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2019年ビル関係6団体
合同新年賀詞交歓会

1月10日　東京・虎ノ門　ホテルオークラ東京 アスコットホール

　冒頭6団体を代表して挨拶に立った
髙木茂・日本ビルヂング協会連合会会
長は、昨年末にまとまった来年度与党
税制大綱に触れ、ビル関係業界が要望
していた『都市再生緊急整備地域に係
る課税特例措置の延長』をはじめとす
る税制改正要望が認められたことに対
し、会場の与党幹部や国土交通省の幹
部に謝意を示した。また、豪雨や台風、
地震など自然災害による被害が続いた
昨年1年間を振り返り、「自然災害に対
する意識やその対応についてもう一度
見直していきたい」などと今年の抱負
を語った。さらに、今年10月に迫った

消費税率引上げの動きに対し、前回の
消費税率引上げの際の対応を教訓に、
会員への的確な情報提供に努めていく
姿勢を示した。
ビル業界では、

働き方改革や生産
性向上に向けた
様々な取組みに
よって、オフィス
ビルやオフィス空
間のあり方が大き
く変わろうとして
おり、髙木会長は
「人工知能やIoTを

ベースにした新技術や新システムに着
目し、オフィスビルの更なる進化につ
なげていきたい」などと強調した。

（一社）日本ビルヂング協会連合会、（一社）全日本駐車協会、（一財）日本ビルヂング経営センター、（公財）
日本建築衛生管理教育センター、（一社）東京ビルヂング協会、（一社）東京駐車協会のビル協会関係6団体は1
月10日正午、東京・虎ノ門のホテルオークラ東京 別館地下2階「アスコットホール」で新年賀詞交歓会を開催し
た。ホテルオークラ東京本館の建替えに伴い、別館での開催は4回目となった。
会場には、石井啓一・国土交通大臣をはじめ、工藤彰三・国土交通大臣政務官、自民党住宅土地・都市政策調

査会長の石原伸晃・衆議院議員、逢沢一郎・衆議院議員、山田美樹・衆議院議員、公明党代表の山口那津男・参
議院議員、同副代表の井上義久・衆議院議員など政権与党の重鎮が顔を揃えた。そのほか、国土交通省の幹部や
会員、友好団体、報道関係者など約750名が会場に参集し、2019年の新年を大いに祝った。

来賓や関係者、約750名が参集

年頭の挨拶をする髙木会長

石井国交大臣と談笑する髙木会長

中井副会長による乾杯の様子
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時代の要請に応えた
ビル経営の展開を

　新年あけましておめでとうございます。
　本日は、皆さまご多用の中を、一般社団法人 日本
ビルヂング協会連合会をはじめとするビル関係6団体
の新年賀詞交歓会にご出席いただき、誠に有難うござ
います。国土交通大臣 石井啓一様には、公務ご多用
にもかかわらず、ご臨席を賜り、厚く御礼を申し上げ
ます。また、日頃よりお世話になっております国会議
員の皆さま、関係官庁と友好団体、報道機関の皆さま、
このように多くの方々にご出席いただきまして、心よ
り御礼を申し上げます。
　また、昨年末に取りまとめられた来年度税制改正大
綱において、ビル業界が要望しておりました「都市再
生緊急整備地域に係る課税特例措置の延長」をはじめ
とする税制改正要望が認められることとなりました。
この場をお借りして、ご尽力いただいた政府与党の皆
様、関係省庁の皆様に厚く御礼を申し上げます。
　さて、昨年は6月の大阪北部地震、7月に西日本豪雨、
9月には日本列島を縦断した台風21号と北海道胆振
東部地震など、自然災害に見舞われた1年でした。と
くに北海道胆振東部地震では全道停電という思いもよ
らない事態が発生し、自然災害に対するインフラの脆
弱さを改めて思い知らされることになりました。
　年が明けた今年は、昨年の教訓を活かし、自然災害
に対する意識や自然災害に伴うインフラ機能の喪失に
対する対応をもう一度見直していこうと考えています。
　また、今年の10月に消費税率が8%から10%に引
き上げられます。前回の消費税率引き上げの際に会員
の皆様からの問い合せが多かった「旧税率適用の経過
措置」などについて、的確な情報をお伝えできるよう
準備していきます。

　オフィスビルを巡っては、企業の働き方が大きく変
わり、オフィスビルやオフィス空間に対するテナント
ニーズが、より多様化し、高度化してきています。昨
年は、新たな働き方に対応したオフィスの事例が多く
のメディアに取り上げられました。これほどオフィス
ビルに注目が集まったことはかつてありません。
　これからも多様なテナントニーズに対応するため、
人工知能やIoTをベースにした新たな技術やシステム
に着目し、オフィスビルの更なる進化へとつなげてい
かなければなりません。ビル業界を挙げて対応してい
こうと考えています。
　また、今年はラグビーのワールドカップ、そして来
年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開
催されます。世界各国から多くの人がやってきます。
日本の都市は、とくに東京は国際都市として機能をよ
り高め、魅力を増していかなければなりません。そう
いった観点からわれわれ業界の役割は非常に重要に
なってきています。
　そうした重要な役割を果たしていくためにも、会員
の皆さまの英知とノウハウを結集しながら、充実した
協会活動を展開していきたいと考えております。引き
続きのご協力、ご支援を切にお願いする次第です。
　平成最後の年となります今年、東京ビルヂング協会
は80周年を迎えます。80年という歴史の重さを感じ、
気が引き締まる思いで一杯です。4月23日の定時総
会に合わせ、80周年記念行事を予定しています。本
日共催の5団体の協力をいただきながら充実した協会
活動を続けていきたいと考えています。結びにご参会
の皆様に、引き続き末長いお付き合いをお願いして新
年の挨拶とさせていただきます。

2019年ビル関係6団体合同新年賀詞交歓会

髙木茂会長挨拶
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◎石井・国土交通大臣、
　「ビル業界とともに建築物の
　質の向上」

来賓の挨拶では、石井啓一・国
土交通大臣が登壇。
石井大臣は「ビル事業を巡る市

場環境は、旺盛な不動産需要を背
景に商業地の地価は総じて上昇傾
向を示し、企業収益の改善と働き
方改革の進展でオフィスの空室率
は低下傾向が続き、賃料水準も上
昇してきている」との認識を示した
上で、「さらなる経済成長に向け、
東京など大都市ではグローバルな
経済圏を中心として、また地方都
市については地域経済の牽引役と
して、世界から“ヒト・モノ・カネ・
情報”を呼び込むことが期待され
ている。とりわけ、都市の中核をな
すオフィスビル等の建築物は都市
インフラとして、また経済インフラ
として重要な役割を担っており、建
築物の質の向上が求められている。
今後、ビル関連業界の皆さんとと

もに、経済成長を支える良質な不
動産ストックの形成と不動産市場
の活性化、安全・安心で魅力ある
都市づくりに取り組んでいきたい」
などと祝辞を述べた。

◎安全・安心なまちづくりに
　向け、ビル業界へ
　期待の声続々

　石井大臣に続いて壇上に上がっ
たのは、東京都心の千代田区・港区・
新宿区選出の山田美樹・衆議院議
員。山田氏は「今年は平成の次の
時代が始まる年であり、日本経済
がさらなる成長を遂げるためにも、
経済と魅力ある都市を支える重要
なインフラであるオフィスビルを所
有・管理するビル業界の益々の発
展が期待されている」などと挨拶
した。
　続いて、公明党副代表の井上義
久・衆議院議員が挨拶に立ち、昨
年から相次ぐ自然災害に触れ、「東
日本大震災以降も自然災害による
犠牲者が後を絶たない中、災害対
策基本法の改正を行っているが、
防災・減災の観点から自助・共助・
公助のあり方をもう一度見直し、社

井上義久・公明党副代表山口那津男・公明党代表山田美樹・衆議院議員

祝辞を述べる石井啓一・国土交通大臣

石井国土交通大臣ご祝辞

多くの来賓の方々が参集
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会の仕組みに組み込んでいかなけ
ればならない」などと言及。ビル
関連業界と連携しながら、安全・
安心なまちづくりに取り組んでいく
姿勢を強調した。
　その後、乾杯に移り、中井千尋・
日本ビルヂング協会連合会副会長
（北海道ビルヂング協会会長）が登
壇。「昨年は北海道に3つの台風が
上陸し、北海道胆振東部地震では
大きな揺れと全道停電、断水を経
験した。自然災害は身に降りかから
ないとひと事のように感じているが、
いざという時の備えは不可欠。日
本経済を振り返っても年末年始に
かけて株価が乱高下し、先行き不
透明感があるものの、ビル業界で
はバブル崩壊やリーマンショックな
ど様々な困難を乗り越えてきてい
る。今後も情報共有しながら、一
致団結して協会活動を展開してい
きたい」などと挨拶して乾杯の発
声を行い、新年を祝う宴が開宴した。
宴が進む中、公務の合間を縫って
山口那津男・公明党代表、工藤彰三・
国土交通大臣政務官、石原伸晃・
衆議院議員や逢沢一郎・衆議院議
員など政権与党の重鎮が会場に駆

けつけた。
　山口氏は「快適で機能的な執務
空間を提供し、日本経済を支える
企業活動の基盤を担い、そしてま
ちづくりの中核をなすビル業界が
ますます発展することを期待する」
などと挨拶。石原氏は「内需を支え、
企業の経済活動の拠点となるオ
フィスビルに国内だけではなく、海
外からの企業を誘致する政策を展
開していきたい」などと考えをを示
し、ビル業界の今後の活躍に大き
な期待を寄せる祝辞が続いた。

　なお、公務のため新年賀詞交歓
会に来場できなかった菅義偉・内
閣官房長官から祝電が届き、「日頃
よりビルの経営・管理を通じて、
わが国の経済発展に大きく貢献さ
れている皆様に敬意を表するとと
もに、貴会の益々のご繁栄とご列
席の皆様の今年一年のご多幸を祈
念いたします」との祝辞が寄せら
れた。このほか、参議院議員の佐
藤信秋氏、衆議院議員の井林辰憲
氏、参議院議員の足立敏之氏など
多くの国会議員から祝電が届いた。

工藤彰三・国土交通大臣政務官逢沢一郎・衆議院議員石原伸晃・自民党住宅土地・都市政策調査会長

◆2019年ビル関係6団体合同新年賀詞交歓会

会場の様子
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  1. オフィスビルを巡る
　   経済環境など

（1）経済状況とビル市況
（前略）
平成31年度は、翌年度に東京オリン

ピック・パラリンピックを控え、インフ
ラ整備や首都圏再開発などが引き続き
活発化し、経済成長が持続することが
期待されるが、消費税の引き上げ、貿
易をめぐる米中対立など経済環境の変
化を注視していく必要がある。
（2） オフィスビルの機能と　　　　

ビル業界の責務
（前略）
今日、ビル業界は、わが国が力強く

成長するため、多様な働き方や生産性
向上に対応するオフィス環境の提供が
求められている。また、都市の国際競
争力強化、都市再生の推進と地方創生、
大震災等に備えた安全・防災性能の向
上、地球環境問題、AI、IoTの進展へ
の対応などのさまざまな課題に的確に
対応していく責務を担っている。
（3）連合会事業運営の基本的方向
上記（1）及び（2）を踏まえ、連合

会は19地方協会の会員による創意とエ
ネルギーを結集し、ビル業界の健全な
発展に向けた諸活動を着実に推進する。
また、ビルの安全・防災性能の強化や
地球環境対策の普及促進などビル事業
に関連する政策課題の解決に積極的に
取り組み、地域社会への貢献を進める。

  2.政策活動

（1）税制改正・予算要望活動　
連合会は平成31年度税制改正・予算

要望について以下の要望を行った。
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

　平成32年度税制改正・予算要望に
おいても、各協会の要望・意見を集約し、
ビル事業の推進に必要な租税特別措置
の確保、都市再生の促進、都市の防災
性能の向上、地球環境対策の推進など
に資する税制の創設・拡充を基本とし
て取り組む。また、これらに関する補
助制度の創設・拡充を要望する。
（2）政策課題のための活動
①国の審議会等に対するビル事業者の
意見反映等
連合会は国の審議会等に委員を派遣

してビル事業の実態とビル事業者の知
見を審議に反映させている。
　（中略）
　平成31年度も、引き続き国の審議会
に参画するとともに、ビル事業の諸課
題解決に向けて国等に働きかけていく。
②オフィスビル経営に係る制度に関す
る活動
　ア　消費税率引き上げへの対応

消費税率が平成31年10月より原

則8%から10%に引き上げられるこ
とに伴い、消費税に関する経過措置
などについて、会員あて周知に努める。
　イ　各種法改正等への対応
　平成30年度は、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」の
改定作業を進めた。
平成31年度は「オフィスビル標準

賃貸借契約書」改定版を公開する。
　また、ビル事業に関連する法制度
や基準等の創設・改正の状況を注視
し、地方協会・関係団体と連携して
必要な意見表明を行う。
ウ　オフィスビルに関する定期建物
賃貸借制度の普及
不動産関係団体で構成している定

期借家推進協議会に参画し、オフィ
スビルに関する定期建物賃貸借制度
の普及啓発に努める。
エ　BOMA360及びIPMSに関する
普及活動
（省略）

③防災及び安全・安心に関する活動
　ア　ビルの耐震性能向上等
（前略）
平成31年度も、引き続き会員ビル

の耐震化に向けた普及啓発活動を推
進する。
　イ　事業継続計画の普及・啓発
「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」について引き続き
会員への普及・啓発に努める。　
　ウ　国に対する意見提出

地方協会と連携してビルの防災、
安全に関する制度の改正・新設の状
況を捉え、必要に応じてビル事業者
としての意見を提出する。

平成31年度連合会運営方針
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④地球環境対策　　
ア　国の地球環境施策への対応
　（前略）
平成31年度は、省エネベンチマー

ク制度に基づくベンチマーク指標の
初回報告について会員の支援に努め
るとともに、目標とすべき水準の設
定などについて国との協議を行う。
また、引き続き、国の環境施策に

ビル事業者の立場から適宜必要な意
見を提出していく。
イ　低炭素社会実行計画の推進等
（前略）
平成31年度も、引き続きエネル

ギー使用量削減目標の進捗確認や低
炭素社会推進キャンペーンなどの啓
発活動を通して、低炭素社会実行計
画の推進を図っていく。
⑤中小ビル振興に関する活動
（前略）
平成31年度は、中小ビルの防災意

識に関する調査を実施するとともに、
平成31年6月の「中小ビルの経営を
考える集い」において、全国から参
加する中小ビル会員を交えて防災を
テーマとするパネルディスカッショ
ンを開催する。

  3.調査・研究事業

　平成30年度は、ビル実態調査の再
編を図った上で調査を実施した。
　平成31年度も、引き続きビル実態調
査を実施する。

  4.国際交流

（1）BOMAインターナショナル
　連合会は日本を代表してBOMAイン
ターナショナルに加盟しており、（中略）
平成31年度も、第112回BOMA総会（米
国ソルトレイクシティ）に参加して、各国
におけるビル関連情報の収集に努める。
（2）世界不動産連盟（FIABCI）
　平成30年度は、第69回世界不動産

連盟（FIABCI）総会（ドバイ）に不動
産関係団体と連携して参加した。
　平成31年度も、第70回総会（モス
クワ）に参加する。
（3）国際交流活動の推進
（前略）
平成31年度も、韓国ビル協会や

BOMA中国など海外ビル協会との交流
活動を継続する。

  5.組織活動

（1）会員数及び財務
平成30年度当初の会員数は1,335社

で、前年度（当初1,307社）と比較し
て28社増加した。
平成31年度は、ビルに関する調査研

究、社会に対するビル情報の発信、国
への政策提言などにより、連合会と地
方協会の社会的価値を向上させるとと
もに会員数の増大を図る。
収支について、平成30年度はおおむ

ね当初予算どおりに推移する見込みで
あり、平成31年度も的確な財政運営に
努める。
（2）総会及び理事会
（前略）
平成31年度も、5月と平成32年1月

に理事会、6月に第79回定時総会（福
岡市）を開催し、定款に従って的確な
組織運営に努める。
（3）運営委員会及び政策委員会
平成30年度は、理事会に先立ち運

営委員会を4月と12月に開催し、平成
29年度事業報告・決算、平成30年度
事業計画・予算、平成31年度運営方針、
平成32年度定時総会開催地の審議を
行った。
また、政策委員会は、政策委員ごと

に国への要望活動等を行うとともに、
10月に「新しい働き方に対応するワー
クプレイスに関する現在の潮流を追う」
をテーマとして情報交流会（政策フォー
ラム）を開催し、ゲスト講師による講
演及び政策委員の意見交換を行った。

平成31年度も、引き続き運営委員会
及び政策委員会の活動を推進する。
（4）80周年記念事業
平成32年度に当連合会が創立80周

年を迎えるにあたり、記念事業の実施
に向けて、東京協会を中心として準備
を進める。
（5）広報活動及び会員サービス
①広報活動
　機関誌「びるぢんぐ」や「連合会ホー
ムページ」等により、ビルに関する行
政情報、連合会・各協会の活動内容な
どを会員と社会に提供するなど的確な
広報活動に努める。
②事務局長情報バンクの活用
　連合会と地方協会の情報共有システ
ムとして設けられた「事務局長情報バ
ンク」を活用し、連合会と地方協会事
務局との情報交流の活性化を図る。
③会員サービス
　（前略）ビル経営事項に関する初期相
談を行う「連合会相談窓口」を活用し
て会員サービスに努める。また、新年
賀詞交歓会、定時総会関連行事の旅行・
ゴルフなどにより会員相互の親睦を深
める。
（6）関係団体との連携
①日本ビルヂング経営センター
　各地方協会の協力を得て、ビル経営
管理士試験やビル経営管理講座など（一
財）日本ビルヂング経営センターの事
業運営に協力するとともにビル経営管
理士の活用を各方面に働きかける。
　また、同センターとのビル経営セミ
ナーの共同実施などにより、連合会会
員の人材育成、教育研修の強化を図る。
②ビル関係団体との連携強化
　「ビル事業管理関係4団体連絡協議
会」の構成団体（（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、（一財）日本ビルヂン
グ経営センター）をはじめビル関係諸
団体との連携を強化し、ビル事業の発
展を図る。
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◆概況

　現在、国において「健康増進法の一
部を改正する法律」（以下改正健康増進
法）および東京都において「東京都受動
喫煙防止条例」が2020年4月からの完
全施行に向けて準備が進められている。
2019年1月15日時点では、双方ともに
技術的要件に係る省政令および施行規
則が確定していない状態だが、施行まで
の準備期間が限られていることから、現
在発表されている要件の整理と今後想
定される準備事項について記載する。

◆健康増進法の一部を
　改正する法律について

　国における受動喫煙防止の取り組み
として改正健康増進法が平成30年7月
18日に参議院本会議での可決を受け、
7月25日に公布され、望まない受動喫
煙の防止を図るために講ずるべき措置
等が定められた。
　従来、健康増進法第25条により受動
喫煙（室内又はこれに準ずる環境にお

いて、他の人のたばこの煙を吸わされ
ることをいう。）防止の措置が努力義務
とされていた。また労働安全衛生法に
おいて室内またはこれに準ずる環境下
で労働者の受動喫煙を防止するため、
事業者は適切な措置を講じることが努
力義務とされている。
　これに対して改正健康増進法では施
設の類型・場所ごとに対策が定められ、
規定に違反したものに所要の罰則規定
が設けられた。図1Bに定められる不特
定多数の者が利用する施設については
原則屋内禁煙（喫煙専用室（喫煙のみ）
内でのみ喫煙可）、但し、経過措置とし
て加熱式たばこは喫煙室（飲食等も可）
内での喫煙可と規定されている。
　また施設等の管理権原者等に対して
喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の
設置禁止および喫煙室内へ20歳未満の
者を立ち入らせないこと等が義務とし
て課されている。
　具体的に喫煙専用室に求められる技
術的要件等については、2019年1月
15日現在、パブリックコメントが1月
19日まで実施されたことから、近いう

ちに公布される見込みで、その後速や
かに喫煙環境整備が必要になる。

◆東京都受動喫煙防止条例
　について

　東京都受動喫煙防止条例（以下、都
条例）が平成30年6月27日、都議会
本会議での可決を受け、7月4日に公
布された。改正健康増進法と比較する
と図2のようになり、第一種施設や飲食
店における規制範囲が上乗せ・横出し
されている。東京都の施設においては
改正健康増進法に加えて本条例の遵守
が必要となる。本条例に関わる技術的
要件も2019年1月現在公表されておら
ず、東京都内では2019年に施行規則
が公布され次第、都条例および改正健
康増進法の双方を遵守する必要がある。
　オフィスビルにおける2018年12月時
点での大枠の考え方は改正健康増進法
と同様で、喫煙専用室の設置が可となっ
ている一方、都内で飲食店も入居して
いるビルの場合、各店舗からの問い合
わせや要望が発生する可能性がある。

図1　改正健康増進法

国と東京都の受動喫煙防止に向けた
最新動向について
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◆喫煙環境整備に向けた
　取り組み

　改正健康増進法、都条例ともに2020
年4月に全面施行を控える中、喫煙環
境整備についてどのような準備が必要
となるかの確認をしたい。
　まず喫煙環境整備に関わる大枠は図
3の通りとなり、それぞれの段階におけ
る留意点を記載する。

〈喫煙所候補地の選定〉
　屋内外問わず、喫煙所を新設・改善
する際は適切な面積を検討する必要が
ある。検討にあたっては最大同時利用
人数を目安とすると適切な面積を把握
することができる。例えば一般的なオ
フィスビルの場合、特に正午過ぎの時
間に喫煙所の利用人数が最大となるこ

とが多いため、これを踏まえた面積を
検討することとなる。喫煙室内に想定
を超えた人数が入った場合、それぞれ
の衣服への臭いの付着や喫煙所外への
漏れもリスクが高まってしまうため、適
切な面積を確保することで中長期的に
良好な環境を整備できる。具体的な喫
煙室の設計は技術的要件が明確になっ
てからの検討となるが、事前に候補地
の検討を進めておくことで速やかな対
応が図れることとなる。
　屋外においても同様に法令上喫煙所
が設置できるか事前に確認を行うこと
となる。各都道府県および各区市町村
において屋外の喫煙に対して条例など
で定められている場合があり、遵守す
ることが求められる。また、公開空地
などとなっている場合、造作物を容易
に設置できない事例もあるため、法令
遵守が必要となる。

〈プランの作成・確定〉
　東京オリンピック・パラリンピックに
向けて多くの工事が行われており、施
工会社も多くの案件を抱えることが想
定されるため、希望する時期に完工す
るためには施工会社に対して早期に依
頼を行うことが大切である。
　屋内喫煙所の計画内容において検討
の中心となるのは給排気である。喫煙
室の場合、特に給排気を整える必要性
が高いため、事前に設計図面を準備し
た上で、既存の排気ダクトへの接続や
屋外への直接排気が取れる場所を候補
とすると、工事費用を安価にすること
ができる。
　厚生労働省の示す分煙効果判定基準
策定検討会報告書の中では、浮遊粉塵
濃度の基準とともに図4の開口部の風
速の担保が示されている。適切な給排
気をとることで周囲へ煙のにおいや漏
れが防止できることから、新設・改善
の際に十分な設備とすることが望まし
い。

図2　東京都受動喫煙防止条例 図3　喫煙環境整備の流れ
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　屋外喫煙所の計画においては、周囲
の道路や建物に対する配慮を検討する
ことが重要である。近隣の通行人や施
設に対して過度にたばこの煙が流れる
ことのないような立地や造作を検討す
ることで中長期的に維持されやすい環
境とすることができる。

〈助成金の活用について〉
　平成30年度現在、全国の中小企業
事業主を対象に厚生労働省が、「受動喫
煙防止対策助成金制度」を設けている。
定められた要件の対象となる事業主で
あれば屋内外の喫煙所設置にかかる工
費などの一部助成を受けることができ

る。この申請を行うためには工事計画
など決められた申請資料を工事の発注
前に整え、事前に決定通知を受ける必
要があるため、さらに余裕を持った計
画が必要となる。

協力：日本たばこ産業㈱

国と東京都の受動喫煙防止に向けた
最新動向について

図4　開口部風速の考え方

図5　 喫煙所施工例     
（千代田区：オフィスビル 2018年8月完工）

図6　 喫煙所施工例     
（千代田区：オフィス・商業複合ビル 2018年12月完工）
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税制改正大綱について
平成31年度

【都市再生緊急整備地域に係る特例措置の内容】
都市再生緊急整備地域 特定都市再生緊急整備地域

①割増償却
  （所得税・法人税）

５年間25％
（現行の５年間30％から縮小）

5年間50%

②登録免許税
  （建物の保存登記）

0.35%
（本則0.40%）

0.20%
（本則0.40%）

③不動産取得税
課税標準から、1/10以上3/10以下の範囲内に
おいて都道府県の条例で定める割合を控除
（参酌基準：1/5）

課税標準から、2/5以上3/5以下の範囲内にお
いて都道府県の条例で定める割合を控除
（参酌基準：1/2）

④固定資産税および
　都市計画税

課税標準を５年間、1/2以上7/10以下の範囲内
において都道府県の条例で定める割合に軽減
（参酌基準：3/5）

課税標準を５年間、2/5以上3/5以下の範囲内
において都道府県の条例で定める割合に軽減
（参酌基準：1/2）

与党（自由民主党および公明党）は、
平成30年12月14日、「平成31年度税
制改正大綱」を決定しました。
　当連合会の要望事項に関する結果は次
のとおりです。

1.  都市再生緊急整備地域に係る
　 課税特例措置の延長
　（ 法人税、所得税、登録免許税、
不動産取得税、固定資産税、 
都市計画税）

都市再生緊急整備地域において国土交
通大臣の認定を受けた事業者に係る課税
特例措置について、一部縮小（都市再生
緊急整備地域における割増償却率の縮
小）の上、2年間延長されました。

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

市街地再開発事業に係る権利床に対す
る固定資産税の特例措置について、2年
間延長されました。
【特例措置の内容】
施設建築物に該当する家屋で床面積

50㎡以上280㎡以下の権利床の固定資
産税について
①従前権利者居住用：2/3減額（5年間）

②従前権利者非居住用住宅及び非居住
用家屋：1/3減額（5年間）

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

　コージェネレーション設備の固定資産
税に係る特例措置について、一部縮小の
上、2年間延長されました。

【制度の概要】
（1）対象設備
　　①10年以内に販売された最新モデル
　　②旧モデル比でエネルギー効率等が

年平均1%以上向上
　③1基当たり発電容量10kW以上かつ
総合効率72%以上

（2）軽減内容
設備に係る固定資産税について、課

税標準を最初の3年間、11/12に軽減
（現行の「課税標準を5/6に軽減」から
縮小）

4.中小企業経営強化税制の延長
　（法人税・所得税）

　中小企業による生産性向上のための取
組みを支援するため、中小企業等経営強
化法の計画認定に基づく設備投資に即時

償却または税額控除が可能となる特例措
置について、2年間延長されました。

【制度の概要】
（1）対象者

中小企業者（資本金1億円以下、大
企業の子会社除く）

（2）対象設備
中小企業者が中小企業等経営強化法
の計画認定に基づく経営力向上計画に
基づき取得する建物附属設備・器具備
品等であって、次のいずれかに該当す
るもの
　①生産性向上設備（A類型）

投資設備が旧モデル比でエネル
ギー効率等が年平均1%以上向上す
ることが工業会等により証明される
もの
②収益力強化設備（B類型）
　設備投資により、経済産業局の確
認を受けた投資計画上の投資利益率
が年平均5%以上であるもの

（3）軽減措置の内容

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

土地の所有権の移転登記等に係る登録
免許税の特例措置について、2年間延長
されました。

【特例措置の内容】
①土地の売買による所有権の移転登記
の税率：1.5%（本則2.0%）
②土地の所有権の信託登記の税率：
0.3%（本則0.4%）

特別償却 税額控除

・個人事業主
・資本金額3,000万円以下の法人 即時償却 10%

・資本金額3,000万円超の法人 即時償却 7%



日本ビルヂング協会連合会の第79回定時総会を、下記の日程で開催いたします。
詳細な案内と正式な総会申込書は3月上旬にご案内いたしますが、昨今のホテル事情に鑑み、本号にて早めに事前告知させて

いただきます。スケジュールをご確認いただき、全国の会員の皆様のご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

1.  日　時：2019年6月5日（水）15：30～
2. 場　所：ホテル日航福岡　本館3階「都久志」
　　　　　福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号　TEL：092-482-1111
3. その他の行事
　（1）「中小ビルの経営を考える集い」
　　　　6月4日（火）16：00～　ホテル日航福岡　新館2階「ラメール」
　　　　（懇親会は18：20～、同「ラメール」）
　（2）「講演会」
　　　　6月5日（水）14：00～　ホテル日航福岡　本館3階「都久志」
　　　　講師：川原 正孝氏（株式会社ふくや 代表取締役会長）
　　　　演題：『私の経営理念 ～人を活かす経営』（仮）
　（3）懇親ゴルフ会
　　　　6月6日（木） 「古賀ゴルフ・クラブ」
　（4）懇親旅行会
　　　　日帰りコース：6月6日（木）黒川温泉
　　　　1泊2日コース：6月6日（木）～7日（金）
　　　　　　　　　　ハウステンボス～伊万里ほか

第79回連合会定時総会（福岡）の日程

総会会場の様子

昨年の「中小ビルの経営を考える集い」

昨年の懇親ゴルフ会の集合写真 昨年の懇親パーティーのひとコマ

連合会トピックス

第79回連合会定時総会のお知らせ
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日　時 行　事 場　所
6／4（火） 16:00～20:00（懇親会18:20～） 中小ビルの経営を考える集い ホテル日航福岡　新館2階「ラメール」

6／5（水）
14:00～15:00 講演会　講師：川原 正孝氏 ホテル日航福岡　本館3階「都久志」
15:30～17:00 第79回定時総会 同上
17:30～19:30 懇親パーティー 同上

6／6（木）
8:30アウトイン同時スタート 懇親ゴルフ会 古賀ゴルフ・クラブ

ホテル　8:30出発予定 懇親旅行（日帰りコース） 牧ノ戸峠～黒川温泉街～木の花ガルデン
6／6（木）
～7日（金） ホテル　9:00出発予定 懇親旅行（1泊2日コース） ハウステンボス～九十九島遊覧～伊万里・大川内山ほか



BOMAを介することによる 深いビル視察会が期待され、
海外研修が初めての方や視察団に馴染みのない方でも世代
を問わず、おひとかたから安心してご参加いただけます。
BOMA総大会では、通訳者とイヤフォンを用いて、現地の
セミナーを経験していただきます。団体プログラム以外に
も、オプションプログラムや個別の視察情報を用意し、密
度高い滞在期間をお過しいただきます。
　全国からの会員の皆様のご参加を、心よりお待ちしてお
ります。

～概 要～
訪問都市：シアトル（3泊）、ソルトレイクシティ（4泊）
日　　程：2019年6月19日（水）～27日（木）　7泊9日
募集定員：20名強　
プログラム：【BOMA総大会；6.23-25の3日間】　各種全体・
専門セミナー、TOBY賞授賞式（Dinner & Reception）、
ビルディングショー（展示会）、国際局ワークショップ（通
訳付、視察会付）ほか ウェルカムパーティ等交流会
【ビル事情視察】シアトルでのビル見学会、都市事情視察
募集期間（予定）：3月上旬－5月中旬 
　　　　　　　　 募集要項・申込書を、機関紙3月号に同

封予定
募集金額： エコノミークラス利用の基本料金63～65万円、
　　　　　別途BOMA総大会参加費　

昨年のサンフランシスコ・サンアントニオ視察団

昨年のビル視察都市（サンフランシスコ）

　（一社）日本ビルヂング協会連合会では、今年6月
BOMAソルトレイクシティ総大会および米国ビル事情視察
団を派遣しますが、その一行を3月より募集いたします。
　今年のBOMA総大会（第112回）開催場所はユタ州ソ
ルトレイクシティ。この地で全米ビル協会（Building 
Owners and Managers Association International；
BOMAインターナショナル）主催の、全米協会メンバーが
一堂に会し、圧巻の規模で行う一大イベント （カンファレン
ス&エキスポ）に団として参加します。
　加えてビル・都市事情の視察先として、全米6大オフィ
スマーケット以外での最有力都市ともいえるシアトル市を
訪問予定。
　恒例の現地プロパティマネージャーの懇切なご案内によ
る ビル視察が組み入れられます。更には近年試みの特別視
察として、市行政訪問等も検討中。
　全米ビル協会と連携する日本ビル協ならではの、豊富な
プログラムと、全米ビル協会メンバーとの接触・交流の機会、

BOMAインターナショナルについて
　ビルオーナー&マネージャー協会（BOMAインターナショナル）は 米国BOMAの91の団体と18ヶ国の団体の連合。
1907年に設立され、業界180万人の雇用をサポートして、米国のGDPに2276億ドルの寄与をしているとともに、米国
のオフィススペース104億平方フィートを含む すべてのタイプの商業用不動産のタイプの所有者や管理者を代表する団
体で、政策提言を行い、影響力と知識によって活気に満ちた商業用不動産業界を発展させることを使命としている。詳
細はwww.boma.orgを参照。

2019年BOMAソルトレイクシティ総大会および
米国（シアトル）ビル事情視察団の募集の予告

連合会トピックス
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（一社）北海道ビルヂング協会

11月例会 東京ビル視察研修会の開催
▶倭専務理事を中心に、三菱地所㈱北
海道支店様、三井不動産㈱北海道支店
様のご協力をいただき11月15日、16日
の2日間で、平成26年3月の大阪ビル視
察研修会以来のビル視察研修会を開催
いたしました。
　初日は、東京ミッドタウン日比谷に集
合し、「東京ミッドタウン日比谷」、
「丸の内3－2計画現場」、「行幸通り」
を含む丸の内エリアの視察、「msb 
Tamachi（ムスブ田町）」の4ヶ所を巡
り、品川より屋形船に乗り、隅田川の船
上で東京の夜景を観賞しながらの懇親
会を開催。翌日は、大手町パークビル
ディングに集合、「大手町パークビル
ディング」「大手町ビル」、「東京常盤
橋開発プレゼンルーム視察」、日本橋に
て昼食をとり、「馬喰町Reビル事務所」、
「日本橋高島屋計画」の5ヶ所を巡る、
行程的に少しきつい視察研修会となり
ましたが、久しぶりの東京ビル視察研
修会でもあり、参加された会員の皆様
方も最先端を行く東京のビル等を視察
でき、大変有意義な視察研修会だった
と感想を述べていらっしゃいました。
21社30名様が参加されました。
忘年懇親会の開催
▶12月5日、本年も札幌グランドホテル
にて、正会員・賛助会員・事務局の61
名が集い、平成30年度の忘年懇親会が
開催されました。
　中井会長の開会ご挨拶と祝杯のご発
声に始まり、倭専務理事から今年1年を
振り返っての事業報告と多くの方々の
参加のお礼があり、恒例のクジ引き抽
選会では倭専務理事の進行のもと、越
山組織広報委員長他副委員長の方々の
お手伝いにて、協会が用意した景品の

他に会員企業から進呈された多くの景
品がプレゼンターからのご挨拶ととも
に当選者に手渡されました。
最後に大島副会長の一本締めにて終

了させていただきました。予定時刻を
上回り終始盛況のうち楽しい一時を過
ごしました。

埼玉ビルヂング協会

鹿児島「西郷どん」の旅
▶当協会の恒例行事である懇親旅行が
11月14日～16日に行われました。今回
は鹿児島がメインの旅で、11月14日朝
8時30分東京駅発の「のぞみ」で出発
しました。今回は九州新幹線に乗ること
を1つのテーマにしたため、行きは新幹
線を選び、博多駅で九州新幹線に乗り
換え、15時に鹿児島中央駅に着くとい
う約7時間弱の旅でしたが、思っていた
ほど長くは感じませんでした。鹿児島
中央駅から観光バスに乗り「西郷南洲
顕彰館」に行き、西郷隆盛と西南の役
で戦死した人々の墓と西郷隆盛に関す
る資料を見ました。墓地の中からは桜
島が見え、なかなかの景色でした。宿に
向かう途中で西郷隆盛像を見ましたが、
軍服姿の凛々しい像でした。泊ったホ
テルからも桜島の噴煙が美しく見えま
した。翌日は「知覧特攻会館」で特攻隊
の写真や資料を見ました。その後、知
覧武家屋敷庭園を散策した後、仙巌
園・尚古集成館を見ましたが、ここから
の桜島のダイナミックな姿は圧巻でし
た。その後、NHKの大河ドラマのPR館
である大河ドラマ館へ行きましたが、
地元の方の話では、思ったより視聴率
が良くないとのことでした。その日の宿
は霧島温泉で、翌朝、霧島神宮を参拝
しましたが、九州屈指のパワースポット
として注目を集めている荘厳な神社で
した。その後、黒酢工場、焼酎用種麹製
造工場等を見学し、鹿児島空港から羽
田空港へと帰ってきました。私にとって
初めての鹿児島で、桜島も好天に恵ま
れ美しく見ることができて大満足の旅
でした。

（一社）東京ビルヂング協会

備えあれば憂いなし、を痛感した年初め
▶昨年の夏、幼馴染である友人が障害

を抱える息子さんと2人で北海道一周
の旅に出掛けた。介護タクシーの運転
手である彼は自家用車に息子さんを乗
せ、フェリーで大洗から苫小牧へ。前半
は天気も良く、楽しい思い出づくりがで
きたそうだ。ところが、異常気象の影響
で北海道を直撃した“猛烈”な台風21
号によって、泊まっていたホテルの電気
設備が浸水。エレベーターが動かなく
なり、上階に泊まっていたため車椅子で
しか移動できない息子さんとともに丸
一日ホテルで足止めされてしまった。そ
の後電気設備が復旧し、気を取り直し
て次の観光地に移動したのだったが、
なんと北海道胆振東部地震に遭遇。
　地震に伴う全道停電のため、旅行中2
度目の足止めを余儀なくされたのだっ
た。
散々な目に遭い、旅行から帰ってき

た彼は「インフラ、とくに電気のありが
たみを痛感した」としみじみ語った。職
業柄、介護のノウハウがあっても、上階
から階段で車椅子の息子さんを安全に
避難させることはできなかったという。
真っ暗なホテルの部屋でじっとしてい
なければならない恐怖は体験した人で
なければ分からない、とも熱く語ってい
た。
そんな幼馴染の貴重な体験談を聞い

ていたにもかかわらず、新年早々、夕食
時に我が家の電気のブレーカーが落ち
た。室内の暖房に、電気プレート、そし
て電子レンジを同時に使ったのが原因
だった。電気の使い過ぎだ。真っ暗に
なったリビングに備えてあったラジオ
付き懐中電灯を点けようとしたところ、
なんと電池切れ。携帯の明かりを頼り
にブレーカーを上げに行こうとしたら、
晩酌のアルコールの影響もあって、廊
下に置いた荷物につまずき、足の親指
に血マメをつくる始末。
しっかりと備えをしなければいけな

いと痛感した年初めとなった。

（一社）京都ビルヂング協会

1月例会
▶亥年最初の例会としまして新年賀詞
交歓会を1月16日に、「京懐石美濃吉 
竹茂楼」にて開催しました。
本年は45名もの多数のご参加があり

協会便り
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昨年のBOMA総代会および米国ビル事情視察団が訪れたサンアントニオ
で宿泊した高級ホテル。視察するビルもさることながら、宿泊するホテル
も楽しみのひとつ。今年訪問するのはシアトルとソルトレイクシティの２
都市だ。（写真／S.YUASA、文／T.ARAI）

感謝しております。この人数が例会に
も参加していただくことを望みます。
　毎年恒例となりました、新春の芸舞
にて幕が開き、続きまして長谷川会長
の挨拶と、鳥居顧問の乾杯の発声にて
開宴致しました。きれいどころの芸妓・
舞妓さんのお酌につられてお酒もすす
み、美味しい料理とともに楽しい一時は
あっという間に過ぎました。そして中村
副会長の中締めの挨拶にて閉宴致しま
した。

兵庫ビルヂング協会

協会創立80周年
▶ここ数年、大晦日から新年にかけて、
近くのお寺で除夜の鐘をつき、その足
で神社に初詣に行っています。昨年1年、
大過なく過ごせたことに感謝し、今年
も健康で何事も無事に務められますよ
うお願いし、後は、相も変わらぬ「寝正
月」で過ごしました。しかしながら
「ボーと生きている」のもここまでです。
　今年、兵庫ビルヂング協会は協会創
立80周年を迎える特別な年になります。
昭和14年（1939年）旧神戸外国人居留
地の5社で「神戸ビルヂング協会」とし
てスタートし、その後、昭和49年
（1974年）に「兵庫ビルヂング協会」
に改称、その間社会の変化にともない、
太平洋戦争前後の苦難や大水害、大震
災の試練を乗り越えて云々と協会史に
ありますが、「平成」から新年号に改元
される節目の年に、当協会もまた新た
な一歩が始まります。

　今後とも、連合会はじめ、各地方協
会の皆様からのご指導、ご鞭撻をお願
いいたします。

四国ビルヂング協会

瀬戸内国際芸術祭2019　ご案内
▶2010年から3年に1度、瀬戸内海の
島々を舞台に開催される芸術祭の瀬戸
内国際芸術祭は、「海の復権」をテーマ
に掲げ、美しい自然と人間が交錯し交
響してきた瀬戸内の島々に活力を取り
戻し、瀬戸内が地球上のすべての地域
の「希望の海」となることを目指してい
ます。
　4回目となる瀬戸内国際芸術祭2019
においても、これまで同様、海に囲まれ
どこからでもアプローチでき、農・工・
商が混在した原初の人びとの存在を教
えてくれる瀬戸内の島巡りを通し、この
先地球上に人が生きること、展望を待
つことを考えながら、プロジェクトを展
開していきます。
【会期】
「ふれあう春」
 4月26日（金）～5月26日（日）31日間
「あつまる夏」
 7月19日（金）～8月25日（日）38日間
「ひろがる秋」
 9月28日（土）～11月4日（月）38日間
【会場】
直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、
大島、犬島、沙弥島《春のみ》
本島《秋のみ》、高見島《秋のみ》、粟
島《秋のみ》、伊吹島《秋のみ》

高松港周辺、宇野港周辺、広域・回遊
　皆様のお越しをお待ちしております。

九州ビルヂング協会

太宰府天満宮の飛び梅
▶昨年10月の「西日本地区ビル協交歓
会議」では、記念講演として太宰府天
満宮の西高辻信良宮司にお願いしまし
たが、この中で、本殿の前庭にある菅原
道真公ゆかりの「飛び梅」の話をされま
した。
　道真公が太宰府に左遷され京都を去
る際に「東風（こち）吹かば思い起こせ
よ梅の花、あるじなしとて春な忘れそ」
の句を詠んだところ、その梅の木が主
を慕って京都から飛んできたという伝
説の木です。手入れがされており立派
な梅の木ですが、実は根元は3本に株分
けされており、万が一枯れても絶える
ことがないように努力されているとの
ことでした。
　今年のお正月には、学問の神様とし
て受験生の合格祈願も多く、230万人
の参拝客で賑わいました。西高辻信良
宮司は、菅原道真公から数えて39代目
に当たりますが、40代目のご子息信宏
氏は、東京大学に入学され、卒業後更
に國學院大學神道学専攻科に進まれま
した。まさに合格の御利益がありそうで
す。

15びるぢんぐ●No.352




