図ることともに、デジタル社会
の実現のための取組みの一環とされて
います。
　デジタル社会の実現に向け、国土交
通省では、ITを活用した重要事項説明
等の社会実験を実施するなど、不動産
取引のオンライン化のための取組みも
行っています。今後は、重要事項説明時
に交付する書面の電子化等のため、政
府において「デジタル社会の形成を図
るための関係法律の整備に関する法律
案（仮称）」を現在開会中の通常国会に
提出し、宅地建物取引業法の関連規定
についても改正措置を講じることとし
ています。
　国土交通省では、今般の行政手続に
おける押印廃止により、申請者等の利
便性が損なわれないよう、引き続き適
切な対応を図っていくとともに、デジタ
ル化社会の実現に向けた取組みを進め
ていきます。
※ 本改正告示の詳細は日本ビルヂング協会連

合会ホームページに掲載しております。



でも前向きなメッセージを出すことを
心がけたい。

職場での新型コロナ対策
の目標を再定義する
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おいて職員の感染者をゼロにするとい
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　これを踏まえ、国土交通省において
も、行政庁に提出する申請書等の様式
への押印について見直しを行い、押印
を求める手続の見直し等のための国土
交通省関係省令の一部を改正する省令
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―金融拠点機能のさらなる拡充と
　丸の内エリアの新たな賑わい創出へ―

旧建物の歴史に配慮しながら
開発を推進

　『（仮称）丸の内1－3計画』の街区（千代田区丸の内一丁目
3番1号、3号、4号）は、東側の丸の内仲通り、西側の日比谷通
り、南側の丸の内1st通り、北側の永代通り（一部）に囲まれた
1万1,237㎡におよぶ広大な面積を有しています。
　従前は、日比谷通りと丸の内1st通りの角に面した街区南西
に「東京銀行協会ビル」、その北側に「銀行会館」が建ち、街
区東側の丸の内仲通りに「みずほ銀行前本店ビル」が立地し

ていました。
　「みずほ銀行前本店ビル」は、建築家・村野東吾の設計によ
り1974年（昭和49年）に竣工。また、「東京銀行協会ビル」
も歴史的建造物であった旧東京銀行集会所を1993年（平成5
年）に建て替えた建物でした。
　『（仮称）丸の内1－3計画』では、これら旧建物の歴史に配
慮しながら、みずほフィナンシャルグループと全国銀行協会、
三菱地所の3者共同で、日本を代表するビジネスエリアである

丸の内における“国
際金融拠点機能の
さらなる拡充と新た
な賑わいの創出”を
コンセプトに開発を
進めました。
　みずほフィナン
シャルグループと全
国銀行協会がそれ
ぞれの拠点機能を
再整備し、三菱地所
がルーフトップレス
トランや大型エン
ターテイメントプレ
イスをはじめとする
商業ゾーンやプライ

「みずほ丸の内タワー・銀行会館・
  丸の内テラス」竣工

 千代田区丸の内一丁目に都心の新たなランドマークとなる「みずほ丸の
内タワー・銀行会館・丸の内テラス」が昨年9月30日に竣工した。株式会
社みずほフィナンシャルグループ、一般社団法人全国銀行協会、三菱地
所株式会社の3者共同事業『（仮称）丸の内1－3計画』として、みずほ銀
行前本店ビル、銀行会館、東京銀行協会ビルの3棟一体建て替えによって
誕生したもの。
　都心の丸の内エリアに誕生した「みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の
内テラス」の概要や特徴、その魅力などを本誌で紹介する。 日比谷通りから望む「みずほ丸の内タワー」

（奥）と「銀行会館」（手前）

東京銀行協会ビルの外観みずほ銀行前本店ビルの外観

「みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス」竣工
―金融拠点機能のさらなる拡充と丸の内エリアの新たな賑わい創出へ―
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ベートクラブを導入した複合施設を整備することとなり、
2016年10月にみずほ銀行前本店ビル、同12月に銀行会館、
翌2017年1月に東京銀行協会ビルと順次解体工事に着手して
いきました。

大丸有まちづくりガイドラインに
沿った街並み演出

　新築工事は2018年1月からスタートし、街区南側に地下4階、
地上29階、塔屋2階建て（高さ約149.7m）で延床面積約16万
348㎡の（仮称）タワー棟、街区北側に地下4階、地上10階建
て（高さ約56.65m）で延床面積約2万530㎡の（仮称）ア
ネックス棟を整備しました。
　（仮称）タワー棟は、丸の内仲通り側が「みずほ丸の内タ
ワー」、日比谷通り側が「銀行会館」。また、（仮称）アネック
ス棟が「丸の内テラス」となっています。
　開発にあたり、本計画の街区が『大手町・丸の内・有楽町地
区まちづくりガイドライン』において、旧建築基準法の高さ制
限値である31mラインを意識した建物デザインとすることで
統一感のある街並み形成を目指すエリアと定められているこ

とから、日比谷通り側では31mのラインで高層部を30mセッ
トバックし、皇居からのすり鉢状のスカイラインを創出してい
ます。また、丸の内仲通り側では、快適な歩行者空間を形成す
るため、建物の壁面をセットバックし、沿道におけるサイネー
ジ等による情報発信、アート等の設置を行い、賑わいの創出に
寄与しています。
　さらに、夜間のライトアップ計画について、（仮称）タワー
棟と（仮称）アネックス棟ともに31mラインに照明を設置し、
周辺ビルとの調和を図っています。
　外観デザインは、両棟ともガラスと落ち着きのある濃色の
アルミカーテンウォールを基調に、日射遮蔽効果のある縦フィ
ンと横ルーバーの外装となっています。銀行会館は旧銀行会
館の特徴あるバルコニー形状を踏襲し、水平ラインを強調し
たデザインとなっています。

みずほフィナンシャルグループの
本部機能を集約

　「みずほ丸の内タワー」は、みずほフィナンシャルグループ
がグループ一体でのビジネス推進体制を強化するため、グ
ループの本部機能を集約する受け皿として整備されたオフィ
スビルです。同グループでは“社員一人ひとりが活き活きと
働き成長し続ける”、“これまでにないアイデアやひらめきな
ど『新たな価値』を創造し続ける”ワークプレイスを整備する
ことにより新しい働き方を実現していく考えで、昨年末から順
次グループ本部機能の移転が進められています。
　オフィスは、社員の自律的な働き方をサポートするため、全
館内無線LAN対応のロケーションフリー仕様としているのが
特徴で、執務室はグループアドレスを導入しています。
　また、社内や社外の「偶然の出会い」、「対面コミュニケー
ション」といったオフィスワークならではの“得られる価値”
を最大化するための多目的スペース等、社内外の知をつなぎ各棟の構成（断面図）

沿道のサイネージ 社内外の知をつなぐ多目的スペース
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―金融拠点機能のさらなる拡充と丸の内エリアの新たな賑わい創出へ―
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2016年10月にみずほ銀行前本店ビル、同12月に銀行会館、
翌2017年1月に東京銀行協会ビルと順次解体工事に着手して
いきました。

大丸有まちづくりガイドラインに
沿った街並み演出

　新築工事は2018年1月からスタートし、街区南側に地下4階、
地上29階、塔屋2階建て（高さ約149.7m）で延床面積約16万
348㎡の（仮称）タワー棟、街区北側に地下4階、地上10階建
て（高さ約56.65m）で延床面積約2万530㎡の（仮称）ア
ネックス棟を整備しました。
　（仮称）タワー棟は、丸の内仲通り側が「みずほ丸の内タ
ワー」、日比谷通り側が「銀行会館」。また、（仮称）アネック
ス棟が「丸の内テラス」となっています。
　開発にあたり、本計画の街区が『大手町・丸の内・有楽町地
区まちづくりガイドライン』において、旧建築基準法の高さ制
限値である31mラインを意識した建物デザインとすることで
統一感のある街並み形成を目指すエリアと定められているこ

とから、日比谷通り側では31mのラインで高層部を30mセッ
トバックし、皇居からのすり鉢状のスカイラインを創出してい
ます。また、丸の内仲通り側では、快適な歩行者空間を形成す
るため、建物の壁面をセットバックし、沿道におけるサイネー
ジ等による情報発信、アート等の設置を行い、賑わいの創出に
寄与しています。
　さらに、夜間のライトアップ計画について、（仮称）タワー
棟と（仮称）アネックス棟ともに31mラインに照明を設置し、
周辺ビルとの調和を図っています。
　外観デザインは、両棟ともガラスと落ち着きのある濃色の
アルミカーテンウォールを基調に、日射遮蔽効果のある縦フィ
ンと横ルーバーの外装となっています。銀行会館は旧銀行会
館の特徴あるバルコニー形状を踏襲し、水平ラインを強調し
たデザインとなっています。

みずほフィナンシャルグループの
本部機能を集約

　「みずほ丸の内タワー」は、みずほフィナンシャルグループ
がグループ一体でのビジネス推進体制を強化するため、グ
ループの本部機能を集約する受け皿として整備されたオフィ
スビルです。同グループでは“社員一人ひとりが活き活きと
働き成長し続ける”、“これまでにないアイデアやひらめきな
ど『新たな価値』を創造し続ける”ワークプレイスを整備する
ことにより新しい働き方を実現していく考えで、昨年末から順
次グループ本部機能の移転が進められています。
　オフィスは、社員の自律的な働き方をサポートするため、全
館内無線LAN対応のロケーションフリー仕様としているのが
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合わせるオフィス空間を提案しています。
　日比谷通りに面する「銀行会館」には、全国銀行協会のほか、
全国銀行資金決済ネットワーク（全銀ネット）や全銀電子債権
ネットワーク（でんさいネット）などの関係法人の入居が予定
されており、今春から順次入居が始まります。
　前身である旧東京銀行集会所（旧銀行倶楽部）建物の外形
線の一部を外構の床仕上げとして採用したほか、マントル
ピース等の一部部材を保存・設置することにより、建物の歴史
を継承しています。

「丸の内テラス」、商業ゾーンと
プライベートクラブ配置

　三菱地所が整備した「丸の内テラス」は、丸の内エリアにお
けるオフタイムの過ごし方の充実や来街者への豊かな時間・
ライフスタイルの提供を目指し、丸の内エリアでも希少な低層
建物（地上10階建て）という特徴・個性を活かし、個性的な施
設構成としています。
　施設構成をみると、地階1階が就業者向けのワーカーサポー

ト店舗、地上1階が
丸の内仲通りに面し
た開放的で個性豊
かな路面飲食店舗、
1階～2階が大型エ
ンターテインメント
プレイス、地上3階
～7階には新しいス
タイルのプライベー
ト ク ラ ブ「 O C A 
TOKYO（オーカ　
トウキョウ）」を配
しています。また、
地上9階・10階は空
との繋がりを体感す
ることができる開放

的な大型のルーフトップレストランとなっています。
　出店店舗は、新業態の店舗や東京初出店の名店など合計11
店舗（店舗面積約2,200㎡）で、内訳は飲食店7店舗、物販・
サービス4店舗という構成。
　具体的に、9階・10階に出店したのは数多くの飲食店プロ
デュースを手掛けるトランジットジェネラルオフィス初となる
フラッグシップレストラン「THE UPPER」。“静寂と活気”の
2つのキャラクターを持つ新業態を提案しているのが特徴です。
静寂をイメージした9階では、落ち着きのある自然素材とダー
クカラーを基調にしたモダンエレガントな空間、活気ある空間
をイメージした10階ではライトカラーを基調に開放感のある
テラスへ繋がっていく空間で、日本を代表するシェフとコラボ
レーションしたクラシックとイノベーティブが融合したメ
ニューを堪能できます。
　1階～2階には丸の内エリアでは初となる大型エンターテイ
ンメント施設「MARUNOUCHI BASE」が誕生しました。1階
は洋画に出てくるようなレトロポップなムードを演出し、2階
はラグジュアリーなモダンアメリカンダイナーをイメージして
います。とくに2階の店内ではプロジェクションマッピングを
導入した動く壁面を眺めながらの食事を楽しむこともできま
す。
　丸の内仲通りに面した路面店は、スペイン料理の「バル ポ
ルティージョ デ エスパーニャ」、フランス料理の「ESPRIT 
de TAILLEVENT TOKYO」、イタリア料理の「YOTTERIA 
BAKU」、四川料理の「ジャンピングパンダ」の4店舗が出店
しています。
　地下1階では就業者向けワーカーサポート店舗として、「千
葉スペシャル」（靴磨き）、「HIRO GINZA BARBERSHOP」
（理容室）、「ローソン」（コンビニエンスストア）、「コスメ
ティクスアンドメディカル 丸の内テラスドラッグ」（ドラッグ
ストア）、「タリーズコーヒー」（スペシャルティコーヒー
ショップ）の5店舗が高感度ワーカーのニーズを満たすこだわ
りのサービスを展開しています。
　地上3階から7階にオープンしたプライベートクラブ「OCA 
TOKYO」は、仕事とプライベートがますますボーダーレスに
なっていく現代において、オンとオフのいずれのシーンでも自
由に活用できる場として用意された空間です。ラウンジやレス
トラン、バー、ライブラリー、ジム、各種個室等があり、様々
なファンクションを活用した定期的なイベント等が開催され
ます。各分野で活躍するメンバーとの交流を通じ、新しい価値
観に触れ、オンラインでは生まれない偶然の出会い、身体感
覚を伴った経験、感動の共有と共感を得ることができる「場」
として期待されています。

永代通りから望む「丸の内テラス」

ループトップレストランの写真

「みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス」竣工
―金融拠点機能のさらなる拡充と丸の内エリアの新たな賑わい創出へ―
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地下歩行者ネットワークなど
都市インフラも整備

　『（仮称）丸の内1－3計画』の大きな特徴として、都市イン
フラ機能の拡充が挙げられます。
　もともと大丸有エリアは、「大手町・丸の内・有楽町地区ま
ちづくりガイドライン」に基づいて、地下歩行者ネットワーク
の拡充を進めてきています。
　本計画においても、隣接する日本工業倶楽部会館・三菱
UFJ信託銀行本店ビル間連絡通路、都営三田線大手町駅およ
び東京メトロ東西線大手町駅コンコースとの地下接続工事を
実施し、東京駅と地下鉄2駅を結ぶバリアフリー対応の地下歩
行者ネットワークを整備しています。これにより、東京駅から
大手町エリアまで雨に濡れずに移動が可能となり、より一層の
来街者が期待されます。
　また、丸の内熱供給株式会社が提供する地域冷暖房システ

ムによる冷水・
蒸気の供給を受
け、建物内の冷
暖房・給湯を実
施することで、
エリア全体の省
エネルギー化を
実現し、都市環

境の保全にも寄与しています。
　さらに、本計画によって屋外空間の整備も進めており、丸の
内仲通りや永楽小径の賑わいを計画地内に引き込む建物間貫
通通路「和田倉小径」を整備しています。このほか、丸の内と
大手町の結節点となる建物北側には特徴的なフレームが備え
付けられた「丸テラ広場」を配置。周辺エリアとの連携による
イベントの開催やイルミネーション・アート等の装飾で有楽町
から丸の内にかけての賑わいを大手町方面へ繋げていきます。

【街区全体】

所在地 千代田区丸の内一丁目3番1号、3号、4号

敷地面積 11,237㎡（3,399坪）

構造 地下SRC造（一部S造）、地上S造

階数 地下4階、地上29階、塔屋2階（高さ約149.7m）

延床面積 約180,878㎡

設計・監理者 ㈱三菱地所設計・㈱日本設計・㈱久米設計

施行者 大林・大成・清水建設共同企業体

【みずほ丸の内タワー・銀行会館】

階数 地下4階、地上29階（高さ約149.7m）

延床面積 約160,348㎡

用途 オフィス

【街区全体】

階数 地下4階、地上10階（高さ約56,65m）

延床面積 約20,530㎡

用途 商業店舗、プライベートクラブ

◆建物概要

「丸テラ広場」

大丸有エリア地下歩行者ネットワーク
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日本橋浜町まちづくり

中小規模の点開発と多様な地域活動による
エリアブランディング

安田不動産と日本橋浜町の
つながり

　当社と日本橋浜町のつながりは100
年以上前に遡り1880年代から90年代
にかけて安田財閥の創始者である安田
善次郎翁が薩摩藩の旧島津家などの土
地を買い受けて同エリアの大地主と
なったのがきっかけです。
　その後、戦後の財閥解体を経て安田
財閥の中核企業であった安田保善社の
資産を引き継ぐ形で、当社が設立され、
貸地業を営んできました。
　1980年代頃から日本橋浜町において
も開発の機運が高まり、1990年代から
2000年代にかけて、大型再開発を地域
の皆さんとともに完成させ、トレナーレ
日本橋浜町を含む三棟の大型オフィス

ビルをはじめとする賃貸
事業を主軸に展開してき
ました。
　しかし、2010年代頃
より、都心部には大型の
オフィスビルが次々と建
設される一方、日本橋浜
町では、中央区の人口回
復施策の影響もあり、マ
ンションが増加。日本橋
浜町は都心部でありなが
ら、業務地と住宅地とし
ての両方の特性を持つこ
とになったのですが、エ
リア特性が明確ではなく
特徴がないということも
あり、日本橋浜町のオ
フィス街としての地位
（じぐらい）は相対的に
低下してしまいました。
　また地域としては、マンションを中心
とした開発が増加したものの、従来か
らの地域活動を中心となって支えてき
た住民が地域の外に流出することに加
え、新たに流入してくる住民の町会活
動などの地域活動への参加が増えず、
住民間の接点は少なく町会の担い手確
保が課題となっていました。

コンセプトは『「手しごと」と
「緑」の見えるまち』

　前述の地域としての課題を踏まえ、6
年ほど前から、「ハード面の取り組みと
して、中小規模の点開発」と「ソフト面
の取り組みとして、地域連携・情報発

信」を連携させることで、日本橋浜町の
エリアブランディングを効果的に行っ
ていく取り組みを開始しました。
　まず日本橋浜町エリアの強み・弱み
を整理し、エリアの差別化を図るコンセ
プトを検討しました。ビジネス中心地と
同じ土俵で競争せずに、浜町ならでは
の魅力を引き出すことで差別化と競争
力を生み出すという仮説に基づき、都
心部にありながらゆとりあるライフスタ
イルが感じられるまちを目指し、「手し
ごとと緑の見えるまち」というコンセプ
トを軸にまちづくり活動を推進していく
ことにしました。ここでいう「手しごと」
は、工芸品をイメージするものではなく、
店主の顔が見え、丁寧な仕事で、コミュ
ニケーションが生まれるお店をイメートルナーレ日本橋浜町の外観写真

日本橋浜町まちづくりコンセプト

「手しごとと緑の見えるまち」
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安田不動産株式会社

ジし、浜町ならではの体験をすることで
街への愛着を高めようと考えました。
　このコンセプトに基づき、エリア内に
点在していた未活用の小規模遊休地を
活かしながら、1、2階の低層部分に、コ
ンセプトに沿った個性的な店舗誘致を
連続して行い、エリア全体の雰囲気を
変えていくことを試みました。
　通常の不動産開発においては、極力
容積率を消化するために高層化し、単
体の事業採算性を高めていきます。そ
の結果として、1階部分には上層階への
エントランス、附置義務駐車場・駐輪場
などができ、店舗がなくなり、床面積は
増えているにもかかわらず、人の姿は
まちから見えなくなってしまうという状
況を生み出していました。そこで当社と
しては、単体の事業採算よりも長期的
なエリア全体の価値向上を志向し、中
小規模の開発物件を点在させることで、
人が歩きたくなるような開発を連続し
て行っています。

多様な人を呼び込む
“街なかテナント”誘致

　店舗の誘致にあたっては、お客様が
わざわざ浜町まで足を運んでくださる
ような魅力があり、かつ当社のまちづく

りのコンセプトに共感し、まちづくり活
動に協力してくださるテナントを地道
に探しました。建物づくりについても、
テナントの意向を織りまぜながら行う
ことで、日本橋浜町にしかない個性的
な店舗になっています。
　その中の1つがHama House（ハマ

連続した中小規模の点開発
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ハウス）です。1階が書店兼カフェ、2階
がオープンキッチン兼貸しスペース、3
階が5部屋のスモールオフィス、屋上は
開放的なテラスとなっており、「まちの
コミュニティセンター」としてコミュニ
ティーデザイナーのグッドモーニング
スが入居・運営をしています。特に1階
は、地域のコミュニティースペースとし
ても活用され、地元の企業との連携イ
ベントなど様々な交流イベントが行わ
れ、地域住民・地元企業・ワーカーなど
様々な人たちの接点づくりの場として
活用されています。
　大通りに面した中規模敷地について
は日本橋浜町の新たなシンボルとなる
施設を目指したライフスタイルホテ
ル・賃貸マンション・店舗からなる複
合施設「H A M A C H O H O T E L& 
APARTMENTS」を建設しました。

　ホテルの各部屋のバルコニーには
様々な緑を植えこみ、客室からはもち
ろん、まちを訪れた人たちにもコンセ
プトの「緑の見えるまち」を象徴する新
しい景色を感じてもらえるようにしまし
た。

　また通常ならプライバシー等を考慮
してホテル・住宅の入り口を分けるとこ
ろをあえて1階ラウンジ空間で共存させ
ることでホテルライクなマンションとし
て相乗効果を生み出しています。1階に
はラウンジ空間と一体となったかたち
でブルーノート・ジャパンが運営する
「DINING&BAR SESSiON」が入り、定
期的にアーティストがライブを行うな
ど地域で働くワーカー・地元住民・ホテ
ル宿泊客が集い交流する場を生み出し
ています。また他にも1階には「nel 
CRAFT CHOCOLATE TOKYO」があ
り、厳選されたカカオ豆の熟成から職
人による製造工程までが見えるオープ
ンなつくりで、「手しごと」を感じなが
らチョコレートとカフェを楽しめる空間
となっています。
　2階にも、「手しごと」を感じる空間と
して、国内外のデザイナーが日本各地
のものづくりの現場に赴き、優れたつく
り手とコラボレーションし作品を生み
出していく活動「TOKYO CRAFT 
ROOM」を設置しました。継続して生
み出されていく作品を利用できる部屋
に宿泊できるようになっています。
　昨年は、もともと時間貸し駐車場
だった敷地2箇所に、川越にあった蔵の
軸組を移築し、ニューバランスのデザ
インスタジオとコンセプトショップとし
てデザインした「T-HOUSE New 
Balance」と、グリーンショップを運営

するDAISHIZENとともに、緑に関連す
る事業を行う5社が入居し、地域の緑を
増やしていく活動拠点となる「TOKYO 
MIDORI LABO.」を新築し、オープン
することができました。
　このほかにも、蕎麦屋、うどん割烹、
立呑バル、ベーカリーなど一店一店「手
しごとと緑の見えるまち」のコンセプト
に沿った店舗を増やし、2015年から
2020年にかけて1階のグランドレベルに
10箇所の店舗やテナントを増やすこと
ができました。一つ一つのお店は小さい
ですが、今後も少しづつ増やしていき、
それらをつなげ面にしていくことで、街
の知名度を高め、浜町を目指して来訪
される方たちを増やしていきたいと
思っています。

HAMACHO HOTEL&APARTMENTS
の外観写真 ©ナカサアンドパートナーズ

T-HOUSE New Balance のコンセプトストア ©ナカサアンドパートナーズ

TOKYO MIDORI LABO. の外観
©島村鋼一写真事務所
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エリアマネジメントで
街の賑わい創出

　これらのハード面の取り組みと並行
したソフト面の取り組みとして、2015
年より地域の中心である複合再開発施
設「トルナーレ日本橋浜町」の広場にお
いて、地元商店街の皆様と連携し、3ヶ
月に一度、地域密着型のマルシェを開
催しています。
　また地域住民・就業者が浜町界隈の

店舗を、積極的に利用してもらうための
仕掛けとして、加盟店舗で付加サービ
スが受けられるサービスパスを地域に
配布し、商業サービスの地産地消を促
進しています。
　情報発信の取り組みとしては、地域
情報ウェブサイト「HAMACHO.JP」の
運営と、地域情報誌「BRIDGE」やエリ
アマップを発行。地域イベントやまち
づくりの取り組みなどを発信していく
のはもちろんですが、地域の方たちに
誌面に登場してもらうことで、地域の中
での顔の見える関係づくりや地域に愛
着を持ってもらうきっかけづくりとして
います。
　また、街の課題と街の魅力を高める
ための活動を話し合う場として、勉強
会を地域の皆さんと2017年より実施。
少しずつ地域の企業の皆さんにも声掛
けし、加入者を増やしながら幅を広げ、
2020年4月には一般社団法人日本橋浜
町エリアマネジメントを設立するに至り
ました。
　今後はこのエリマネ法人が中心とな
り、地域の中でまちづくりに関心
のある地元住民・地元企業を活
動に巻き込み、イベントや情報発
信する一方で、地域の課題を解
決する方策を考え、社会実験など
も行いながら、地域をより魅力的
にしていくための活動を活発化さ
せていきたいと考えています。
　このような組織の運営にはか
なり労力がかかりますが、浜町で
働いている方・お住まいの方が
街に愛着を持ち、街をより良く発
展させていく意識を持ってもらう
ことが、地域の持続的な発展の
土台だと考え取り組んでおりま
す。
　2020年12月、国土交通省は
「市街地整備2.0」という新たな
まちづくりのビジョンを示しまし

た。その中で、従来型の、行政がマス
タープランを描き、それに基づいた整
備を民間とともに進めていくという〝行
政主導型まちづくり〟から、地域ごとに
地域の方たちによるまちづくりの機運
を捉えてそれを行政がサポートしてい
くという〝民間・地域主導型のまちづく
り〟へのシフトが語られています。これ
によれば従来ディベロッパーが社会に
おいて担ってきた役割と今後担ってい
くべき役割は大きく変化していくこと
になると考えられます。
　日本橋浜町においては、当社がイ
メージしている「都心部にありながらゆ
とりあるライフスタイルが感じられるま
ち  手しごとと緑の見えるまち」を具現
化していくために、まちなかの道路空
間・公園・河川空間等公共空間を今まで
以上に活用していくことが重要だと考
えています。そのためにも、引き続き地
域の皆さんと一緒に日本橋浜町の未来
を考えて、そういった声を行政に届け、
連携をとりながらまちづくりを進めて
いきたいと思います。

日本橋浜町まちづくり 中小規模の点開発と多様な地域活動によるエリアブランディング

ハマハウス1階での
ワイン教室イベントの様子

マルシェの様子とチラシ 地域情報誌：BRIDGE
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増やしていく活動拠点となる「TOKYO 
MIDORI LABO.」を新築し、オープン
することができました。
　このほかにも、蕎麦屋、うどん割烹、
立呑バル、ベーカリーなど一店一店「手
しごとと緑の見えるまち」のコンセプト
に沿った店舗を増やし、2015年から
2020年にかけて1階のグランドレベルに
10箇所の店舗やテナントを増やすこと
ができました。一つ一つのお店は小さい
ですが、今後も少しづつ増やしていき、
それらをつなげ面にしていくことで、街
の知名度を高め、浜町を目指して来訪
される方たちを増やしていきたいと
思っています。

HAMACHO HOTEL&APARTMENTS
の外観写真 ©ナカサアンドパートナーズ

T-HOUSE New Balance のコンセプトストア ©ナカサアンドパートナーズ

TOKYO MIDORI LABO. の外観
©島村鋼一写真事務所
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エリアマネジメントで
街の賑わい創出

　これらのハード面の取り組みと並行
したソフト面の取り組みとして、2015
年より地域の中心である複合再開発施
設「トルナーレ日本橋浜町」の広場にお
いて、地元商店街の皆様と連携し、3ヶ
月に一度、地域密着型のマルシェを開
催しています。
　また地域住民・就業者が浜町界隈の

店舗を、積極的に利用してもらうための
仕掛けとして、加盟店舗で付加サービ
スが受けられるサービスパスを地域に
配布し、商業サービスの地産地消を促
進しています。
　情報発信の取り組みとしては、地域
情報ウェブサイト「HAMACHO.JP」の
運営と、地域情報誌「BRIDGE」やエリ
アマップを発行。地域イベントやまち
づくりの取り組みなどを発信していく
のはもちろんですが、地域の方たちに
誌面に登場してもらうことで、地域の中
での顔の見える関係づくりや地域に愛
着を持ってもらうきっかけづくりとして
います。
　また、街の課題と街の魅力を高める
ための活動を話し合う場として、勉強
会を地域の皆さんと2017年より実施。
少しずつ地域の企業の皆さんにも声掛
けし、加入者を増やしながら幅を広げ、
2020年4月には一般社団法人日本橋浜
町エリアマネジメントを設立するに至り
ました。
　今後はこのエリマネ法人が中心とな
り、地域の中でまちづくりに関心
のある地元住民・地元企業を活
動に巻き込み、イベントや情報発
信する一方で、地域の課題を解
決する方策を考え、社会実験など
も行いながら、地域をより魅力的
にしていくための活動を活発化さ
せていきたいと考えています。
　このような組織の運営にはか
なり労力がかかりますが、浜町で
働いている方・お住まいの方が
街に愛着を持ち、街をより良く発
展させていく意識を持ってもらう
ことが、地域の持続的な発展の
土台だと考え取り組んでおりま
す。
　2020年12月、国土交通省は
「市街地整備2.0」という新たな
まちづくりのビジョンを示しまし

た。その中で、従来型の、行政がマス
タープランを描き、それに基づいた整
備を民間とともに進めていくという〝行
政主導型まちづくり〟から、地域ごとに
地域の方たちによるまちづくりの機運
を捉えてそれを行政がサポートしてい
くという〝民間・地域主導型のまちづく
り〟へのシフトが語られています。これ
によれば従来ディベロッパーが社会に
おいて担ってきた役割と今後担ってい
くべき役割は大きく変化していくこと
になると考えられます。
　日本橋浜町においては、当社がイ
メージしている「都心部にありながらゆ
とりあるライフスタイルが感じられるま
ち  手しごとと緑の見えるまち」を具現
化していくために、まちなかの道路空
間・公園・河川空間等公共空間を今まで
以上に活用していくことが重要だと考
えています。そのためにも、引き続き地
域の皆さんと一緒に日本橋浜町の未来
を考えて、そういった声を行政に届け、
連携をとりながらまちづくりを進めて
いきたいと思います。

日本橋浜町まちづくり 中小規模の点開発と多様な地域活動によるエリアブランディング

ハマハウス1階での
ワイン教室イベントの様子

マルシェの様子とチラシ 地域情報誌：BRIDGE
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1. コロナ禍対策としての緊急要望
（1）新しい生活様式のための備えについて
・新型コロナ感染症対策のために新たに必
要となっている感染症対策用品（マスク・
消毒液・除菌マット・フェイスガード・体温
計・ゴム手袋等の装備品）を購入した場合、
購入に係る助成を図られたい。
・また、東京都「民間一時滞在施設に対す
る支援制度」の対象として感染症対策用品
を加えて頂きたい（現在は食料備蓄が対象
とされている）。
（2）屋外空間の有効活用について
・「東京都飲食店営業及び喫茶店営業の
屋外客席に関する要綱」、「行事における
臨時営業等の取扱要綱」を緩和し、屋外で
の客席算定ルール、出店日数制限等を緩和
し、屋外空地を活用できるようにして頂き
たい。
・また、公開空地と連動する一定のピロ
ティ空間について、有効活用を推進された
い。
（3） テナント・オーナーへの財政支援策に

ついて
・コロナ禍により大きなダメージを負って
いるテナントの賃料補填（感染拡大防止協
力金の拡充）、スタートアップなどの起業
支援、新規出店をする会社への出店資金の
支援等（雇用調整助成金の支給要件緩和）
の施策を導入頂きたい。
・併せて、現行制度では中小企業が対象と
されているが、それ以外の規模の企業でも
大きなダメージを受けていることから、特
に大規模商業施設・文化施設・ホテルを対
象として休業期間等にかかる補助金の手当
て、土地・建物の固定資産税・都市計画税
の軽減措置等を講じて頂きたい。

2.  商業地に係る固定資産税等に　　
関する負担調整措置の延長・拡大

・現行東京都（23区）において都条例によ
り負担水準の上限を65%として導入されて
いる商業地等の固定資産税・都市計画税に
係る負担調整措置について、その根拠と
なっている地方税法とともに適用期限の延
長を図られたい。
・この際、新型コロナ感染症流行前の好調
な不動産市況を反映し、都心部では20～
30%程度の評価額上昇が見込まれている
ため、来年度以降3年間（2021～2023年
度）の土地の固定資産税・都市計画税の課
税標準額の据置措置（商業地・住宅地）を
図られたい。
・また、東京のまちづくりのために行った
再開発事業後の固定資産税評価について、
貢献施設や地区施設等の整備により最有効
使用とならない床相当分の評価上の取り扱
いや、複数建物整備時に基準容積を引き下
げた敷地分の見直し評価額などが課題に
なっているため、善処願いたい。
・更に東京の賑わいを創出し、誰もが文
化・芸術を享受できる環境を整備するため、
『「未来の東京」戦略ビジョン』において
もその重要性が指摘されている文化施設
及びスポーツ施設が維持・運営できるよう、
補助金等の支援を図られたい。また文化・
スポーツ施設等に係る固定資産税の減免
措置の創設を図られたい。

3.  エリアマネジメントへの財政的　
支援及び屋外広告物条例改正　
による収入拡大支援

・当団体が自律的にマネジメントするため
には、広告収入を拡充することが重要であ
るが、現状の東京都屋外広告物条例で要件

とされている面積要件などが阻害要因に
なっていたり、デジタルサイネージが設置
しづらかったりという状況にあり、十分な
収入が得られていない。エリアマネジメン
トの観点から、併せて屋外広告物条例の改
正をお願いするものである。
・もっとも、エリアマネジメント団体の財
政状況は、現在多額の赤字を母体となる不
動産会社個社が補填をしており、広告収入
が増えたとしても容易に財政状況が好転す
る状況にはない。エリアマネジメント団体
の活動に対する資金・財政面での支援措置
の拡充・創設を引き続きお願いしたい。

4.  BCD（Business Continuity 
District）補助金の継続・拡充

・既存の東京都災害時業務継続施設整備事
業及び国際競争拠点整備事業（国土交通
省）の補助金制度を継続いただくとともに、
現在は補助の対象外とされている需要家の
エネルギー受入れ設備の構築費用（配線用
管路敷設費、熱交換器設置費、中央監視盤
改修費）にまで補助の対象を拡大していた
だきたい。

5.  市街地再開発事業に関する  
補助金について

・市街地再開発事業を通して、「成長力強
化や地域活性化等につながる事業（社会資
本整備総合交付金）」や「命と暮らしを守
るインフラ再構築（防災・安全交付金）」
を速やかに進捗させるためにも十分な予算
の確保をお願いしたい。

6.  宿泊施設導入のための   
インセンティブについて

・敷地面積5,000㎡未満のオフィスビルに
対しても宿泊施設等の地域貢献施設を導
入するためのインセンティブ（容積率アッ
プ、補助など）や、客室面積・ホテル床面
積・付帯施設等を条件とするプレミアムホ
テルを導入した場合のインセンティブ（容
積率アップ、補助など）を検討頂きたい。

7. 継続案件の的確な推進
・附置義務駐車場の柔軟な対応
・エリアマネジメントにおける公的空間に
係る利用上の制限及び手続きに係る煩雑性
の解消
・都市再生特別地区における具体の取組に
係る用途等の柔軟な対応

東京都都市整備局へ
要望事項提出

　都市政策委員会では、毎年数次にわたり東京都に要望事項を提出している。
　まずは7月～9月にかけて都議会各派宛に、その後、予算に向けた都知事のヒアリン
グ、さらに年明け1月下旬に都庁・都市整備局宛に提出しており、特に都市整備局とは局
幹部との率直な「意見交換会」を行い、これまで附置義務駐車場の見直し検討や特区
制度における建物用途制限の柔軟化などの動きにつながっている。
　本年度は新型コロナ感染症の影響を踏まえ、毎年行っている1月の「意見交換会」を
延期することとし、当面の措置として、下記のような要望事項の提出を行った。
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　東京ビルヂング協会では、昨年12月10日から新たな会
員サービスとして、講演会の様子を撮影した動画の配信
サービスを開始しました。新型コロナウイルス感染症の蔓
延により、これまで行ってきた講演会や見学会について多
くの会員を集めて実開催することが難しくなっていること
から、代替の情報発信として会員限定で動画配信に乗り出
したものです。
　昨年12月10日からのスタートからこれまでに配信してい
る動画は、昨秋に開催した防災特別セミナー『自然災害に
備える』と第12回エグゼクティブサロン『新型コロナウイ
ルス感染症に対するビルオーナーの対処法』の講演の様子。
　防災特別セミナーでアップされているのは、水害対策の
第一人者である（公財）リバーフロント研究所技術審議役
の土屋信行氏、東京協会・中小ビル事業委員会幹事の清宮
仁氏（㈱昌平不動産総合研究所取締役）の動画。土屋氏の
動画では「自然災害である洪水の怖さを知って、おそれ、
備えれば、大規模水害から命を守ることができること。ハ
ザードマップで予め水害に備え、早めに行動すること」な
どの大切さが再認識させられます。清宮氏の動画では、日
本ビルヂング協会連合会が昨年6月に策定した「災害対応
マニュアル2020年版」・「テナントの皆さまの災害対応マ

ニュアル」・「防災マニュアル2020年版」の解説が収録さ
れています。
　また、第12回エグゼクティブサロンでは、しぶや総和法
律事務所の代表弁護士・綾部薫平氏による講演の動画が
アップされており、新型コロナウイルス感染症に対するビ
ルオーナーとしての対策・備えについて法的な面からのア
ドバイスを視聴することができます。
　この動画配信サービスは昨年12月1日以降、東京協会
ホームページとビル協メールニュースで随時お知らせして
いますが、ここで改めて視聴のための手続きを紹介してお
きます。
　視聴を希望される会員は、次の①～③を東京協会事務
局までメール（jimukyoku@birukyo.or.jp）で送信してく
ださい。
  ① 会員様のお名前
  ② 登録する「メールアドレス（IDとして使用します）とパ

スワード」
  ③ （会員である証明として）東京協会ホームページで会

員専用サイトにログインする際の「IDとパスワード」
　今後の予定として、講演会のほか、見学会などの配信を
企画・検討しています。

協会トピックス 東京協会 動画配信サービスを開始

土屋氏の動画 清宮氏の動画 綾部氏の動画
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1. コロナ禍対策としての緊急要望
（1）新しい生活様式のための備えについて
・新型コロナ感染症対策のために新たに必
要となっている感染症対策用品（マスク・
消毒液・除菌マット・フェイスガード・体温
計・ゴム手袋等の装備品）を購入した場合、
購入に係る助成を図られたい。
・また、東京都「民間一時滞在施設に対す
る支援制度」の対象として感染症対策用品
を加えて頂きたい（現在は食料備蓄が対象
とされている）。
（2）屋外空間の有効活用について
・「東京都飲食店営業及び喫茶店営業の
屋外客席に関する要綱」、「行事における
臨時営業等の取扱要綱」を緩和し、屋外で
の客席算定ルール、出店日数制限等を緩和
し、屋外空地を活用できるようにして頂き
たい。
・また、公開空地と連動する一定のピロ
ティ空間について、有効活用を推進された
い。
（3） テナント・オーナーへの財政支援策に

ついて
・コロナ禍により大きなダメージを負って
いるテナントの賃料補填（感染拡大防止協
力金の拡充）、スタートアップなどの起業
支援、新規出店をする会社への出店資金の
支援等（雇用調整助成金の支給要件緩和）
の施策を導入頂きたい。
・併せて、現行制度では中小企業が対象と
されているが、それ以外の規模の企業でも
大きなダメージを受けていることから、特
に大規模商業施設・文化施設・ホテルを対
象として休業期間等にかかる補助金の手当
て、土地・建物の固定資産税・都市計画税
の軽減措置等を講じて頂きたい。

2.  商業地に係る固定資産税等に　　
関する負担調整措置の延長・拡大

・現行東京都（23区）において都条例によ
り負担水準の上限を65%として導入されて
いる商業地等の固定資産税・都市計画税に
係る負担調整措置について、その根拠と
なっている地方税法とともに適用期限の延
長を図られたい。
・この際、新型コロナ感染症流行前の好調
な不動産市況を反映し、都心部では20～
30%程度の評価額上昇が見込まれている
ため、来年度以降3年間（2021～2023年
度）の土地の固定資産税・都市計画税の課
税標準額の据置措置（商業地・住宅地）を
図られたい。
・また、東京のまちづくりのために行った
再開発事業後の固定資産税評価について、
貢献施設や地区施設等の整備により最有効
使用とならない床相当分の評価上の取り扱
いや、複数建物整備時に基準容積を引き下
げた敷地分の見直し評価額などが課題に
なっているため、善処願いたい。
・更に東京の賑わいを創出し、誰もが文
化・芸術を享受できる環境を整備するため、
『「未来の東京」戦略ビジョン』において
もその重要性が指摘されている文化施設
及びスポーツ施設が維持・運営できるよう、
補助金等の支援を図られたい。また文化・
スポーツ施設等に係る固定資産税の減免
措置の創設を図られたい。

3.  エリアマネジメントへの財政的　
支援及び屋外広告物条例改正　
による収入拡大支援

・当団体が自律的にマネジメントするため
には、広告収入を拡充することが重要であ
るが、現状の東京都屋外広告物条例で要件

とされている面積要件などが阻害要因に
なっていたり、デジタルサイネージが設置
しづらかったりという状況にあり、十分な
収入が得られていない。エリアマネジメン
トの観点から、併せて屋外広告物条例の改
正をお願いするものである。
・もっとも、エリアマネジメント団体の財
政状況は、現在多額の赤字を母体となる不
動産会社個社が補填をしており、広告収入
が増えたとしても容易に財政状況が好転す
る状況にはない。エリアマネジメント団体
の活動に対する資金・財政面での支援措置
の拡充・創設を引き続きお願いしたい。

4.  BCD（Business Continuity 
District）補助金の継続・拡充

・既存の東京都災害時業務継続施設整備事
業及び国際競争拠点整備事業（国土交通
省）の補助金制度を継続いただくとともに、
現在は補助の対象外とされている需要家の
エネルギー受入れ設備の構築費用（配線用
管路敷設費、熱交換器設置費、中央監視盤
改修費）にまで補助の対象を拡大していた
だきたい。

5.  市街地再開発事業に関する  
補助金について

・市街地再開発事業を通して、「成長力強
化や地域活性化等につながる事業（社会資
本整備総合交付金）」や「命と暮らしを守
るインフラ再構築（防災・安全交付金）」
を速やかに進捗させるためにも十分な予算
の確保をお願いしたい。

6.  宿泊施設導入のための   
インセンティブについて

・敷地面積5,000㎡未満のオフィスビルに
対しても宿泊施設等の地域貢献施設を導
入するためのインセンティブ（容積率アッ
プ、補助など）や、客室面積・ホテル床面
積・付帯施設等を条件とするプレミアムホ
テルを導入した場合のインセンティブ（容
積率アップ、補助など）を検討頂きたい。

7. 継続案件の的確な推進
・附置義務駐車場の柔軟な対応
・エリアマネジメントにおける公的空間に
係る利用上の制限及び手続きに係る煩雑性
の解消
・都市再生特別地区における具体の取組に
係る用途等の柔軟な対応

東京都都市整備局へ
要望事項提出

　都市政策委員会では、毎年数次にわたり東京都に要望事項を提出している。
　まずは7月～9月にかけて都議会各派宛に、その後、予算に向けた都知事のヒアリン
グ、さらに年明け1月下旬に都庁・都市整備局宛に提出しており、特に都市整備局とは局
幹部との率直な「意見交換会」を行い、これまで附置義務駐車場の見直し検討や特区
制度における建物用途制限の柔軟化などの動きにつながっている。
　本年度は新型コロナ感染症の影響を踏まえ、毎年行っている1月の「意見交換会」を
延期することとし、当面の措置として、下記のような要望事項の提出を行った。
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　東京ビルヂング協会では、昨年12月10日から新たな会
員サービスとして、講演会の様子を撮影した動画の配信
サービスを開始しました。新型コロナウイルス感染症の蔓
延により、これまで行ってきた講演会や見学会について多
くの会員を集めて実開催することが難しくなっていること
から、代替の情報発信として会員限定で動画配信に乗り出
したものです。
　昨年12月10日からのスタートからこれまでに配信してい
る動画は、昨秋に開催した防災特別セミナー『自然災害に
備える』と第12回エグゼクティブサロン『新型コロナウイ
ルス感染症に対するビルオーナーの対処法』の講演の様子。
　防災特別セミナーでアップされているのは、水害対策の
第一人者である（公財）リバーフロント研究所技術審議役
の土屋信行氏、東京協会・中小ビル事業委員会幹事の清宮
仁氏（㈱昌平不動産総合研究所取締役）の動画。土屋氏の
動画では「自然災害である洪水の怖さを知って、おそれ、
備えれば、大規模水害から命を守ることができること。ハ
ザードマップで予め水害に備え、早めに行動すること」な
どの大切さが再認識させられます。清宮氏の動画では、日
本ビルヂング協会連合会が昨年6月に策定した「災害対応
マニュアル2020年版」・「テナントの皆さまの災害対応マ

ニュアル」・「防災マニュアル2020年版」の解説が収録さ
れています。
　また、第12回エグゼクティブサロンでは、しぶや総和法
律事務所の代表弁護士・綾部薫平氏による講演の動画が
アップされており、新型コロナウイルス感染症に対するビ
ルオーナーとしての対策・備えについて法的な面からのア
ドバイスを視聴することができます。
　この動画配信サービスは昨年12月1日以降、東京協会
ホームページとビル協メールニュースで随時お知らせして
いますが、ここで改めて視聴のための手続きを紹介してお
きます。
　視聴を希望される会員は、次の①～③を東京協会事務
局までメール（jimukyoku@birukyo.or.jp）で送信してく
ださい。
  ① 会員様のお名前
  ② 登録する「メールアドレス（IDとして使用します）とパ

スワード」
  ③ （会員である証明として）東京協会ホームページで会

員専用サイトにログインする際の「IDとパスワード」
　今後の予定として、講演会のほか、見学会などの配信を
企画・検討しています。

協会トピックス 東京協会 動画配信サービスを開始

土屋氏の動画 清宮氏の動画 綾部氏の動画
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