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1. 事業運営の基本方針

（1）経済環境等
　令和元年度は、豪雨・台風など自然災害が多発し、消費税
率引き上げや国際情勢の不透明さなど懸念材料があったもの
の、機動的な財政政策の発動、東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けたインフラ整備や再開発が景気をけん引し、緩やか
な景気回復が継続した。　　　
  令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の経済への影響
が世界的に広がっており、これに対し的確な経済対策などが
図られ、速やかに景気が回復していくことが期待される。
（2）オフィスビルの機能とビル業界の課題
　（中略）
　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）連合会事業活動の基本方針
　上記（1）及び（2）を踏まえ、（一社）日本ビルヂング協会
連合会（以下「連合会」という。）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、ビルの耐震性能向上をはじめとする都市の安全・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
　新型コロナウイルス感染症の影響の拡大を受け、政府に対
し的確な経済対策などの支援を要望する。また、令和3年度
税制改正・予算要望においては、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、これらに関する補助制度
の創設・拡充に取り組む。
（2）政策課題活動　　　
①政策課題に対する連合会意見の反映

　政策立案を行う国の審議会やビル事業に関する調査研究を
行う民間団体等に委員を派遣してオフィスビルの事業実態や
連合会の知見を審議に反映させるよう努める。
　また、都市づくり分野における規制改革と運用の弾力化、
地球温暖化対策、都市の安全と防災、都市再生及び地域活性
化に関する施策の拡充などビルに関連する諸課題を幅広く検
討し、適宜、国等に意見を提出する。
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
　 　ビル事業に関連する法制度、基準等の創設・改正の状況

を注視し、地方協会及び関係団体と連携して意見表明を行う。
　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
　 　会員ビルの耐震性能を向上させるため、会員ビルの耐震

化に向けた普及啓発活動を推進する。
　 　また、ビルの耐震化促進に資する税制・補助制度の拡充

等を国等に要望する。
　イ　事業継続計画（BCP）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、会員への普及・啓発に努める。

　ウ　ビルの総合的な防災・安全対策
　 　高度化するビルの防災・安全に関する課題について検討

を進め、これらに関する法改正等の動向を注視して必要な
意見提出等を行う。　　
④地球環境対策に関する活動
　ア　国の地球環境施策への対応
　 　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とりまとめ、提出していく。

（一社）日本ビルヂング協会連合会
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　イ　オフィスビル分野における低炭素社会実行計画の推進等
　 　経団連と連携してビル事業者としての地球環境対策を推

進し、地方協会と協力して低炭素社会推進キャンペーンな
どの啓発活動を行うとともに、不動産協会と連携して「オ
フィスビルにおける2050年に向けた温暖化対策長期ビジョ
ン」の策定、公表を目指す。

　 　また、会員ビルのエネルギー使用量削減数値目標の進捗
状況を把握するためエネルギー使用量に関する実態調査を
実施する。　
⑤中小ビル振興に関する活動
　 　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、災害対応マニュアル及び防災ポケットブックの
2020年改訂版を作成、会員宛に配付する。

3. 調査・研究事業

（1）調査事業
　会員ビルの実態を建物、設備、サービスなど多方面から調査・
分析する「ビル実態調査」を引き続き実施する。
（2）研究活動
　情報通信技術の進展・知識創造社会への移行など社会環境
の変化や働き方改革の推進を踏まえ、オフィスビルをめぐる
諸課題に対応するための研究活動を進めていく。

4. 国際交流活動

（1）BOMAインターナショナル
　第113回BOMA総会（米国フィラデルフィア）については、
新型コロナウイルスの欧米など世界的な感染拡大を踏まえ、
視察団の派遣を行わないこととする。
（2）国際交流活動の推進
　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2年度当初の会員数は1,362社であり、令和元年度当
初より12社増加している。
　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、連合会及び各地方協会の社会的価
値の向上を図るとともに会員数の増大をめざす。

　財務について年度を通した的確な運営に努める。
（2）総会及び理事会
　6月に第80回定時総会（東京都）を、5月及び令和3年1
月に理事会を開催するとともに、定款に従い的確な組織運営
に努める。
（3）運営委員会及び政策委員会
　運営委員会において運営方針、事業計画・予算、事業報告・
決算など連合会の運営に関する事項を審議し、政策委員会に
おいて各政策委員が担当分野の政策活動を行うとともに政策
フォーラムを開催して政策委員間の情報・意見交換を行う。
（4）創立 80 周年事業　　　　　　　　　　　　　　
　令和 2 年度に当連合会の創立 80 周年を迎えるにあたり、
東京協会を中心として準備を進めてきたが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を踏まえ、可能な限り規模を縮小するなど
感染予防に最大限留意して総会を行う。
　連合会80周年史は、各地方協会協力のもと編集発行し、
会員に配布する。　
（5）広報・会員サービス
①広報活動
　ア　機関誌、ホームページ等
　 　機関誌「びるぢんぐ」や「連合会ホームページ」等を活

用して的確な広報活動に努める。また、各協会と協力して
協会活動の社会的周知を図る。

　イ　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。
②会員サービス
　ビルの経営事項等に関する「連合会相談窓口」を活用して
会員サービスに努める。また、新年賀詞交歓会などを活用し
て会員相互の親睦を深める。
（6）関係団体との連携
　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、会員
向け割引の提供などにより、連合会会員の人材育成、教育研
修の強化を図る。
　さらに、（公社）全国ビルメンテナンス協会をはじめビル関
係諸団体と連携し、ビル事業の発展を図る。
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1.  防災・減災対策、国土強靭化の取組み
（1）耐震診断義務化建築物の支援	
　耐震診断を義務付けられた建築物の所
有者である民間事業者等が実施する耐震
診断・補強設計・耐震改修、また、超高層
建築物等の所有者である民間事業者等が
長周期地震動対策として実施する詳細診
断・補強設計・改修工事に対して、事業
に要する費用の一部を助成するものです。
補助対象：不特定多数の者が利用する大
規模建築物（ホテル・旅館、百貨店等）等
補助要件：

（ア） 補強設計費用 ［通常］国費1 ／ 3⇒  
［緊急支援］国費1 ／ 2※

　※ 地方公共団体が支援策を整備してい
ない場合、国単独で1 ／ 3

（イ） 耐震改修費用 ［通常］国費11.5%⇒ 
［緊急支援］国費1／ 3または2 ／ 5※

　※ 地方公共団体が支援策を整備してい
ない場合、国単独で11.5%

補助対象：
① 平成12年5月以前に建築されたもので、

長周期地震動対策の対象区域に所在す
るビル

② 平成12年6月以降に建築されたもので、
長周期地震動対策の対象区域のうち、
想定される地震動が特に大きい区域に
所在するビル

補助要件：
① 構造計算において長周期地震動に対す

る安全性の確認が行われていないもの
（詳細診断、補強設計のみ）詳細診断　
1 ／ 3、補強設計費用　1 ／ 3

② 長周期地震動により倒壊または損傷の
危険性があると判断されたもの（補強
設計、改修工事のみ）補強設計費用　 
1 ／ 3、改修費用　11.5%

③ 地震に対して安全な構造とする旨の所
管行政庁による勧告を受けたもの（改
修工事のみ）改修費用　11.5%

④ 改修工事の結果、長周期地震に対して
安全なものとなるもの（補強設計、改
修工事のみ）補強設計費用　1 ／ 3、
改修費用　11.5%

（2）	災害時拠点強靭化緊急促進事業
　大規模災害時に発生する帰宅困難者等
を民間ビル等に受け入れてもらうことな
どのため、一時滞在スペースや備蓄倉庫
等の整備費に対して、事業に要する費用
の一部を助成するものです。
対象施設：
地方公共団体と帰宅困難者の受入に関す
る協定を締結するオフィスビル等
対象地域：
①都市再生緊急整備地域
② 1日当たりの乗降客数30万人以上の主

要駅の周辺
③ 政令市・特別区、中核市・特例市・県

庁所在都市の中心駅の周辺
補助対象：
帰宅困難者等を受け入れるために付加的
に必要となるスペースや防災備蓄倉庫、
非常用発電機等の整備に要する費用（掛
かり増し費用）
補助率：国2 ／ 3、地方1 ／ 3

（3）	耐震・環境不動産形成促進事業（国
土交通省、環境省）

　耐震化や低炭素化が進まない老朽・低
未利用不動産について、国が官民ファン
ドを通じて民間投資の呼び水となる出資
を行うことにより、一定の耐震・環境性能
を有する良質な不動産供給（改修・建て
替え・開発）を推進する事業です。

2.  工場・事業場、住宅・ビルにおける　　
エネルギー消費効率の改善を促す取組み

（1）省エネルギー設備への入替支援
　省エネや電力ピーク対策を行うため、
高効率設備・システムへの入替等を行う
際に必要となる費用を補助する事業です。
補助対象：
① 既設設備・システムの入替え・改修や

エネルギーマネジメントシステムの導
入により、事業場単位における省エネ・
電力ピーク対策を行う事業

② 既設設備を、補助対象設備※単位で定め
られた省エネルギー効果の高い設備へ
の更新を行う事業（設備単位は中小事
業者に限定）

　※ 補助対象設備：高効率空調、産業ヒー
トポンプ、業務用給湯器、高性能ボ
イラ、高効率コージェネレーション、
変圧器、冷凍冷蔵庫、産業用モータ

補助要件：
① 補助対象事業に要する経費のうち、機

器又は設備の設計費・設備費・工事費
に対し、1 ／ 4、1 ／ 3、1 ／ 2以内（補
助限度額は別途協議）

② 補助対象事業に要する経費のうち、機
器又は設備の設備費に対し、1 ／ 3（補
助限度額は別途協議）

（2）	ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）
の実証支援事業（経済産業省、国土
交通省、環境省　連携事業）

　ZEBの実現を目指し、脱炭素化（CO2

削減率40%以上となる）業務用ビル等に
対して、ZEB化、省CO2化に資する高い
システムや高性能設備機器等を導入する
際の費用を支援する事業です。
① ZEB実現に向けた先進的省エネルギー

建築物実証事業
補助対象：
新築で延床面積10,000㎡未満
既築で延床面積2,000㎡未満
※ 上記より延床面積が大きい場合、前項

の補助事業で対応
補助要件：

　令和2年3月27日、新年度予算が参議院本会議で可決・成立しました。
一般会計の歳出総額は過去最大の102兆6,580億円となり、前年に引き続き100兆
円を越えました。また、本年度につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受け、引き続き補正予算（第1号）として、3兆5,241億円の中小企業者等の資
金繰り支援や納税緩和措置の整備、新型コロナウイルス感染症対策予備費等が追加
されております。
　そのうち、ビル業界に関連する主な事業は次のとおりです。

政府予算の概要について
令和2年度
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② 既存建築物における省CO2改修支援事業
ア： 既存民間建築物において省エネ改修

を行いつつ、運用改善によりさらなる
省エネの実現を目的とした体制 を構
築する事業を支援。

【補助率：1/3（上限5,000万円）】
イ： オーナーと テナントが環境負荷を低

減する取組に関する契約や覚書（グ
リーンリース （GL）契約等）を結び、
協働して省CO2化を図る事業を支援。

【補助率： 1/3（上限4,000万円）】
ウ： 空き家等を業務用施設に改修しつつ

省CO2化を図る事業に対し、省CO2

性の高い設備機器等の導入を支援。
【補助率：2/3】

（3）	省エネルギー性能の診断・表示（国
土交通省）

　省エネ性能の優れた住宅・建築物が適
切に評価される環境を整備するため、省
エネ改修工事を伴わない既存建築物の省
エネルギー性能を診断し表示する費用に
対して、支援する制度が運用されています。
補助要件：
300㎡以上の既存建築物における省エネ

性能の診断（※1）・表示（※2）を行うこと
※1  エネルギー使用量実績値でなく、設

計図書をもとにした設計一次エネル
ギー消費量の計算

※2  建築物省エネ法に基づく基準適合認
定表示、BELS（建築物省エネルギー
性能表示制度）等の第三者認証等

補助対象：
① 設計一次エネルギー消費量等の計算に

要する費用
② 基準適合認定表示、BELS等の第三者認

証取得に必要な申請手数料
③表示のプレート代など
補助率：1 ／ 3（特に波及効果の高いもの
は定額）

3.  令和2年度補正予算（第1号）として、
大規模感染リスクを低減するための
高機能換気設備等の導入支援事業

事業目的：不特定多数の人が集まる飲食
店等の業務用施設に対して、換気設備を
はじめとする高効率機器等の導入を支援
することにより、新型コロナウイルス等の
感染症の拡大リスクを低減するとともに、

業務用施設からのCO2排出量を削減する。
事業内容：新型コロナウイルス感染症の
影響により、不特定多数の方が集まるよ
うな飲食店等では、業況が急激に悪化し
ている。そこで、飲食店などの不特定多
数の人が利用する施設等を対象に、密閉
空間とならないよう、換気能力が高く、同
時に建築物の省CO2化促進にも資する高
機能換気設備などの高効率機器等の導入
を支援する。
補助対象：
高機能換気設備、空調設備等
補助率：
① 中小企業が運営する不特定多数の人が

利用する業務用施設（飲食店等）
補助率2/3、② ①以外のその他業務用施
設：補助率1/2

　なお、新型コロナウイルス感染症対策
に関する経済産業省からの支援策情報は
こちらからご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
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1.		「世界と東京、世界と日本」をつなげる	
『東京ワールドゲート』

　『東京ワールドゲート』は、緑豊かな街区に多彩な施設
が集積し、国際ビジネス拠点としての整備が進む虎ノ門・
神谷町エリアにおける、大規模プロジェクト。世界と日本
のゲート機能を担うことを目指し、「快適」「洗練」「多様」

「交流」をキーワードに、多彩なビジネス・交流機能を備
えている。『神谷町トラストタワー』は、オフィス・ホテル・
住宅・店舗等から構成されており、各種施設が順次開業
する予定。日本初進出の「東京エディション虎ノ門」や、
多言語対応が可能な各種施設もオープンする。
　また、森トラストでは「Creative First」というオフィ
ス戦略ビジョンを掲げ、ワーカーのクリエイティビティ（創
造性）を刺激し、イノベーションの発信拠点となるような
環境を提供する。オフィス専用部において、基準階面積
約3,850㎡の整形無柱の大型フロアが自由なオフィスレ
イアウトが可能。また外構部分には約5,000㎡の緑地空
間が広がっており、気分に合わせて選べる多様な屋外サー
ドプレイスもある。
　虎ノ門・神谷町エリアの未来像の実現に向けて、エリ
アを牽引していく存在となることを目指している。

2.		未来を創るまち	 	 	 	 	
『神谷町	God	Valley	ビジョン』を策定	

　開発に着手して2年が経った2018年9月、森トラスト
では街づくりビジョンとして、未来を創るまち『神谷町 
God Valley ビジョン』を策定した。
　神谷町が「世界が注目し、新たな価値が生まれるグロー
バル&クリエイティブなエリア」へと発展する未来を目
指し、森トラストが掲げたのは、①SDGs ～持続可能な
社会の実現～、②オープンイノベーション ～新たな価値
の共創～、③スマートテクノロジー ～未来のワーク・ラ
イフスタイルの創造～、④ウエルネス ～エリアにおける
活力の創出―の4つの柱。
　その実現のため、「街づくりの中でのSDGsの促進」・「ク
リエイティビティを高めるエリア空間の構築」・「未来のテ
クノロジーや次世代のサービスの導入」・「多彩なコミュ
ニティの形成」・「エリア連携イベントの開催」といった5
つのアクションプランを展開していく考え。
　たとえば、SDGs達成に向け、個々の企業・団体での
取り組みからエリア単位の街づくりに発展させ、エリアで
連携して社会の課題解決のための活動を推進していく。
また、先端テクノロジーや次世代サービスを積極的に導
入し、エリアに集う人達が気軽に未来の技術に触れ、体
験することによって生まれる新たな発想を、新技術や新
商品の開発につなげていくというもの。
　また、森トラストが発起人となり、2018年8月に神谷
町エリアに縁を持つ企業・団体と連携し、『神谷町 God 

　森トラストが東京・神谷町で開発を進めていた大型都市開発『東京ワール
ドゲート』が竣工を迎え、いよいよ街として始動した。
　同開発プロジェクトは国家戦略特別区域の特定事業に認定され、虎ノ門パ
ストラル跡地等の敷地1万6,210㎡を利用し、2016年10月から開発を進
めていたもので、『東京ワールドゲート』は街区全体の名称。街区の核とな
るのはオフィス、ホテル、住宅、医療・商業施設等からなる超高層複合ビル
「神谷町トラストタワー」で、地上38階建て、延床面積19万8,774㎡の
規模を誇り、国際ビジネス拠点としての整備が進む虎ノ門・神谷町エリアの
新たなランドマークとして注目を集めている。
　本誌では、森トラストが取り組むまちづくりのほか、『東京ワールドゲート』
と「神谷町トラストタワー」の概要や特徴を紹介する。

東京ワールドゲート
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Valley 協議会』を発足。「Co-Creation（コ・クリエイショ
ン）」をコンセプトに、共創・共栄により世界が注目し、
新たな価値が生まれるグローバル&クリエイティブなエ
リアとして発展を遂げることを目指し、コミュニティ活動
やエリアイベント等を実施し、共創・共栄の持続可能な
街づくりに取り組んでいる。

3.		国際的なビジネス・交流拠点		 	
「神谷町トラストタワー」

　『東京ワールドゲート』の開発コンセプトを具現化し、
街区のシンボルとなるのは地下3階地上38階建ての「神
谷町トラストタワー」。
　「神谷町トラストタワー」は、多彩なビジネス・交流機
能を持つ複合施設で、1階にショップやレストラン、2階
に医療施設・ラウンジ・カンファレンスを配し、3階から
30階までがオフィスフロア、31階から36階がホテルと
サービスアパートメント、37階と38階がレジデンスとい
う構成になっている。
　また、東京メトロ日比谷線神谷町駅との連絡通路は敷
地内の広場に繋がっており、利便性に優れた構造となっ
ている。さらに、周辺道路の混雑緩和を目的に、江戸見
坂と桜田通りを結ぶ新設の区道を設けている。
　主な特徴は、①自由な働き方を可能にする洗練された
オフィス空間、②日本初進出のラグジュアリーライフスタ
イルホテルブランド『EDTION（エディション）』を含む
多彩な施設、③賑わいや潤いを演出する約5,000㎡の緑
地空間、④ビジネスをサポートする高水準のBCP支援機
能と地域防災対応力―などで、ビジネス・交流を加速す
る多種多様な機能を備えている。

4.		新たな価値創造する	 	 	 	
最先端のオフィス機能

　オフィスフロアは、森トラス
トの オフィス 事 業ビ ジョン

“Creative First”に基づき、ワ
ンフロア約1,160坪におよぶ超
大型フロアプレートの無柱空間
を提案しており、入居テナント
が自由なオフィスレイアウトを
実現しやすくなっている。
　その他、引き渡し基準となる
内装仕様を、①フロアの1/4を
スケルトン天井仕上げ、②フロ
ア全体をOAフロア仕上げとし
た「クリエイティブフロア」と
いう取り組みを展開しており、
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入居テナントが入居後スムーズに自由な働き方を実現で
きるような取り組みを導入している。
　スケルトン貸し（計6フロア）のほか、テナント貸し室
内部階段の設置（全館・各フロア6か所）を可能にするな
ど、企業の多様でフレキシブルなオフィスニーズに対応
しているのが特徴。
　オフィスエントランスについては、世界的な建築家の
隈研吾氏が設計し、洗練された空間を演出している。

　テナントはほぼ満床となっており、入居予定の大企業
と、成長性の高い個人やスタートアップなどが集い、多
彩な交流が生まれることで、当施設および当エリアの更
なるオープンイノベーションが促進されることを期待し
ている。

5.		ラグジュアリーホテル	 	 	
「EDTION」が開業

　地上31階から36階で開業するホテルは、世界が注目
するラグジュアリーライフスタイルホテルブランドの

『EDTION（エディション）』で、「東京エディション虎ノ門」
として今夏にオープンする予定。
　森トラストグループでは、ホテル事業において、世界
の富裕層の心を打つ、日本における『ラグジュアリー・ディ
スティネーション・ネットワーク』構想をビジョンに掲げ、
インバウンドの受け皿となるラグジュアリーホテルを日本
全国に誘致する取り組みを展開している。この構想の一
環として神谷町トラストタワーに誘致した『EDITION』は、
世界的ホテリエであるイアン・シュレーガー氏がプロ
デュースするラグジュアリーライフスタイルホテルで、
ニューヨークやロンドンをはじめ、著名なセレブリティが
集う文化発信拠点となっている。東京の真の国際都市と
しての発展に向け、『EDITION』を通してさらなるジャパ
ンブランドの発信強化に貢献していく。さらに、神谷町と
いうエリアは、六本木や銀座などの繁華街にアクセスが
良いことに加え、霞ヶ関や東京など官公庁・ビジネス街
にも近接しているため、観光客だけでなく、諸外国のVIP
やビジネスマンなど幅広い層の受け皿として期待される。
　客室数は約200室で、短期から中長期滞在まで幅広い

ニーズに対応したサービスアパートメント仕様の客
室も用意している。このほか、レストランやラウン
ジバー、スパ、フィットネスやプールも備えている。
　『東京ワールドゲート』では、ホテルやサービス
アパートメントへの外国人の滞在生活をより快適
なものにするための総合サポートとして、①多言語
対応可能な多科目クリニックや検診センターの配
置、②生活の不安を解消するため、諸手続きの代行・
支援、生活に有益な情報を提供する“生活コンシェ
ルジュ”機能の常設、③日本の文化を体験しても
らうため、外国人観光案内所“TIC TOKYO”と連
携したイベントの実施―等を展開していく。
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6.	地域と連携し、神谷町の魅力を発信

　『東京ワールドゲート』の敷地内には、賑わいや潤いを
演出する約5,000㎡の緑地空間や水辺テラスなど多様な
屋外サードプレイスを提案している。緑地空間では、300
年以上の歴史を持つ葺城稲荷神社を再整備したほか、樹
齢100年以上の大クスノキを立曳き工法により敷地内で
移植・保全し、生物多様性に配慮したビオト―プを創出
など地域由来の景観を創出している。
　また、ビジネスをサポートする高水準のBCP支援機能
と地域防災対応力を導入しているのも特徴。
　仮に自然災害が発生し停電した際に、通常時最大出力
の約8割にあたる電力を供給することのできる非常用発
電機等を実装しており、最大で約1週間電源供給が可能
なほか、非常用発電機に接続された防災井戸を設置して
いるため、停電・断水時にもオフィス基準階のトイレが利
用できる。また、超高層建築物に求められる耐震性能の1.5
倍の性能を実現している。さらに、1,500人が3日間滞在

するのに必要な飲料と食料、簡易トイレや防寒具を備蓄
している。
　その他、近隣に位置するオークラと虎ノ門病院などと
の連携により、地域防災力の強化にも取り組んでいる。

東京ワールドゲート
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富山駅路面電車が南北接続、
3月から開通

　今年3月20日、富山市民が待ち望ん
でいた「富山駅路面電車南北接続事業」
が完成し、富山駅で開通式が行われ、
翌21日から運行を始めた。
　新型コロナウイルス感染症の影響で
開通式典は縮小されたものの、赤羽一
嘉・国土交通大臣をはじめ、石井隆一・
富山県知事や森雅志・富山市長などの
来賓、関係者ら約150名が出席し、路
面電車の南北接続・開通を盛大に祝った。
　この路面電車の南北接続事業は、富
山駅北側で旧富山ライトレール㈱が運
行していたLRT（次世代型路面電車）と、
富山駅南側で富山地方鉄道が運行して
いる市内路面電車のレールが富山駅高
架下でつながったもの。
　富山駅は、当時の官設鉄道の駅とし
て1908年（明治41年）に現在の位置
で開業された。富山市の路面電車は、
いまから100年以上前の1913年（大正

2年）に富山駅南側で富山電気軌道㈱
によって運用を始めたが、これは日本
海側で初となる路面電車の運行だった。
その 後、運 行 主 体は変 わっていき、
1943年（昭和18年）に発足した富山
地方鉄道㈱が市内路面電車の運用を手
掛け、現在に至っている。
　また、富山駅北側では1924年（大正
13年）、富岩鉄道㈱が北前船でにぎわ
う岩瀬港と富山口を結ぶ富山港線（の
ちの富山ライトレールとなる）を開業し
た。
　このように路面電車網が整備されて
いった富山駅の周辺だったが、唯一の
課題は富山駅を挟んで交通網が南北に
分断されていることだった。
　開通式に出席した森雅史・富山市長
が「令和2年3月21日、本市が進める『コ
ンパクトなまちづくり』の一つの到達
点である路面電車南北接続事業がここ
に完成し、明治41年以来、富山駅を挟
んで南北に分断されていた市街地が一
体化する『市民100年の夢』が実現する」

と挨拶したように、路面
電車の南北接続は長年に
わたる市民の念願だった
ことが伺える。
　実際、今回の路面電車
の南北接続に合わせ、富
山駅を歩いて南北に通り
抜けることができる南北
自由通路も整備された。

　富山市民だけでなく、観光で訪れた
来訪者からも「利便性が向上した」と
大いに評価されている。

「公共交通を軸とした
コンパクトなまちづくり」を表明

　富山市のまちづくりの歩みをみると、
3つのステージに分類することができ、
それぞれのステージにおいて時代の
ニーズに沿ったまちづくりが行われて
いった。
　簡単に紹介すると、第1ステージは明
治から大正、昭和初期にかけ、大規模
な土木工事や港湾工事によって都市の
基盤が整備されていった戦前の時代。
第2ステージは太平洋戦争終戦後、戦
災からの復興に取り組んだ時代である。
　そして、第3ステージは、2000年代
に入り、再整備された公共交通機関を
活用し、その沿線に居住、商業、業務、
文化等の都市機能を集約させたコンパ
クトなまちづくりを目指すというもので、
その取組みが現在に至っている。
　富山市が進めているまちづくりの
ベースとなっているのは、2007年施行
の改正中心市街地活性化法に基づき、
富山市が全国の他の自治体に先駆けて
策定・申請し、全国で第1号認定を受
けた「中心市街地活性化基本計画」に
ある。
　この計画には、「公共交通の利便性の
向上」、「賑わい拠点の創出」、「街なか
居住の推進」といった3つの目標が盛り
込まれており、中核商業地区における
商業・サービス施設、文化施設、住宅
等の重点整備とともに、既存路面電車
の再活性化を含む、公共交通を軸とし

まちづくり・地域創生トピックス
―富山市、公共交通を軸としたまちづくりが進行―富山協会
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　1967年（昭和42年）4月に誕生した富山ビルヂング協会（会長：山田岩男・
富山電気ビルディング㈱社長）が活動拠点を置く富山市では、公共交通を軸とし
たコンパクトなまちづくりが進行している。
　地方創生が叫ばれている中、富山市が取り組むコンパクトなまちづくりを紹介
する。

開通式典を取材するメディア



た拠点集中型の「コンパクトなまちづ
くり」の方針が打ち出されたのである。

富山市を走る路面電車の
再整備・活性化の動き

　コンパクトなまちづくりを実現する
施策として、富山市では、①公共交通
の活性化、②公共交通沿線地区への居
住推進、③中心市街地の活性化―の3
本柱を掲げ、路面電車の再整備を推進
していった。
　富山市では、モータリゼーションの
流れから、他の地域と同様に路面電車
や路線バスなどの公共交通機関の利用
者が減少していき、それに伴って路面
電車や路線バスの廃線が相次いだ。そ
うした中で、2000年代に入ってから地
球環境問題が浮上し、排気ガスを出さ
ない路面型都市交通に注目が集まり、
市内の路面電車の再整備がクローズ
アップされることになった。
　富山市では、富山駅北側で運行して
いた富山港線をJR西日本から引継ぎ、
2004年に地元企業や銀行等とともに
富山ライトレール㈱を設立。2006年か
ら次世代型路面電車システム（LRT）を
導入し、富山ライトレールとして、富山
駅北から岩瀬浜までの約7.6㎞を結ぶ
路線として運行を始めた。
　また、富山駅南側では、富山市が富
山地方鉄道㈱と協働し、富山市内路面
電車環状線事業に取り組んでいった。
それまで南富山～富山駅前、富山駅前

～大学前の約6.4㎞を結ぶ
路線だったが、市中心街で
ある丸の内停留場から富山
国際会議場やグランドプラ
ザを経て西町へ至る0.9㎞の
環 状 線 を 新 た に 整 備 し、
2009年から運用を開始した。
　富山ライトレールの開業
は、沿線の住宅着工が増加
し、北前船で賑わった当時
の面影を残す観光施設への来場者が大
幅に増えるなど、街なか居住や賑わい
の創出に寄与。また、富山駅南側の環
状線の運行についても、富山駅から都
心地区へのアクセス向上、都心地区の
回遊性の強化に役立っている。
　公共交通を軸としたコンパクトなま
ちづくりの取組みは、地価動向にも反
映。富山市の地価公示は全用途平均で
6年連続の上昇しているほか、令和2年
1月1日時点では住宅地は0.8%上昇、
商業地は0.7%上昇を示している。

路面電車南北接続と今後の
まちづくりへの期待

　こうした路面電車の再整備がさらに
一歩進むことになったのは北陸新幹線
の開業。2015年3月開業に向け、北陸
新幹線富山駅の整備とともに在来線の
高架化が図られることになり、富山駅
の高架下で、富山駅南北に走る富山ラ
イトレールと富山地方鉄道市内電車の
路面電車を接続する事業が2013年か

ら本格化。7年の月日を経て、
2020年3月21日に南北を結ぶ
路面電車の運行に漕ぎ着け、全
長15.2㎞におよぶLRT網が完
成することとなった。なお、南
北接続を前にした今年2月に富
山ライトレールは富山地方鉄道
に合併され、富山地方鉄道が運
行を担う体制となっている。
　路線電車網を整備する公共

投資が呼び水となって、市街地再開発
事業など民間投資が活発化している。
富山駅北口では、富山市がライブコン
サートや舞台など芸術・文化を愉しむ
ホール（約700席規模）の開発を進め
ており、2023年春に開業する予定。
　一方、富山駅南口ではJR西日本グ
ループが今年1月、スーパーや専門店
などの商業施設とホテルを併設した開
発プロジェクトに着手。2022年の開業
を目指している。このほか、富山県が
武道館機能を有する多目的施設（5,000
席程度）の整備に着手しており、2023
年夏頃のオープンを予定している。
　ホテル開発も盛んで、米国のホテル
グループ“ヒルトン”が北陸地方初と
なる「ダブルツリー byヒルトン富山」

（201室）の開業を2022年に計画して
いるほか、ホテルオークラグループも
富山県内初となる「ホテルJALシティ
富山」の開業を進めている。
　富山市ではこれまで、65歳以上の高
齢者を対象にした「おでかけ定期乗車
券」、市内宿泊者に路面電車の乗車券を
プレゼントする「シティプロモーション」
など様々な仕掛けを打ち出してきてい
る。
　路面電車の南北接続を機に、公共交
通ネットワークを活かしたまちづくりは
新たなステージへと移行しようとして
いる。地方創生が叫ばれている中、こ
れからの富山市の取組みに注目してい
きたい。

―富山市、公共交通を軸としたまちづくりが進行―

まちづくり・地域創生トピックス
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富山駅高架下を通るLRT

富山国際会議場と白セントラム
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1. これまでの経緯
　令和元年東日本台風（台風第19号）
による大雨に伴う内水氾濫により、高
層マンションの地下に設置されていた
高圧受変電設備が冠水し、停電が発生
したため、エレベーター、給水設備等
のライフラインが一定期間使用不能と
なる被害が発生しました。
　このような洪水等の発生時において
も建築物の機能継続（居住継続及び使
用継続）を確保するためには、洪水等
による浸水被害に備え、建築物におけ
る電気設備の浸水対策の充実を図るこ
とが重要です。
　このことから、国土交通省及び経済
産業省が設置した学識経験者、関連業
界団体等からなる「建築物における電
気設備の浸水対策のあり方に関する検
討会」（座長：中埜良昭・東京大学教授）
における議論を踏まえ、令和2年6月
に本ガイドラインを策定予定です。

2. ガイドラインの概要
　本ガイドラインは、建築主や所有者・
管理者をはじめ、建築物や電気設備の
企画、設計、施工、管理・運用に携わ
る主体が、新築・既存の建築物について、
洪水等の発生時における機能継続に向
けて浸水対策を講じる際の参考となる
よう、電気設備の浸水対策をとりまと
めたものです。また、一定の浸水対策
を講じた場合でも、想定を超える規模
の洪水等が発生した場合には、電気設
備の浸水被害が発生しうることから、
浸水発生時にとりうる早期復旧対策等
についても盛り込んでいます。

（1）適用範囲
　特別高圧受変電設備又は高圧受変電
設備の設置が必要となる建築物を対象
として想定していますが、その他の建
築物についても、参考になるものと考
えられます。
（2）目標水準の設定
　建築主や所有者・管理者は、専門技
術者のサポートを受け、「設定浸水規模」
及び「目標水準」を設定します。
　「設定浸水規模」は浸水対策を講じる
際に設定する浸水規模（設定浸水深及
び設定浸水継続時間）であり、以下の
事項を調査し、想定される浸水深や浸
水継続時間等を踏まえつつ、建築物の
機能継続の必要性を勘案して設定しま
す（例：○○cmの浸水深）。

  国、地方公共団体が指定・公表する
浸水想定区域
  市町村のハザードマップ（平均して
千年に一度の割合で発生する洪水を
想定）
  地形図等の地形情報（敷地の詳細な
浸水リスク等の把握）
  過去最大降雨、浸水実績等（比較的
高い頻度で発生する洪水等）

　次に、設定浸水規模に対し、機能継
続に必要な浸水対策の「目標水準」を
設定します（建築物内における浸水を
防止する部分（例：居住エリア）の選
定等）。
（3）浸水リスクを低減するための
　　具体的な取組
　設定した目標水準と個々の建築物の
状況を踏まえ、以下の対策を総合的に
講じることが重要です。なお、ガイド
ライン本文には、対策それぞれの概要

や特徴・留意点等をまとめているので、
対策を検討する際にはそちらもご参照
ください。
①�浸水リスクの低い場所への電気設備
の設置

　電気設備を上階に設置する対策です。
設置場所を選定する際は、浸水対策だ
けでなく地震や火災等に対する総合的
な安全性を考慮する必要があります。
②建築物内への浸水を防止する対策
　建築物の外周等に「水防ライン」（建
築物への浸水を防止することを目標と
して設定するライン。水防ラインで囲
まれた部分（水防ライン内）への浸水
を防止することが重要。）を設定し、ラ
イン上の全ての浸水経路に一体的に以
下の対策を講じることで、建築物内へ
の浸水を防止するものです。なお、脱
着式の止水板の設置など、洪水等の発
生時における対応が必要となる対策に
ついては、物的・人的資源の活用方策
について、あらかじめ関係者間での調
整を行い、対応方針を共有する等、十
分な準備を講じておく必要があります。

（出入口等における浸水対策）
・マウンドアップ
・�止水板、防水扉、土嚢の設置
（からぼりや換気口等の開口部における
浸水対策）
・からぼりの周囲への止水板等の設置
・�換気口等の開口部の高い位置への設

置　等
（排水・貯留設備における逆流・溢水対策）
・�排水設備を通じた下水道からの逆流

防止措置（例：立上り部やバルブ設置）
・�貯留槽からの浸水防止措置（例：流入

経路にバルブ設置、マンホールの密

建築物における電気設備の
浸水対策ガイドラインについて

国土交通省  住宅局  建築指導課
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閉措置）
③�水防ライン内において電気設備への
浸水を防止する対策

　水防ライン内で浸水が発生した場合
を想定し、以下の対策を講じることで、
電気設備への浸水を防止するものです。
なお、本対策単独では浸水リスクの低
減効果に一定の限界があると考えられ、
上述の①、②の対策と併せて講じるこ
とが効果的と考えられます。

（区画レベルでの対策）
・ 防水扉の設置等による防水区画の形成
・ 配管の貫通部等への止水処理材の充填
（電気設備側での対策）
・電気設備の設置場所の嵩上げ
・耐水性の高い電気設備の採用
（浸水量の低減に係る対策）
・ 水防ライン内の雨水等を流入させる貯

留槽の設置
（4）	電気設備が浸水した場合の具体的

な取組
◉電気設備の早期復旧のための対策
　想定以上の洪水等の発生により電気
設備が浸水した場合に備え、建築物の

所有者・管理者、電気設備関係者は、
電気設備を応急措置により復旧するた
め、以下の取組についてあらかじめ検
討しておくことが重要です。

（発災前の取組）
・ 所有者・管理者、電気設備関係者の

連絡体制整備
・ 設備関係図面の整備　等
（発災時・発災後の取組）
・ 排水作業、清掃・点検・復旧方法の

検討
・ 復旧作業の実施　等
◉その他の対策
　非常用電源を活用す
る場合には、平時の適
切な維持管理及び備蓄
が必要です。また、建
築物被害の把握、在館
者の安否確認や支援を
迅 速 に 行うた めには、
あらかじめ役割分担等
を協議し、平時から準
備を行っておく必要が
あります。

（5）タイムラインの作成
　浸水対策の取組に必要な機材・人員・
時間等を踏まえ、時系列で対応内容を
記載したタイムラインを作成し、関係
者間で事前に確認しておくことが望ま
しい。（図1参照）

3.ガイドライン参考資料集
　参考資料集において、浸水対策の事
例等を多く紹介しています。（図2参照）

( )

 

 

( )

( )

 

 

図2　電気設備等を屋上に設置した事例（オフィスビル、大阪市）

図1　浸水対策のタイムライン



（一社）北海道ビルヂング協会

4月第1回理事会を書面にて開催
▶4月23日（木）、札幌商工会議所3階特別
会議室Bにおいて令和2年度第1回理事会を
開催し、各議案をご審議いただく予定でお
りましたが、政府による新型コロナウイル
ス感染症拡大の緊急事態宣言により書面に
ての開催になりました。平成31年（令和元
年）度の事業報告（案）・決算報告（案）、
令和2年度の事業計画（案）・収支予算
（案）、新規入会正会員の承認等の審議並
びに5月26日（火）に開催を予定している
第57回定時総会への付議事項、代表理事
及び業務執行理事に係る職務執行報告が
書面にてなされ、全て原案どおり同意をい
ただきました。
5月例会の開催を中止
▶5月12日（火）、（一財）日本ビルヂング
経営センター様のご協力を得、本年も東京
より西村・町田法律事務所の町田弁護士を
お招きし、「民法改正によるビル賃貸借へ
の影響」、「新型コロナウイルス感染症を
めぐるテナント対応について」のタイム
リーなテーマにて例会を企画して準備をし
ておりましたが、残念ながらこのような状
況下なので中止とすることになりました。

（一社）神奈川ビルディング協会

近況について
▶びるぢんぐ4月号の事務局長会議報告が
掲載され、皆さんとの写真などを拝見し、
先日のことではありますが、懐かしい思い
になりました。それは、既に協会便りにも
表現されていましたが、「新型コロナウィ
ルス感染症」の影響により、事業活動の中
止や理事会の中止、総会対応などで色々な
ことを初めて経験し、多忙な時間を過ごし
たからだと思います。
　3月12日の見学会、16日の講演会、18日
の理事会を中止にしました。また、4月13
日の監査を延期にしましたが、総会に向け
た事務処理から4月末には監査を実施せざ

るを得なく、バタバタして乗り切りました。
今度は、5月の理事会をどうするか？ 会長、
副会長と協議を重ね、書面による審議とし
ました。続けて総会も開催か、書面審議か、
検討を重ね、5月18日に少人数の役員で開
催することとしました。勿論、会員の過半
数以上から委任状を頂きました。今回の総
会は、役員改選の年で、決定後は登記など
の手続きなどを進めて行きます。　　
　皆様の協会では、どうでしょうか？埼玉
の協会様や連合会の方々にはご相談や情
報を頂き有難う御座いました。
　新型コロナウィルス感染症が始まってか
ら当協会の会員様から問い合わせがいくつ
かあり、連合会様からの最新情報を伝え、
対応しましたが、政府からの緊急事態宣言
の発令からさらに、会員様から「テナント
からの賃料削減要望の対応？」「支援
策？」などの問い合わせが増し、テレワー
クなどの余裕も無く、事務処理を進めてい
ます。企業の皆様においては、緊急事態の
対応や困惑する経営など多大な悩みをいま
だに抱え、苦難と戦っています。こうした
状況下、少しでも前向きの言動がとれる様
にと、今、自らの役割を認識し、事務の遂
行を図って行くことだと考えております。

（一社）名古屋ビルヂング協会

新型コロナウィルスと一般社団法人法の規
定
▶4月号でお知らせの通り、当協会の3月1
日の国内視察研修は2月26日時点で中止を
決定致しました。その後新型コロナウィル
ス感染症は収束せず猛威を振るい、著名人
の感染やお亡くなりになるといったニュー
スが報じられました。
　名古屋ビルヂング協会事務局が入居す
るビル内でも4月14日に感染者が発生、私
事で恐縮ですが、緊急事態宣言や行動自粛
呼びかけ前にプライベートで訪れたゴルフ
場の食堂スタッフが後日感染していたこと
が判明し、悲しいことに同スタッフのご両
親が闘病むなしく感染による肺炎でお亡く
なりになりました。それぞれの接触があっ
たと思われる時から2週間余り「自分が感染
していないか」「他の方に感染させていない
か」と心配し、行動の自粛を行い、名古屋事
務局はテレワークを数度行いました。
　当協会行事は3月1日・2日　国内視察研
修　中止、3月4日　ZEB施設見学会　中
止、4月6日　運営部会　書面開催、4月20
日　理事会　書面開催、5月12日　講演会

　中止、5月12日　懇親パーティ　中止、
春の懇親ゴルフ　計画立たずと、できるだ
け人と人との接触を避けるため、行事はほ
ぼ全滅状態です。書面開催できるものは書
面で行いました。ところが、「一般社団法
人法（略称）」の規定で、定時社員総会は
「毎事業年度の終了後一定の時期に招集
（36条）」「決議は、総社員の議決権の過
半数を有する社員が出席し、出席した当該
社員の議決権の過半数をもって行う。（49
条）」「社員の全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をしたときは、当該
提案を可決する旨の社員総会の決議が
あったものとみなす。（58条）」となって
います。
　理事会は参加者全員が役員であり、人数
も20数名と限られているため、全員の同意
を得ることが可能として書面開催できまし
た。総会においては「全員の同意」がネッ
クとなります。過去の経験から100社を超
える会員会社全社から、1社も欠けずに同
意書を取り付けることは困難なため、少人
数参加でも開催しなければなりません。委
任状の提出は参加者数に含まれますので、
委任状を取り付け議決権の過半数をもって
初めて決議が成立します。幸いにして会員
各社のご協力により、過半数を大幅に超え
る委任状の提出がありしたので、総会は密
集を避け感染リスクを極力避けて開催でき
ました。ご協力ありがとうございました。
　またもやこの記事が掲載される頃には新
型コロナが収束していることを祈るばかり
です。

兵庫ビルヂング協会

定時総会	書面で開催
▶桜が咲き、春の花々が明るい日差しの中、
そこ此処に華やかに咲く時節になりました
が、世の中は新型コロナウィルス感染症防
止の対応で右往左往しています。兵庫協会
においても、4月22日開催を予定していま
した例会が中止に、役員会は書面開催にな
りました。また、5月20日開催予定の第81
回定時総会までも書面開催を余儀なくされ
ました。兵庫では1995年の阪神・淡路大
震災以来の大難で、さらに、日本中、世界
中に混乱が広がっています。オリンピック
を始め各種の競技会、イベント等、全てが
延期、中止になるばかりか、個々人の生活、
ひいては経済にも大きな影響が出ています。
　兵庫協会の6月以降の行事日程を考える
と、一日も早い終息を願うばかりですが、

協会便り協会便り
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今年6月の『BOMAフィラデルフィア総大会』への参加に合わせ、訪問する
予定だったカナダのトロント市。視察団の派遣が中止となってしまったが、
スマートシティ再開発地区の視察等が予定されていた。とても残念。
（写真／エムオーツーリスト㈱、文／T.ARAI）

治療薬とワクチンの完成が不可欠と聞きま
す。ともかく、GWは「がまんウィーク」な
ので、おとなしく家で過ごしました。

四国ビルヂング協会

6月の誕生花　百合（ユリ）の魅力
▶「立てば芍薬　座れば牡丹　歩く姿は百
合の花」
　女性の立ち居振る舞いを美しい花に例え
たことわざ。由来は「純粋な花の美しさ」
芍薬はすらりとした茎の先に花を咲かせる
ことから立ち姿の女性、牡丹は枝分かれし
た横向きの枝に花を咲かせることから座っ
た女性、百合は風に揺れる姿が美しいこと
から女性が歩く姿を表しているといわれて
います。3つの花の魅力と花の特徴を女性
の美しい仕草や話し方など、女性の魅力が
最も輝く所作に例えています。
　もう一つの説として、それぞれの花を最
も美しく観賞する方法ということです。芍
薬は立って見る、牡丹は座って見る、百合
は歩きながら眺めるのが最も良いと言われ
ているのです。今度、視点を変えてゆっく
りとお花の美しさを味わってみてください。
　そのなかで、歩く姿にたとえられる百合
の花は、結婚式のブーケなどいろいろな

シーンで活用されています。美しい百合の
花は6月のジューンブライドにぴったりの
お花なのです。ギリシャ神話では6月の守
護神は女神ユノ。女神ユノは結婚の神様と
も言われており、彼女を象徴する花が百合
の花なのです。結婚の神様が守ってくれる
6月に、その女神を象徴する百合に囲まれ
て結婚式を挙げるのは、大変ロマンチック
ですね。
　なぜ女性がジューンブライドに憧れるか
わかりましたか？

九州ビルヂング協会

新型コロナウィルスに伴う九州ビル協の対
応について
▶4月7日の「緊急事態宣言」発令に伴い、
福岡県が対象地域となったことから、九州
ビル協の事務局を4月10日よりテレワーク
体制で実施しています。このため、事務局
への電話によるお問い合わせは、留守番電
話にメッセージを残していただき、改めて
電話で連絡を差し上げる対応とさせていた
だいています。
　また、コロナウィルスに関する連合会か
らの情報については、適宜、九州ビル協
ホームページに載せておりますので、そち

らをご覧ください。
▶既に3月の時点から、運営委員会におい
て例会やゴルフ会も中止することを決定し、
理事会は紙上開催としました。4月竣工に
合わせて予定していた「九勧承天寺ビル」
の見学会も中止となりました。5月になっ
ても、コロナの拡大抑制は厳しい状況が続
き、席を離して実施していた委員会も中止
することとし、九州ビル協定時総会も、66
回の歴史の中で初の紙上開催と致しました。
▶6月の連合会総会東京大会80周年記念
事業も中止となりましたが、実は、2月28
日の九州ビル協後期セミナー（先進地ビル
見学会）を東京で実施し、東京ミッドタウ
ン日比谷と大手町三菱パークビルディング
を視察する予定でした。募集枠を超える多
数の申込みがありましたが、実施時期が近
づくにつれ、急激に拡大のリスクが懸念さ
れたことから、中止致しました。会員から
は、6月の連合会80周年記念事業と併せ、
2回も続けて上京の貴重な機会が失われた
ことから残念に思う声が多く聞かれ、九州
ビル協としても、コロナの状況を見据えた
うえで、あらためて視察を計画できればと
考えています。
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　令和2年（2020年）4月29日、春の受勲受章者が発表され、日本ビルヂング協会連合会副会長の竹
歳誠氏（東京ビルヂング協会副会長）が旭日大綬章を受章した。
　竹歳氏は、昭和47年（1972年）東京大学法学部を卒業後、建設省（現国土交通省）に入省。官房長、
国土交通事務次官を経て、内閣官房副長官、駐オーストリア大使等を歴任。令和元年（2019年）6月か
ら日本ビルヂング協会連合会の副会長を務めている。70歳。
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