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2020年ビル関係5団体合同 新年賀詞交歓会
1月9日　東京・虎ノ門　オークラ東京 平安の間

　冒頭5団体を代表して挨拶に立った
木村惠司・日本ビルヂング協会連合会
会長は、昨年末にまとまった令和2年
度与党税制大綱に触れ、ビル業界をは
じめ不動産業界全体で要望していた『特
定の事業用資産に係る買換え特例の延
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。
　今年のトピックスとして、木村会長は

「連合会が今年80周年を迎える。6月に
この場所で連合会の定時総会に合わせ、

『連合会創立80周年記念行事』の開催
を予定している」ことを紹介した。
　その上で、ビル業界の今後について

「AIやIoT等の進展や新たな技術の開発
によって、営業や管理、運営の場に加え、
ビル経営そのものが大きく変わってく

る。日本の課題である『生産性向上の
実現』に向けて、ビル業界が果たす役
割は大きい」などとし、全国19協会や
関係団体と連携し、会員と協力しなが
ら連合会活動を展開していく姿勢を強
調した。
　また、乾杯の挨拶に立った三浦一郎
副会長（大阪ビルディング協会会長）

は「今年は東京でオリンピック・パラリ
ンピックが開催され、2025年には大阪
で万博が予定されている。大阪がグロー
バル都市として飛躍し、日本の都市の
多極化に貢献できるよう取り組んでい
きたい」と地方創生への意気込みを語っ
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、（一社）
東京ビルヂング協会、（一社）東京駐車協会のビル関係5団体は1月9日正午、東京・虎ノ門のオークラ東京 オー
クラプレステージタワー 1階「平安の間」で新年賀詞交歓会を開催した。ホテルオークラ本館の建替えに伴い新装
となった「平安の間」で新年賀詞交歓会を開くのは5年ぶり。
　会場には、門博文・国土交通大臣政務官をはじめ、自民党税制調査会長の甘利明・衆議院議員、前国土交通大
臣の石井啓一・衆議院議員、元外務大臣政務官の山田美樹・衆議院議員、古賀篤・衆議院議員、福井照・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、同幹事長の斉藤鉄夫・衆議院
議員など政権与党の重鎮のほか、小池百合子・東京都知事も駆け付けた。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700名が会場に参集し、2020年の新年を大いに祝った。

来賓や関係者、約700名が参集

来賓と談笑する木村会長 乾杯の挨拶をする三浦副会長

甘利氏と談笑する連合会役員 乾杯の様子
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木村 惠司 会長

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5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。
　国土交通大臣政務官の門 博文様には、
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
をはじめ不動産業界全体で要望してお
りました「特定の事業用資産に係る買
換え特例の延長」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、今年は、日本ビルヂング協会
連合会が80周年を迎え、6月にこのホ
テルで連合会総会に合わせて80周年記
念行事を行います。
　また、今年は56年ぶりに東京でオリ
ンピック・パラリンピックが開催されま
す。国を挙げての一大イベントですか
ら、昨年のラグビーワールドカップの
ように大いに盛り上がり、日本選手の

活躍とともに大会が無事に終わること
を願っています。
　このオリンピック・パラリンピック以
降、日本の経済や社会情勢がどのよう
になってゆくのか？　短期的な見方は
できても、変化が激しいこの時代にお
いて中長期的に予想することは簡単で
はありません。イギリスのEU離脱、米
中の貿易摩擦、日韓関係、そしてアメ
リカとイランの間で緊張が高まる軍事
的な対立など懸案事項が山積し、先行
き不透明感が増しています。
　また、国内的には少子高齢化の進展
が懸念され、とくに昨年末に発表され
た人口動態統計によると、2019年の子
供の出生数は86万人と初めて90万人
を割り込みました。86万人になるのは
2017年時点の将来推計より2年も早く、
少子化が加速している深刻な実態を表
しています。
　さらに激甚化した自然災害に象徴さ
れるように地球温暖化といった環境問
題がクローズアップされており、2030
年、2040年を見据えた方向性を定め
ていかなければなりません。
　そうした観点から2020年はひとつの
大きな転換点になると感じています。
ビル業界、不動産業界も例外ではなく、
たとえば、AIやIoT等の進展や新たな
技術の開発によって、営業や管理、運
営の場だけでなく、経営そのものが大
きく変わってくると思われます。稼働し
ているオフィスビル等の資産をいかに

効率的に管理・運営していくのか、ど
うやって資産価値を上げてくのかとい
うことがより一層求められ、さらに日本
の課題である「生産性向上の実現」に
向け、ビル業界がどのような役割を果
たし、チャレンジしていくのかが重要に
なっていきます。
　また、日本の都市の魅力を向上させ
ていくためには、東京という大都市の
魅力と地方都市の魅力を、ともに高め
ていく必要があります。地方創生とは
地方における都市づくりであり、それ
も東京や大阪等とは異なるそれぞれ特
徴のあるまちづくりによって支えられる
ものだと思っています。スマートシティ
やコンパクトシティを兼ね備えた地方
の都市づくり、まちづくりには投資や
雇用等の面を含め、全国19のビル協会
が果たす役割は大変大きいものがあり
ます。
　これらの課題に対応するため連合会
80周年を機に、全国19協会と関係団
体等と連携しながら、連合会の活動を
展開し、政府等に対する働きかけを活
発化していきたいと決意を新たにした
ところです。
　結びになりますが、引き続き、会員
の皆様とここにご参会の関係者の皆様
のご協力とご支援を切にお願いします
とともに、皆様のご発展、ご健勝を祈
念いたしまして、簡単ではありますが、
新年の挨拶とさせていただきます。本
日は有難うございます。

5団体新年賀詞交歓会
会長挨拶

2020年ビル関係5団体合同 新年賀詞交歓会
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◎門博文・国土交通大臣政務官、
  「ビル業界とともに
  建築物の質の向上」

　来賓の挨拶では、門博文・国土
交通大臣政務官が登壇。
　門政務官は、「2020東京オリン
ピック・パラリンピックの開会を目
前に控え、良質な建築物の供給を
通じて国際競争力のある魅力に溢
れた都市環境の整備に尽力してい
ることに敬意を表する」などと日本
ビルヂング協会連合会の活動に対し、
謝意を示した。また、オフィスマー
ケットの現状について「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」と分析した。

　今後のビル業界に対しては「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
ル等の建築物は経済インフラとして、
また都市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。

◎山口那津男・公明党代表
  「この10年が
  重要な年になる」

　続いて、挨拶に立った公明党の
山口代表は「今年は東京オリンピッ
ク・パラリンピックイヤーであり、
日本ビルヂング協会連合会がめで
たく創立80周年を迎える節目の年
でもある。ビル業界にとっても、日
本にとっても2020年から30年に
かけての10年が重要な期間となっ
ている。SDGsの目標年次が2030
年、パリ協定の温室ガス削減目標
も2030年、日本の少子高齢化に対

応した全世代型社会保障の基盤を
確立するのもこの10年間の大きな
課題である。今後、ビル協会の皆
さんと協力していきながら、与党と
して諸課題に対する施策を推進し
ていく」などと抱負を語った。

　その後、宴が進む中、忙しい公
務の合間を縫って小池百合子・東
京都知事、続いて自民党税制調査
会長の甘利明・衆議院議員が会場
に駆け付けた。

◎小池百合子・東京都知事
  「オリパラに向け、
  テレワークなどに協力を」

　壇上に上がった小池都知事は、
日頃から優良な民間開発を支える
原動力となっているビル業界に対
し、謝意を表した。

政権与党の重鎮や
東京都知事から祝辞

祝辞を述べる門博文・国土交通大臣政務官 祝辞を述べる山口那津男・公明党代表
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　その上で、昨秋、東京都の予算
ヒアリングで連合会の中核団体で
ある東京ビルヂング協会が提言し
た「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の支援の
ための総合的な仕組みの確立」に
ついて触れ、「ビル協会の皆様から
いただいた『エリアマネジメントの
支援のための総合的な仕組み』は
大変貴重な提言で、世界中から選
ばれる都市となるためにも歩行者
優先の空間づくりなどといったエリ
アマネジメントの取組みは重要だ。
皆様から頂いた現場の意見や提言
をしっかり受け止め、取り組んでい
きたい」とビル協会としての提言を
取り上げた。
　また、開会まで197日となった
2020東京オリンピック・パラリン
ピックに言及。「2012年のロンドン
オリンピックの際、ロンドン市長

だったのは現首相のボリス・ジョ
ンション氏で、ジョンソン氏が都
庁に来訪された際に『ロンドンオリ
ンピックの最大のレガシーは何か。
それはテレワークが定着し、働き方
が変わったことだ』と言っていた。
ロンドン商工会議所の調べによる
と、ロンドンオリンピック期間中の
テレワーク実施率は80%だったよ
うだ。
　皆様にはテレワークや交通管理
への協力をお願いしたい」などと
挨拶した。

◎甘利明・自民党税制調査会長
　自民税調会長
  「現場の声を税制面や、
   予算面に反映へ」

　続いて、甘利氏が登壇。「自民党
税制調査会長として昨年末に来年
度税制大綱をまとめた。景気にマ
イナス効果が出ることはやらないと
の考えのもと、ビル業界をはじめ
不動産業界全体から強い要望の
あった『特定の事業用資産の買換
え特例の延長』などを行った。税
制面、予算面の両面から国際環境
に変化があってもその影響を最小
限に食い止める措置を講じている。
日本の景気を、そして日本のまちづ
くりを支える大きな柱であるビル業
界の皆様には、これからも現場の声
を行政や政治の場に伝えてもらい、

政策選択が誤らないよう三位一体で
連携していきたい」などと語った。

　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、参議院議員の和田ま
さむね氏、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。

2020年ビル関係5団体合同 新年賀詞交歓会

祝辞を述べる甘利明・自民党税制調査会長

祝辞を述べる小池百合子・東京都知事
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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
　（略）
（2）�オフィスビルの機能と　　　　

ビル業界の責務
　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、
快適なオフィス環境の創造を通じてテ
ナント企業の知的生産、価値創造の基
盤を提供するとともに、安全・防災性
能の向上や良好な景観の形成を通して
都市の豊かな地域社会を形成すること
に寄与している。
　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、
地震、風水害等に備えた安全・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　　
　（中略）
　連合会は、令和2年度税制改正・予
算要望に引き続き、令和3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）
　 　令和2年度も、引き続き国の審議

会等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　各種法改正等への対応
　 　令和元年度は、「オフィス標準賃貸

借契約書」の改訂を行い、その普及
のために9月に経団連ホールにてセミ
ナーを実施した。またその模様を
DVDに収め、各協会に配布した。

　 　令和2年度も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。

　イ　 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。

　ウ　 BOMA360及びIPMSに関する
普及活動

　 　「BOMA360パフォーマンスプロ
グラム」（BOMAインターナショナ
ルが実施する優良ビル認定制度）に
関する「日本語版申請ガイドライン」
を周知し、日本国内のビルが日本に
居ながらにして申請・認定取得でき

るよう支援に努める。
　 　また、IPMS（国際不動産面積測定

基準）に関する算定表についても会
員への周知に努める。

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
　 　令和元年度は、東京協会と連携し

て、長周期地震動対策や自然災害対
応などを内容とする講演会を開催す
る等、都市の安全・防災に係わる周
知活動を行った。

　 　令和2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。

④地球環境対策　　　
　ア　国の地球環境施策への対応
　 　令和元年度は、経済産業省 資源エ

ネルギー庁にて本年度より導入され
た貸事務所業におけるベンチマーク
制度の執行状況調査について協力す
るとともに、必要に応じて目標とす
べき水準の設定、推計ツールの改善
についてビル事業者の立場から適宜
必要な意見を提出している。

　 　令和2年度も、省エネベンチマー
ク制度や環境ラベリング制度、グリー
ンリース等について会員等へ普及・
啓発、支援に努めるとともに、引き
続き、国の環境施策についてビル事
業者の立場から適宜必要な意見を取
りまとめ、提出していく。

　イ　低炭素社会実行計画の推進等

令和2年度連合会運営方針
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　 　令和元年度は、経団連と連携して
推進している「オフィスビル分野に
おける低炭素社会実行計画」につい
て、エネルギー使用量削減目標の進
捗状況を確認するとともに、東京協
会と連携して低炭素社会推進キャン
ペーン講演会などの普及啓発イベン
トを開催した。

　 　令和2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。

　ウ　温暖化対策長期ビジョンの策定
　   経団連の2050年という長期の温暖

化対策に取り組むビジョンの策定の
呼びかけに対応して、不動産協会と
連携して温暖化対策長期ビジョンの
策定作業を進める。

⑤中小ビル振興に関する活動　
　令和元年度は、政策委員（中小ビル
振興担当）の企画により、中小ビルの
防災意識に関するアンケート調査を実
施した。その調査結果を踏まえ、6月の

「中小ビルの経営を考える集い」におい
て、地方4協会の代表によるパネルディ
スカッションを開催し、全国から参加し
た会員と防災意識などについて議論を
深めた。
　令和2年度は、令和元年度に実施し
た中小ビルの防災意識に関する調査を
基に、2012年に改訂した災害対応マ
ニュアル及び防災ポケットブックを見
直す。また、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

　令和元年度は、前年度再編を図った
「ビル実態調査」を引き続き実施した。
令和2年度も、同様にビル実態調査を
実施する。　

　　　　　
  4. 国際交流
　
（1）BOMAインターナショナル
　（中略）
　令和2年度も、第113回BOMA総会

（米国フィラデルフィア）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）
　令和元年度は、第70回総会（モスク
ワ）総会に不動産関係団体と連携して
参加した。
  令和2年度も、第71回総会（マニラ）
に参加する。
（3）国際交流活動の推進
　平成31年は、韓国ビル協会の訪日団
に対応し、東京協会、大阪協会と連携
して韓国ビル協会と連合会との交流を
図った。
　令和2年も、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
　令和元年度当初の会員数は1,350社
で、前年度（当初1,335社）と比較し
て15社増加した。
　令和2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、令和元年度はおおむ
ね当初予算どおりに推移する見込みで
あり、令和2年度も的確な財政運営に
努める。
（2）総会及び理事会
　（中略）
　令和2年度も、5月と令和3年1月に
理事会、令和2年6月に第80回定時総
会（東京都）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
　令和元年度は、理事会に先立ち運営
委員会を4月と12月に開催し、平成30
年度事業報告・決算、令和元年度事業
計画・予算、令和2年度運営方針、80
周年記念事業、令和3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なうとともに、
10月に「大都市における都市再生・ま
ちづくりの動向について」をテーマとし
て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。
　令和2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
　令和2年度に当連合会が創立80周
年を迎えるに当たり、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、記念総会、記念講演会や記念
パーティを開催する。
　また、連合会80周年史を各協会協
力のもと編集発行し、会員に配付する。
（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
　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
　（略）
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冒頭挨拶をする松坂卓夫会長
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　仙台ビルディング協会は、創
立60周年を迎え、11月13日に
仙台市の仙台ロイヤルパークホ
テルで「創立60周年祝賀会」を
開催した。
　会場には、来賓として宮城県
副知事の佐野好昭氏、仙台市長
の郡和子氏、仙台商工会議所会
頭の鎌田宏氏をはじめ、日本ビ
ルヂング協会連合会の竹歳誠副
会長や日本ビルヂング経営セン
ターの櫻井康好理事長（日本ビ
ルヂング協会連合会専務理事）、
仙台協会の会員多数が参集し、
60周年を盛大に祝った。

　祝賀会のオープニングでは、「映
像で振り返る仙台のビル事業60年」
と題したビデオを上映し、仙台の懐
かしい街並みの風景とともに、仙台
の街並みを形成していく会員企業の
オフィスビルが映し出された。

　祝賀会の開宴にあたり、冒頭、松
坂卓夫・仙台ビルディング協会会長
が登壇。松坂会長は「1959年（昭
和34年）11月に9社で設立された
仙台協会は、1961年（昭和36年）
2月に日本ビルヂング協会連合会へ
の加入が承認され、同年6月には仙
台での連合会総会を受け入れました。
その当時の会員は17社で、初代会長
である早川種三氏の決断力と実行力
には敬服いたします。以来、60年の
歩みの中で、仙台のまちの発展に少
なからず寄与することができたもの
と自負しています」などと60年を振
り返った。
　また、2011年の東日本大震災に
も触れ、「震災後は一日も早い復興
が仙台にとっての大命題でしたが、
復興計画の進展により、仙台のまち
づくりは新たなステージへと踏み出
しました。このような中、当協会の
役員や会員がリノベーションまちづ
くりや定弾寺通、青葉通、仙台東と

いった公民連携のまちづくり協議会
の場で活躍しているのは、当協会に
おける研鑽と交流の実績の一つの表
れであるといえるでしょう。今後も、
厳しい社会情勢の中でも先進的に課
題を解決し、東北をけん引するイノ
ベーションや交流拠点となる新たな
賑わいを生み出し、『杜の都・仙台』
としてのブランド力をより一層強化
できるよう、会員一同手を携えて活
動していきたい」などと今後の仙台
協会の活動についての考えを語った。
　続いて、来賓の挨拶に移り、宮城
県副知事の佐野氏は「60年の長きに
わたり、ビル業界の発展に尽力して
こられた歴代の会長と会員の努力に
敬意を表します。オフィスビルは都
市の中核をなす都市インフラであり、
企業活動を支える重要な経済インフ
ラであることから、ビル業界は重要
な役割を担っています。これからも
安心・安全な都市づくり、快適な都
市空間づくりに取り組んでいく仙台

仙台ビルディング協会 創立60周年

盛大に祝賀パーティーを開催



来賓の挨拶をする
竹歳誠・連合会副会長

9びるぢんぐ●No.358

協会の活動に期待しています」など
と村井嘉浩知事の祝辞を代読した。
　また、仙台市長の郡氏は「貴協会
が設立された昭和34年当時、仙台
市の人口は41万人でした。今では
109万人にのぼり、本市は貴協会の
歩みとともに成長しているといえま
す。現在、ポスト復興を見据えて

（2019年）7月に『せんだい都心再
構築プロジェクト』を発表し、第1
弾として都心エリアの老朽化建築物
の建替えを促進するための容積率緩
和等の助成制度をスタートしたとこ
ろです。仙台のまちづくりを進める
良きパートナーとして、ますます活

躍してもらいたい」などと祝辞を述
べた。
　来賓のトリを務めた連合会の竹歳
副会長は「創立当初9社だった会員
が現在51社まで拡大し、東北エリア
の拠点都市である仙台の
発展と魅力あるまちづく
りに大きな役割を果たし
ていることに敬意を表し
ます。東日本大震災から
の復興の道のりを着実に
歩んでこられている中、
近年の自然災害では水害
が大きくクローズアップ
されています。オフィス

ビルやマンションの電源が地下に設
置されているケースがあり、先の台
風19号ではマンションの電源が水
没し、しばらくの間、生活に支障が
出たという報道がありました。今後
の「せんだい都心再構築」にあたっ
て、60年の長きにわたって培ってき
た仙台協会の都市づくり、まちづく
りの知識やノウハウはますます重要
になってきます。東北エリアを代表
する魅力あるまちづくりに貢献する
とともに、連合会を支える中核団体
としての活躍を期待しています」な
どと挨拶した。
　祝賀会はその後、仙台商工会議所
会頭の鎌田氏の乾杯の発声で祝宴が
始まり、ジャズの生演奏が流れる中、
50名を超える参加者が懇親を深め、
大いに盛り上がった。

歴代会長へ感謝状贈呈

会場の様子



　与党（自由民主党及び公明党）は、令和元年12月12日、「令
和2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.�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
　�買換え特例（所得税・法人税）

　企業の所有する長期保有土地等の譲渡益を活用した事業再
編、国内設備投資を喚起し、土地の有効利用等の促進、また、
都市の競争力強化、地域活性化に取り組めるよう、長期保有

（10年超）する事業用資産（土地、建物等）を譲渡し、新た
に国内にある事業用資産を取得した場合、譲渡した事業用資
産の譲渡益の80%（一部75・70%）の課税繰延べを認める
措置（図表1）の適用期限が、3年間延長されました。

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（所得税・法人税）

　市街地再開発事業の推進により、土地の合理的かつ健全な
高度利用と都市機能の更新を図るとともに、コンパクトシティ
の推進及び密集市街地の解消が図られるよう、既存市街地内
の事業用資産を譲渡して市街地再開発事業により整備された
保留床を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益の80%
の課税繰延べを認める措置の適用期限が、3年間延長されま
した。

3.�耐震改修が行われた耐震診断義務付け
　��対象建築物に係る税額の減額措置の延長
　��（固定資産税）

　建築物の耐震改修工事を促進し、地震発生時の人的・物的
被害の軽減を図るため、耐震診断が義務付けられた対象建築
物で耐震診断結果が報告されたもののうち、政府の補助を受
けて耐震改修工事を完了させ市町村に申告した場合、工事完
了の翌年度より固定資産税を2年間、1/2減額（改修工事費
の2.5%を限度）する措置の適用期限が、3年間延長されました。

4.�国家戦略特別区域における特別償却
　��又は税額控除等の特例措置の延長
　��（法人税、法人住民税・法人事業税）

　設備投資を行う企業に税制支援することで、産業の国際競
争力を強化するとともに、国際的ビジネス拠点を形成する観
点から、国家戦略特別区域計画に定められた特定事業を実施
する法人が、国家戦略特区内において機械等を取得した場合、
取得価額に対して下記（図表2）の特別償却または税額控除
が可能となる措置の適用期限が、2年間延長されました。

令和２年度

税制改正大綱の概要
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図表1

図表2



5.�浸水防止用設備に係る課税標準の
　��特例措置の延長（固定資産税）

　地下街等は人命に対するリスクが 大きく、また、浸水が発
生した場合には、都市・経済活動が機能不全に陥ってしまう
ことから、洪水、内水又は高潮の浸水想定区域内にある地下
街等の所有者又は管理者が、浸水防止計画に基づき取得した
浸水防止用設備（防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水
防止機等）に係る固定資産税の課税標準を軽減する措置の適
用期限が、3年間延長されました。
［特例措置の内容］
　浸水防止用設備に係る固定資産税について、最初の5年間、
課税標準を市町村の条例で定める割合（価格の2/3を参酌し
て、1/2以上5/6以下の範囲内）に軽減。

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（法人住民税：法人税との連動措置の停止）

　国内地価は収益性・利便性を重視した実需中心の土地取引
が定着し、投機的土地取引が起こりにくい状況にあり、土地
取引の活性化を通じた有効利用を促進する観点から、土地等
の譲渡益に対して、通常の法人税のほかに特別税率が課され
る法人重課制度の停止措置が、3年間延長されました。
［法人重課制度の概要］
　法人の土地譲渡益に対して、通常の法人税のほか、
　・短期（5年以下）所有土地の場合　10%を重課
　・長期（5年超）所有土地の場合　  　5%を重課

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

　重層的構造となりやすい建設工事や不動産流通のコストを
抑制することにより、投資の促進、不動産取引の活性化を図
る観点から、工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印
紙税の下記の特例措置（図表3）の適用期限が2年間延長さ
れました。
　

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
　��（固定資産税・都市計画税）

　都市再生の取組みをさらに進化させるには、市町村が「居
心地が良く歩きたくなるまちなか」への転換を図るべき区域
を設定し、多様な人々の出会いや交流の場を創出できるよう、
公共空間の拡大につながる民地の開放、公共施設との一体性
を高めるための施設の改修等について、その対象となる土地・
建物についての課税の軽減を図る特例措置を創設する。

［特例措置の内容］
　① 公共空間の拡大を図るため、公共施設等の用に供した土地

及び当該土地の上に設置した償却資産に係る課税の特例
　【固定資産税（土地・償却資産）・都市計画税（土地）】
　 　道路、広場等の用に供する土地及びこれらの上に設置さ

れた芝生、ベンチ等の償却資産の課税標準額を、5年間、
1／ 2に軽減。

　② 公共空間の充実を図るために改修した家屋（原則として
1階部分）に係る課税の特例

　【固定資産税・都市計画税】
　 　オープン化（ガラス張り化等）した改修後の家屋（※）

のうち市町村の認める範囲（不特定多数の者が自由に交
流・滞在できるスペースに限る）の課税標準額を、5年間、
1／ 2に軽減

［特例措置の適用期限］
　都市再生法の改正、施行後～令和4年3月31日
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図表3
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日本ビルヂング協会連合会
80年の歩み

　日本ビルヂング協会連合会は、2020年
に設立から80年を迎える。人に例えると 

“傘寿”にあたり、連合会総会を開く6月3
日に合わせ、80周年を祝う記念行事を開
催する。
　連合会の定時総会と創立80周年記念行
事の概要は右の日程表のとおり。

　また、本誌では連合会80年の歴史を振
り返る。

■連合会の創設前後

　日本ビルヂング協会連合会は昭和15年
（1940年）2月19日、東京・丸の内の東
京會舘で、東京、京浜、大阪、神戸の4協
会25社が集まり、日本ビルヂング協会連
合会の創立総会が開催され、正式なスター
トを切った。
　当時の日本を取り巻く環境は、昭和12
年（1937年）7月に勃発した日中戦争の
戦線が拡大していく中、英米を中心とする
諸外国からの資源物資の輸入が中断された
ことから軍需物資が極端に欠乏。翌13年

（1938年）4月に国家総動員法が発動され、
日本全土が戦時体制に巻き込まれていった。
　昭和14年（1939年）には、ヨーロッパ
で第2次世界大戦が勃発。世界的な規模
で戦乱の渦中に突入していった。
　同年10月に物価統制令と地代家賃統制
令が施行され、地代・家賃は昭和13年8
月4日現在の額に凍結され、ビル経営は重
大な危機に陥ることとなった。それに加え
て、物資が配給制となり、鉄鋼統制令によ
りビルの建築は制限されるに至った。
　このような緊迫した社会情勢を受け、ビ
ル経営者が一致団結して対処していこうと
いうことで、各地にビル協会が設立され、
その連合体として連合会が発足することに
なった。創立総会の翌月、昭和15年（1940
年）3月に名古屋協会が、翌16年（1941年）
に京都協会が加入した。

■戦中、戦後の苦難の時期

　昭和16年（1941年）4月、日本ビルヂ
ング協会連合会が申請していた社団法人の
認可が下り、正式に社団法人となったもの
の、同年12月8日に太平洋戦争に突入す
るに至り、国内の混迷はますます深まって
いった。
　戦局が徐々に悪化していく中、軍事物資
欠乏からビル内に使用している金属製品、
暖房用ボイラー、配管パイプ類、エレベー
ターが回収される事態となった。戦争末期
には、東京や大阪をはじめ、全国の主要都
市は空爆にさらされ、程度の差はあれ、瓦
礫の焼け野原が続く光景が全国各地に広
がった。
　終戦後、連合軍による占領統治が始まっ
た。東京・日比谷の第一生命ビルに総司令
部（GHQ）が設置されたほか、全国各地
に軍隊が配置され、その軍隊の受け皿とし
て戦禍を免れたビルの大半が接収されるこ
とになった。
　当時の連合会の活動は、会員ビルの接
収状況の調査や戦時中の回収金属の返還、
焼失ビルの助成金関係の事務処理などの
ほか、ビル業界が直面する多難な実情を当
局に理解してもらうための陳情であった。
　昭和24年（1949年）秋にシャウプ使節
団による税制改革の勧告があり、資産再評

価、固定資産税、付加価値税の徴収額が
提示されたものの、ビル業界では戦前から
の地代家賃統制令の適用を受けているため
賃料収入が低く、担税力がなかった。連合
会では、こうしたビル経営上の実情と実績
数を当局に提示し、陳情を進めた結果、翌
25年（1950年）7月にビル賃料は統制令
の適用から除外された。
　昭和26年（1951年）9月にサンフラン
シスコ講和条約が締結され、接収ビルの解
除が始まったものの、前年勃発した朝鮮戦
争が長引いたため、接収解除が進まない状
況も一部にみられた。

■戦後からの復興～高度成長へ

　昭和30年（1955年）代に入ると、日本
経済は持ち直し、好況期を迎える。昭和
32年から昭和33年（1958年）にかけて
神武景気が到来し、ビル需要は旺盛となり、
ビルを供給すれば満室で稼働するような活
況を呈した。
　昭和38年（1963年）に日本のオフィス
ビルを大きく変える法改正が施行された。
この改正は容積制限方式が採用された建
築基準法改正のことで、これによりビルの
高層化への道が開かれた。
　昭和40年（1965年）には高層ビルが
建ちはじめ、昭和42年（1967年）に地上
36階建ての霞が関ビル、45年（1970年）

行事 日　　　時 場所
中小ビルの経営を

考える集い
６月２日 ㈫

１６：００～２０:００
ホテルオークラ東京

オーチャード

定時総会 ６月３日 ㈬
１５：３０～１６:１５

ホテルオークラ東京
平安の間

創立80周年記念
講演会

６月３日 ㈬
１６:３０～１７:３０

（講演会 １時間）

ホテルオークラ東京
平安の間

創立80周年記念
パーティー

６月３日 ㈬
１８:００～２０：００

ホテルオークラ東京
平安の間

   懇親ゴルフ会及び
   懇親旅行（日帰り） ６月４日 ㈭ ＜ゴルフ＞ スリーハンドレッドクラブ

＜旅行＞ オリンピック施設船上見学他



　令和元年（2019年）11月3日、秋の褒章
受章者が発表され、日本ビルヂング協会連
合会理事の猪股徳臣・東山興業㈱代表取締
役社長（東京ビルヂング協会理事）が黄綬
褒章を受賞しました。

秋の褒章、日本ビルヂング協会
連合会理事の猪股徳臣氏が受章
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に東京・浜松町で地上40階の世界貿易セ
ンタービルが竣工した。この流れは東京以
外の都市にも波及し、札幌の住友生命札幌
ビル（20階建て）、千葉県松戸市の松戸ビ
ル（20階建て）、名古屋市の名古屋東京海
上ビルなど3物件、大阪市の大阪国際ビル
など、全国的な傾向となった。

■オイルショックと省エネ時代

　昭和47年（1972年）、田中角栄首相の
唱える「日本列島改造論」で沸き返ってい
た日本経済だったが、翌年には産油国によ
る原油供給削減通告とそれに伴う石油価格
の急騰で、日本経済は一気に冷え込んでし
まった。いわゆる“オイルショック”で、
全国各地で買い占め騒動が起こり、ビル等
のネオンが一斉に消えた。
　この非常事態に対し、連合会では同年7
月に東西合同管理・技術委員会を開催し、
省エネ対策などを討議研究した。
　また、昭和54年（1979年）になるとイ
ラン政変等の影響で、第2次オイルショッ
クを迎え、同6月には「エネルギーの使用
の合理化に関する法律」が公布された。節
電・省エネへの対応を迫られ、連合会では
室内温度や照明、エレベーターの運行など
を対象とした節電措置の要請を会員へ通知
した。

■バブルとその崩壊

　昭和58年（1983年）の千代田区と中
央区における地価の急騰を受け、都内商業
地の地価は昭和58年～ 62年までの5年間
連続して急騰を記録した。62年7月の基
準地価では、東京都は平均85.7%の高騰
を記録するに至った。
　平成元年（1989年）になると、地価の
高騰は広がりを見せ、7月の基準地価では
大阪圏で37.3%、名古屋圏で14.8%の上
昇を示した。
　こうした高騰する地価を抑制するため、
大蔵省（当時）では平成2年（1990年）
に不動産業向け融資の総量規制を実施した。
さらに、平成3年（1991年）には地価税
が導入された。
　東京協会では、他の不動産業団体などと
歩調を合わせ、地価税をはじめ土地保有税

等の適正化を求める要望を展開することと
なった。

■都市再生とまちづくりの取組み

　バブル崩壊後、日本経済は長く資産デフ
レに陥り、ビル業界もオフィス賃料の低迷
に苦しむこととなった。
　21世紀が幕を開けた平成13年（2001年）
5月、首相を本部長とする「都市再生本部」
が発足し、こうした流れを変える一つの
キッカケとなった。同年6月に日本ビルヂ
ング協会連合会は、民間の創意工夫と投資
意欲を引き起こす土地利用の思い切った規
制改革を求める意見書を提出し、その翌年
3月に「都市再生特別措置法」が成立する
こととなった。
　これにより、同法に基づき、エリアと時
間を区切って民間都市再生プロジェクトを
集中的に展開する「都市再生緊急特別地域」
が全国で65地域、6,612haが指定された。

■地球環境問題への対応

　1997年12月に合意された京都議定書
から10年が経過した2008年度から温室効
果ガス排出量を削減する第一約束期間（～
2012年度）がスタートした。
　わが国では、約束期間内に1990年度に
比べて温室効果ガス排出量を平均6%削減
する目標であったが、2005年度実績で90
年度比7.7%増と逆に温室効果ガス排出量
が増加してしまった。とくにオフィスビル
を含む「業務その他部門」の増加率が
45.4%と最も高かったことから、業務部門
に対する対策強化の必要性が各方面から
指摘されるようになった。

　こうした状況を踏まえ、連合会では
2008年6月に「ビルエネルギー運用ガイ
ドライン」を策定した。同ガイドラインは、
CO2削減・省エネ対策に対してビルオー
ナーが着目すべき5つのポイントを示し、
費用対効果を考慮して絞り込んだ“100の
対策メニュー”を提示している。

■直近の10年（2010年～）の
　主な活動

　直近10年の協会を巡るトピックスとし
ては、東日本大震災とその後の協会対応が
挙げられる。
　平成23年（2011年）3月11日に発生
した東日本大震災後、政府の節電要請に応
え、連合会では、東京電力管内と東北電力
管内の協会に対し、ビル業界としての自主
的な目標である「節電のための緊急行動計
画」をとりまとめた。また、平成24年（2012
年）に「災害対応マニュアル2012年版」
と「防災ポケットブック改訂版」、同26年

（2014年）に「中小ビルのための事業継続
計画作成支援ツール」と「災害対応マニュ
アル2014年版」を作成した。
　このほか、直近10年のトピックスでは、
地球環境問題への対応をさらに掘り下げて
いった。具体的には、建築物省エネ法にお
ける貸事務所業のベンチマーク制度、省エ
ネラベリングやグリーンリースなど新たな
制度の会員への周知等に努めている。
　グローバル化に対応した取組みとしては、
従来までの米国BOMAとの交流に加え、
韓国ビル経営協会やBOMA中国との交流
もスタートしている。
※ 連合会の直近10年の詳細な活動については、

今年6月に刊行する「日本ビルヂング協会80
周年史」を是非ご覧ください。



（一社）北海道ビルヂング協会

11月例会�賛助会員とのビジネス交流会の
開催
▶11月26日（火）に組織広報委員会主催に
て、賛助会員の日本管財㈱北海道支店様、札
幌駅前通まちづくり㈱様、㈱北海道熱供給公
社様、ALSОK北海道様の4社をお招きし、各
社の事業内容や商品等のプレゼンテーション
等と懇談会の二部構成で開催いたしました。
当日は50名の参加者があり、第一部では各
社の会社案内や業界でおかれている現状等
の報告があり、第二部の立食形式の懇談会
では、参加された賛助会員の発表者様からそ
れぞれにご挨拶をいただき、談笑の輪が広が
り和やかな雰囲気の中終了いたしました。こ
の会は、賛助会員の皆様との交流を図ること
を目的として開催しており、来年も賛助会員
の皆様との交流を深めるべく開催を予定して
おります。
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64名が集い、令
和元年度の忘年懇親会が開催されました。中
目会長の開会ご挨拶と祝杯のご発声に始ま
り、倭副会長から今年1年を振り返っての事
業報告や来年度の連合会総会のお話があり、
また恒例のクジ引き抽選会では倭副会長の
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、会員企業様から進呈されました多
くの景品をプレゼンターからのご挨拶ととも
に当選された方々にそれぞれ手渡しされまし
た。最後に川﨑副会長のご挨拶と万歳三唱に
て終了させていただき、今年も予定時刻を上
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

懇親旅行会
▶当協会の毎年恒例の旅行会が11月6日～7
日に行われました。今年は令和に元号が替っ
たことから、伊勢神宮を参拝しようと計画し
ました。11月6日好天気に恵まれ東京駅から
新幹線で名古屋まで乗り、名古屋から観光バ
スにて伊勢神宮に向かいました。松坂の「山

小屋松坂本店」にて、昼食をとり伊勢神宮に
向かいました。まず外宮から参拝となり、商
工会議所の法被を着た専門ガイドの案内で
スタートしました。平日ということで、参拝
人はそれほど混んではいなかったのですが、
土曜日、日曜日は大変な混雑だということで
した。お参りの作法を事前に参加者に渡して
おきましたので、参拝や手水が作法通りス
ムーズに出来ました。御正殿、土宮、多賀宮
等を参拝しましたが、心が引き締まる感じで、
厳粛な気持ちでした。その後、門前町を銘々
散策し、朝熊山から伊勢湾の眺望を見て、鳥
羽二見の宿に到着しました。
　2日目はまず、ミキモト真珠島を見学しま
した。真珠博物館で、真珠の出来る過程や美
しい真珠の展示物を見て、海女の実演も見て
二見が浦に向かいました。夫婦岩の綱は台風
19号で切れていまい、仮の細い綱が張って
ありました。次にいよいよ内宮参拝です。外
宮と同じ案内ガイドが詳しく説明してくれた
ので、90分の時間があっという間に過ぎてし
まいました。宇治橋を渡り子安神社、神楽殿、
荒祭宮を眺め、御正殿に着き参拝しました。
日本の皇室のご先祖の神である、天照大御神
が祀られている御正殿は他のものと違った、
荘厳さというか、心が清められる思いがしま
した。数日後天皇陛下がお出でになるという
こともあり、その準備をしている最中でした。
私にとっては、初めての伊勢神宮参拝でした
ので。余計感動したのかもしれません。その
後銘々で、おはらい町、おかげ横丁を散策し
ました。2日間ゆっくりと、伊勢神宮をお参り
できてよかったと思いました。

神奈川ビルディング協会

今後の催し
▶令和にかわり、早くも新しい年を迎え令和
2年が始まりました。オリンピック祭典の年
として、無事に成功し効果が表れる節目の年
となる事を祈る思いです。景気の動向や災害
復興など、日本の情勢がより良い方向へ動き、
世界の情勢も平穏に続くことを願ってやみま
せん。一人一人の人間の思いと行動が、少し
でも周りに浸透し、活性して行く事が大切だ
と考えます。協会活動も同様に事務局の動き
が大事と思い、励んで行きたいと感じていま
す。
　さて、12月号の協会便りにご紹介した見
学会、研究会の開催内容に続き、今回は、当
協会の今後の催しについてご紹介します。
1月は、恒例の新年会及び新春講演会から始
まり、新年会（会員70名程度が集まります）
講演会：「新年のわが国の経済展望」講師㈱
浜銀総合研究所主幹・北田栄治氏。
1月下旬～3月上旬：各委員会（教育啓発委
員会・広報委員会・中小ビル経営問題研究委
員会・総務委員会を開催（いずれも事業報告、
事業計画、事業予算の審議です。）

3月12日「見学会」：三井不動産㈱横浜支店
のご案内「日本橋室町三井タワーなど」
3月16日「講演会」：横浜市都市整備局の課
長による、「街づくりと防災について」
3月18日「理事会」：総会に向けた審議を実
施します。
　多数のご出席ご参加をお願いし、活発な意
見交換から確実な成果を得るよう進めて行
きます。

（一社）名古屋ビルヂング協会

第34回愛知県建築物環境衛生管理研究集
▶2月6日（木曜日）午前10時から、名古屋市
教育センターにおいて「愛知県建築物環境衛
生管理研究集会」が開催されます。これは愛
知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市と
いう愛知県下5つの主要地方公共団体と、
（一社）名古屋ビルヂング協会、（一社）愛
知ビルメンテナンス協会、（公社）愛知県ペ
ストコントロール協会、（公社）全国建築物
飲料水管理協会、愛知県飲料水水質管理協
会、愛知県管工事業協同組合連合会の民間6
団体合わせて11団体が、建築物における水
質や害虫などから入居者を守るため相互に
研究を行い、その成果を発表する集会です。
　今年は当団体を代表して、名鉄ビルディン
グ管理株式会社 酒向正人氏に「省エネル
ギーを実現する換気設備の運用改善」のテー
マで研究発表していただきます。特別講演で
は、愛知県観光コンベンション局国際展示場
の阿知波智司室長に講演をいただきます。朝
10時から昼休憩をはさんで16時まで全部で
17テーマの研究発表が熱心に行われます。
今年はレジオネラ属菌に関する研究発表が
多いようです。昨年は919人の参加者があり、
名古屋ビルヂング協会からは60名の参加を
いただき大盛況となりました。今年も多くの
方々がご参加くださいますようお願いいたし
ます。

（一社）京都ビルヂング協会

1月例会
▶庚子年令和になって初めての例会としまし
て新年賀詞交歓会を、1月15日に「京懐石美
濃吉 竹茂楼」にて開催しました。本年は48
名（90%の出席率）もの多数のご参加があり
ました。この人数が例会にも参加して頂けれ
ば活発な例会になると思います。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時はあっと
いうまに過ぎ、そして中村副会長の中締めの
挨拶にて閉宴致しました。京都は山紫水明の
豊かな自然に恵まれ、1200年を超える悠久
の歴史の中で優れた伝統文化を生み出し、洗
練させながら、これを重層的に蓄積しており、

協会便り

14 びるぢんぐ●No.358



びるぢんぐ 2020年2月号  No.358

令和元年1月31日発行

発行人　櫻井　康好
発　行　一般社団法人日本ビルヂング協会連合会
　　　　〒100-0004  東京都千代田区大手町1丁目6番1号
 　　　　 　　大手町ビルヂング3階349区
　　　　TEL.（03）3212-7845　 FAX.（03）3212-6783
制　作　株式会社たいせい
　　　　〒156-0042  東京都世田谷区羽根木1-7-11  
 　　　　 　　大成出版社ビル4階
　　　　TEL.（03）3321-2111　 FAX.（03）3321-2100

2020年ビル関係5団体合同
新年賀詞交歓会
────────────── 2
5団体新年賀詞交歓会
会長挨拶
────────────── 3
政権与党の重鎮や
東京都知事から祝辞
────────────── 4
令和2年度連合会運営方針
────────────── 6
仙台ビルディング協会創立60周年
盛大に祝賀パーティーを開催
────────────── 8

令和２年度
税制改正大綱の概要
───────────── 10
日本ビルヂング協会連合会
80年の歩み
───────────── 12
秋の褒章、日本ビルヂング協会
連合会理事の猪股徳臣氏が受章
───────────── 13
協会便り
───────────── 14

CONTENTS 表紙写真
東京オリンピックまで半年を切りました。渋谷の新名所スク
ランブルスクエア屋上から新国立競技場を望む。後ろに見え
るのは筑波山。（Y.SAKURAI）

日々の暮らしの営みを大切にしながら、外か
らの刺激を受け入れ、咀嚼し、絶えず新たな
文化を創造し続けてきた世界にも類を見な
い都市です。先駆的な文化芸術の創造と練
磨、熟成、そして継承を繰り返してきた京都
の伝統文化は、人々の暮らしの中に息づき、
芸術家たちの挑戦と努力、伝統文化に対する
市民の深い愛着と理解、その創造と蓄積を支
える高い見識と誇りによって培われてきまし
た。生活様式が変化した現代においても、京
都の伝統文化の持つ可能性は大きく、人生に
新たな潤いをもたらすお稽古を始めることを
推奨します。
～京都文化力プロジェクト実行委員会より抜
粋～

（一社）大阪ビルディング協会

12月技術セミナー開催
▶12月12日、北浜フォーラムにおいて、今年
度第2回の技術セミナーを開催しました。
　「AI、IoTを活用した近未来のビル管理」
をテーマに、最新のテクノロジーやデータの
利活用で、従来のオフィスビルがスマートビ
ルとしてどのように変貌していくのか、先進
的な取組みやトレンドについて紹介。第一部
は「オフィスビルにおける最先端テクノロ
ジーの実装とデータ活用」～SoftBank新本
社でのスマートビルへの取組み～の演題で、
第二部では「オフィスビルにおけるトレンド
について」～Work place as a service～と
いうタイトルの講演が行われました。

臨時総会・新年会（講演会・年賀交歓会）開催
▶令和2年臨時総会・新年会（講演会・年賀
交歓会）を、大阪新阪急ホテルにおいて約
220人のご参加をいただき、盛大に開催しま
した。臨時総会は役員選任を行い、講演会は
神戸学院大学教授の中野雅至氏をお迎えし、
「これからの日本経済」という演題でお話し
いただきました。年賀交歓会は多くの参加者
で会場は熱気にあふれていました。

兵庫ビルヂング協会

阪神・淡路大震災から25年
▶今年（2020年）は、1995年1月17日の未
明に発生した阪神・淡路大震災から25年目
を迎えます。「はや25年経ったのか」と思い、
また、「25年は長かった」とも思います。数
日前の記憶は定かでないこともありますが、
未だに当日の事は鮮明に些細なことまで覚え
ています。1月4日の新聞記事に「大震災の被
災者支援を担った公益財団法人『阪神・淡路
大震災復興基金』を今年度に解散する」と
載っていましたが、復興には「人」も「まち」
も長い時間と多額の財源が必要であったよう
で、その間、神戸市は「人口」で見ても政令
都市中、第5位から第7位になっています。し
かし、昨年から三宮駅周辺の再整備が具体的
に始まり、神戸港を中心としたウォーターフ
ロント、西部のニュータウンの再開発、また、
兵庫県庁舎の建替え等が発表され、やっと、
復興から未来に向けたプロジェクトが動きだ
したようです。

四国ビルヂング協会

不思議な法則
▶世の中にある多くの要素が「78：22の法
則」で構成されている事を皆様はご存じで
しょうか？たとえば、地球の大気の成分は窒
素が約78%に対して酸素・二酸化炭素・その
他の気体が22%の割合となっている。また、
地球の海と陸地の比率も海78%と陸地22%
となっている。さらに、人間の身体も水分
78%その他物質22%で構成されている。腸
内の理想的な善玉菌と悪玉菌の割合も78：
22と言われている。その他にも多数のもの
がこの比率で成り立っていることが知られて
います。興味があれば調べてみてください。
　実生活のなかでこの法則を知っているユ
ダヤ人の成功者達は「22%は達成せずとも
良い。失敗した部分は次の日にやればいい」
「ある程度の失敗は、この世のバランスをと

るために当然である」と考えて成功を収めて
いる。真面目な日本人は「仕事が完全に終わ
るまで帰れない。残業する。」「残業してで
も仕事を完璧にこなそう」と縛られた考え方
が多い。
　自然界に存在するこの「78：22の法則」
を仕事や実生活の中で応用することで健康
的でバランスの取れた人生が送れるかもし
れません。

九州ビルヂング協会

令和元年を振り返って
▶九州ビルヂング協会の令和元年の最大の
出来事は、6月に福岡市で開かれた日本ビル
ヂング協会連合会総会でした。そこで、福岡
市の出来事について調べてみると、地元経済
人が選ぶ2019年福岡市の10大ニュースとい
う特集（ふくおか経済12月号）において、そ
のうち7つが、ビル業界に関する話題でした
のでご紹介します。
○ 天神地区小学校跡地再開発始動、ザ・リッ

ツ・カールトン九州進出へ。
○ 福岡空港が民営化、地場連合設立の「福岡

国際空港（株）」運営に。
○ 天神の顔福岡ビルが58年の歴史に幕、西

鉄は博多駅前に本社移転。
○ 博多地区でも規制緩和前提の都市開発

「博多コネクティッド」始動。
○ 天神ビッグバン見据え、三菱地所の商業

施設「イムズ」、築30年で建替え決断。
○ JR九州が、博多駅線路上空を活用する「空

中都市構想」の検討を開始。
○ 福岡地所の「天神ビジネスセンター」（仮

称）、追加緩和を受け、高さ89mに設計変
更して着工。

▶因みに、これらを上回る1位、2位は、とも
に、スポーツの話題でした。
○ ラグビーワールドカップ日本大会、福岡市

でも3試合を開催し熱狂の嵐。
○ 今年も下克上の福岡ソフトバンクホークス、

3年連続で日本一に。
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