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講 師 紹 介（敬称略）

■13:15～ 13:20　主催者挨拶
■13:20～ 14:20（60分）

ポストコロナの「働き方×オフィス」を考える
～コロナ禍収束後のオフィスのあり方～
      ㈱ザイマックス不動産総合研究所代表取締役社長　中山善夫氏

─────────────《休憩 10分》──────────────
■14:30～ 15:30（60分）

竹芝から始まるスマートシティ構想
東急不動産㈱　都市事業本部スマートシティ推進室長　田中敦典氏

─────────────《休憩 15分》──────────────

■15:45～ 16:45（60分）

（仮）ロンドンの街に溶け込む
バーティカル・ビレッジ 22 Bishopsgate

【日本語字幕付き】
リプトン・ロジャース・ディベロップメンツ
　　       ファウンディング・パートナー スチュアート・リプトン卿
　　        　　　 建設ディレクター　ポール・ハーグレーヴス氏
ＰＬＰアーキテクチャー
　　　　　　　　　 ファウンディング・パートナー カレン・クック氏

─────────────《休憩 10分》──────────────
■16:55～ 17:55（60分）

ポストコロナにおけるビルの方向性
㈱野村総合研究所グローバルインフラコンサルティング部
　　    　　　　　　　　    グループマネージャー　又木穀正氏
　　　　　　　　　　　　　　　 コンサルタント　御前汐莉氏

2021 年 1 月 29 日（金）13:15～17:55 200 名
（先着順）

開催日時

※主催者及び講師等の諸般の事情により講師の変更や講演のスケジュールが変更となる場合がございます。

定 員

23,000円

17,500円

一　般：
12,000円日本ビルヂング協会連合会会員／日本ビル経営管理士会会員：

2020年度ビル経営管理講座受講生：
17,500円その他の後援団体（駐車協会、不動産協会、不動産証券化協会、日本FM協会）会員：

一般財団法人 日本ビルヂング経営センター  事務局
〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-12-1  新有楽町ビル2F204区
電話　03-3211-6771（代）　

お問い
合わせ

○お申し込みいただいた個人情報は、今後、当センターのセミナー、書籍、講習会などのご案内などを送付
させていただく際に利用することがあります。ただし、ご要望があれば速やかに中止いたします。また、当該
個人情報は厳正な管理下で安全に保管し、事前のご承諾なしに第三者に提供することはありません。

参 加 費
（消費税込）

参加者は後日BMIネット・アカデミーで配信される
セミナー動画を無料で受講できます。

第22回  新 春 特 別 ビ ル 経 営 セミナー

主催： 一般財団法人 日本ビルヂング経営センター
JAPAN BUILDING MANAGEMENT INSTITUTE

　新型コロナウィルス感染症と共存する現在、人や社会の価値観、企業のあり方は
大きく変貌しつつあります。我 の々働き方も否応なしに大きく変わりました。今後、コ
ロナ禍が終息しても、この変化は逆戻りすることはないでしょう。
　テレワークが急速に広まり、オフィス不要論が叫ばれる一方で、オフィスでなけれ
ばできないことや、その存在意義が再認識されています。
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～コロナ禍を超えて変革の機会に転じる～～コロナ禍を超えて変革の機会に転じる～

　こうした変化の先を見据えたとき、人々がビルに集い、働くとすれば、何が求められ、
ビル業界はどのようにしてそれに応えられるのでしょうか。
　本セミナーでは、各分野の第一線でご活躍の方 を々講師に迎え、国内外の先駆的な
スマートシティやスマートビルの事例を交えながら、ポストコロナ時代のビルのあり方
についてご講演いただき、新しい働き方に対応するビル経営の姿を展望してまいります。
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［後 援（申請中）］［後 援（申請中）］

ロンドン有数のデベロッパーであるスタンホープ社を創立したレジェンドとして、イノベーショ
ンやプレイスメイキングなどの分野において第一線で業界を牽引。これまでに、ロンドンを代表
する数多くの開発プロジェクトを手がける。

リプトン・ロジャース・ディベロップメンツ
ファウンディング・パートナースチュアート・リプトン

開発プロジェクトの設計・建設を統括し、22 Bishopsgate プロジェクトを主に担当。前職のス
タンホープ社では、開発ディレクターとして、チズウィックパークやブルームバーグ本社ビルな
ど数々の受賞歴のあるオフィスビル開発に従事。

リプトン・ロジャース・ディベロップメンツ
建設ディレクターポール・ハーグレーヴス

PLP アーキテクチャーを創立したパートナーの一人。ロンドンをはじめ、パリ、ベルリン、プラ
ハなど、ヨーロッパで活躍し、ワークプレイスと公共空間づくりに注力。22Bishopsgate では
設計を統括し、独創的なアメニティやワークプレイスをデザインし、都市に開かれた超高層ビル
を実現した。

PLPアーキテクチャー
ファウンディング・パートナーカレン・クック

㈱ザイマックス不動産総合研究所　代表取締役社長中山 善夫
1985 年に（一財）日本不動産研究所に入所、鑑定・コンサルティングに従事。2001 年よりドイ
ツ銀行の日本の不動産審査責任者。2012 年より現職。不動産鑑定士、不動産証券化協会認定マ
スター、CRE、FRICS、MAI、CCIM。ニューヨーク大学大学院修了。

なかやま  よし お

田中 敦典   
東急不動産㈱　
都市事業ユニット都市事業本部スマートシティ推進室室長

1992年東急不動産㈱入社。大規模住宅地開発、マンション開発、渋谷再開発を経て 2013年より
東京ポートシティ竹芝事業推進を担当。総務省 2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する
懇談会デジタルサイネージ WG 構成員。一般社団法人竹芝エリアマネジメント理事 / 事務局長、
CiP協議会エグゼクティブパートナー。現在竹芝地区におけるスマートシティ事業推進他を担当。

た  なか あつのり

又木 毅正
㈱野村総合研究所   グローバルインフラコンサルティング部
海外インフラ開発グループ  グループマネージャー

都市・モビリティ・エネルギー・設備・機器などのインフラ領域の事業戦略、アジアにおける産業・
通商政策立案等の業務に従事。18 年 4 月から現職。代表的な著作は、「デジタルツインを強みと
した新たな場づくりによるデジタルゼネコンの実現（共著知的資産創造 20 年 10 月）」「デジタ
ル時代のインド事業の位置づけ再考　（日本機械輸出組合  JMCジャーナル 18年 10月）」。

また き たかまさ

御前 汐莉
㈱野村総合研究所　グローバルインフラコンサルティング部
海外インフラ開発グループ　コンサルタント

大手デベロッパーの都市開発構想の策定支援のほか、ハウスメーカーの経営戦略・事業戦略の策定
支援に従事。2018-20 年にかけて、NRI メディアフォーラムにて、住宅市場と課題の予測レポート
を発表。主な著作は、「ポストコロナにおけるビルの方向性（共著知的資産創造 20年10月）」。

みさき    しおり

Webセミナー
無料受講付き

当センターホームページからお申込みください（https://www.bmi.or.jp/）。
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中小ビルの感染症対策の現状把握、
将来の備えに
　今回のアンケート調査はWebアンケートシステムを利用
します。日本ビルヂング協会連合会ホームページのトップ
画面にある「Info-お知らせ-」に、「中小ビルの新型コロナ
感染症対策に関する緊急アンケート調査」がアップされて
います。ここをクリックすると、アンケート入力画面が表示
されますので、設問に沿って入力していってください。
　入力にあたって、必修項目の箇所があり、必修項目に入
力しないと先に進むことができません。必須項目は赤字で
印字されますので、必ず入力してください。入力が終わり
ましたら、最終ページの「送信」をクリックして終了になり
ます。
　設問は43問で、回答に要する時間は約20分程度です。
主な設問の内容は以下の通りです。
　まず、自社（会社）に関することを聞いていきますので、
社名を記入し、所属する協会をチェックしてください。続い
て、従業員数、所有するビルの棟数、代表するビルの延床
面積（㎡）を選択し、回答時点での入居率と代表するビル
の運営管理について答えてください。
　続いて、「所有ビルの感染症対策」について聞いていきま
す。テナントやビル在館従業員から感染者が出た場合の対
応を管理会社や清掃会社などと協議したのか、感染者が出

た場合の連絡方法やビルの対応をテナントに通知したのか
といった設問。また、ビルの感染対策を始めた時期、ビル
の感染症対策に伴い、閉鎖（使用禁止）した施設・設備、
利用制限（人数・時間など）した施設・設備などの回答を
求めているほか、ビル共用部で行った感染症対策（複数可）
やテナントに対して行った感染症対策、テナントの反応な
ども設問項目に盛り込んでいます。

テナントへの対応、
今後のマーケットについても設問
　次に、自社の感染症対策についての設問が続き、テナン
トへの新型コロナ対策についても聞いているのが特徴です。

連合会、新型コロナウイルス感染症で
12月にアンケート実施

＜特別企画・新型コロナウイルス感染症への対応＞
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　日本ビルヂング協会連合会では、連合会中小ビル振興担当の政策委員と東京ビルヂング協会中小ビル事業委
員会の協力のもと、新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」）の国内での感染初期から現在に至るま
での期間、全国の会員中小ビルの感染症対策の現状を調査し、現場の実態を会員間で共有して自社の経営に資
するとともに、将来への備えを研究するために感染症対策のアンケート調査「中小ビルの新型コロナ感染症対
策に関する緊急アンケート調査」を実施することといたしました。
　本号が全国の会員へ届く頃には、所属している協会事務局から「中小ビルの新型コロナ感染症対策に関する
緊急アンケート調査」への協力依頼が発信されますので、是非協力ください。

サーマルカメラ（検温機）の設置

ここではテナント数とテナントの業種について
聞いていくので、あらかじめテナント数や業種
を調べておくとスムーズにアンケートが進みま
す。テナントの業種として、事務所テナント、
飲食テナント、物販店舗、その他テナントに分け、
「倒産・廃業」の有無、「解約・減床」の有無、「賃
料減額要請」の有無、賃料猶予等に対応した際
の割合や期間などを聞いていきます。
　アンケートの後半では、今後の中小ビル市場
への影響についても聞いており、リモートワー
ク等の浸透で賃貸面積に影響（減床・退去など）
が出ているか、賃料への影響などが設問に上
がっています。
　最後に、今後の感染症対策についても触れ、
新型コロナの収束時期のほか、新型コロナ収束
後の感染症対策、感染症対策マニュアル等の
ニーズを把握する設問で終えています。
　アンケートの回答は、会員1社1名に限定し、
重複回答があった場合は、事務局にて最初の回
答者以外を削除させていただきます。
　アンケートの締切は12月25日（金）を予定
しており、アンケートの詳細報告は、新型コロ
ナの感染状況を注視しながら、可能であれば「中
小ビルの経営を考える集い」等で報告会を行う
とともに、調査報告書を刊行する予定です。

連合会、新型コロナウイルス感染症で12月にアンケート実施
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今回実施するアンケート調査表

ソーシャルディスタンスをとる工夫
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連合会、新型コロナウイルス感染症で12月にアンケート実施
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今回実施するアンケート調査表

ソーシャルディスタンスをとる工夫



感染拡大当初、問合せの多くは
「ビルとしての対応」
　19協会を対象に実施したアンケート調査では、①新型コロ
ナに関する会員からの問合せについて、②地元行政庁からの
指示（依頼）について、③協会事務局の新型コロナ対策につ
いて、④連合会の発信した新型コロナ関連情報について―を
各協会事務局に聞きました。
　まず、会員からの問合せをみると、各協会の事務局に寄せ
られた問合せで最も多かったのが「所有するビルのテナント
の中で、新型コロナの陽性者が発生した場合の対応策を教え
てほしい」（埼玉協会、東京協会、名古屋協会、京都協会、大
阪協会、兵庫協会、中国協会、九州協会など）、「テナントか
ら陽性者が発生した場合の対応マニュアル、ガイドラインの
ようなものはないのか」（神奈川協会、岐阜協会ほか）といっ
た内容の相談でした。
　新型コロナが国内に蔓延し始めた頃は、未知のウイルスの
ため、感染予防策が不透明な上、PCR検査体制をはじめ保健
所の対応も未整備であったことから、社会全体が混乱してい

た時期。テナントに陽性者が出た時の具体的な対応について
参考にできるようなモデルがない状況でした。
　また、こうしたビル内で陽性者が出た場合に関連した問合
せとして、「保健所をはじめとする行政官庁への連絡、連携の
とり方を教えてほしい」（名古屋協会、大阪協会）、「ビルの消
毒業者を紹介してほしい、ビル内で陽性者が出た場合は全館
消毒をした方が良いのか」（名古屋協会、大阪協会、京都協会、
四国協会ほか）といった相談も春先には多く寄せられました。
　このほか、ビル内で陽性者が発生した場合に「他のテナン
トへの周知をどうしたら良いか、周知方法を教えてほしい」（東
京協会、名古屋協会、大阪協会ほか）といった問合せも相当
数にのぼっていました。
　これは余談ですが、東京協会ではテナントの社員から「入
居しているビルのトイレに設置されているジェットタオルを使
用禁止にしてほしい」と協会事務局へ直接要望が寄せられる
ことがありました。新型コロナの蔓延当初、得体のしれないウ
イルスに疑心暗鬼となり、ビルオーナーだけでなく、テナント
の企業も新型コロナへの対応に苦慮していたことをうかがわ
せる問合せでした。

新型コロナウイルス感染症
に対する19協会の対応
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　新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」）が国内に蔓延し、日本の社会や経済に大きな影響を与
え、間もなく2020年も暮れようとしています。
　東京ビルヂング協会が発行し、東京協会を含め連合会傘下の19協会の会員へ配布している『BUILDING 
TOKYO』7月号において特集を組み、国内感染者が確認された今年1月から緊急事態宣言が解除された5月末
までの期間、新型コロナの感染動向と日本ビルヂング協会連合会（以下。「連合会」）の対応を紹介しました。
　本号では、全国19協会にスポットを当て、19協会の事務局を対象に行ったアンケート調査をもとに、会員か
ら新型コロナに関してどのような問合せがあり、どのように対応したのか、連合会の対応や情報提供が役立っ
たのかなどを検証していきます。

＜特別企画・新型コロナウイルス感染症への対応＞

国交省の家賃猶予要請で、
各協会に問合せ殺到
　新型コロナに関連して、ビル業界に衝撃が走ったのが3月
31日に行われた赤羽国土交通大臣の記者会見。赤羽大臣は「ビ
ル事業者はテナントに対する賃料猶予など柔軟な措置をとる
ように」と発言し、同日付で国土交通省不動産業課長から大
臣の発言趣旨の内容を盛りこんだ文書が不動産関連団体に発

出されました。
　連合会では、ビルオーナーとテナントという極めて個別性
の強い民事関係に、国が踏み込んでくることに違和感を抱い
たものの、世論の後押しを受けての大臣発言と理解。連合会
ホームページに文書を掲載し、会員への周知を図りました。
　こうした動きを背景に、4月に入ってから19協会の事務局
に「賃料の減額や減免」に関する会員からの問合せが殺到す
ることとなりました。

　新型コロナの国内発生当初の1月31日、日本ビルヂング協会連合会では、2016年に策定した「感染症に対応した事業
継続計画（BCP）作成ガイドライン」を会員宛てに周知しました。同ガイドラインは新型インフルエンザを想定し、①発生
初期、②国内感染期、③小康期−の各段階ごとに事業継続のために何をしたらよいかをまとめており、新型コロナにも応用
できるとの判断のもと、全国の会員へ周知したものです。
　また、連合会では「ビル業界としての新型コロナ対応マニュアル、ガイドラインはないのか」という会員からの声を受け、
5月29日（6月15日改訂）に「ビル事業における新型コロナウイルス感染症　感染拡大予防ガイドライン」を新たに策定し
ました。
　新型コロナの「感染拡大予防ガイドライン」では、職場全体、オフィス全般、小売業などについて、既に通知やガイドラ
インが策定・発表されているホームページを紹介。さらに、講じるべき感染防止策として、①テナント区画内に感染者が発
生した場合の対応（感染疑い者対応、感染防止拡大措置とビル内での周知など）、②建物共用部管理、③業務委託会社との
関係、④熱中症予防行動―などが盛り込まれています。

新型コロナウイルス感染症に対する19協会の対応
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感染症に対応した事業継続計画作成ガイドライン 「ビル事業に置ける新型コロナウイルス感染症 感染拡大
防止ガイドライン」「新しい生活様式」の実践例
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感染症に対応した事業継続計画作成ガイドライン 「ビル事業に置ける新型コロナウイルス感染症 感染拡大
防止ガイドライン」「新しい生活様式」の実践例



　主な問合せの内容をみると、「他社の賃料減額請求に対する
事例を教えてほしい」（仙台協会、新潟協会、神奈川協会、名
古屋協会、大阪協会、岡山協会、九州協会）、「賃料減額要請
に対し、どの程度の減額と期間が妥当なのか」（千葉協会）、「売
上減少に伴う賃料減免方法、書類（覚書）作成方法を教えて
ほしい」（四国協会）といったものでした。
　連合会に対しても、全国の会員から「協会として、賃料猶
予や減額の基準を設けてくれないか」、「実態を把握していな
いのか」といった問合せがありましたが、連合会では「賃料
はテナントとビルオーナーの当事者間の協議にて、個別にそ
れぞれ判断されるものであり、一概に決められるものではな
いことから、協会で基準を設けることは考えていない」と回
答せざるを得ませんでした。
　こうした家賃猶予に関する問合せについては、6月12日に
成立した令和2年度第2次補正予算によって「家賃支援給付
金の創設」が講じられたことから、問合せ件数が減少し、落
ち着いていきました。その反面、家賃支援給付金の制度に関
する問合せが増えていきました。

　新型コロナの対応にあたって、地元行政官庁からビル事業
者等に対して情報伝達を依頼された協会は、東京協会や千葉
協会、名古屋協会、大阪協会といった大都市圏の協会でした。
依頼内容は、「新型コロナ感染防止対策の周知」や「家賃支援
給付金制度の周知」といったものでした。
　また、中国協会では「広島市独自のビルオーナー支援事業
について、市と業務受託先会社より制度説明を受けるなど情
報交換を図り、支援事業開始に先立って会員への制度説明を
行った」ケースもありました。

協会事務局でも時差出勤や在宅勤務など実施
　アンケート調査で協会事務局としての新型コロナ対策を聞
いたところ、事務局の人員体制によるものの、多くの協会が「時
差出勤」や「在宅勤務」を実施したと回答。通勤手段につい
ては混雑した電車を避け、「マイカー通勤を実施した」（埼玉
協会）、「移動手段を電車から車に変更した」（千葉協会）など
の取組みも紹介されました。
　執務環境についても換気や消毒の徹底などのほか、「密を避
けるための執務室の分離」（富山協会、四国協会）、「来客も含
めた体温測定の実施」（京都協会）など各協会で工夫を凝らし
ていることがうかがえます。
　各協会の活動をみると、緊急事態宣言が発出されて以降、
多くの協会が理事会や委員会などの会合を書面開催に切り替
え、講演会やビル見学会、研修視察、会員の懇親行事などを
中止する動きが相次ぎました。実際、連合会の80周年行事、
大阪協会の90周年イベント、広島協会の60周年イベントが
中止となっています。
　こうした自粛ムードが解消されてきたのは夏以降。東京協
会では7月から毎月第3火曜日に行っているビルキョウサロン
を再開し、会場の収容人数を1/3程度に抑えた「会場聴講」
と同時配信する「オンライン聴講」のハイブリッド形式で実
施しました。仙台協会、神奈川協会、名古屋協会、大阪協会、
兵庫協会などでも講演会や研修会、会議をオンラインで開催
しています。

4協会が独自の新型コロナアンケートを実施
　新型コロナに関連し、仙台協会と神奈川協会、大阪協会、
兵庫協会の4協会が独自に会員へのアンケート調査を実施し
ていました。それぞれの協会のアンケート調査について、そ
の骨子を紹介しておきます。

6 びるぢんぐ●No.363

家賃支援給付のお知らせ

　仙台協会は、「テナントに対する賃料減額・免除・猶予」な
どの対応についての調査を実施したもので、賃料に関する要
請を行ったテナントの業種、賃料変更の割合、その期間、そ
の他解約予告等の実情について具体的な回答が集まったとコ
メントしています。
　また、神奈川協会では、中小ビル経営問題研究委員会にお
いて、委員へのアンケート調査を行ったもので、①事前に感
染症発生を予測して対応を図ったことは何ですか②感染症拡
大防止のため、組織体制・管理運営方法など講じた内容は③
感染症拡大防止のため、施設・設備で講じた内容は④感染者
が発生し、対応した内容は⑤テナントからの相談や問い合わ
せの内容とその対応は⑥テナント要望で「賃料支払い延期」
についての対応は⑦点と要望で「賃料の減額」についての対
応は⑧保健所など行政機関からの指導、助言はありましたか
⑨ビル近隣、地域、諸団体との関係はどうでしたか⑩当協会
等に期待する点、要望は⑪総合的に「良かったこと」「反省し
たこと」「行政へ要望すること」は――ということを聞いてい
ました。
　続いて大阪協会は、会員を対象に4つのアンケートを実施し
ました。まず5月はテナントからの要望を調査する「緊急アン
ケート」、6月はビル管理面での対策を調査する「ビル管理対
策についてのアンケート調査」と発症時の対応・テナント対応・

社内体制について調査する「ビル経営への影響アンケート調
査」の2つの調査を実施。7月に実施したのは「中小ビル経営
への影響アンケート」で、これらのアンケート調査の結果は
大阪協会の広報誌に掲載し、会員へフィードバックすること
にしています。
　最後に兵庫協会は、広報委員会が「コロナ・ショック緊急
アンケート」、経営委員会が「空室等実態調査」の中でコロナ
関連アンケートを実施しました。このうち、緊急アンケートで
は①とくに困ったことは何ですか（備蓄品、業務態勢、ビル
清掃、テナント関連、感染対応）②今後の教訓に生かせるも
のがあれば教えてください（テレワーク、感染マニュアル、情
報収集、設備改修）③これだけは言わせて――といった3つ
の質問を設け、100字以内で答える記述式で行っています。
この調査結果については、兵庫協会の会報誌に紹介しています。

　新型コロナに関しては、有効なワクチンがいまだ開発され
ていない現状にあり、Withコロナの時代をどう乗り切ってい
くのかが当面の大きな課題となっています。連合会では、こ
れからも全国19協会と連携を図りながら、最新情報の提供や
他協会の取組みの紹介など積極的に行い、ビル業界のより一
層の発展に努めてまいります。

新型コロナウイルス感染症に対する19協会の対応
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日本ビルヂング協会連合会
東京ビルヂング協会
新事務所紹介

17年間お世話になった
大手町ビル
　
　日本ビルヂング協会連合会（以下、
連合会）と東京ビルヂング協会（以下、
東京協会）が事務所を移転するのは、
2003年5月以来のこと。言い換えると、
連合会と東京協会は会員の方々にお馴
染みの東京・大手町の大手町ビルに17
年間お世話になっていたことになります。
　大手町ビルは、1958年（昭和33年）
4月の竣工で、地下3階地上9階建て、
延床面積が11万㎡を超える大規模なオ

フィスビル。人間に例えるなら還暦を
過ぎたビルですが、東西に約200mの
長さがあり、地下鉄5路線が乗り入れる
“大手町駅直結”という抜群の利便性を
有していることから、入居希望の引き
合いが強い人気のオフィスビルです。
　三菱地所やそのグループ会社も大手
町ビルに入居していましたが、2018年
（平成30年）1月以降、日比谷通りを挟
んだ向かいの大手町パークビルへ順次
移転していきました。それを契機に、
同年夏、三菱地所は『100年ビルへの
挑戦』という方針を打ち出し、築60年

（当時）を迎えた大手町ビルの大規模リ
ノベーションに着手することを発表。
大手町ビルの外壁・内装などを全面的
に改修する工事がスタートしました。
　大規模リノベーションの一環として、
連合会と東京協会が入居していた大手
町ビルの東側が「LABゾーン」として
位置付けられ、スタートアップ企業や
大企業の先端技術セクション等が集積
する空間づくりが始まりました。
　そうした動きを受け、連合会と東京
協会は有楽町に立地する「新有楽町ビ
ル」へ移転することとなりました。

有楽町駅前に立地する
「新有楽町ビル」

　新たに移転した「新有楽町ビル」を
紹介すると、新有楽町ビルは2期にわ
たり建設されたビルで、建物南西側が
1967年（昭和42年）1月、北東側が
1969年（昭和44年）6月に竣工しま
した。都市再生が進む“大丸有”エリ
アに立地し、ビルの概要は地下4階地
上14階建て、基準階フロア約4,700㎡
の規模です。
　連合会と東京協会が入居したのは2
階の206区で、同じ時期に移転した（一
財）日本ビルヂング経営センター、（一
社）全国駐車協会と（一社）東京駐車
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　日本ビルヂング協会連合会と東京ビルヂング協会の事務所が東京・大手町の大手町ビルから東京・有楽町の新有楽町ビル
へ移転し、9月28日から新たな事務所で業務をスタートしました。
　コロナ禍にあって、地方協会の会員や関係者の方々だけでなく、東京協会の会員も協会事務局へ足を運ぶ機会が少なくなっ
ています。本号で、新たな事務所とともに、移転した新有楽町ビル周辺の様子を紹介いたします。

新有楽町ビルの外観 1階エントランスの様子

新有楽町ビルの入り口

協会と受付を共有する形となってい
ます。
　事務所内は以前よりも若干面積が狭
くなったものの、北東の角に位置して
いることから、採光が良く、明るい執
務スペースが確保されています。執務
スペースのほか、連合会や東京協会の
委員会活動や会員交流の拠点となる会
議室、来訪する会員やお客様を迎える
応接室などを配しています。

　新有楽町ビルの1階には洒落たテラ
ス付きのレストランがあり、コロナ禍で
はありますが、食事時は女性客を中心
に華やいだ雰囲気を醸しだしています。
このほかにも1階と地下1階には、飲食
店舗や物販店舗が多数営業しています。
　また、事務所の窓からは通りを挟ん
だ向かいに「ビックカメラ有楽町店」が、
交差点の斜め向かいには「東京国際
フォーラム」が立地しています。
　新有楽町ビルも交通至便で、地下道
で地下鉄有楽町線に直結しているほか、
地下道はJR有楽町駅や地下鉄千代田線、
日比谷線、都営三田線などにもつながっ
ています。この地下道を歩くと、日比
谷や銀座、丸の内から大手町方面にも
移動でき、天候が悪い時でも雨に濡れ
る心配がありません。
　新型コロナウイルス感染症が落ち着
きましたら、是非協会事務局までお越
しください。
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地下1階と1階に入居する多数の店舗 斜め向かいの東京国際フォーラム

廊下から協会の入口へ 広くなった応接室 洒落た雰囲気の1階レストラン

通りの向かいのビッグカメラ有楽町店

目の前に見えるJR有楽町駅のホーム

明るいオフィススペース

３協会の受付が並ぶ

会議室
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日本熱供給事業協会について
　地域熱供給（地域冷暖房／ DHC）は、冷暖房等に使用す
る冷水や温水等を一箇所でまとめて製造し、供給するシステ
ムです。“まとめて”製造・供給することによって省エネルギー
や省CO2など様々なメリットを実現します。
　一般社団法人日本熱供給事業協会は、1972（昭和47）年
に設立したDHCの事業者の業界団体です。熱供給事業法に
基づく熱供給事業者と、熱供給事業者を子会社に持つ法人を
正会員とし、令和2年4月現在で81社（賛助会員32社）が
加入しています。日本ビルヂング協会連合会ならびに各ビル
ヂング協会会員の多くのビルオーナーさまが、弊協会会員の
お客さまとなっています。本紙面を借り、厚く御礼申し上げま
す。
　弊協会の設立目的は、熱供給事業に関する調査、研究、普
及啓発等の活動を行うことにより、熱供給事業の健全な発展
とエネルギーの安定供給および有効利用、ならびに環境保全
の促進を行うことによって、我が国経済の発展および生活文

化の向上に寄与していくことです。その実現のための組織と
して、「企画」「運営」「業務」「広報」「技術」の常設委員会を
設けており、必要に応じ、ワーキンググループ等を設置して
活動しています。
　本稿では主に、弊協会が2018年から2年間をかけてまとめ
た「地域熱供給の長期ビジョン」ならびに年4回発行してい
る広報誌「熱供給」について、ご紹介をさせていただきます。
 
地域熱供給（DHC）の50年の歩み
　我が国における熱供給事業は、1970年の日本万国博覧会（大
阪万博）と期を同じくして大阪で始まり、50周年を迎えました。
発展の契機になったのは社会の要請の変化です。1970年代
は、都市で暖房用に石油や石炭などが広く使われていたこと
から、煤塵やSOxなどの公害や大気汚染防止を目的に、熱源
の集約効果があるDHCが導入されていきました。
　そしてオイルショックに端を発した省エネルギーの推進、
地球温暖化問題に端を発した温室効果ガス削減の推進という
社会的要請と、都市の再開発の波に乗って、1980年代後半

から2000年代初頭にかけて、第
2の発展期を迎えました。特に未
利用エネルギー、大規模蓄熱槽、
コージェネレーションシステム

（CGS）の排熱の活用が進みまし
た。
　第3の発展期は、東日本大震
災（2011年）を機に推進される
ようになった都市の強靭化に
よってもたらされたと言えます。
災害が激甚化する中で、BCP・
BCD（業務継続機能）が重視さ
れるようになり、2000年代は、
自立分散型電源の導入とともに、
その整備に不可欠なDHCの導入
が進むようになりました。いわゆ
る熱電併給システムです。それ街をまとめて冷暖房する「地域熱供給」のイメージ図
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　都心のオフィス街を中心に、ビル等の冷暖房や給湯を担っている地域熱供給事業。事業が開始されて50年の節目を迎え、
これを契機に日本熱供給事業協会では本年2月、『地域熱供給事業の長期ビジョン』を発表しました。
　ビルオーナーの課題である「省エネ・脱炭素化」に対するソリューションを供給し、ビルの価値向上に貢献する日本熱供
給事業協会並びに『地域熱供給の長期ビジョン』について紹介します。

と同時に、エネルギー需給の最適化のためにお客さまの建物
の設備までネットワーク化を図ったエネルギーマネジメントシ
ステムの採用が一緒に進んでいることも特徴と言えます（ス
マート化）。
　第5次エネルギー基本計画でも、DHCは「地産地消型での
エネルギーの面的利用の推進」、「バイオマスや太陽熱、未利
用熱などの活用促進」という位置付けで、普及促進の方向性
が掲げられています。温室効果ガス排出削減も、2050年頃
の脱炭素化を目指し、さらにDHCの貢献できることが広がっ
ていくものと考えております。

2050年に向けて（長期ビジョンのご紹介）
　弊協会では、本年2月、大阪市内で開催した「地域熱供給
50周年記念式典」にて長期ビジョンを発表しました。本ビジョ
ンは、2030年、そして2050年に向け、DHCがどのように進
化し、脱炭素化や都市の強靭化などの社会課題の解決に貢献
できるかをとりまとめたものです。2030年においてDHCが
提供できる社会的な課題解決のソリューションを提示すると
ともに、2050年に向け、その役割と強みを進化させ、脱炭素
化やエネルギーの需給形態の変化に柔軟に対応し、都市や街
区の活性化と強靭化、街の魅力向上に資する新たなサービス
を提供する「地域総合サービス業（DTS：District Total 
Service）」へ進化して行く方向性を示しました。その一部を
簡単にご紹介します。

【地域熱供給が提供可能な4つのソリューション
（2030年時点）】

　DHCの実績や強みを活かし、以下の4つのソリューショ
ンを提供し、2030年に向けた社会課題の解決に貢献する。
① 低炭素・脱炭素社会への貢献    
（街区全体での低・脱炭素化ソリューション）

② 再生可能エネルギー大量導入時の電力需給調整の貢献
（街区のエネルギーマネジメントソリューション）

③ 災害時対応・都市強靭化への貢献   
（街区の強靭化ソリューション）

④ 地方創生の取組みへの貢献    
（地方創生に向けたまちづくりとの連携）

【DHCが有する3つの役割】

DHCが提供可能な4つのソリューションにおいて、その
役割を以下の3つに整理した。
① エネルギートランスレーター（エネルギー転換者）と

してエネルギーを有効活用
　→ 状況変化に応じ、様々なエネルギーをコーディネー

トして、エリア内の低・脱炭素化を実現。また、スケー
ルメリットを活かした高効率CGS等の機器の導入、
個々の建物では取り込みにくい再エネ・未利用エネ
を導入し、街区全体に低炭素な熱・電気を供給する。

地域熱供給の発展の歴史
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② エリアエネルギーサービスプロバイダー（サービス提
供者）として地域のエネルギー需給の最適化に貢献

→ お客さま（ビルオーナーさま等）との間で、冷暖房・
給湯の熱需要や電力需要情報の受信、節電情報等の発
信といった幅広い情報連携を行うことによって低・脱
炭素化に貢献。また、DHCの保有設備の活用、お客さ
まの設備との連携により、街区全体のDR（デマンドレ
スポンス）やVPP（バーチャルパワープラント）を実
現し、再生可能エネルギー大量導入時の大規模な電力
需給調整に貢献する。

③ レジリエンスサポーター（強靭化支援者）として地域
の強靭化を支援

　→ DHC内の設備（CGS、蓄熱槽および地域導管保有
水等）を活用し、災害時に電力・熱・水を供給し、
街区の強靭化（BCD）に貢献する。また、災害復興
時は、DHCに常駐する運転員が地域の復興のサポー
ト役を担い、まちの復興にも貢献する。

【2050年に向けた進化（「DTS」を目指して…）】

　2050年という脱炭素化の実現、人口減少、都市集約化・
複合化・多様化などが想定される社会において、ビッグ
データを活用した都市や街区の強靭化、活性化、街の魅
力向上に資する新たなサービスの提供を図ることにより、
DHCは「DTS（地域総合サービス事業）」に進化していく。
DTSは、前述の3つの役割をコアとし、まちの中で人やも
のを総合的にサポートする。そして、エネルギーとデータ
の両ネットワークの結節点に立ち、複合化・多様化する
都市のコーディネート役として、地域に密着したサービス
を提供することにより、地域と共に脱炭素社会の維持と、
賑わいのあるまちづくりを推進していく。

　ビルオーナーの皆様におかれましては、将来の再開発、ビ
ルの新築・建替えの際、脱炭素化対策、強靭化対策など様々
な課題解決に貢献する地域熱供給（DHC）を頭の片隅に置い
ていただければ大変幸甚です。

協会広報誌「熱供給」のご紹介
　弊協会では、広報誌「熱供給」
を年4回発行しています。本誌
の創刊1990年。当初は会員誌
としてスタートし、現在は地球
温暖化対策、都市の強靭化等の
有効な手段である地域熱供給の
普及・啓発を目的として、不動産・
建築設計事業者、エネルギー事
業者、中央官庁、地方自治体、
大学（有識者）等に広く無償配
布しており、地域熱供給普及・
啓発にかかる各種情報、学識経験者や実務者の声などを様々
な形で発信しています。

資料の閲覧・ご請求
　「地域熱供給の長期ビジョン」、広報誌「熱供給」については、
弊協会のホームページで閲覧をすることができます。刊行物
については、「刊行物お申込フォーム」からご請求いただくこ
とも可能です。是非とも下記のホームページを一度ご覧いた
だけますと幸いです。

（HPアドレス：https://www.jdhc.or.jp/　お問合せ先：広報
部 北澤龍太郎）

2050年の「地域総合サービス事業（DTS）」のイメ―ジ

　日本ビルヂング協会連合会（以下、連合会）では、傘下19協会の事務局長
が一堂に会し、連合会活動に関する意見交換や情報の共有を図る「全国事務
局長会議」を年2回開催している。
　今年度上半期の「全国事務局長会議」は9月10日と11日の2日間にわたっ
て開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響で、書面による
開催となった。本来であれば、1日目は連合会事務局からの報告事項等をもと
に意見を交換し、その後各協会が活動状況を披露。2日目は都内で話題と
なっているオフィスビルを見学するというのが通常のスケジュールであった。
今回はコロナ禍で書面開催となったが、来年2月1日～2日に予定されている
下半期の全国事務局長会議も開催できるのかは予断を許さない。
　本誌では、上半期の全国事務局長会議（書面会議）で報告された主な内容
を紹介する。

令和2年度上半期事務局長
会議（書面）の報告

税制改正要望など、
連合会の上期活動を報告

　今年の連合会定時総会は、コロナ禍
で出席人数を絞っての開催となったが、
一部役員の補充選任が行われた令和2
年度の連合会新体制について、全国の
事務局長に改めて紹介された。
　新たに連合会の副会長となったのは、
大阪ビルディング協会会長の勝田達
規氏（関電不動産開発㈱代表取締役社
長）で、このほか小関正彦専務理事、
北川純常務理事も新たに役員に加わっ
た。また、政策委員長が三浦一郎・前
大阪協会会長から勝田達規氏に交代し
ている。
　また、今年12月の連合会運営委員会
で審議することになる「来年度（令和3
年度）連合会運営方針（案）」の原案作
成にあたって、各協会における意見の
とりまめについての協力要請を行った。
　さらに、来年度総会について、名古
屋での開催が告知された。日程は定時
総会が来年6月2日で、総会前日に「中
小ビルの経営を考える集い」が企画さ
れている。このほか、9月10日付で国
土交通大臣に提出した来年度税制改正・
予算要望の内容が詳細に紹介された。

　来年度税制改正要望の主な柱は、新
型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ
た緊急措置の要望として①「商業地に
係る固定資産税等の一定期間の税額（課
税標準）据置き等の緊急措置及び負担
調整措置等の延長」を要望。
　また、既存税制の延長要望として、
②「土地に係る不動産取得税の特例措
置の延長（不動産取得税）」、③「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）、④「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」、⑤「不
動産特定共同事業において取得される
不動産に係る特例措置の延長」、⑥「J
リート及びSPCが取得する不動産に係
る特例措置の延長」、⑦「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」、⑧
「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」。さらに、⑨
「建築物に係る多重課税の見直し」を求
めている。
　このほか、ポストコロナを見据えた、
都市・地方活性化に向けた商業施設、
宿泊・観光施設の整備・運営等に対す
る支援の充実、まちづくりと一体となっ
て取り組む芸術文化、スポーツ等施設

の整備・運営に対する支援の充実、官
民協力による良質なまちづくりに向け
たエリアマネジメントに関わる人材確
保・育成、財政的援助、手続き簡素化
等の支援の充実、良質なまちづくりに
寄与する市街地再開発に係る国費の確
保なども要望していることが紹介され
た。

来年4月、代議員の
改選時期を迎える

　そして、今回の全国事務局長会議で、
連合会から地方協会事務局へ伝えられ
たのは、来年4月に連合会の代議員が
改選時期を迎えるため、各協会ごとに
代議員の改選を実施すること。
　連合会では、平成25年（2013年）
4月に一般社団法人へ移行するため、
連合会の新定款に代議員条項を明記す
るとともに、協会ごとに定めた代議員
選挙管理規定に則り、各協会において
平成24年（2014年）10月に初代の代
議員を選出した。代議員の任期は4年
で、前回は平成29年（2017年）4月
に改選している。
　改めて、以下に代議員選挙の流れを
紹介しておく。

【選挙の流れ】
来年3月までに開催される理事会で、

選挙管理委員を選出する
▼

同4月1日付の会員を確定する
▼

当該会員の中から、4月15日までに、
立候補者を募集・確定する

募集方法はホームページへの掲載、
協会誌への同封等（各協会の判断で）

▼
立候補者数が4月1日時点の

代議員数（概ね普通会員数4につき、
1の割合で選出）以下の場合には、

全員無投票当選とする
上回った場合には、4月30日までに
投開票を行い、獲得票数の多いもの
から当選とし速やかに連合会へ

新代議員を届け出る
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2030年以降に向けたDHCの進化イメージ

50周年を迎えた日本熱供給事業協会
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② エリアエネルギーサービスプロバイダー（サービス提
供者）として地域のエネルギー需給の最適化に貢献

→ お客さま（ビルオーナーさま等）との間で、冷暖房・
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スポンス）やVPP（バーチャルパワープラント）を実
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需給調整に貢献する。

③ レジリエンスサポーター（強靭化支援者）として地域
の強靭化を支援

　→ DHC内の設備（CGS、蓄熱槽および地域導管保有
水等）を活用し、災害時に電力・熱・水を供給し、
街区の強靭化（BCD）に貢献する。また、災害復興
時は、DHCに常駐する運転員が地域の復興のサポー
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【2050年に向けた進化（「DTS」を目指して…）】

　2050年という脱炭素化の実現、人口減少、都市集約化・
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で審議することになる「来年度（令和3
年度）連合会運営方針（案）」の原案作
成にあたって、各協会における意見の
とりまめについての協力要請を行った。
　さらに、来年度総会について、名古
屋での開催が告知された。日程は定時
総会が来年6月2日で、総会前日に「中
小ビルの経営を考える集い」が企画さ
れている。このほか、9月10日付で国
土交通大臣に提出した来年度税制改正・
予算要望の内容が詳細に紹介された。

　来年度税制改正要望の主な柱は、新
型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ
た緊急措置の要望として①「商業地に
係る固定資産税等の一定期間の税額（課
税標準）据置き等の緊急措置及び負担
調整措置等の延長」を要望。
　また、既存税制の延長要望として、
②「土地に係る不動産取得税の特例措
置の延長（不動産取得税）」、③「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）、④「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」、⑤「不
動産特定共同事業において取得される
不動産に係る特例措置の延長」、⑥「J
リート及びSPCが取得する不動産に係
る特例措置の延長」、⑦「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」、⑧
「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」。さらに、⑨
「建築物に係る多重課税の見直し」を求
めている。
　このほか、ポストコロナを見据えた、
都市・地方活性化に向けた商業施設、
宿泊・観光施設の整備・運営等に対す
る支援の充実、まちづくりと一体となっ
て取り組む芸術文化、スポーツ等施設

の整備・運営に対する支援の充実、官
民協力による良質なまちづくりに向け
たエリアマネジメントに関わる人材確
保・育成、財政的援助、手続き簡素化
等の支援の充実、良質なまちづくりに
寄与する市街地再開発に係る国費の確
保なども要望していることが紹介され
た。

来年4月、代議員の
改選時期を迎える

　そして、今回の全国事務局長会議で、
連合会から地方協会事務局へ伝えられ
たのは、来年4月に連合会の代議員が
改選時期を迎えるため、各協会ごとに
代議員の改選を実施すること。
　連合会では、平成25年（2013年）
4月に一般社団法人へ移行するため、
連合会の新定款に代議員条項を明記す
るとともに、協会ごとに定めた代議員
選挙管理規定に則り、各協会において
平成24年（2014年）10月に初代の代
議員を選出した。代議員の任期は4年
で、前回は平成29年（2017年）4月
に改選している。
　改めて、以下に代議員選挙の流れを
紹介しておく。

【選挙の流れ】
来年3月までに開催される理事会で、

選挙管理委員を選出する
▼

同4月1日付の会員を確定する
▼

当該会員の中から、4月15日までに、
立候補者を募集・確定する

募集方法はホームページへの掲載、
協会誌への同封等（各協会の判断で）

▼
立候補者数が4月1日時点の

代議員数（概ね普通会員数4につき、
1の割合で選出）以下の場合には、

全員無投票当選とする
上回った場合には、4月30日までに
投開票を行い、獲得票数の多いもの
から当選とし速やかに連合会へ

新代議員を届け出る
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（一社）北海道ビルヂング協会

10月例会の開催
▶10月29日に（一財）日本不動産研究所北
海道支社様のご厚意により、支社長の石川勝
利様と前支社長で㈱不動産鑑定青田事務所
社長の遠藤公正様のお二方をお招きし、二部
構成で札幌国際ビル国際ホールにて10月例
会を開催いたしました。一部では、「地方都
市を比較してみる−福岡、京都、札幌の比較
から見えてくる札幌の未来」と題して、二部
では、「札幌市中心部を分析する−ビルの建
て替えは進んで行くのか、賃料はどうなるの
か」と題して、（一財）日本不動産研究所北
海道支社様が行った「不動産投資家調査」と
今年度の「地価調査の結果」を交え講演して
いただきました。参加者は46名でした。
忘年懇親会の開催を検討中
▶今年も12月7日に、忘年懇親会を札幌パー
クホテルにての開催を検討しております。今
年の上半期は、新型コロナウイルス感染症の
蔓延で、例会等の集まりも出来ず、会員の皆
様方との交流を図ることもなかなか難しい状
況でありました。開催する会場のホテル側と
はコロナ対策を万全にし、例年行っておりま
した景品のくじ引き抽選会を中止とし、参加
された正会員・賛助会員の皆様と静かに年を
越したいと思っております。　

埼玉ビルヂング協会

久し振りの行事
▶新型コロナウイルス感染症対策の為、ほと
んどの行事が中止となってしまい、残念な気
持ちでおりましたが、10月22日に久し振りに
秋季ゴルフ会を開催することが出来ました。
今回ゴルフ会を行うについて、事前に開催する
「森林公園ゴルフ倶楽部」と連絡を行いコロ
ナウイルス対策関連をお聞きして、「一定の
条件ならば大丈夫」との感を持ちました。①
クラブハウス内ではマスク着用、②昼食時は、
透明ビニールカーテンのあるテーブル、③プ
レー後はシャワーのみ、④表彰式は窓を開放
した部屋で、ソフトドリンクのみ短時間で済
ますといったことを忠実に守って行いました。

久し振りの開催で、参加者全員楽しく親交を
温め、また各人コロナの大変さを語り合える
時間を持てて良かったと思いました。今後も
コロナ情勢次第ですが、できる限り対策を
とって、行事を行っていこうと思いました。

神奈川ビルディング協会

催し実施について
▶びるぢんぐ10月号に掲載された「税制改
正・予算に関する要望について」今年の新型
コロナウイルス感染症拡大の影響下で、より
一層求める内容にて、連合会様のご尽力に感
謝申し上げます。この要望が少しでも実現で
きることを大いに期待するところです。
　当協会では、感染防止対応を前提に、計画
通りに講演会を開催しております。今年5回
目になる10月23日にも実施したところです。
この講演会は、連合会様が取りまとめた「中
小ビルの災害対応マニュアル等の活用」につ
いて事務局次長の新井様にお越しいただき、
丁寧なご説明、具体な活用などのお話を頂き
ました。ご多忙の中、ご足労頂き感謝申し上
げます。また、災害対応の観点から「ビル看
板の実態と課題対応」について、神奈川県広
告美術協会会長の末廣様にご講演を頂きま
した。講師の末廣様は、全国各地での看板事
故防止の講演など多様な功績から昨年、国土
交通大臣賞を受賞された方です。ソーシャル
ディスタンスの関係から講演会・参加者は
20名程度でしたが、終了後のアンケートか
ら全員が「満足」されたことを確認すること
ができました。今後は、11月に横浜市都市整
備局幹部と当協会理事との「意見交換会」を
実施し、来年の1月27日に新春・講演会とし
て「新年のわが国の経済展望」について、浜
銀総合研究所の主幹の北田様にご講演を予
定しております。また、年度末に向けて「2回
の見学会」を会員の三井不動産㈱様や三菱
地所㈱様と企画中です。
　1月の「新年会」ですが、今回は、コロナ感
染防止のため、残念ですが「見送る」ことし
ました。各協会様の状況は、どうでしょう
か？今年の大変な状況は、来年も続くことと
考え、事業を実施する強い意思と適切な工
夫・対応により、乗り越えて行きたいと思う
ところです。

（一社）名古屋ビルヂング協会

国内視察研修（出雲）再度の中止
▶この「びるぢんぐ12月号」がお手元に届く
ころ、名古屋協会では18年ぶりの国内視察
研修旅行として1泊2日の予定で、島根県・鳥
取県方面に視察研修に行く予定でした。
　当初3月に同じルートで計画しましたが、
新型コロナウイルス感染拡大を懸念して、直

前に取りやめました。今年度の視察研修は
12月上旬に東アジア方面で計画し、ホテル・
食事など手配が終わっておりましたが、海外
渡航が不透明のため3月に断念した出雲方面
の国内視察研修に切り換えました。島根は
「県営名古屋空港」から「出雲縁結び空港」
までフライト50分と近く、「出雲大社」参拝、
「出雲文化伝承館」「足立美術館」「和鋼博
物館」「安木節演芸館」「松江城」を見学し、
昼は出雲そば、夜は米子の海鮮料理のグルメ、
「玉造温泉」に浸かり疲れを癒すなどの企画
をしておりました・・・。
　視察研修は飛行機・バスでの移動・会食・
温泉・狭い空間での見学など感染症予防対
策を最大限取っても「密」状態を避けること
ができず、リスクが残るため、再度やむを得
ず断念いたしました。視察旅行のため手配し
た「フェイスシールド」はまた別の機会に使
用したいと思います。縁結びの神様の出雲大
社ですが、名古屋協会との縁はなかなか結べ
ません。

（一社）京都ビルヂング協会

感染症対策を取り入れた暮らし
▶気温が低下すると、屋内での換気が不十分
になり、感染が広がりやすくなります。ヨー
ロッパ諸国のような爆発的な流行を避けるた
めには、一人ひとりが「屋内や混雑した場所
ではマスクを着ける」、「密集・密接・密閉し
た空間を避ける」、「こまめに手洗いをす
る」といった基本的な感染対策を確実に行う
ことが大切です。社内での取り組みとしては
「出社時に手洗いと非接触型の体温計にて体
温測定」、「マスクの着用や手指の洗浄」、
「デスクや会議室等にアクリル板の設置」、
「換気のために窓の開放や次亜塩素酸空間除
菌脱臭機の活用」などが挙げられます。
　これから冬場に向かっていくので窓の開放
が難しくなってきます。換気をどのようにし
ていくかが悩ましい所です。特効薬やワクチ
ンが早く出来ることを願います。

（一社）大阪ビルディング協会

協会初のウェブセミナーを開催
▶コロナ禍で協会主催のセミナーを実開催で
きない状況が続いていましたが、9月25日、
初のチャレンジとして、ウェブ配信で、経営
セミナーを開催しました。
　「コロナ後の関西経済とオフィスマーケッ
トの動向」をテーマに開催し、会員を中心に
約150名の方々に聴講いただきました。第一
部は「コロナ禍後　社会はどう変わる。関西
経済はどう変わる。」～アフターコロナを生
き抜く大阪「再起動」戦略～のタイトルで、
第二部では「コロナ後の大阪オフィスマー
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ケットを読む」～これからのオフィスの在り
方と2020年以降の大型開発の影響～という
タイトルで講演が行われました。
　11月26日には、技術セミナーを同様に
ウェブ配信で開催する予定です。
委員会等の活動も再開
▶6月末の技術委員会のリモート開催を皮切
りに、7月からは、感染予防対策を十分に施
し、ソーシャルディスタンスを十分に考慮し
た形で、各委員会・理事会を実開催していま
す。また、大阪中小ビル経営者研究会も、7
月にリモートにて開催しました。

兵庫ビルヂング協会

Withコロナ！  Afterコロナは何時？
▶季節は秋になり紅葉の頃となりましたが、
兵庫協会の行事は、「新型コロナウイルス感
染症防止対応のため」、「コロナ禍により」
で始まる延期、中止の案内ばかりです。秋の
役員会、例会も春期同様、書面で開催し、恒
例の忘年会も中止し、年明けの状況を見定め
て「新年会」とすることを検討しています。
そんな中、GO TOキャンペーンが全国を対
象になり、神戸では『こうべで！こうて！』の
地域振興券等が発売され、経済活動を動か
そうとする施策が行われていますが、感染防
止を一番に考える人も多く、GO TO使って
何処かに旅行も思案するところです。
　なかなか収束が見えない中、日本各地では
（世界各地でも同様に）、人の集まる行事の
風景は様変わりしているようです。春のお花
見も、夏の花火大会も、クリスマスも、初詣
も自粛。しかし、季節はコロナ禍に関係なく

早春から夏になり、紅葉の秋を迎えています。

四国ビルヂング協会

十二支の順番はどうやって決まったかご存
じですか？
▶日本に昔から伝わる民話として十二支の順
番が決まるお話が語り継がれています。むか
しむかし、年末に神様が動物たちに「元日の
朝、新年の挨拶にきたものから十二番目まで、
順にそれぞれ1年間動物の大将にしてやる」
とお触れを出します。動物たちは自分こそ一
番になろうと元日になるのを待っていました。
ところが、ネコはいつ神様のところへ行けば
いいのか聞いていなかったのでネズミに尋ね
ました。ネズミは一匹でもライバルを減らし
たいと、わざと1日遅れの日を教えました。ウ
シは「自分は歩くのが遅いから早めに出発し
よう」と夜中のうちから支度をし、暗いうち
に出発しました。牛小屋の天井でそれを見て
いたネズミは楽をしようとウシの背中へ飛び
乗りました。背中にネズミが乗っていること
を知らずにウシはひたすら神様のもとへ歩い
て行きました。ウシが神様の御殿に到着する
とまだ誰もきていません。「一番乗りだ！」
と喜んだウシの背中からネズミが飛び降りて
神様のもとへ駆けつけ、一番になりました。
そのためウシは二番目になってしまい「モウ
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の動物たちが神様のもとにたどり着いたので
すが、ネコはネズミの策略によって元日の朝
に来ていなかったため選ばれず、以来、ネコ
はネズミを恨んで追い回すようになったと言
われています。知恵のあるネズミ年がもうす

ぐ終わります。来年は丑（ウシ）年です。高
村光太郎の詩「牛」の一部に「ひと足、ひと
足、牛は自分の道を味はつて行く」の一文が
あります。ゆっくりでも前に進んで、歩いて
よかったと思える新年を迎えましょう。

九州ビルヂング協会

ウィズコロナ継続中
▶気温の低下に伴い、全国的に新型コロナウ
イルスの第2波が懸念されるところですが、
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を講じたうえで再開することにしました。ま
た、例年8月に日本ビルヂング経営センター
と共催しているセミナーも、今年は、コロナ
ウイルスの影響により、11月に延期となりま
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面方式を避けたオンデマンドのリモート講座
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予想されることから、1企業当たり人数制限
を設定して募集しました。想定どおり、受付
開始初日から反響が多数あり、特に鹿児島を
はじめ普段参加しにくい会員企業の方から喜
んでいただける良い機会となりました。ゴル
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後の表彰式（パーティー）を行わない形で再
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　令和2年（2020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の前理事で、昨年まで新潟ビ
ルヂング協会の会長を務めていた富山修一氏（中央ビル
ディング㈱会長）が黄綬褒章を受賞した。
　富山氏は、平成14年（2002年）に新潟ビルヂング協会の
会長に就任。精力的に協会運営に取り組み、会員相互の情報

交換を進め、耐震化や環境をはじめとするビル業界を取り巻
く諸課題の解決とともに効率的なビル経営を行うための政
策要望活動に尽力してきた。また、都市づくり、街づくりの
担い手として、市街地活性化法に基づく「中心市街地活性化
協議会」の委員を務める一方、新潟市内の繁華街である「古
町」地区の振興と発展に大いに貢献している。



（一社）北海道ビルヂング協会

10月例会の開催
▶10月29日に（一財）日本不動産研究所北
海道支社様のご厚意により、支社長の石川勝
利様と前支社長で㈱不動産鑑定青田事務所
社長の遠藤公正様のお二方をお招きし、二部
構成で札幌国際ビル国際ホールにて10月例
会を開催いたしました。一部では、「地方都
市を比較してみる−福岡、京都、札幌の比較
から見えてくる札幌の未来」と題して、二部
では、「札幌市中心部を分析する−ビルの建
て替えは進んで行くのか、賃料はどうなるの
か」と題して、（一財）日本不動産研究所北
海道支社様が行った「不動産投資家調査」と
今年度の「地価調査の結果」を交え講演して
いただきました。参加者は46名でした。
忘年懇親会の開催を検討中
▶今年も12月7日に、忘年懇親会を札幌パー
クホテルにての開催を検討しております。今
年の上半期は、新型コロナウイルス感染症の
蔓延で、例会等の集まりも出来ず、会員の皆
様方との交流を図ることもなかなか難しい状
況でありました。開催する会場のホテル側と
はコロナ対策を万全にし、例年行っておりま
した景品のくじ引き抽選会を中止とし、参加
された正会員・賛助会員の皆様と静かに年を
越したいと思っております。　

埼玉ビルヂング協会

久し振りの行事
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レー後はシャワーのみ、④表彰式は窓を開放
した部屋で、ソフトドリンクのみ短時間で済
ますといったことを忠実に守って行いました。

久し振りの開催で、参加者全員楽しく親交を
温め、また各人コロナの大変さを語り合える
時間を持てて良かったと思いました。今後も
コロナ情勢次第ですが、できる限り対策を
とって、行事を行っていこうと思いました。

神奈川ビルディング協会
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　当協会では、感染防止対応を前提に、計画
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「出雲文化伝承館」「足立美術館」「和鋼博
物館」「安木節演芸館」「松江城」を見学し、
昼は出雲そば、夜は米子の海鮮料理のグルメ、
「玉造温泉」に浸かり疲れを癒すなどの企画
をしておりました・・・。
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ません。
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ケットを読む」～これからのオフィスの在り
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タイトルで講演が行われました。
　11月26日には、技術セミナーを同様に
ウェブ配信で開催する予定です。
委員会等の活動も再開
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し、ソーシャルディスタンスを十分に考慮し
た形で、各委員会・理事会を実開催していま
す。また、大阪中小ビル経営者研究会も、7
月にリモートにて開催しました。
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Withコロナ！  Afterコロナは何時？
▶季節は秋になり紅葉の頃となりましたが、
兵庫協会の行事は、「新型コロナウイルス感
染症防止対応のため」、「コロナ禍により」
で始まる延期、中止の案内ばかりです。秋の
役員会、例会も春期同様、書面で開催し、恒
例の忘年会も中止し、年明けの状況を見定め
て「新年会」とすることを検討しています。
そんな中、GO TOキャンペーンが全国を対
象になり、神戸では『こうべで！こうて！』の
地域振興券等が発売され、経済活動を動か
そうとする施策が行われていますが、感染防
止を一番に考える人も多く、GO TO使って
何処かに旅行も思案するところです。
　なかなか収束が見えない中、日本各地では
（世界各地でも同様に）、人の集まる行事の
風景は様変わりしているようです。春のお花
見も、夏の花火大会も、クリスマスも、初詣
も自粛。しかし、季節はコロナ禍に関係なく

早春から夏になり、紅葉の秋を迎えています。

四国ビルヂング協会

十二支の順番はどうやって決まったかご存
じですか？
▶日本に昔から伝わる民話として十二支の順
番が決まるお話が語り継がれています。むか
しむかし、年末に神様が動物たちに「元日の
朝、新年の挨拶にきたものから十二番目まで、
順にそれぞれ1年間動物の大将にしてやる」
とお触れを出します。動物たちは自分こそ一
番になろうと元日になるのを待っていました。
ところが、ネコはいつ神様のところへ行けば
いいのか聞いていなかったのでネズミに尋ね
ました。ネズミは一匹でもライバルを減らし
たいと、わざと1日遅れの日を教えました。ウ
シは「自分は歩くのが遅いから早めに出発し
よう」と夜中のうちから支度をし、暗いうち
に出発しました。牛小屋の天井でそれを見て
いたネズミは楽をしようとウシの背中へ飛び
乗りました。背中にネズミが乗っていること
を知らずにウシはひたすら神様のもとへ歩い
て行きました。ウシが神様の御殿に到着する
とまだ誰もきていません。「一番乗りだ！」
と喜んだウシの背中からネズミが飛び降りて
神様のもとへ駆けつけ、一番になりました。
そのためウシは二番目になってしまい「モウ
モウ！」と悔しがったそうです。その後、他
の動物たちが神様のもとにたどり着いたので
すが、ネコはネズミの策略によって元日の朝
に来ていなかったため選ばれず、以来、ネコ
はネズミを恨んで追い回すようになったと言
われています。知恵のあるネズミ年がもうす

ぐ終わります。来年は丑（ウシ）年です。高
村光太郎の詩「牛」の一部に「ひと足、ひと
足、牛は自分の道を味はつて行く」の一文が
あります。ゆっくりでも前に進んで、歩いて
よかったと思える新年を迎えましょう。

九州ビルヂング協会

ウィズコロナ継続中
▶気温の低下に伴い、全国的に新型コロナウ
イルスの第2波が懸念されるところですが、
福岡市では9月中旬以降沈静化しており、現
時点まで新規感染者数が1桁という状況が続
いています。このため、行事開催の可否につ
いては、毎月の運営委員会で審議して判断し
ていますが、例会については、10月から対策
を講じたうえで再開することにしました。ま
た、例年8月に日本ビルヂング経営センター
と共催しているセミナーも、今年は、コロナ
ウイルスの影響により、11月に延期となりま
したが、同センターの技術的支援により、対
面方式を避けたオンデマンドのリモート講座
で実施できるようになりました。これまでの
共催セミナーは、東京からの講師をお迎えし
て開催してきましたが、毎回100名近くの受
講申込みがあり、今回も更に多数の申込みが
予想されることから、1企業当たり人数制限
を設定して募集しました。想定どおり、受付
開始初日から反響が多数あり、特に鹿児島を
はじめ普段参加しにくい会員企業の方から喜
んでいただける良い機会となりました。ゴル
フ例会についても、密を避けるためにプレー
後の表彰式（パーティー）を行わない形で再
開しています。

秋の褒章、日本ビルヂング協会連合会の前理事・富山修一氏が受章
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　令和2年（2020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の前理事で、昨年まで新潟ビ
ルヂング協会の会長を務めていた富山修一氏（中央ビル
ディング㈱会長）が黄綬褒章を受賞した。
　富山氏は、平成14年（2002年）に新潟ビルヂング協会の
会長に就任。精力的に協会運営に取り組み、会員相互の情報

交換を進め、耐震化や環境をはじめとするビル業界を取り巻
く諸課題の解決とともに効率的なビル経営を行うための政
策要望活動に尽力してきた。また、都市づくり、街づくりの
担い手として、市街地活性化法に基づく「中心市街地活性化
協議会」の委員を務める一方、新潟市内の繁華街である「古
町」地区の振興と発展に大いに貢献している。



2021年1月29日（金）開催

プログラム

ライブ配信によるオンライン開催
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会
一般社団法人 東京ビルヂング協会
一般社団法人 全日本駐車協会
一般社団法人 東京駐車協会
一般社団法人 不動産協会
一般社団法人 不動産証券化協会
公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会
株 式 会 社 住宅新報社
株 式 会 社 週刊住宅タイムズ
株 式 会 社 ビル経営研究所
株 式 会 社 不動産経済研究所
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株 式 会 社 不動産経済研究所

講 師 紹 介（敬称略）

■13:15～ 13:20　主催者挨拶
■13:20～ 14:20（60分）

ポストコロナの「働き方×オフィス」を考える
～コロナ禍収束後のオフィスのあり方～
      ㈱ザイマックス不動産総合研究所代表取締役社長　中山善夫氏

─────────────《休憩 10分》──────────────
■14:30～ 15:30（60分）

竹芝から始まるスマートシティ構想
東急不動産㈱　都市事業本部スマートシティ推進室長　田中敦典氏

─────────────《休憩 15分》──────────────

■15:45～ 16:45（60分）

（仮）ロンドンの街に溶け込む
バーティカル・ビレッジ 22 Bishopsgate

【日本語字幕付き】
リプトン・ロジャース・ディベロップメンツ
　　       ファウンディング・パートナー スチュアート・リプトン卿
　　        　　　 建設ディレクター　ポール・ハーグレーヴス氏
ＰＬＰアーキテクチャー
　　　　　　　　　 ファウンディング・パートナー カレン・クック氏

─────────────《休憩 10分》──────────────
■16:55～ 17:55（60分）

ポストコロナにおけるビルの方向性
㈱野村総合研究所グローバルインフラコンサルティング部
　　    　　　　　　　　    グループマネージャー　又木穀正氏
　　　　　　　　　　　　　　　 コンサルタント　御前汐莉氏

2021 年 1 月 29 日（金）13:15～17:55 200 名
（先着順）

開催日時

※主催者及び講師等の諸般の事情により講師の変更や講演のスケジュールが変更となる場合がございます。

定 員

23,000円

17,500円

一　般：
12,000円日本ビルヂング協会連合会会員／日本ビル経営管理士会会員：

2020年度ビル経営管理講座受講生：
17,500円その他の後援団体（駐車協会、不動産協会、不動産証券化協会、日本FM協会）会員：

一般財団法人 日本ビルヂング経営センター  事務局
〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-12-1  新有楽町ビル2F204区
電話　03-3211-6771（代）　

お問い
合わせ

○お申し込みいただいた個人情報は、今後、当センターのセミナー、書籍、講習会などのご案内などを送付
させていただく際に利用することがあります。ただし、ご要望があれば速やかに中止いたします。また、当該
個人情報は厳正な管理下で安全に保管し、事前のご承諾なしに第三者に提供することはありません。

参 加 費
（消費税込）

参加者は後日BMIネット・アカデミーで配信される
セミナー動画を無料で受講できます。

第22回  新 春 特 別 ビ ル 経 営 セミナー

主催： 一般財団法人 日本ビルヂング経営センター
JAPAN BUILDING MANAGEMENT INSTITUTE

　新型コロナウィルス感染症と共存する現在、人や社会の価値観、企業のあり方は
大きく変貌しつつあります。我 の々働き方も否応なしに大きく変わりました。今後、コ
ロナ禍が終息しても、この変化は逆戻りすることはないでしょう。
　テレワークが急速に広まり、オフィス不要論が叫ばれる一方で、オフィスでなけれ
ばできないことや、その存在意義が再認識されています。

　新型コロナウィルス感染症と共存する現在、人や社会の価値観、企業のあり方は
大きく変貌しつつあります。我 の々働き方も否応なしに大きく変わりました。今後、コ
ロナ禍が終息しても、この変化は逆戻りすることはないでしょう。
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ポストコロナに真価が問われるビル経営ポストコロナに真価が問われるビル経営
～コロナ禍を超えて変革の機会に転じる～～コロナ禍を超えて変革の機会に転じる～

　こうした変化の先を見据えたとき、人々がビルに集い、働くとすれば、何が求められ、
ビル業界はどのようにしてそれに応えられるのでしょうか。
　本セミナーでは、各分野の第一線でご活躍の方 を々講師に迎え、国内外の先駆的な
スマートシティやスマートビルの事例を交えながら、ポストコロナ時代のビルのあり方
についてご講演いただき、新しい働き方に対応するビル経営の姿を展望してまいります。

　こうした変化の先を見据えたとき、人々がビルに集い、働くとすれば、何が求められ、
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　本セミナーでは、各分野の第一線でご活躍の方 を々講師に迎え、国内外の先駆的な
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［後 援（申請中）］［後 援（申請中）］

ロンドン有数のデベロッパーであるスタンホープ社を創立したレジェンドとして、イノベーショ
ンやプレイスメイキングなどの分野において第一線で業界を牽引。これまでに、ロンドンを代表
する数多くの開発プロジェクトを手がける。

リプトン・ロジャース・ディベロップメンツ
ファウンディング・パートナースチュアート・リプトン

開発プロジェクトの設計・建設を統括し、22 Bishopsgate プロジェクトを主に担当。前職のス
タンホープ社では、開発ディレクターとして、チズウィックパークやブルームバーグ本社ビルな
ど数々の受賞歴のあるオフィスビル開発に従事。

リプトン・ロジャース・ディベロップメンツ
建設ディレクターポール・ハーグレーヴス

PLP アーキテクチャーを創立したパートナーの一人。ロンドンをはじめ、パリ、ベルリン、プラ
ハなど、ヨーロッパで活躍し、ワークプレイスと公共空間づくりに注力。22Bishopsgate では
設計を統括し、独創的なアメニティやワークプレイスをデザインし、都市に開かれた超高層ビル
を実現した。

PLPアーキテクチャー
ファウンディング・パートナーカレン・クック

㈱ザイマックス不動産総合研究所　代表取締役社長中山 善夫
1985 年に（一財）日本不動産研究所に入所、鑑定・コンサルティングに従事。2001 年よりドイ
ツ銀行の日本の不動産審査責任者。2012 年より現職。不動産鑑定士、不動産証券化協会認定マ
スター、CRE、FRICS、MAI、CCIM。ニューヨーク大学大学院修了。

なかやま  よし お

田中 敦典   
東急不動産㈱　
都市事業ユニット都市事業本部スマートシティ推進室室長

1992年東急不動産㈱入社。大規模住宅地開発、マンション開発、渋谷再開発を経て 2013年より
東京ポートシティ竹芝事業推進を担当。総務省 2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する
懇談会デジタルサイネージ WG 構成員。一般社団法人竹芝エリアマネジメント理事 / 事務局長、
CiP協議会エグゼクティブパートナー。現在竹芝地区におけるスマートシティ事業推進他を担当。

た  なか あつのり

又木 毅正
㈱野村総合研究所   グローバルインフラコンサルティング部
海外インフラ開発グループ  グループマネージャー

都市・モビリティ・エネルギー・設備・機器などのインフラ領域の事業戦略、アジアにおける産業・
通商政策立案等の業務に従事。18 年 4 月から現職。代表的な著作は、「デジタルツインを強みと
した新たな場づくりによるデジタルゼネコンの実現（共著知的資産創造 20 年 10 月）」「デジタ
ル時代のインド事業の位置づけ再考　（日本機械輸出組合  JMCジャーナル 18年 10月）」。

また き たかまさ

御前 汐莉
㈱野村総合研究所　グローバルインフラコンサルティング部
海外インフラ開発グループ　コンサルタント

大手デベロッパーの都市開発構想の策定支援のほか、ハウスメーカーの経営戦略・事業戦略の策定
支援に従事。2018-20 年にかけて、NRI メディアフォーラムにて、住宅市場と課題の予測レポート
を発表。主な著作は、「ポストコロナにおけるビルの方向性（共著知的資産創造 20年10月）」。

みさき    しおり

Webセミナー
無料受講付き

当センターホームページからお申込みください（https://www.bmi.or.jp/）。
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