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2021年 日本ビルヂング協会連合会 始動
―書面理事会で来年度運営方針を決定
―令和3年定時総会、名古屋から東京へ開催地変更

新年賀詞交歓会中止、
その後の理事会も書面開催
　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」）は毎年、新春の1月上旬に、
東京・虎ノ門のオークラ東京で、（一社）全日本駐車協会と（一
社）東京駐車協会、（一財）日本ビルヂング経営センターのビ
ル協会関係団体とともに新年賀詞交歓会を開催しているが、
今年の新年賀詞交歓会は新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止することとなった。
　新年賀詞交歓会が中止となったのは、昭和天皇が崩御され
た1989年1月以来のことで、翌1990年1月からこれまで連
合会と東京協会の新年賀詞交歓会は、東京・虎ノ門のホテル
オークラ東京で開催していた。
　例年、連合会は新年賀詞交歓会の開催に合わせて、賀詞交
歓会が終了した後に理事会を開いている。
　連合会では2021年の新年賀詞交歓会中止を決定したもの
の、理事会については昨年12月中旬まで実開催に向け、全国
の理事に対して開催案内を送付するなど準備を進めていた。
　ところが、昨年12月14日夜、全国的な新型コロナの感染
拡大を受け、“Go To トラベル”の継続にこだわっていた菅
義偉首相が「2020年12月28日から2021年1月11日まで全
国一律に“Go to トラベル”を一時停止する」ことを表明した。
　連合会の予定していた理事会の日程が2021年1月7日で
あったことから、連合会では急遽対策を協議。 “Go To トラ
ベル”一時停止の政府決定は、人の移動と人の集まる機会を
抑えることを目的としていることから、連合会ではやむなく1
月7日の理事会を書面開催とすることに変更。政府決定の翌
日に全国の理事や事務局長へ連絡を入れた。その後、2021
年の新年を迎えた1月7日に政府が1都3県に緊急事態宣言を
発出したことを考えると、新年賀詞交歓会の開催は難しかっ
たといえる。
　本号では、連合会理事会で決定した事項を紹介する。

理事会決定事項
（1）「令和3年度連合会運営方針」について
　連合会運営方針は、次年度の事業計画のベースとなる骨格
部分。 令和3年度の運営方針では、新型コロナウイルス感染
症の今後の動向を注視しながら、ウィズコロナ・ポストコロナ
の時代に沿った形で展開していく協会活動の方向性が示され
た。 今後は、6月に開催される連合会総会で決定される令和
3年度事業計画に反映されることになる。（連合会運営方針の
詳細は5頁～7頁参照）
（2）令和3年第81回定時総会開催地変更について
　令和3年の連合会第81回定時総会の開催地変更が議題と
なった。 第81回目を迎える今年の連合会定時総会は、1年前
の令和2年1月9日開催の連合会理事会において、2005年以
来16年ぶりに名古屋で開催することが決定していた。 しかし、
開催地決定から間もなく国内で新型コロナウイルス感染症の
発症が確認されて以降、第1波、第2波、第3波と感染に歯
止めがかからず、収束に向かう気配が見えない状況が続い
た。 こうした状況を受け、開催地協会である名古屋ビルヂン
グ協会から昨秋、密を避けるために連合会総会に関わる付帯
行事（講演会・懇親パーティー・懇親旅行・懇親ゴルフ・中
小ビルの経営を考える集い）を中止したい旨の連絡が入り、
こうした名古屋協会の意向を受け、連合会では対応を協議。
会員の移動、付帯行事実施によるリスク等を総合的に検討し、
書面理事会で①令和3年第81回定時総会開催地を名古屋か
ら東京に変更する②総会・理事会を開催する③総会付帯行事
（講演会・懇親パーティー・懇親ゴルフ会・懇親旅行・中小ビ
ルの経営を考える集い）を中止とする－ことを決定した。 こ
れにより、令和3年第81回定時総会について、連合会では6
月2日（水）午後1時から、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2階の「オーチャード」で開催するこ
ととなった。
（3）令和4年第82回定時総会開催地について
　令和4年第82回定時総会の開催地として金沢が内定した。
金沢での開催は14年ぶりとなる。
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新年賀詞交歓会の会場の様子（2020）

石井啓一・国土交通大臣（2019）

甘利明・自民党税制調査会長（2020）

太田昭広・国土交通大臣（2013）

小池百合子・東京都知事（2020）

故高木丈太郎会長と菅義偉・官房長官のツーショット（2014）

主催者を代表して挨拶する木村恵司会長（2020）
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≪過去の連合会新年賀詞交歓会の様子≫

2020年

2013年～
2019年

菅義偉・官房長官（2014）



準備を進めていた名古屋協会に
とっても残念な決断
　新型コロナウイルスの影響により、開催地が変わること
になった令和3年定時総会。2年前に開催地に内定してい
た名古屋協会では、総会会場として名古屋マリオットアソ
シアホテルを確保していました。また、総会付帯行事につ
いても準備を進めていて、懇親ゴルフ会は、男子プロゴル

フツアーの大会が毎年開催され、トッププロでも憧れる名
門ゴルフ場「三好カントリー倶楽部」でのプレーを予定し
ていました。
　懇親旅行については、トヨタ自動車工場の見学等の「日
帰りコース」と伊勢神宮参拝をメインとする「1泊2日コー
ス」を企画するなど全国から多くの会員の来県を心待ちに
していました。名古屋協会にとっても残念な、苦渋の決断
となりました。

福岡総会（2019）の様子 中小ビルの経営を考える集い（2019）の様子

2000年以降の連合会定時総会の開催状況
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総会 平成 西暦 平成 西暦

60 12 2000 東　京 ホテルオークラ東京【創立６０周年記念事業も併せて開催】

61 13 2001 広　島 リーガロイヤルホテル広島

62 14 2002 千　葉 幕張プリンスホテル

63 15 2003 大　阪 新阪急ホテル

64 16 2004 札　幌 札幌パークホテル

65 17 2005 名古屋 ウェスティンナゴヤキャッスル

66 18 2006 京　都 ホテルグランヴィア京都

67 19 2007 福　岡 ホテルニューオータニ博多

68 20 2008 金　沢 ホテル日航金沢

69 21 2009 横　浜 横浜ロイヤルパークホテル

70 22 2010 東　京 ホテルオークラ東京【創立７０周年記念事業も併せて開催】

71 23 2011 仙　台 ※東日本大震災で総会・付帯行事中止

72 24 2012 神　戸 ホテルオークラ神戸

73 25 2013 広　島 リーガロイヤルホテル広島

74 26 2014 仙　台 仙台ロイヤルパークホテル

75 27 2015 大　阪 帝国ホテル大阪

76 28 2016 札　幌 札幌パークホテル

77 29 2017 京　都 ホテルグランヴィア京都

78 30 2018 新　潟 ホテルオークラ新潟

79 令和元 2019 福　岡 ホテル日航福岡

80 2 2020 東　京 ※新型コロナの影響で創立80周年記念事業など付帯行事中止　総会のみ開催

81 3 2021 名古屋から東京へ変更 ※名古屋マリオットアソシアホテルから　オークラ東京へ変更

82 4 2022 金　沢 未定



　日本ビルヂング協会連合会の来年度
（令和3年度）の事業計画の骨子となる「令
和3年度連合会運営方針」が1月7日に
開催された書面理事会で承認された。

  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
　令和元年度まで我が国経済は緩やかな
回復を続け、こうした経済を持続するた
めの財政政策や必要な措置もあり、地方
においても経済の好循環の動きが認めら
れた。しかし令和2年度の新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大は、世界経済及
び我が国経済に重大な影響を及ぼし、地
価調査やオフィスビル市況にもマイナス
の要因として反映され始めている。
　令和3年度も、この新型コロナウイル
ス感染症感染の先行きが経済の活性化に
影響を与える見通しの難しい状況である
が、そのような中でも都市・地方ともに
着実に土地・不動産ストックの有効活用
と企業生産性の向上に資するまちづくり
を進め、豊かな国民生活の実現を目指し
ていく必要がある。
（2） オフィスビルの機能と  

ビル業界の責務
　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、ウィズコロナ、ポストコロ
ナを見据えた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、デジタル化の進展への対応、

などのさまざまな課題に的確に対応して
いく責務を担っている。
（3）連合会事業運営の基本的方向
　上記（1）及び（2）を踏まえ、連合会
は19地方協会の会員による創意とエネル
ギーを結集し、ビル業界の健全な発展に
向けた諸活動を着実に推進する。
　また、ビルの安全・防災性能の強化や
地球環境対策の普及促進など、ビル事業
に関連する政策課題の解決に積極的に取
り組み、地域社会への貢献を進める。

  2. 政策活動

（1）税制改正・予算要望活動　　
　連合会は令和3年度税制改正・予算要
望について以下の要望を行った。
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

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（登
録免許税・不動産取得税）

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（登録免許税・
不動産取得税）

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

⑨  建築物に係る多重課税の見直し
⑩  各種支援の拡充
・ 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・運営等
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
けて、エリアマネジメントについて、人
材確保・育成、財政的援助、手続き簡
素化などの支援の充実
・ 良質なまちづくりに寄与する市街地再
開発にかかる国費の確保
　令和4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
充実を基本として取り組む。また、これ
らに関する補助制度の充実を要望する。
（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。令和2年度に関係
した主な審議会等は以下のとおりである。
　［国土交通省］ 移動等円滑化評価会議
　 ［国土交通省］ バリアフリー法及び関連
施策のあり方に関する検討会
　 ［国土交通省］ 子育てにやさしい移動に
関する協議会
　 ［国土交通省］ ESG不動産投資のあり
方研究会の不動産分野におけるESG-
TCFD実務者ワーキング
　 ［国土交通省］ 共生社会におけるトイレ
の環境整備に関する調査研究検討会
　 ［国土交通省］ 高齢者、障害者等の円
滑な移動等に配慮した建築設計標準の
改正に関する検討会・小規模店舗ワー
キンググループ
　 ［経済産業省］ 産業サイバーセキュリ
ティ／ビルシステム産業のサイバー・
フィジカル・セキュリティ研究会ワー
キンググループ
　 ［経産省・環境省］ 産業構造審議会・

令和3年度連合会運営方針令和3年度連合会運営方針
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中央環境審議会フロン類等対策小委員
会
　 ［厚生労働省］ 厚生科学審議会生活環
境水道部会
　 ［総務省消防庁］ 予防行政のあり方に関
する検討委員会
　 ［林野庁］ ウッドチェンジネットワーク
会議
　令和3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

　 1）各種法改正への対応
　   　令和2年4月施行の改正民法に対
応した「オフィスビル標準賃貸借契
約書」の普及啓発に努める。

　 2） 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。

　 3） 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
　 1）ビルの防災耐震性能向上等
　   　令和2年度は、東京協会と連携し
て、水害など自然災害対応を内容と
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3年度も、引き続き会員ビル
の防災耐震化に向けた普及啓発活動
を推進する。

　 2） 「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」の作成・普及

　   　平成28年に策定した「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」を踏まえて、「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」
を策定し周知を図った。令和3年度
も新型コロナウイルス感染症に係る
必要な情報提供を行うとともに、「中
小ビルのための事業継続計画作成マ
ニュアル」について引き続き会員へ
の普及・啓発に努める。

　 3） 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。

　2020年5月29日に「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」を作成（6月15
日改訂）し、日本ビルヂング協会連合
会のホームページにアップしています。
　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（感染疑い対応、感染拡大防止
措置とビル内での周知ほか）、②建物
共有部管理、③業務委託会社との関係
－などが盛り込まれています。

④ 地球環境対策
　 1）国の地球環境施策への対応
　   　令和2年度は、経済産業省 資源エ
ネルギー庁にて令和元年度より報告
が開始された貸事務所業におけるベ
ンチマーク制度の運用について、資
源エネルギー庁と会員の意見交換会
を実施、会員から寄せられた課題を
有識者にも参加頂き、資源エネルギー
庁と勉強会の場を設け、見直しを検
討している。

　   　令和3年度については、現行ツー
ルの暫定利用における必要な見直し
について資源エネルギー庁と改善を
協議していく。　

　 2）低炭素社会実行計画の推進等
　   　令和2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
会と連携して行っている低炭素社会
の推進に係る普及啓発活動について
は、新型コロナウイルス感染症感染
拡大の状況を踏まえつつ取り進める。

　   　令和3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
動について、必要な検討を推進して
いく。

　 1）温暖化対策長期ビジョンの策定
　   　経団連からの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、業界への浸透をはかっ
た。

　現在、温暖化対策の長期ビジョンに
ついては、不動産協会と連携して作成
を進めています。本号の13頁を参照く
ださい。

⑤ 中小ビル振興に関する活動　
　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、
2014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改訂した。ま
た、6月の「中小ビルの経営を考える集い」
は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めに中止したが、当マニュアル・ポケッ
トブックの発行により、全国の中小ビル
オーナーとの絆は維持することができた。
　令和3年度は、令和2年度に実施した「中
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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」の結果を踏まえ、
アンケートの調査を分析した上で、新型
コロナウイルス感染症感染拡大防止を図
りながら、アンケート結果をフィードバッ
クする。

　「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」は2020
年12月25日を回答期限とし、全国の
会員180社超から回答が寄せられまし
た。
　現在、集計・分析を行っており、本
年6月をメドに「報告書」にまとめて
刊行する予定です。

  3. 調査・研究事業

　令和3年度は、令和2年度同様にビル
実態調査実施する。

  4. 国際交流　

（1）BOMAインターナショナル
　連合会は日本を代表してBOMAイン
ターナショナルに加盟しているが、令和
2年度は、新型コロナウイルス感染症の
拡大により第113回BOMA総会（米国
フィラデルフィア）実開催が中止となり、
参加を見送った。
　令和3年度は、新型コロナウイルス感
染症の状況や影響を踏まえつつ、第114
回BOMA総会（米国ボストン）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2年度は、第71回総会（マニラ）
に不動産関係団体と連携して参加する予
定であったが新型コロナウイルス感染症
感染拡大で総会開催が中止となり、参加
を見送った。
　令和3年度は、同様に状況を踏まえつ
つ、第72回総会（パリ）に参加する。

（3）国際交流活動の推進
　令和3年度は、新型コロナウイルス感
染症感染の先行きを注視しつつ、韓国ビ
ル協会など海外ビル協会との状況に対応
した交流活動を行う。

  5. 組織活動

（1）会員数及び財務等
　令和2年度当初の会員数は1,362社で、
前年度（当初1,350社）と比較して12社
増加した。
　令和3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2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3年度も的確な財政運営に努める。
　なお、令和2年9月に事務所を大手町
ビルより新有楽町ビルに移転した。
（2）総会及び理事会
　令和2年度は、緊急事態宣言の発令を
受け5月に理事会を書面開催、令和3年
1月は理事会を実開催し、定時総会上程
事項等に関する審議を行った。令和2年
6月には、第80回定時総会（東京都）は
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を
踏まえ、規模を大幅に縮小して東京にて
開催し、令和元年度事業報告・決算、令
和2年度事業計画・予算、役員選任等を
審議・決議した。同時に開催を予定して
いた連合会80周年行事については、パー
ティ、旅行会、ゴルフ会を中止したが、
80周年誌を刊行し、会員等への配布を
行った。
　令和3年度は、5月と令和4年1月に
理事会、令和3年6月に第81回定時総会
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2年度は、理事会に先立ち運営委
員会を4月と12月に書面開催し、令和元

年度事業報告・決算、令和2年度事業計画・
予算、令和3年度運営方針、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、国への要望活動
等を行った。例年秋に開催している政策
フォーラムは、新型コロナウイルス感染
症感染拡大防止の観点から延期とした
（開催時期未定）。
　令和3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）広報活動及び会員サービス
①広報活動
　令和2年度は機関誌「びるぢんぐ」や「連
合会ホームページ」等により、新型コロ
ナウイルス感染症対策等の関連情報など、
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た。令和3年
度も同様に努めていく。
②クラウド型情報共有の推進等
　令和2年連合会で導入したクラウド型
情報共有サーバーを、陳腐化しつつある
「事務局長情報バンク」に置き換え、連
合会と地方協会事務局との情報共有の推
進を図る。なお、WEB会議、在宅勤務
の一般化に対応し、事務所のシステムの
更改を進めた。
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。なお、令和3年の新年賀
詞交歓会は新型コロナウイルス感染症の
拡大を踏まえ、開催を見送った。
（5）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
の強化を図るとともに、ビル関係諸団体
と連携し、ビル事業の発展を図る。

令和3年度連合会運営方針令和3年度連合会運営方針
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◎緊急事態宣言の再発出、
　経済への更なる悪影響を危惧

　まず、新型コロナウイルス感染症が社会や経済
に与えた影響について、日本ビルヂング協会連合
会副会長の岡谷篤一・名古屋ビルヂング協会会長
は「世界を取り巻く環境は、新型コロナウイルス
感染症の流行で大きく後退した」、同じく連合会副
会長の勝田達規・大阪ビルディング協会会長も「世
界では米国や欧州で毎日何万人もの感染者を出す
など、社会の混乱と経済の停滞は当分続きそうで、
国内経済もホテルや観光関係、飛行機や鉄道など
の運輸関係、飲食業関係などを中心に多大な影響
を受けた。また、コロナにより国際間の移動がで
きなくなったことからインバウンド需要が突然消
失したことは、これまで特にインバウンドの恩恵を
受けてきた大阪経済にとって大きな痛手だった」
と昨年一年を振り返った。
　また、新年早々に緊急事態宣言を発出する事態
となったが、これに対し、兵庫ビルヂング協会の
森本泰暢会長は「年初になっても世界の感染拡大
は収まらず、混迷を深める状況になり、変異種も
発見され、今後の展開が憂慮される」、埼玉ビルヂ
ング協会の冨吉紀夫会長は「緊急事態宣言が再発

出されれば、景気失速の懸念がある。コロナ禍に
おける景気の停滞感は投資や雇用の萎縮につなが
り、足元経済の重荷となるだけでなく、ポストコロ
ナの中長期の経済発展の芽を摘んでしまいかねな
い」と、今後の経済に与える更なる悪影響に懸念
を示した。
　収束が見えない新型コロナウイルス感染症の対
策として、今後ワクチンの開発と早期の接種に期
待するコメントが寄せられた。

◎デジタル化、ワークスタイルの
　変化に注視を

　一方、ビル業界に与えた影響について、神奈川
ビルヂング協会の渡邊俊郎会長は「感染防止と経
済高揚という二律背反する政策目標のもとで、リ
モートワークやフレックスタイム等の試みが一気に
拡大している。情報技術の進展は今後さらに加速
していくことから、人々の働き方や生活は従来の
“就業日に通勤する”パターンにとらわれない様々
なスタイルに大きく変化していくと思われる」、新
潟ビルヂング協会の木山光会長は「われわれ一人
ひとりの生活から社会全体に至るまで、大きな変
化への対応を迫られた昨年だったが、テレワーク

ビル業界トップの年頭所感から、
2021年を占う

　新型コロナウイルス感染症の影響があらゆる方面に暗い影を落とす中、2021年を迎えた。
　ビル業界を支える全国のトップが協会や個社において発した年頭所感から、ウイズコロナ・
アフターコロナ時代に向けた見方や道筋を探っていく。
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やリモートワークなど“ニューノーマル”といわれ
る新しい生活様式に即した『新しい働き方』が、
テクノロジーの進化にも後押しされて定着しつつ
ある」、京都ビルヂング協会の長谷川茂会長は「新
型コロナウイルスの感染拡大は我々の働き方に大
きな変化をもたらした。特にデジタル・トランス
フォーメーション（DX）の加速はテレワークを可
能にし、オンライン会議やSNSツールを中心にコ
ミュニケーションをオンライン上で行うことを急激
に進展させ、場所・時間・雇用形態等の制約を受
けない働き方を可能とし、大きく働き方変革を成
し遂げるきっかけとなった」、九州ビルヂング協会
の荒牧智之会長は「在宅勤務や時差・ローテーショ
ン勤務、Web会議の活用拡大など、仕事のやり方
や働き方も大きく変化した一年となった。新型コ
ロナウイルスの影響が長期化・深刻化すれば、よ
り柔軟な働き方を求めてオフィスニーズが多様化
することも考えられる」との認識が示された。
　これからの経営者のスタンスについては、「今年
は、5G（第5世代移動通信システム）のサービス
をはじめとして、デジタル・トランスフォーメーショ
ン（DX）の取組みが本格的に進むと予想され、ア
フターコロナの世界に生まれるビジネスチャンス
を逃さぬよう、まちとして、ビルとして、お客様に
選ばれるための適応や進化を積極的に進めていく」
（木山氏）、「今こそ経営者はイノベーションやデジ
タル・トランスフォーメンション（DX）を加速させ、
積極的投資への決断、実行が求められる」（冨吉氏）
との見方が披露された。
　今後ビル業界としては、「ワークスタイルの変化
やオフィス環境の変化が今後どのように進展して
いくのかといったアフターコロナに向けての変化を
しっかり見極めていく必要がある」（勝田氏）、「今後、
ビル事業者はテナントビルの在り方、すなわちオ
フィスの契約方法、使用方法、抗菌や除菌対策に
対応した設備の増設、区画割の変更、新たなビル

運営へのシステムの変更等検討していかなければ
ならない材料が山積している。今年はビルオーナー
にとっても大きな変革の年となりそうで、この変革
期を皆様とともに考え、ビル経営者としてあるべ
き姿を模索していく」（長谷川氏）との視点が示唆
された。

◎都市機能向上に向けた
　まちづくりへ貢献

　コロナ禍で暗い話題が多い中、地方都市で着実
にまちづくりが進んでいるエリアがある。横浜で
は、横浜駅舎や横浜市役所の新庁舎の完成に加え、
「大学キャンパスの新設をはじめ、関内駅前や山下
ふ頭地区の大規模再開発などが計画されている。
まだ先の話だが、2027年には大型国際博覧会で
ある『花博』の横浜開催も決定するなど、将来に
わたり大いなる発展が期待される」（渡邊氏）、福
岡では「“天神ビッグバン”プロジェクトのもと、
天神リアで大規模ビルの建替えが加速化し、その
第1号案件である『天神ビジネスセンター（仮称）』
の竣工を控えている。博多駅周辺エリアでは “博
多コネクティッド”プロジェクトの発表以降、オフィ
スやホテル等の建設が進んでいる」（荒牧氏）など、
都市機能向上を図る開発プロジェクト等の動きが
紹介された。
　また、スマートシティの具体的な構想が進む東
海エリアでは「ものづくりだけでなく、次世代技
術戦略拠点として新たな取組みへの期待が高まっ
ている」（岡谷氏）、さらに、神戸では「世界的脱
炭素化の動きが加速する中、神戸空港島で世界初
の液化水素輸入拠点が完成し、今後の事業化（水
素関連産業の育成、企業の集積等）が期待されて
いる」（森本氏）など、今後の社会経済に大きな変
革をもたらす新たな取組みも披露された。

ビル業界トップの年頭所感から、2021年を占う
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　与党（自由民主党及び公明党）は、令和2年12月10日、『令
和3年度税制改正大綱』を決定した。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って経済が大きく
落ち込む中、ビル業界をはじめ不動産業界全体で最重点要
望項目に掲げていたのが「土地に係る固定資産税の評価替
えに伴う負担軽減措置の延長と経済状況に応じた措置」だっ
た。
　日本ビルヂング協会連合会では、令和3年度が3年に一
度の固定資産税評価替えの年にあたることから、全国の会
員へ行った独自調査のデータをもとに、不動産協会と連携
し、土地に係る固定資産税の評価替えに伴う負担軽減措置
の延長を求める要望活動を展開していた。
　この結果、令和2年12月10日に決定された『令和3年
度税制改正大綱』では、固定資産税について「現下の商業
地の地価の状況を見ると、新型コロナウイルス感染症の影
響により、令和2年7月時点では三大都市圏や地方圏の一
部では上昇が続いている一方で、全国では5年ぶりに下落
に転じた。このような状況を踏まえ、負担調整措置につい
ては、納税者の予見可能性に配慮するとともに固定資産税
の安定的な確保を図るため、令和3年度から令和5年度ま
での間、下落修正措置を含め土地に係る固定資産税の負担
調整の仕組みと地方公共団体の条例による減額制度を継続
する」と固定資産税の評価替えに伴う負担軽減措置につい
て、現行措置を3年間延長することが認められた。
　また、連合会が求めた「経済状況に応じた措置」について、
『令和3年度税制改正大綱』では「（現行措置を継続する）
その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動
や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏
まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に
限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について
前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずる」と明記された。
　これは、新型コロナウイルス感染症による地価の変動に
考慮し、3年に一度の評価替えで固定資産税評価の基準と
なる令和2年1月1日時点の地価公示までの地価上昇に伴う

負担増を抑える措置で、令和3年度に限り、地価が上昇し
た土地の課税標準額を令和2年度に据え置くというもの。

　こうした与党税調の特別措置について、連合会の木村惠
司会長は「令和3年度与党税制改正大綱において、不動産
市場の活性化や良質なまちづくりの推進に向け当連合会が
要望していた特例措置が延長されたことを評価したい。特
に、来年は土地に係る固定資産税の評価見直しの年にあた
り、近年、商業地の地価の上昇が顕著の一方、コロナ禍に
よる経済の停滞が懸念されるなか、土地に係る固定資産税
の負担調整措置及び条例減額制度の3年間延長に加え、特
別に、一定の税額の据置きの措置が認められたことは、経
済の再生に向けて、意義深いものと高く評価したい。当連
合会は、今回の税制改正を踏まえ、ビル事業の一層の推進
に努め、成長力・国際競争力の強化、都市再生と地方創生
の推進を図っていく」などとするコメントを発表。
　また、連合会とともに税制改正要望を繰り拡げた不動産
協会の菰田正信理事長は「最重点要望と位置付けていた土
地固定資産税について、地価上昇により令和3年度の税額
が増加するすべての土地に対し、令和2年度と同額とする
特別措置が講じられることとなった。（中略）コロナ禍とい
う未曽有の事態により、経済状況や事業者の経営環境等が
著しく悪化し、雇用所得環境にも弱さがみられ、先行きの
不透明感も非常に強まる中、経済の早期回復に寄与するも
のであり、高く評価したい」、不動産流通の大手団体FRK（不
動産流通経営協会）の山代裕彦理事長も「固定資産の評価
替えで税額が上昇する土地の税額据置き措置（中略）など
が盛り込まれた。目下の重要課題の経済再生の大きな支え
となるものと評価する」などのコメントを寄せている。
　なお、連合会の要望事項に関する結果は次のとおり。

与党税調『令和3年度税制改正大綱』を決定与党税調『令和3年度税制改正大綱』を決定
―連合会要望、固定資産税の負担軽減措置など認められる―連合会要望、固定資産税の負担軽減措置など認められる
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木村惠司会長など業界トップ、
固定資産税の特別措置を評価



Ⅰ  新型コロナ感染症拡大の影響を踏まえ、
緊急措置を加えた税制要望

 １.  土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と
経済状況に応じた措置（固定資産税・都市計画税）

　土地に係る固定資産税について、令和3年度から令和5
年度までの間、商業地等に係る負担調整措置（条例減額制
度を含む）を継続した上で、令和3年度に限り、税額が増
額する一定の商業地等について前年度の課税標準額とする。

Ⅱ　既存税制の延長要望

２.  土地に係る流通税の特例措置の延長   
（登録免許税、不動産取得税）

　土地等の流動化を促進し、不動産の取引の活性化や有効
利用を図るため、以下の特例措置の適用期限を延長する。
（1） 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置

の適用期限を、2年間延長する。
（2） 土地の取得に係る不動産取得税の課税標準及び税率の

特例措置の適用期限を、3年間延長する。

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

　都市再生緊急整備地域において、国土交通大臣の認定を
受けた民間都市再生事業者の施行に伴い、取得する建築物
に係る課税の特例措置の適用期限を2年間延長する。

４.  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（登録免許税・不動産取得税）

　不動産特定共同事業法上の特例事業者が取得する不動産
に係る現行の特例措置については、要件見直しの上、適用
期限を2年間延長する。
（1）登録免許税：移転登記2.0→1.3%、保存登記0.4→0.3%
要件の拡充： ①保育所用建築物及び敷地の追加  

② 建築面積150㎡以上（工事単価要件あり）
の追加

（2）不動産取得税：課税標準から1/2控除
要件の拡充： ①10年以内譲渡要件の廃止   

②借地上家屋の追加  等

５.  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（登録免許税・不動産取得税）

　Jリート及び資産流動化法に基づく特定目的会社（SPC）
が取得する不動産に係る特例措置について、適用期限を2
年間延長する。
【特例措置の内容】
① 登録免許税　：移転登記2.0→1.3%
② 不動産取得税：課税標準から3/5控除

６.  市街地再開発事業の施行に伴う新築の施設建築物
に係る固定資産税の特例措置の延長

　市街地再開発事業に係る権利床に対する固定資産税の特
例措置の適用期限を2年間延長する。
【特例措置の内容】
①  居住の用に供する部分の固定資産税額について：2/3減
額（5年間）

②  非居住部分等の固定資産税額：1/3減額（5年間）
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【特例措置の内容】



　日本ビルヂング協会連合会では4月、全国の代議員が
改選時期を迎えることから、代議員選挙の実施に向け、
全国19協会と協力してその準備を進めています。
　昨年発行の『びるぢんぐ』12月号に掲載した「令和2
年度上半期事務局長会議報告」の誌面で、今春の代議員
選挙について触れていますが、本号ではもう少し詳しく
代議員選挙について紹介しておきます。
　連合会では、2013年（平成25年）4月に一般社団法
人へ移行するのに合わせ、連合会の新定款に代議員制を
明記しました。定款の代議員の規程によると、代議員は「本
会の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の
社員は、概ね普通会員数4につき1の割合をもって選出さ
れる代議員をもって社員とする」とされており、この規程
に沿って全国19協会において代議員の選出を行っていま
す。
　第1回目の代議員の選出は、連合会の一般社団法人移
行を前にした2012年（平成24年）10月でした。19協
会ではそれぞれ代議員選挙管理規程を策定し、それに則
り、初めての代議員選挙を実施し、初代代議員を選出し
ました。代議員の任期が4年であることから、第2回目の
代議員選出は4年前の2017年（平成29年）4月で、初

代代議員の改選を行いました。
　現在の代議員をみると、北海道協会12名、仙台協会7名、
新潟協会5名、埼玉協会9名、千葉協会3名、東京協会
62名、神奈川協会12名、名古屋協会25名、岐阜協会4名、
富山協会5名、金沢協会4名、京都協会10名、大阪協会
34名、兵庫協会13名、奈良協会4名、岡山協会4名、中
国協会7名、四国協会2名、九州協会14名の計236名の
会員が代議員を務めており、今年4月に改選期を迎える
ことになっています。
　今回の改選にあたっては、今年3月末までに開く理事
会で、各協会において選挙管理委員を選び、4月1日時点
の会員数を確定させる必要があります。この4月1日時点
の会員数がベースとなり、各協会において会員数4につ
き1の割合で代議員の定数が決まっていきます。
　その後、各協会では4月15日をメドに立候補者の募集
を受け付け、立候補者を確定します。この時点で、代議
員数の定数に満たない場合は全員が無投票当選（必ずし
も定員枠いっぱいに選出しなくてよい）となります。また、
立候補者が代議員の定数を上回った場合には4月30日ま
でに投開票を行い、獲得票数の多い順に当選として、連
合会へ届け出ることになります。

4月に全国の連合会代議員を改選へ

～連合会トピックス～①

（前回、東京協会の事例）

【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）
を下回った場合には全員無投票当選とする

また、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る
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　日本ビルヂング協会連合会の理事を務める、仙台ビル
ヂング協会会長の松坂卓夫氏（松栄不動産㈱代表取締役
社長）が「令和2年建設事業関係功労者等国土交通大臣表
彰」を受賞した。2020年11月25日に国土交通省で授与
式が行われた。
　同国土交通大臣表彰は、国土交通省が建設事業関係の
功労者や優良団体を表彰しているもので、今年は233人・
2団体に贈られた。例年7月に国土交通省において表彰式
典が開催されるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から延期されていた。

松坂氏は、仙台駅東口の駅前開発や楽天球場まで伸びる宮
城野通りの整備、その周辺開発に尽力。また、東日本大震
災の際は、石巻市にあ
るビルが高台への避難
に間に合わなかった市
民の避難場所となり、
約120名の尊い命を救
うことに貢献した。こ
うした氏の長年にわた
る功績が評価された。

仙台協会会長の松坂氏、国土交通大臣賞を受賞

表彰された松坂卓夫氏

　世界的に相次ぐ異常気象、将来的な気候変動の予測
がもたらす脅威から、地球温暖化による気候変動への
対応は喫緊の課題であるとして、パリ協定の目標実現
に向け既に世界123の国と地域が温室効果ガス排出の
「2050年実質ゼロ」を目標に掲げています。2020年
12月、日本政府も「2050年カーボンニュートラルの
実現」を目指すことを表明致しました。
　パリ協定では、これまで合意できなかった開発を進
めていきたい多くの国や地域からも批准を得ることが
できました。これには、2015年の国連サミットで採択
された「持続可能な開発目標」（SDGs）を機に、環境
（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）
に力を入れる企業への投資である「ESG投資」の機運
が高まり、途上国への資金支援の道が開かれたことが
大きかったと評価されています。
　そうした中で、2018年10月に経団連より「貴社・
貴団体の温暖化対策の長期ビジョンに関する情報提供・
策定に向けた検討のお願い」が発出されました。「2050
年という不確実な長期を展望した温暖化対策は、従来
対策の積み上げではなく、目指すべきゴールや方向性
となるビジョンを構想していくことが重要」との考えを
打ち出し、多くの企業・団体に温暖化対策の長期ビジョ
ン策定に取り組むことを経団連として要請したもの

です。
　国内でも気候変動対応の関心が高まり、上場企業を
中心に取り組みが進められています。不動産はそもそ
も社会の基盤でもあり、あらゆる業種が利用し関わるも
のなので、オフィス・商業施設・レジデンス・リゾート等、
多様なビジネスモデルが存在し、気候変動の影響も異
なります。しかしライフステージを支える基盤であり、
かつ場所を移動させることができないことから気候変
動による影響は大きく、上場しない中小企業にとっても
気候変動対応を加速させていくことが急務となります。
　一方で、気候変動は世界にとっての脅威であり、そ
の長期的な対策活動への資金供給、ESG投資の機運は
高まっています。気候変動対応に関する情報開示を進
めていくことができれば、不動産投資市場の活性化に
つながり、不動産市場の持続的な成長につながると考
えられています。これこそが政府が掲げる「経済と環
境の好循環」であり、「リスクと機会」です。
　日本ビルヂング協会連合会では、（一社）不動産協会
との連名で、「不動産業における脱炭素社会実現に向け
た長期ビジョン」を今年度中に策定し、経団連への提
出を予定しております。同ビジョンがまとまりましたら、
本誌や連合会ホームページ等を通じて会員へ告知して
まいります。

「脱炭素化社会実現に向けた長期ビジョン」づくり

～連合会トピックス～②
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（一社）北海道ビルヂング協会

理事会の開催
▶11月25日、北海道経済センター3階特別会
議室Bにおいて令和2年度第2回理事会が開
催され、議案の連合会代議員改選に伴う選
挙管理委員の選出、及び上半期の業務執行
状況報告、予算執行状況報告、代表理事・業
務執行理事の職務執行状況報告が原案のと
おり了承されました。
　本来であれば、1月に開催し終了後に恒例
の新年交礼会を開催する予定でおりました
が、このコロナ禍では叶うことはできません
でした。　

埼玉ビルヂング協会

最近の埼玉
▶12月4日に予定していました法務研修講演
会が、新型コロナウイルスの急増の為、急遽
中止となりました。「高齢化社会における財
産管理の法的対応について」という演題で当
協会顧問弁護士の木村弁護士による恒例の
講演会を楽しみにしていたのですが、資料の
みの講演会となりました。賀詞交歓会も中止
となり、寂しい限りです。  
　そんな中で埼玉県にとって、うれしい
ニュースがありましたのでご紹介します。ま
ず、都市対抗野球大会で、狭山市のホンダ野
球部が優勝したことです。11年ぶり3度目の
優勝でした。ホンダは寄居に大工場を作りそ
の為の新駅も出来、埼玉県にとっては、大切
な企業です。二番目は、今年4～10月におい
て、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、東
京都など他の都道府県から埼玉県への転入
超過が、9704人と増加し全国1位となったこ
とです。テレワークの普及により都心に近く、
自然豊かな埼玉県への移住に注目が集まっ
ているようです。帝国データバンクによると、
10年～19年まで10年連続で全国1位とのこ
と。住みよい埼玉県である証拠だと思います。 
　2月からNHK大河ドラマ「晴天を衝（つ）
け」の主人公渋沢栄一が放映されます。新
一万円札の肖像に決まった埼玉県深谷市出
身者であります。渋沢栄一記念館をさらに拡
充したり、NHK大河ドラマ館をオープンした

りと地元では準備に余念がありません。今年
こそは、さらに良い年であることを祈ってい
ます。

神奈川ビルディング協会

今年の動向について
▶びるぢんぐ12月号に掲載された「連合会
実施の新型コロナウイルス感染症対策に関
する緊急アンケート調査」の結果について、
当協会で3月実施する「中小ビル経営問題研
究委員会」の資料とさせて頂き、意見交換を
図る予定です。良い成果を得ることを期待し
ている所です。連合会様のご対応に感謝申し
上げます。　　
　コロナ感染は、昨年12月31日に感染者が
過去最多を更新し、神奈川は東京に次ぐ数値
となりました。これに対し、知事から「医療
提供体制が機能不全に陥る恐れのあるス
テージ4（感染爆発）が間近」とコメントが
出されました。また、1月に政府も「緊急事態
宣言発令」「ワクチン接種の整備」「新型コ
ロナウイルス特別措置法改正」など感染抑止
に全力で進めています。こうした中で、我々
一人一人の適正な行動、さらなる対応が求め
られています。
　今後、米国の新大統領の影響や3月の予算
成立と税制改正による経済回復動向、衆院議
員選挙、総裁選、9県知事選挙、政令指定都
市8市長選挙、多数の自治体の議員選挙の動
向、夏の東京五輪・パラリンピック開催など
が予定されています。日本の社会が変わる要
因がある中、その動向を注視する必要があり
ます。
　当協会の足元、横浜市長選挙は、8月に予
定され、カジノを含む統合型リゾート施設
（IR）の誘致が争点になりそうです。
　当協会も昨年同様、3月の見学会を見送る
ことを決定し、来年度に向けた各委員会も書
面にて進めることとしました。3月の理事会
開催や5月の総会開催など、どのように進め
るか？感染動向・影響を日々、探っている状
況です。
　今年も続くコロナ禍、工夫した新しい方法
などで対応し、事業を継続推進していきます。
「天皇陛下メッセージ：支え合い進んで行く
ことを願います」を心から思う次第です。
　最後に「医療・福祉従事者らに感謝の心を」

（一社）名古屋ビルヂング協会

名古屋ビルヂング協会80年史CD-R
▶名古屋ビルヂング協会が正式に発足した
のは昭和15年（1940年）で、令和2年
（2020年）が80周年の応答年に当たります。
当協会では30、50、70周年の奇数十年の20
年ごと周年行事と協会史を発刊してきました。
1970年にモノクロ印刷72ページの30年史、

1990年にハードカバー一部カラー210ペー
ジの堂々とした50年史、2010年にカラー
ページもある75ページのコンパクトな70年
史を発行しました、特に50年史は記録によ
ると、印刷代だけで約430万円もかかってい
たようです。（1冊当たり数万円）
　次回協会史は2030年に90年史の発行予
定で、80周年は発行タイミングではないの
ですが令和2年は「新型コロナウイルス感染
症」の影響で、協会行事が悉く中止となりま
した。90年史の下準備としてコツコツ書き溜
めていましたが、10年前倒しで発刊すること
になり、コスト節約のためCD-RにPDFファイ
ルでの書き込みという形式を取りました。
パッケージ・ラベルの企画・印刷、原稿作
成・編集、CD-Rへの書き込みなど全て事務
局の手造りなので、手間は掛かっていますが
材料費・印刷費等コストは1巻当たり200円
を下回る安価で済みました。令和2年12月に
全100ページ余の80年史が完成し、1月中旬
に会員あて発送完了しました。時間のある時
にでもお読みいただき、感想・ご意見を事務
局あて頂ければ幸いです。

（一社）京都ビルヂング協会

一月例会
▶令和三年辛丑年（皇紀二六八一年）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13日に、「京懐石美濃吉 竹茂楼」にて開
催を予定しておりましたが、京都市内での新
型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、
開催を中止いたしました。
　毎年恒例の行事もなく寂しい限りの年明け
でございますが、今年こそは新型コロナウイ
ルス感染症の早期の終息を祈ります。
　医療従事者の皆様方の日日の過酷な状況
にもかかわらず、日日お勤めして頂きありが
とうございます。感謝いたします。私たちも
医療従事者の皆様方のご苦労を少しでも和
らげるため、日日の在り方を見直す時と思い
ます。
　この一年が素晴らしい年となりますように、
また皆様方のご健康・ご多幸をお祈りいたし
ます。

（一社）大阪ビルディング協会

ウェブセミナー第2弾を開催
▶ウェブセミナー第2弾として11月26日に技
術セミナーを開催しました。今回のテーマは、
「コロナ禍を踏まえたワークプレイスとオ
フィスの在り方」です。会員を中心に約120
名の参加がありました。
　内容は第1部「コロナ禍における働き方と
ワークプレイス」、第2部「これからのオフィ
スにおきること」、第3部「コロナに強いオ
フィスの実践」のタイトルで講演が行われま
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した。
　第3弾を2021年2月26日に第2回経営セミ
ナーとして企画しています。
　委員会、理事会については、感染防止対策
を十分に行い、実開催を行っています。但し
大阪でもコロナの第3波のため、新年の年賀
交歓会等、飲食を伴う会合は軒並み中止と
なっています。
　事務局内の人事の件ですが、阿充知彦事
務局長が昨年12月末日をもちまして退任致
しました。新事務局長は、前田周三になりま
す。今後とも宜しく、お願い致します。

兵庫ビルヂング協会

2021年 初頭にあたって
▶今年のお正月も近くの神社に詣でました。
やはりコロナ禍で参拝する人は少なく、いつ
も賑わっている露店も無く、新年を迎え「今
年は、・・・・」と言う高揚感も少なく、ただ
ただ「早くコロナ禍が収束しますように」と
お願いしました。
　兵庫協会の新春に予定していた行事も、関
西地区は緊急事態宣言の発令はありません
が陽性者は増加傾向で全て中止になりました。
4月からの新年度の行事、特に、1年延期して
10月開催予定の西日本地区ビル協会交歓会
議は滞ることなく行えるのか？　心配しても
仕方なく、1月に発行する協会誌「ビルヂン
グ兵庫」の表紙は明るく晴れやかな2021年
になること願って六甲山系の一つ諏訪山の
ヴィーナスブリッジから撮った「朝日」を掲
載しました。各協会の事務局へお送りします
のでご覧ください。

四国ビルヂング協会

日本の四季を彩る代表的な「五節句」を知ろう！
▶一月七日　人日（じんじつ）の節句（七草

の節句）　今年の新暦では2月18日（木）
七日の朝に七草（セリ、ナズナ、ゴギョウ、
ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ）
の入った粥を作り、芽吹いた春の「気」をい
ただく。一年の無病息災を願って食べます。
三月三日　上巳（じょうし）の節句　（桃の
節句）今年の新暦では4月14日（水）
　誕生した女児を祝福し、健やかな成長を願
う、親から子、孫への愛情の節句。
　雛人形を飾り、菱餅や桃の花も添えて、ち
らし寿司や、白酒などで宴を催します。
五月五日　端午（たんご）の節句　（菖蒲の
節句）　今年の新暦では6月14日（月）
　誕生した男児を祝福し、健やかな成長を願
う、親から子、孫への愛情の節句。
　鎧兜や人形を飾り、鯉のぼりを掲揚して粽
や柏餅に菖蒲の花を添えて宴を催します。
　鯉のぼりには、立身出世を願う意義がこめ
られています。
七月七日　七夕（しちせき）の節句　（笹竹
の節句）　今年の新暦では8月14日（土）
　日本古来の豊作を祈る祭りに、女性が針仕
事などの上達を願う中国伝来の行事などが
融合したものと考えられている。奈良時代に
は牽牛織女の二星を祭るとともに、誌詩、縫
製、染織などの技術上達を願う行事となった。
願い事を書いた短冊を笹竹に付けます。
九月九日　重陽（ちょうよう）の節句　（菊
の節句）　今年の新暦では10月14日（木）
　菊酒を飲み、菊の被綿（きせわた）に溜
まった露で体を拭い健康と長寿を願います。
　菊を愛でる菊花展、菊人形展が各地で開
催されます。
　五節句の「節」には季節の変わり目という
意味があり、「節句（せっく）」には季節の節
目に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈
り、神様へお供え物をして、邪気を祓ったり

する行事のことです。
　今年1年、五節句を意識して、コロナに負
けない良い年にしましょう！！
＊ 旧暦と新暦では1ヶ月ほど季節のずれがあ
ります。

九州ビルヂング協会

次代に向けたビル建替の動き
▶このコロナ禍において、福岡市が進めてい
るビルの建替プロジェクト「天神ビッグバ
ン」「博多コネクティッド」では、新たに「世
界に先駆けた感染症対応シティ」を目指す施
策を追加し、期限を2年延長したこともあり、
市内各所でビルの建替が行われ、順調に進
行しているところです。
　今年9月には、「天神ビッグバン」第1号と
なる「天神ビジネスセンター」が開業します
が、ジャパネットホールディングスが東京の
主要機能を移転して入居することが発表さ
れました。
　そのほか、福岡ビル・天神ビブレ・天神コ
ア街区の一体再開発、ザ・リッツカールトン
が入る旧大名小学校跡地再開発などの工事
も動き出しています。
　また、博多地区では、博多駅と歩行者デッ
キで繋がる三菱地所・深見興産のビルが1月
に完成します。こちらでも、博多スターレー
ン跡地や西日本シティ銀行本店本館ビル再
開発のほか、九州初進出のららぽーと福岡な
どの工事が進んでいます。
　ほかにも、九州大学箱崎キャンパス跡地活
用など複数の再開発が計画されており、その
動向が注目されるところです。
　今年も当協会としては、当面の間、新型コ
ロナウイルス対策を十分に講じながら、活動
を着実に進めていくことに力を注ぎたいと考
えています。
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