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　今年の定時総会は6月3日午後3時
30分から、「The Okura Tokyo」のオー
クラプレステージタワー 1階「曙の間」
で開催された。
　総会当日は、政府が発出した緊急事
態宣言がすでに解除されてはいたもの
の、引き続き都道府県をまたぐ人の移
動を制限する要請が出されていたこと
もあり、出席者を絞り、ソーシャルディ
スタンス等に配慮して行った。
　総会は、議決権を持つ総代議員236
名のうち、206名から委任状が提出さ
れ、5名の代議員が出席した。また、協
会側から出席したのは木村惠司会長（三
菱地所㈱特別顧問）と種橋牧夫副会長

（東京建物㈱代表取締役会長）、竹歳誠
副会長、櫻井康好専務理事、森本一彦
常務理事、坂本努常務理事のほか、監

事の森隆・近三商事㈱社長と河村守康・
㈱虎ノ門実業会館相談役の両名。
　冒頭、木村会長が「本来であれば、
日本ビルヂング協会連合会の創立80
周年を兼ね、全国から多くの会員を集
めて、定時総会や80周年関連行事を行
う予定だった。新型コロナウイルス感
染症の国内での感染拡大により、参加
人数を絞っての開催となったのは大変
残念でならない」などと挨拶。その後、
議長に就いて議事が進められ、令和元
年度事業報告と同決算が可決承認され
たほか、令和2年度事業計画と同予算
が報告された。
　今年は役員改選期ではなかったもの
の、会社の異動等により3名の役員の
交代が承認された。退任したのは、三
浦一郎副会長（大阪ビルディング協会
前会長）、櫻井専務理事、森本常務理事
で、後任の副会長には勝田達規・関電
不動産開発㈱代表取締役社長（大阪ビ
ルディング協会会長）、専務理事には小
関正彦氏（元国土交通省）、常務理事に
北川純・東京ビルヂング協会常務理事
が新たに就いた。（なお役職は同日書面
開催の理事会にて承認されたもので、4
頁参照）
　総会の最後に、来年の定時総会を名
古屋で開催することが明らかにされ、
閉会となった。

中止になった
定時総会関連行事
　新型コロナウイルス感染症によって、
中止せざるを得なくなった関連行事を
記しておく。
　当初は、定時総会前日の6月2日に「中
小ビルの経営を考える集い」（以下、「中
小の集い」）を開催し、創立80周年を
兼ねた一連の定時総会関連行事をス
タートする予定であった。「中小の集い」
では、『中小ビルの防災対策を考える』
を総合テーマにおき、水害対策の第一
人者である土屋信行・（公財）リバーフ
ロント研究所技術審議役による基調講
演「都市を水害から守る」を企画。次
いで、中小ビル振興担当の政策委員と
東京協会の中小ビル事業委員会が中心
になって作成した「中小ビルの災害対
応マニュアル2020年版」、「テナントの
皆様の災害対応マニュアル」、「防災ポ
ケットブック2020年版」の解説を予定。
　その後、「自然災害に対する備え」を
テーマにした恒例のパネルディスカッ
ションを行うことにしていた。近年、全
国各地で頻繁に発生する水害や暴風な
ど自然災害への対応について、会員各
社の取組みや事例といった貴重な情報
の交換する場になるはずだった。
　「中小の集い」で予定していた企画の
うち、本号では「災害対応マニュアル」

　（一社）日本ビルヂング協会連合会は6月3日、東京・虎ノ門
で昨年夏に竣工した「The Okura Tokyo」のオークラプレステー
ジタワー 1階「曙の間」において第80回定時総会を開催した。
　今年は連合会の創立80年の記念すべき年にあたり、定時総会
に合わせ、創立80周年記念行事を開催する予定であったが、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大により、記念行事関連が全
て中止となり、定時総会のみの開催ということになった。

創立80周年記念行事は全て中止に
2021年の総会は名古屋で開催
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新型コロナの影響、第80回定時総会
（一社）日本ビルヂング協会連合会

議事進行する木村会長

総会の様子



等の解説を8頁～ 10頁に掲載している
ので、参照願いたい。
　総会当日の6月3日は、80周年記念
と題し、増田寛也氏による講演を予定。
岩手県知事や総務大臣を務め、本年1
月からは日本郵政㈱代表執行役社長に
就いた経験から、大所高所からの豊富
な知見が披露されるはすだった。
　総会後に開く懇親パ―ティ―では、
東京協会の理事会社である東宝㈱の協

力のもと、帝劇で上演されているミュー
ジカルの名作6曲のメドレー上演を予定。
　さらに、総会翌日は全国から参加し
た会員の親交を深めるため、懇親旅行
会と懇親ゴルフ会を企画していた。懇
親旅行会では、クルーズ船2隻をチャー
ターし、東京オリンピック・パラリンピッ
クのベイソーンエリアにある競技施設
や選手村などを視察する予定だった。
一方、懇親ゴルフ会は政財界のトップ

がメンバーに名を連ねる名門ゴルフ場
「スリーハンドレッドクラブ」を会場に、
全国の腕自慢の会員にプレーを楽しん
でもらう企画を用意していた。
　創立80周年を兼ねた総会関連行事
が全て中止となる、とても残念な結果
となったが、来年は名古屋で全国の会
員が一堂に会し、盛大に開催できるこ
とを願うばかりである。
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三密避けて少人数で開催

視察する予定だった東京オリンピック・パラリンピックのベイエリアゾーン プレーする予定だった「スリーハンドレッド・クラブ」

会場の様子



新役員紹介
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一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 役員（令和2年7月1日）

役　職　名 氏　　　名 所属協会 会　社　名 備　考

会　長 木 村 　 惠 司 東京 三菱地所株式会社

副会長 種 橋 　 牧 夫 東京 東京建物株式会社

〃 岡 谷 　 篤 一 名古屋 岡谷鋼機株式会社

〃 勝 田 　 達 規 大阪 関電不動産開発株式会社 新　任

〃 竹 歳 　   誠 東京 学識経験者

理　事 中 目 　 明 德 北海道 株式会社平岸グランドビル

〃 松 坂 　 卓 夫 仙台 松栄不動産株式会社

〃 木 山 　   光 新潟 木山産業株式会社

〃 冨 吉 　 紀 夫 埼玉 大栄不動産株式会社

〃 石 𣘺 　 寛 幸 千葉 株式会社石橋オフィスサポート

〃 猪 股 　 徳 臣 東京 東山興業株式会社

〃 渡 邊 　 俊 郎 神奈川 三丸興業株式会社

〃 大 松 　 利 幸 岐阜 岐阜商工会議所

〃 山 田 　 岩 男 富山 富山電気ビルデイング株式会社

〃 花 田 　 昌 彦 金沢 北陸名鉄開発株式会社

〃 長 谷 川 　 茂 京都 株式会社興和コーポレーション

〃 森 本 　 泰 暢 兵庫 森本倉庫株式会社

〃 小 林 　 茂 樹 奈良 三和住宅株式会社

〃 永 山 　 久 人 岡山 下津井電鉄株式会社

〃 椋 田 　 昌 夫 中国 広島電鉄株式会社

〃 木 内 　 照 朗 四国 四国興業株式会社

〃 荒 牧 　 智 之 九州 株式会社電気ビル

専務理事 小 関 　 正 彦 東京 元国土交通省 新　任

常務理事 坂 本 　 努 東京 一般社団法人東京ビルヂング協会

〃 北 川 　 純 東京 一般社団法人東京ビルヂング協会 新　任

監　　事 森 　 隆 東京 近三商事株式会社

〃 河 村 　 守 康 東京 株式会社 虎ノ門実業会館

（常務理事）
北川 純氏

（専務理事）
小関 正彦氏

（副会長）
勝田 達規氏
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　6月3日の定時総会において理事に選任いただき、7
月1日付で専務理事に就任しました小関でございます。
着任早々、新型コロナウイルス感染症に備えた勤務体
制のもと、会員の皆様に直接ご挨拶する機会が設けら
れず、大変失礼しております。
　私は、昭和56年に旧建設省に入省して以来34年間
にわたりそのほとんどを公務員としての生活を送って
まいりました。最初の不動産関係団体の皆様との接点
は、平成5年度からの4年間近くの宅地開発課時代で
した。当時は地価高騰対策で組み立てられた平成3年
の土地税制の仕組みがバブル崩壊後全く時代に合わな
くなり、「土地の流動化」が必要との声が高くなり、団
体の皆様からは地価税の廃止や高率な土地譲渡益課税
の引き下げなどのご要望が強かったことが印象に残っ
ております。直ちにご要望に応えられなかったのは残
念でありましたが、土地の譲渡や保有に対する課税の
重要性を痛感いたしました。また、平成26年に都市
局におりましたときは都市再生を具体的に担ってい
らっしゃるデベロッパーの皆様から直接に最近のプロ

ジェクト内容をお聞かせい
ただき、また、現場も拝見し、
大変参考になりました。さ
らに、地方都市におけるビ
ル経営の難しさや工夫も
オーナーの方からお聞きしたこともありました。
　今回の新型コロナウイルス感染症は、わが国にとっ
て戦後最大の国難であり、世界の経済やわが国経済が
今後どうなっていくのか予測しがたいものがあります。
リモートワークなども含め賃貸ビル市場にも大きな影
響を及ぼすかもしれません。また、超少子高齢社会と
いう大きな流れの中で地域の変貌、テナント企業から
のニーズや新しい経済・生活のスタイルへの対応、環
境経営や自然災害対応などの社会的要請にも応えてい
くことが求められると考えています。ビル業界の実情
はまだまだ勉強不足ですが、協会活動を通じて会員の
皆様とともに新たな時代を軌道に乗せていきたいと考
えております。皆様のご助言やご協力をどうぞよろし
くお願いいたします。

　6月3日の連合会総会（東京協会は7月6日の理事会）
をもって専務理事を退任させていただきました。4年
前の札幌での連合会総会で選任いただいて以来会員
のみなさまには格段のご支援、ご協力を賜りました。
有難うございました。
　この4年間ビル市況（賃料、空室率）はほぼ好調を
持続し、ビル協の活動も順調に推移していたのではな
いかと思います。ところが、新型コロナの感染拡大に
よって今年3月以降の協会活動はほぼストップし、連
合会の80周年という記念すべき年でありながら総会
関連行事をすべて中止せざるを得なかったことは事務
局を預かるものとして痛恨の出来事でした。
　ビル業界にこれまでご縁の薄かった私ですが、4年
間の在任中には日本経済をけん引する都市インフラで
あり、経済インフラであるビル事業の動向、時代に即
応した新たなオフィスの展開などを見聞きし、大変勉
強になりました。また、全国各地のビルオーナーのみ

なさまや特色ある経営をし
ておられるビルオーナーの
みなさまなど、80年の歴史
を有するビル協ならではの
素晴らしい会員のみなさま
との遭遇は私にとって人生の貴重な経験でした。
　コロナ後の世界は社会生活のあり方だけでなく、内
外の経済活動、世界情勢あらゆるところに甚大な影響
を及ぼすものと思われます。ビル業界にとっても、市況、
オフィスのあり方が大きく変化する可能性もあります。
そうした事態にあってもビルヂング協会が会員のみな
さまに支えられ、新たな課題に取り組んでビル業界の
発展に努める使命に変わりはありません。困難な時代
に立ち向かってさらに一層ビル業界が発展していくこ
とを期待してやみません。
　最後に、改めて4年間のご厚誼、ご支援に御礼申し
上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

小関正彦専務理事 就任挨拶

櫻井康好専務理事 退任挨拶



１．ビルの事業環境及び事業課題
　（略）

2.政策活動
（1）税制改正・予算要望活動　　
　「令和2年度税制改正・予算要望」に関して以下の要望を行っ
た。
　① 特定の事業用資産の買換え特例の延長/長期保有土地等

に係る事業用資産の買換え等の特例措置
　② 市街地再開発事業における特定の事業用資産買換え等の

特例措置の延長
　③ 既存建築物の耐震改修投資促進を目的とする税額減額の

特例措置の延長
　④ 国家戦略特別区域における特別償却または税額控除等の

延長
　⑤ 浸水防止用設備に係る固定資産税の特例措置の延長
　⑥ 法人の土地等譲渡益に対する追加課税制度(法人重課)の

停止期限の延長
　⑦ 工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特

例措置の延長
　⑧ 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための特例措

置の創設
　⑨建築物に係る多重課税の見直し
　⑩ 良質なまちづくりに向けて、再開発の予算の確保、エリ

アマネジメントの支援の充実
　これらにつき、｢令和2年度税制改正大綱」にて、すべての
税制延長要望項目（①～⑦）及び新たな税制要望項目（⑧）
が認められた。
　また、「令和2年度度政府予算案」において、予算要望項目

（⑩）が盛り込まれた。
（2）政策課題活動　　　
1）国の審議会等に対するビル事業者の意見反映等
　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、ビル事業の実態とビル事業
者の知見を審議に反映させた。
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
　民法（債権関係）改正法（平成29年公布）が令和2年度

から施行されることを踏まえ、「オフィスビル標準賃貸借契約
書」改訂版(平成31年4月発行）を作成、会員向けに説明会
を実施した。

（イ）オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及
　上記「オフィスビル標準賃貸借契約書（改訂版）」を公開、
会員等への普及啓発に努めた。また、不動産関係団体で構成
する定期借家推進協議会に参画し、オフィスビルへの定期建
物賃貸借制度の普及に努めた。

（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た。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た。
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
　会員ビルの耐震化に向けた普及啓発活動の推進とともにビ
ルの耐震性能向上支援策の拡充を国に要望した。

（イ）事業継続計画（BCP）の普及・啓発　
　新型コロナウイルス感染症の発生に対応し、「感染症に対応
したオフィスビルの事業継続計画作成ガイドライン」を改め
て会員向けにホームページにて周知するとともに、「中小ビル
のための事業継続計画作成マニュアル」の会員への普及に努
めた。

（ウ）ビルの総合的な防災・安全対策　 
　局地豪雨対策、防火対策、帰宅困難者対策、サイバーテロ
対策など高度化するビルの防災・安全に関する課題について
研究・検討を進めた。
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
　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
おける省エネベンチマーク制度の執行状況について、「工場等
判断基準WG」等の場でビル事業者の立場から適宜必要な意
見を陳述、また、資源エネルギー庁に対し、引き続きビル事
業の実態と現場の知見を反映できるよう意見交換の場を設け
た。

（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
　a　 経団連と連携して「オフィスビル分野における低炭素社

会実行計画」を推進、「会員ビルのエネルギー使用量調
査」を実施、オフィスビルのエネルギー使用量削減の進
捗結果を経団連に報告した。

　b　 地方協会と連携して「低炭素社会づくり推進キャンペー
ン」講演会を開催（令和2年2月）するとともに、環境
対策に優れたビル等の見学会を開催して会員に対する
最新技術等の普及に努めた。

（一社）日本ビルヂング協会連合会

令和元年度
事業報告
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　c　 経団連の2050年に向けた長期の温暖化防止対策に取り
組むビジョンの策定呼びかけに対応し、不動産協会と連
携して温暖化防止対策長期ビジョンの策定作業を進め
た。

5）中小ビル振興に関する活動
（ア）中小ビルの経営戦略に関する検討
　政策委員（中小ビル振興担当）を中心として「中小ビルの
防災意識に関する調査」を実施、6月の「中小ビルの経営を
考える集い」においてその研究成果を発表、全国から参加し
た会員とパネルディスカッション、意見交換を行った。

（イ）災害対策マニュアル等の見直し
　「2014年度版災害対応マニュアル及び防災ポケットブック」
の見直しを進めた。
6）政策に関する情報交流活動
　「大都市等における都市再生・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、これまでの都市再生
施策の意義と役割、実際の都市再生の取組状況や経済社会情
勢の動向を踏まえ、今後の都市再生の課題、展望について、
外部講師の講演を行うとともに地方協会からの参加者を交え、
情報・意見交換を行った。

3.調査･研究事業
（1）ビル実態調査の実施
　平成30年度に再編を行ったビル実態調査について、令和
元年度も引き続き実施した。

（2）研究活動
　情報通信技術の進展・知識創造社会への移行や働き方改革
の推進を踏まえ、最新オフィスビルを視察するなどの調査を
実施した。

4.国際交流活動
（1）BOMA インターナショナル
　第112回BOMA総会（米国ソルトレイクシティ）に参加し、
各国のビル事業者等とビル経営に関する意見交換を行うとと
もに、シアトルのビル事情を視察した。（令和元年6月）

（2）世界不動産連盟（FIABCI）
　第70回総会（モスクワ）に不動産関係団体と連携して参加
した。

5.組織活動
（1）会員及び財務
　令和元年度末は19団体（地方協会）、会員数1,362社であっ
た。
　各協会において年度を通じて会員の維持、増強活動に努め
た結果、会員数は平成30年度末と比べて12社増加した。
　年度を通じて的確な財務運営に努めた。

（2）総会及び理事会
　令和元年5月及び令和2年1月に理事会（東京都）を開催
して定時総会上程事項等に関する審議を行い、6月に第79回
定時総会（福岡市）を開催して平成30年度事業報告・決算
及び令和元年度事業計画・予算の審議を行うとともに役員選
任等を行った。

（3）運営委員会及び政策委員会　
　連合会の組織運営及び事業活動に関する基本的事項を所掌
する運営委員会を4月及び12月に開催し、平成30年度事業
報告・決算及び平成31年度（令和元年度）事業計画・予算
並びに令和2年度運営方針に関する審議を行った。　
　連合会の政策活動全般を所掌している政策委員会は、各委
員が国への要望などの政策活動を行うとともに10月に政策
フォーラムを開催し、講演会及び政策委員の意見交換を行った。

（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た。
　また、連合会80周年史を各協会協力のもと編集をすすめた。

（5）広報・会員サービス
1）情報提供　　　

（ア）機関誌
　機関誌「びるぢんぐ」を6回発行し、ビルに関連する行政
情報、連合会・各地方協会の活動情報などを会員と社会に提
供した。

（イ）連合会ホームページ
　　連合会ホームページを活用してビルに関係する法令改正
情報や民間団体のセミナー情報などの迅速な提供に努めた。

（ウ）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である「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
を進めた。
2）会員サービス
　「相談室」を設け、ビルの経営事項等に関する会員からの相
談に対応した。　
　新年賀詞交歓会、定時総会関連行事の旅行会、ゴルフなど
により会員相互の親睦を深めた。

（6）関係団体との連携
1）日本ビルヂング経営センター
　地方協会の協力を得て（一財）日本ビルヂング経営センター
のビル経営管理士試験、ビル経営管理講座などの事業運営に
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
た。また、ビル経営セミナーの共同実施などにより連合会の
人材育成機能、教育研修機能の強化を図った。
2）ビル事業関係団体
　（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った。
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「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」

「防災ポケットブック2020年版」
ご案内

日本ビルヂング協会連合会 2020年度の新たな刊行物

　今回紹介する「中小ビルの災害対応
マニュアル2020年版」と「テナントの
皆さまの災害対応マニュアル」、「防災
ポケットブック2020年版」の原点は、
2005年に遡る。
　東京ビルヂング協会の中小ビル経営
者研究会が年間の検討テーマに「オフィ
スビルの耐震化」を掲げ、大手ゼネコ
ンの技術研究所への視察をはじめ、
1994年の阪神淡路大震災を体験した
兵庫ビルヂング協会の森本啓久会長

（当時）を講師に招き、震災対策の教訓
を拝聴するなど検討を重ねていったの
がキッカケ。
　翌2006年8月、日本ビルヂング協
会連合会がこうした東京協会の取組み
の成果をとりまとめ、「災害時開封（災
害対応手順ファイル）」と「防災ポケッ
トブック」を発表するに至った。
　その後、東日本大震災が発生。その
教訓を反映する形で、それぞれの改訂
作業に着手。2012年に「災害対応マニュ
アル2012年版」、「防災ポケットブック
改訂版」を作成した。また、東日本大
震災後に注目が集まった事業継続に対

応するため、2014年に「中小ビルのた
めの事業継続計画（BCP）作成支援ツー
ル」を開発。それに合わせ、BCPの項
目を追加した「災害対応マニュアル
2014年版」を作成した。
　今回が実質3回目の改訂となる「中
小ビルの災害対応マニュアル2020年
版」と「テナントの皆さまの災害対応
マニュアル」、「防災ポケットブック
2020年版」の内容を紹介する。

「中小ビルの防災意識調査結果」
を契機の見直しへ

　まず、「中小ビルの災害対応マニュア
ル2020年版」等の内容を紹介する前に、
6年振りの改訂に着手することになった
経緯に触れておく。
　連合会では、2018年の夏から秋にか
け、全道がブラックアウトした北海道
胆振東部地震、各地の河川が氾濫した
西日本豪雨、大阪を直撃した台風21号
など自然災害による甚大な被害を目の
当たりにし、もう一度自然災害に対す
る備えを見直す方針を決定。
　連合会の中核をなす東京協会の中小
ビル事業委員会の協力を得て、同年12
月から翌2019年1月にかけて「中小ビ
ルの防災意識アンケート調査」を実施。
全国の中小ビルオーナーから寄せられ
た回答のほか、地震とそれに伴うブラッ
クアウトを経験した北海道ビルヂング
協会の会員、台風21号の暴風で被害を
受けた大阪ビルディング協会の会員に
ヒアリングを行い、2019年6月に「中

小ビルの防災意識アンケート調査結果
報告」をとりまとめた。
　この調査結果報告から、これまでに
作成した「災害対応マニュアル」や「防
災ポケットブック」に台風や水害の対
策を追加したほうが良い等の課題が浮
上。2019年夏以降、改訂作業に取り組
んでいた。

災害を細かく分類、準備編と被
災編に分けて対応を明記

　従来までの「災害対応マニュアル」は、
主に地震を想定し、その対策を掲載し
たもので、これは前述したように、阪神・
淡路大震災の教訓をもとに作成し、東
日本大震災を契機に改訂してきたとい
う経緯があるからで、近年のオフィス
ビルを取り巻く災害は地震だけではな
く、暴風、集中豪雨やそれに伴う水害
など多様化しているのが現状だ。
　こうした状況を踏まえて改訂した「中
小ビルの災害対応マニュアル2020年
版」は、従来のマニュアル同様、災害
に備えた“準備編”と実際に災害の発
生を想定した“被災編”の2部構成は
変わらないものの、災害を「地震」、「台
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風」、「火事」、「共通」と細かく分類。そ
れぞれ起因する災害に応じてビルオー
ナーとして講じる対応を記載している
のが特徴で、今回の改訂の大きなポイ
ントの一つだ。
　たとえば“準備編”では、自治体が
作成するハザードマップ（震災、洪水、
高潮、津波など）を予め印刷しておき、
オフィスビル周辺のリスクを知り、ビル
への影響とその対応を講じることなど
を提示している。
　また、最低限の備えとして事前に準
備する“必須備蓄品”のチェックリスト

のほか、さらに備えておくと安心する
“安心備蓄品”のチェックリスト、台風
や豪雨、洪水などの備えとして必要と
思われる“防災機材”チェックリストな
どを加えるなど、従来までのマニュア
ルに比べより詳細な項目を挙げている。
　新たに加えた項目としては、建物の

“風水害危険個所”チェックリスト、浸
水対策・暴風対策などのコーナーで、
近年発生している災害を分析し、マニュ
アルに反映させた。このほか、2018年
の北海道ブラックアウトや2019年台風
15号に伴う千葉広域停電などを教訓と

し、“非常用予備電源”のコーナーも新
たに追加。ここで中小ビルに適した非
常用発電設備の選び方について説明し
ている。
　“被災編”も、従来のマニュアルをよ
り一層充実。被災後の“建物安全確認”
チェックリスト、“停電対応”チェック
リスト、“テナントの被災”チェックリ
スト、“建物営業再開”チェックリスト、
応急手当など、建物の安全性だけでな
く、自社の社員やテナントの従業員の
安全も考慮した内容としている。

新たにテナント向けの
マニュアルも作成

　今回の改訂の二つ目のポイントは、
テナントに向けた災害対応マニュアル

「テナントの皆さまの災害対応マニュア
ル」を作成した点。

　「オフィスビルの防災は、ビルオー
ナーだけで担えるものではなく、テナ
ントの防災意識（自助）を高め、とも
に助け合いながら災害対応（共助）を
図っていくことが重要」（猪股徳臣・日
本ビルヂング協会連合会・中小ビル振
興担当の政策委員）との考えのもと、
作成作業にあたったもの。
　本マニュアルでは、1頁目に“防災力”
自己診断チェックリストを掲載。まず、
防災についての意識を問い、次頁以降
の防災への備え（準備編）や実際に災
害が発生した時の対応（被災編）へと
誘導する体裁としている。
　テナントの従業員を災害から守って
もらうため、ビルオーナーからテナント
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日本ビルヂング協会連合会
2020年度の新たな刊行物

に配布することを想定している。この
ため、巻末（裏表紙）には提供元を明
らかにする押印欄（幅135㎜×縦60㎜）
を設定。会社名や連絡先などが入った
スタンプを押してテナントに配布する
ことで、他のオフィスビルと差別化が
図れるような仕様としているのが特徴。

防災ポケットブックも
テナント配布を想定

　「防災ポケットブック2020年版」は、

折りたたんだ状態でポケットサイズ（縦
86㎜×横54㎜、厚み約3㎜、拡げた状
態では縦258㎜×486㎜）で、テナン
トの従業員や自社の社員が被災した時
に、自分自身の安全確保や連絡方法な
ど、災害初期行動の基本情報をまとめ
ている。前回改訂から時間が経過し、
古くなった情報を削除し、新しい情報
へ差し替えているほか、新たに外国人
向けの情報を追加しているのが特徴。
　具体的には、被災時の行動手引き（安
否確認のための災害伝言ダイヤル、携
帯電話WEB伝言板ほか）、災害時に役
立つ情報サイト（国土交通省、気象庁、
NHK、12か国語対応アプリのSafety 
tipsほか）、サバイバル情報などを記載
している。
　防災訓練などの機会に合わせ、テナ
ントの従業員向けに配布するなどの活
用を想定。テナント向けの災害対応マ
ニュアルと同様、提供元が分かるよう、
ビルオーナーの会社名等が入ったスタ
ンプを押す欄（幅47㎜×縦81㎜）を設
けている。

テナント向け、
ポケットブックは会員も有償

　全国のビル協会会員には7月、各協
会を通じてそれぞれ一冊（一部）づつ
配布している。
　このうち、「中小ビルの災害対応マ
ニュアル2020年版」の追加については、
日本ビルヂング協会連合会ホームペー
ジの「会員ページ」にある「会員限定
情報」からデータをダウンロードでき
るようにしている。（ユーザー名とIDは
7月にお知らせ済み）
　また、「テナントの皆さまの災害対応
マニュアル」は、冊子の配布になり、
追加分については会員が1部500円、
非会員が1部2,000円。
　「防災ポケットブック2020年版」は、
50部単位での販売となり、会員が1部
100円（50部の場合、5,000円）、非
会員が1部300円（同、15,000円）。
　申込みは、日本ビルヂング協会連合
会ホームページ・新着情報7月6日を
ご覧いただきたい。
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　本年、日本ビルヂング協会連合会が創立80周年を迎えたが、連合会に加盟している地方協会でも周年の時期を
迎える協会がある。
　大阪ビルディング協会と中国ビルディング協会の2協会で、大阪協会は1930年（昭和5年）2月の発足から90年
が経過し、中国協会は1960年（昭和35年）10月の発足から60年を数える。連合会が6月の定時総会に合わせて
80周年記念行事を計画していたように、両協会でもそれぞれ5月に開く定時総会に周年の冠をのせ、周年記念行事
を行う予定だったが、連合会と同様、新型コロナウイルス感染症の影響で周年行事を中止、あるいは延期すること
になった。
　本誌では、これまで周年を迎えた協会の記念行事やその歴史を紹介してきた。記念行事等が延期、中止となった
ものの、大阪協会、広島協会の沿革や現状などを掲載する。
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大阪協会90周年、
中国協会60周年を迎える

●�大阪協会、『90年史』や記念品「ポストカード」
制作

　大阪ビルディング協会の歴史は古い。
　世界大恐慌の影響で日本経済が混乱していた1930年（昭
和5年）2月、大阪のビル事業者の有志が集まって発足した「大
阪ビルディング茶話会」が根源。中心メンバーは㈱大阪ビル
ヂング（現ダイビル㈱）や㈱堂島ビルヂング等で、茶話会か
ら大阪ビルディング協会へと発展し、現在に至っている。ま
さに今年が創立90年の節目の年となっている。

　大阪協会の発足から10年が経った1940年（昭和15年）2
月に、日本ビルヂング協会連合会（13頁の連合会80年史を
参照）が設立された。大阪協会からは会長の橋本喜造氏（㈱
堂島ビルヂング）が連合会副会長に就任したほか、連合会の
理事や監事に駒田万二氏（大阪建物㈱）、広瀬歩氏（㈱江商ビ
ル）、高山準平氏（㈱堂島ビルヂング）、谷村直氏（都島ビル）
など大阪協会の役員が就き、大阪協会は発足当時から連合会
の活動を支え、大きな役割を果たしてきている。
　発足当時の大阪協会は、ビル業界が抱える大きな課題で
あった地代家賃統制令の撤廃を求める要望活動を繰り広げて
いった。そして、間もなく戦争へと突き進むこととなり、協会
活動も制限されていった。
　1945年（昭和20年）8月に終戦を迎え、協会活動の再開
が期待されたものの、新たな問題が浮上することになった。
GHQによるビルの接収である。府内にある会員所有ビルを含
むビル（朝日ビル、アサヒビールビル、伊藤萬ビル、大阪瓦
斯ビル、江商ビル、日本綿業倶楽部、新大阪ホテルほか）が
接収されたため、ビル業界自体の活動が半ばマヒ状態となっ
てしまった。
　こうした状況から脱したのは、1951年（昭和26年）にサ
ンフランシスコ講和条約が締結されたことから。接収したビ
ルの解除が進み、大阪協会では接収期間中の喪失営業に関す
る補償についての陳情活動を行うなど、ビル業界を取り巻く
課題の解決に奔走していった。
　時代が戦後から高度経済成長へと移っていく中で、大阪は
大きな転機を迎えることになる。1970年（昭和45年）に大
阪万博が開催され、日本国内だけでなく、世界各国から多く
の人が参集。大阪経済は大きく飛躍し、オフィスビルの新築
が相次いだ。同年は、大阪協会40周年の節目の年にあたり、『大阪協会90年史』の表紙
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これを機に、さらなる組織強化に向け法人化を目指す方針を
打ち出した。
　翌1971年（昭和46年）12月に社団法人設立の認可を得て、
年明けの1972年（昭和47年）1月13日に社団法人大阪ビルディ
ング協会設立総会と祝賀パーティーを開催した。

　また、長い歴史の中で1995年（平成7年）1月17日に発
生した阪神・淡路大震災では、大阪府の一部地域でも大きな
被害がもたらされた。これを契機に、オフィスビルの耐震性
など建物の安全安心に向けた取組みを強化。その一環として、
同年4月、大阪協会と東京協会で行っている東西合同管理・
技術委員会に、兵庫協会を加え、阪神・淡路大震災に関する
報告と質疑をメインとした会合を開催し、震災の貴重な教訓
を次世代に残すことに貢献した。
　直近の10年をみると、2013年（平成25年）4月1日付で
一般社団法人に移行。これに合わせて、ホームページの大幅
なリニューアル（公益に資するための一般向けページに拡充
ほか）やセミナーのオープン化など協会活動の充実を図った。

　また、2015年（平成27年）6月、日本ビルヂング協会連
合会の第75回定時総会を帝国ホテル大阪で開催した。13年
ぶりの開催だったが、全国19協会から250名を超える会員が
参加するなど大変盛況な総会となった。
　大阪協会の活動の基盤となっているのは、「総務委員会」・「経
営委員会」・「技術委員会」・「広報委員会」・「組織委員会」の5
つの委員会と「大阪中小ビル経営者研究会」だ。それぞれの
委員会の担当分野において「ビル見学会」や「海外ビル視察」、

「京都・大阪・兵庫合同経営委員会」、「東西合同管理・技術委
員会」などの活動を繰り広げている。
　90周年にあたって、大阪協会では①『90年史』の発行、
②大阪協会発行の機関紙の表紙を飾ったイラストをポスト
カードにした90周年記念品の制作、③5月の定時総会に、90
周年の冠をつけた記念総会と90周年の記念パーティーの開催、
④90周年を記念して秋にロンドン視察−を企画していた。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、5月28日の定時総会
は出席者を絞って開催したものの、総会後の90周年記念パー
ティーは延期の判断を下した。今後の新型コロナウイルス感
染症の状況次第では、年度内に90周年記念パーティーの開催
を模索していくことにしている。また、『90年史』と記念品の

「ポストカード」はすでに完成し、関係者への贈呈や配布を終
えている。

●中国協会、60周年を迎えて活動をより活発化

　中国ビルディング協会が設立されたのは原爆が投下されて
から15年がたった1960年（昭和35年）10月。原爆の廃墟
から着々と復興への歩みを進め、広島市内にオフィスビルの
建設が進んできた時期だ。
　同年10月10日、当時市内の主だったビル会社10社（中国
ビル、毎日会館、第一生命ビル、富国生命ビル、藤田ビル、

大阪で開催した「第75回連合会定時総会」

機関紙の表紙を「ポストカード」に 悲惨な戦争を後世に伝える原爆ドーム
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商工会議所、昭和ビル、広島ビル、広電ビル、朝日ビル）が
参集。ビル経営・管理業務における協調や会員相互の情報交換・
連携等を目的に、協会設立の話し合いがもたれ、この10社に
よる協会設立世話人会が発足した。その2週間後の24日に設
立総会が開催され、「中国ビルディング協会」がスタートする
こととなった。この設立と同時に、中国ビルヂング協会は日
本ビルヂング協会連合会に加盟した。
　協会活動のスタート後、高度経済成長を迎え、企業の知的
生産の拠点となるオフィスビルの建設はますます盛んとなり、
協会に入会するビル会社も増加していった。
　そうした中、1968年（昭和43年）に岡山市からの新規入
会があり、その後も順調に入会が増加。1970年（昭和45年）
に岡山市内の会員が10社を超えた時点で、「中国ビルディン
グ協会岡山支部」を立ち上げるに至った。それ以降も岡山市
内の会員は年々増え、1981年（昭和56年）3月、岡山支部
会員が21社と20社の大台を超えたのを機に、岡山支部を解

散。新たに岡山ビルヂング協会として発足することとなった。
　直近では、2013年（平成25年）6月、日本ビルヂング協
会連合会の第73回定時総会が広島市のリーガロイヤルホテ
ル広島で開催された。
　中国協会が趣向を凝らし、総会に先立って行った講演会で
島根県文化振興財団理事長の藤岡大拙氏による「古事記と出
雲の神々」と称した講演会をはじめ、総会後の懇親パーティー
では島根県出雲地方の山王寺和野神楽社中による神楽が演じ
られるなど日本の歴史に触れる演出が施された。
　また、中国協会は、兵庫協会と岡山協会、四国協会、九州
協会とともに「西日本地区ビル協会交歓会議」に参加。毎年
秋に持ち回りで同交歓会議を主催しているもので、直近の10
年をみると、中国協会は2012年10月、2017年10月に幹事
協会を務め、5協会による情報交換会や講演会、懇親会、懇
親旅行会、懇親ゴルフ会などのイベントを挙行した。
　創立60年を迎えた今年は5月20日、例年の定時総会に合
わせて60周年の記念行事を予定していた。新型コロナウイル
ス感染症の影響で、記念行事は中止せざるを得ない状況となっ
た。9月ごろを目途にpdf版で『60年史』を作成し、協会ホー
ムページにアップすることを企画している。
　現在の中国協会は、正会員29社、賛助会員21社の50社と
なっており、60周年を迎え、より活動を活発化していく方針。
市内では会員による新築ビルの開発や既存ビルの建て替えの
ほか、広島駅周辺の再開発が順調に推移しており、これから
はオフィスビル単体の運営管理だけでなく、まちづくりやエリ
アマネジメントにも長年培ってきたビル業界としてのノウハウ
が求められてくる。中国協会の今後の活動に期待が集まる。

大阪協会90周年、中国協会60周年を迎える

　大阪ビルディング協会、広島ビルディ
ング協会とともに、日本ビルヂング協
会連合会も創立80周年を迎えた。
　連合会ではその記念事業の一環とし
て、『80年 史 こ の10年 の あ ゆ み ＜
2010−2019＞』を刊行した。
　内容を紹介すると、木村惠司会長の

「刊行のご挨拶」、高木茂・前会長の『創
立80年に寄せて』のあとに、巻頭特集
①として連合会副会長4人からの寄稿

「ビル業界の未来像」、巻頭特集②とし
て「定時総会から振り返る時代のトレン
ド」、「ビル業界10年の軌跡　2010−
2019」、「連合会を巡る出来事」を前半
に掲載。
　後半は、この10年の「連合会活動」、
19協会から寄稿された「各協会10年
の歩み」、「連合会80年を振り返って」
と続き、巻末に資料編を載せている。

広島で開催した「第73回連合会定時総会」

日本ビルヂング協会連合会 80年史を刊行



（一社）北海道ビルヂング協会

5月例会の開催中止
▶5月12日に（一財）日本ビルヂング経営セン
ター様のご厚意により、恒例になりました5月
例会を札幌国際ビル8階「国際ホール」にて、
東京より町田裕紀弁護士をお招きし、「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2つのタイムリーなテーマにて3時間の
開催を予定しておりましたが、政府による緊
急事態宣言等もあり、残念ながら断念せざる
を得ない状況になってしまいました。
　また、セミナー終了後、中小ビル経営研究
会主催にて町田弁護士、経営センター金子事
務局次長をお迎えして、会員の皆さまとの懇
親を兼ねた情報交換会の開催を予定しており
ましたが、こちらも中止となりました。この状
況が落ち着いたら再度企画したいと考えてお
ります。
第57回定時総会の開催
▶今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、参加者をなるべく少数に絞り定時
総会を開催することになり、5月26日に第57
回定時総会を北海道経済センター3階「特別
会議室B」にて開催し、平成31年（令和元年）
度事業報告・収支計算書、令和2年度事業計
画・予算書が原案通り承認されました。今回
は会員の皆様が楽しみにしていた、賛助会員
同席の総会懇親会は開催できませんでしたが、
夏が終わるまでには、会員一同が介すること
ができる場を設け、会員相互の親睦を深めた
いと考えております。

埼玉ビルヂング協会

最近の行事等
▶新型コロナウイルス感染症防止対策の為、4
月以降の行事がほとんど中止となり、前回の
「協会便り」には、投稿出来なかったのですが、
各協会の皆さんの便りを拝見し、何もなくて
も現状を伝えることが大切なのだと気付き今
回は投稿しました。
　まず4月16日にパレスホテル大宮で開催予
定だった理事会は、ギリギリまで待って、開催
を中止とし「書面表決」となりました。この間、
連合会をはじめ、北海道、仙台、千葉、神奈川、

名古屋、大阪、京都と、皆様の様子を伺いな
がら、方針を決めました。いろいろとお世話に
なりました。
　定時総会は5月13日予定でしたので、やは
り「書面表決」となり、正会員全員の同意書を
頂き無事全案承認となりました。翌週予定し
ておりました春季ゴルフ会も中止となりまし
た。その後の連合会の第80回定時総会、諸行
事も中止となり誠に残念な気持ちでした。特
に連合会や、東京協会の皆様のご苦労を思い
ますと何と言って良いか分りません。本当に
ご苦労様です。
　また、7月に予定していましたビル経営セミ
ナーも中止となり、前半の行事はほぼ全滅と
なりました。9月以降に期待するしかありませ
ん。
　当協会の会員のビル関係者から、コロナウ
イルスの情報もありませんので、一応安心し
ております。コロナウイルス関連の様々な情
報を連合会からいただき、即、会員に情報を
流しています。会員からも感謝の声が聞こえ
ています。今後もよろしくお願いいたします。

（一社）神奈川ビルヂング協会

明るいニュースを…
▶びるぢんぐ6月号の「東京ワールドゲート」
や富山協会様の「まちづくり・地域創生トピッ
クス」を拝見し、この時期に明るい話題をご
提供頂き、気持ちが前向きになる思いです。
　新しい話題は、横浜市の新市庁舎が完成し、
市役所が関内からみなとみらい地区隣接の北
仲地区へ移転したことです。6月29日にオー
プンし、馬車道駅から直結しました。
　当協会では、事前に見学会を予定しました
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止によ
り中止となりました。今、改めて見学会を調整
しているところです。
　また、横浜駅の「JR横浜タワー」・「ニュウ
マン」が6月24日に全面開業し、私も駆けつけ
ましたが、この時期でも若い方々が多数来館
し大賑わいでした。明るいニュースが川崎駅
の「カワサキデルタ」、小田原駅の「ミナカ」
など続きます。皆様もご覧頂ければ幸いです。
　感染症の非常事態が解除され、一段落です
が、まだまだ継続対応を必要としています。
この状況下、当協会も事業を順次進めていま
す。第1回の講演会を6月30日、第2回の講演
会を7月10日、第3回の講演会を7月21日に予
定し、先日の6月講演会は江口弁護士様から
「新型コロナウイルス感染拡大を原因とする
賃料減額請求について」講演を実施して頂き
ました。直近の問題を捉え、テナント要望への
対応として、法律上の解釈の説明から具体な
事例を交え、民法改正前と改正後の扱い・比
較などビルオーナー会員様にとって大変勉強

になりました。7月の講演会も江口弁護士様を
予定し、「楽しみです」との声を聞いています。
　最近、思うことは、会員様へ「役立つ情報
を早く正確に伝えること」と感じています。
　今後とも、連合会様や各協会様からの情報
提供を宜しくお願い致します。

（一社）名古屋ビルヂング協会

海外視察研修の危機
▶当協会では平成15年に第一回の海外視察研
修を開始し、以後毎年東アジアや東南アジア
の国へ2・3泊の視察研修を行い、昨年で通算
17回を数えました。ところが今年は新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響を受け、日本も
ですが、アジア各国も外国人の受け入れを制
限しています。執筆時点の各国の状況は、
「10月前後に外国人を受け入れることを決定
する」と表明している国が多く、受け入れ決定
のタイミングで「いざ行こう」となっても、参
加者の都合もありますし、終息しているかど
うかの見極めもできず、参加者の健康を脅か
すことになってもいけません。そのため海外
視察は非常に難しくなりました。新型コロナ
が蔓延する前から、12月上旬の日程で某国を
ターゲットとし、飛行機・現地ホテル・視察先
などの準備を内々に進めてまいりましたが、
断念するとなると残念です。今年3月に当初国
内視察旅行として、出雲・米子方面を企画し
ておりましたが、新型コロナで直前にキャンセ
ルいたしました。海外が難しいとなるとその
企画を復活させ、一度断念したルートを行く
ことになります。役員の皆さんと相談しなが
ら、決定次第改めて会員の皆様にはお知らせ
することとなりますので宜しくお願い致しま
す。

（一社）京都ビルヂング協会

「新しい生活スタイル」の実践
▶事業者のみなさまへ 
○ テレワーク（在宅勤務）やテレビ会議の活

用を！ 
○ 時差出勤、ローテーション勤務を活用し、通

勤時の人との接触を減らしましょう
○ 対面での打合せは換気とマスクを！  
○ 従業員の健康に注意し、体調の悪い従業員

は、自宅待機や医療機関への相談の徹底を！ 
▶観光や飲食業等に携わるみなさまへ
○ 安心して訪れることができる万全な感染対

策を！（京都市ではアドバイザーチームも
設置）

○ 「京都市新型コロナあんしん追跡サービ
ス」をご利用ください

→ 京都市内の店舗、集客施設等（業種、規模
は問いません）

　また、京都市内で開催される一時的なイベ

協会便り協会便り
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ント等でもご利用可能です。一人一人の心が
け次第で感染を抑えられると思います。

（一社）大阪ビルディング協会

第49回定時総会を開催
▶5月28日に定時総会を開催しました。今年
は、新型コロナウイルス感染症対策として出席
者を絞った形式での開催となりましたが、すべ
ての議案が原案通り承認可決されました。
　今年は、大阪ビルディング協会の90周年と
いう節目の年にあたります。予定していた記
念行事は、残念ながら延期となりましたが、
新型コロナウイルスの収束を待って、今年度
内にあらためて開催したいと考えています。
緊急アンケート「新型コロナウイルス感染症
拡大に伴うテナント対応」の実施
▶コロナウイルスの影響下、大阪のビル業界
でどのようなテナント要望が出て、どのよう
にオーナーが対応されているか、事例共有を
目的に緊急アンケートを実施しました（調査
期間は4月末～5月中旬。回答は正会員48社か
ら）。アンケートによると、オフィステナント
の一部、商業テナントの多くから賃料の支払
い猶予や減額の要望が出され、オーナーが各
種の対応をされています。また、コロナウイル
スの影響が長期化する場合の対応については、
オーナーの過半が「あらためて検討する」と
回答されています。
委員会活動について
▶感染症予防のため、4月から6月にかけて各
種委員会は開催中止を余儀なくされましたが、
6月末にリモートでの技術委員会の開催を皮
切りに、7月初めにはソーシャルディスタンス
に配慮した環境で経営委員会と技術委員会を
開催しました。いずれも、現下の最大の関心
事として、技術委員会では「ビル管理におけ
るコロナウイルス対策」、経営委員会では「コ
ロナウイルス対応の最新事情」といったテー
マで、事前に各々の委員会メンバーにアン
ケートを取り、委員会の場で情報共有を行う
という運営としました。また、中小ビル経営者
研究会においても、7月上旬に、「中小ビル経
営におけるコロナウイルス対策」をテーマにリ

モート会議を開催し、情報の共有を図りまし
た。

兵庫ビルヂング協会

神戸のパンダ タンタン（旦旦）
▶神戸にもジャイアントパンダがいます。名
前はタンタン（旦旦）メスで24歳になります。
人間なら70歳ぐらいらしいです。神戸の王子
動物園でも一番の人気者でしたが、高齢に
なったため今年、生まれ故郷の中国に帰るこ
とになりました。お別れの日（返還日）はコロ
ナウイルス感染症の影響で未定です。
2000年に阪神・淡路大震災後の神戸を元気
づけるため、「日中共同飼育繁殖研究」として、
オスのコウコウ（興興）と王子動物園に来園し
ました。しかし、悲運が重なり、子供は2007
年には死産、2008年には出産後4日目に死亡
し子供には恵まれず、また、コウコウも2010
年に死亡しました。
　それでも、タンタンは神戸に来てから20年、
多くの市民に愛され、また、多くの市民が愛
らしい姿に癒されました。神戸からパンダが
いなくなるのは寂しいですが、故郷の中国四
川省の保護研究センターで余生を元気に過ご
して欲しいと願っています。

四国ビルヂング協会

国民の祝日が移動しているのをご存じです
か？
▶2020年は東京オリンピック開催予定だった
ため国民の祝日が変わっています。五輪開会
式　7月24日（金）五輪閉会式 8月9日（日）
【海の日】7月第3月曜日から7月23日（木）に
移動。【スポーツの日（体育の日）】10月第2
月曜日から7月24日（金）に移動。【山の日】8
月11日（火）から8月10日（月）に移動。新型
コロナウイルスの影響で東京オリンピックが
2021年に延期されましたが、祝日はカレン
ダー通り変更ありません。
　大きな変更点として、2020年は10月の祝
日がなくなります。また2020年以降12月の祝
日はなくなります。オリンピック延期となった
ため、2021年限りの特別措置法で夏の祝日に
海の日・スポーツの日・山の日が移動。7月に

4連休、8月には3連休が出現します。【海の
日】7月第3月曜日から7月22日（木）に移動。
【スポーツの日】10月第2月曜日から7月23日
（金）五輪開会式に移動。【山の日】8月11日
（水）から8月8日（日）五輪閉会式に移動。8
月9日（月）は振替休日となります。2021年は
早めに祝・休日をチェックして、思いっきりお
休みを満喫しましょう。

九州ビルヂング協会

コロナ対策での活動開始
▶新型コロナウイルスの拡大に伴い、当協会
でも多大な影響が生じました。2月末に計画し
ていた東京ビル見学会を中止したのを緒に、
一部の運営委員会を除き、6月までのすべて
の行事が中止となりました。特に、定期総会
や定時理事会は、初めての紙上開催となりま
したが、規定上の手続きに則り、無事に議案
の承認を得ることができました。毎月開催し
ている例会も、4か月間にわたり休会が続きま
した。
　九州では、全国レベルの非常事態宣言が解
除された後も、北九州市での第2波発生が見
られましたが、7月に入りようやく落ち着きを
見せたところです。このため、委員会でも協
議のうえ、7月から例会を再開することにいた
しました。ただし、3密回避対策として、離隔
距離を確保する必要性から、今後は、これま
での2倍以上の広さの会場に変更することと
しました。更に、安全衛生面を考慮して、7月
例会での会食は休止し、これに伴い、開始時
間を12時から13時に変更しました。今後の例
会については、状況をみながら、委員会での
検討結果を踏まえた対応を行っていく予定で
す。また、例年8月に実施していた前期セミ
ナーは、前期での実施が難しいことから、共
催である日本ビルヂング経営センターと調整
のうえ、後期になりますが10月に延期してで
も実施できるよう考えています。
　ビルの健全な経営のため、そして協会が通
常どおりの運営を再開して会員の情報交換に
役立つことができるよう、早い段階での新型
コロナウイルスの終息を望むところです。
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