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図1　ベンチマーク制度の対象範囲
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1.はじめに
　これまで政府においては、長期エネ
ルギー需給見通し（エネルギーミック
ス）の達成に向けて、産業、民生（業務・
家庭）、運輸の各部門において、法律に
基づく規制的措置や、補助金・税制等
の支援策により省エネルギーを進めて
きた。この結果、日本は経済成長と世
界最高水準の省エネを同時に達成して
きているが、2030年のエネルギーミッ
クスの達成に向けて取組は道半ばであ
り、対策の更なる深掘りが必要な状況
である。
　また、2020年10月に菅総理より
「2050年カーボンニュートラル」とい
う新たな目標が掲げられ、需要側にお
ける徹底した省エネに加え、エネルギー
転換（非化石エネルギーの導入拡大）
の重要性が高まっている。
　現在、資源エネルギー庁では、総合
資源エネルギー調査会　基本政策分科
会において、2050年カーボンニュート
ラルを目指す方針も踏まえて、エネル
ギー基本計画の見直しに向けた議論を
行うとともに、省エネルギー小委員会

において需要側における具体的対策に
ついて議論を進めている。
2.  これまでの省エネ法に基づく 
対応

（1）ベンチマーク制度の概要
　2050年カーボンニュートラルの実現
に向けては、産業、民生（業務・家庭）、
運輸の各部門における徹底した省エネ
が大前提となる。資源エネルギー庁で
は、「エネルギーの使用の合理化等に関
する法律」（昭和五十四年法律第四十九
号。以下「省エネ法」という。）に基づき、
工場等を設置してエネルギーを使用す
る者に対し、エネルギーの使用の合理
化（省エネ）を求めるとともに、その
具体的な目標としてエネルギー消費原
単位を5年度間平均で年1%以上低減す
ること（以下「原単位目標」という。）
を努力義務として課してきた。さらに、
業種・分野別に目指すべきエネルギー
消費効率の水準を定めて、その達成を
求めるベンチマーク制度により、事業
者の省エネ取組を促進してきた。
　ベンチマーク制度は、平成21年度よ
りエネルギー使用量の大きい製造業

から導入し、平成28年度からは流通・
サービス業にも対象を拡大し、平成30
年度からは貸事務所業、平成31年度か
らは大学、パチンコホール、国家公務
を対象とした。現在、15業種19分野
が対象となっており、産業・業務部門
のエネルギー消費の約7割をカバーし
ている（図1）。
　ベンチマーク制度における「目指す
べき水準」は、各業界・分野の1～ 2
割の事業者が達成している水準に設定
しており、各事業者は自社の省エネ状
況の業界内での相対的な位置を把握す
ることが可能である。
　2030年エネルギーミックス、2050
年カーボンニュートラルに向けては、各
事業者において、ベンチマーク目標の
達成を目指し、引き続き着実に省エネ
取組を実施していただくことが重要で
あり、資源エネルギー庁としては、ベ
ンチマーク制度で適切な省エネ評価が
行えるよう、継続的に指標の見直しを
検討している。また、業界内で過半数
の事業者が目標値を達成した場合の目
標値の引上げや、同制度の対象業種の
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図2　貸事務所業ベンチマークの新指標及び目標値

※1 データセンター、貸研究施設、他のベンチマーク業種　
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拡大等を検討し、更なる省エネの推進
を進めることとしている。
（2）貸事務所業ベンチマーク制度の概要
①これまでの制度
　貸事務所業のベンチマーク制度は、
平成29年度の工場等判断基準ワーキン
ググループにおいて議論が行われ、平
成30年度より導入された。ベンチマー
ク指標は、「省エネポテンシャル推計
ツールによって算出される省エネ余地」
としており、対象事業者は同ツールに
建物や設備の仕様・稼働状況、エネル
ギー消費量、省エネ対策の実施状況を
入力し、現状のエネルギー消費量と省
エネ対策を可能な限り実施した場合の
エネルギー消費量（推計値）との差から、
「省エネ余地」を算出することとなって
いる。この省エネポテンシャル余地が

15%以下であればベンチマーク目標達
成となる。
　同ツールを用いたベンチマーク制度
については、報告事業者や関係業界等
との意見交換を実施する中で、評価方
法が不明確であることや、作業負担が
重いことが課題として指摘されている。
また、同ツールを用いたベンチマーク
指標は、省エネの結果（エネルギー消
費原単位等）が評価されにくくなって
おり、ビルそのものの省エネ性能の向
上（断熱改修や省エネ機器の設備投資
等）を促す上では、指標の見直しが必
要な状況である。
　このため、令和2年度の工場等判断
基準ワーキンググループにおいて、ベ
ンチマーク指標・目標値の見直しにつ
いて議論を行い、令和3年度実績（令

和4年度報告）から、以下のとおり新
制度を開始することとした。
②新制度について
　現行の貸事務所業ベンチマーク指標
の課題を踏まえ、令和3年度実績（令和
4年度報告）からは「原単位方式」によ
る評価に移行することとしている（図2）。
　具体的には、『貸事務所の延床面積当
たりのエネルギー消費量』を基本とし
つつ、ビルの規模による省エネの実態
を踏まえて、区分分けや一部のエネル
ギー消費量・面積の控除等を行う指標
である。同指標の導入により、各事業
者は貸事務所業を行うビルの省エネ性
能そのものを把握し、他事業者と比較
することが可能となるため、設備投資
等を含めた更なる省エネ取組の促進に
繋がると考えられる。

面積区分値（A）：「面積区分ごとの事業所におけるエネルギー使用量（特殊なエネルギー使用量を除く）の合計量を
面積区分ごとの延床面積（特殊なエネルギー使用面積を除く）の合計量にて除した値を、面積区分ごとに定める基準
値にて除した値」

「面積区分値（A）に面積区分ごとのエネルギー使用量（特殊なエネルギー使用量※1を除く）を乗じた値の合計を、事
業者全体のエネルギー使用量（特殊なエネルギー使用量を除く）で除した値」　＝1.00以下
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3.  今後の方向性（非化石エネルギー 
の導入拡大に向けて）

　2050年カーボンニュートラルに向け
ては、図3に示したとおり、ベンチマー
ク制度の見直しを含めた省エネの更な
る深掘りを行うとともに、非化石エネ
ルギーの導入拡大を進めることが必要
である。
　以下では、主に民生部門（業務・家庭）
における省エネの更なる深掘りと非化
石エネルギーの導入拡大について、課

題や今後の方向性を紹介する。
（1） 省エネルギーの更なる   

深掘りに向けた課題・方向性
　貸事務所業を含めた民生部門全体の
省エネの深掘りに向けては、まず、住宅・
建築物の断熱性能が不十分であること
が課題となっている。住宅については、
熱損失の約8割は「壁、天井、床、開
口部」であり、サッシやガラス、断熱
材の建材トップランナー制度の着実な
実施が必要である。

　また、既存住宅・建築物の省エネ性
能向上にかかる費用負担も課題となっ
ている。機器の効率は既に世界的にも
非常に高い水準であり、改善率が鈍化
している機器も存在している。機器の
効率が向上するほど、製品価格は上昇
し需要家の費用負担が重くなり、導入
が進みづらくなることも考えられる。
更なる効率向上やコストの低減に向け
ては、技術的なイノベーションが必要
である。

　さらに、ZEH・ZEBの
更なる普及拡大も必要で
ある。2019年の新築非住
宅建築物のZEBの実績は、
144棟（0.25%）であり、
2030年目標（新築建築
物の平均）に向けては、
ZEB化が難しいとされる
大規模な建築物のZEB化
の更なる促進が必要であ
る。特に、延床面積が
10,000㎡以上の建築物
（以下「大規模建築物」）は、
年間の新築着工に占める
割合が棟数ベースで1%程
度だが、エネルギー消費
量ベースでは36%程度と
大きく、大規模建築物の
ZEB化の効果は非常に大
きいことが見込まれる（図
4）。
　他方、大規模建築物で
は、空調等の熱搬送動力
のエネルギー消費量が増
大することや、必要な設
備の数の増加により最適
化が技術的に困難である
こと等が課題として残る。
また、建築物に導入した
場合に高い省エネ効果が
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図4　大規模建築物がエネルギー消費量に与えるインパクト

図3　需要側のカーボンニュートラルに向けたイメージ
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見込まれるが、建築物の設計仕様や使
用条件等によって効果が変動するため、
現時点では建築物の省エネ量を算定す
るWEBプログラム上で評価されない技
術（以下「未評価技術」）が存在するこ
とも課題である。
　こうした状況を踏まえ、2019年から、
未評価技術を導入してZEB化を目指す
大規模建築物の実証事業を行っている。
当該事業を通じて得られたデータを基
に未評価技術をWEBプログラム上で
評価することで、大規模建築物のZEB
化を容易にするとともに、大規模建築
物以外への導入によって、建築物全体
での更なるZEB化を進めていく。
　さらに、2021年4月から施行される
改正建築物省エネ法では、300㎡以上
の建築物について省エネ基準の適合が
義務化されるとともに、300㎡未満の
建築物については建築士から建築主へ
の省エネ基準適合に関する説明が義務
化される。こうした法制度に基づく規
制的措置も合わせ、あらゆる手法によ
り省エネの取組を推進していく。

（2） 非化石エネルギーの   
導入拡大に向けた課題・方向性

　省エネの深掘りに加えて必要となる
のが非化石エネルギーの導入拡大であ
る。近年、太陽光発電等の再生可能エ
ネルギーが普及するとともに、エネル
ギー供給事業者による非化石エネル
ギー源の利用及び化石エネルギー原料
の有効な利用の促進に関する法律（エ
ネルギー供給構造高度化法）に基づく
電力小売事業者への非化石電源比率目
標（2030年度に44%以上）などの制度
的枠組みにより、電源の非化石化が進
展している。また、電力小売自由化の
中で、再エネ100%電気を提供する電力
小売事業者も登場しており、需要側に
おいて、こうした非化石エネルギーを
活用していくことが重要となっている。
　既に大手コンビニエンスストアにお
ける太陽光発電パネルの設置や、大手
ショッピングセンターにおけるグリーン
電力証書を利用した再エネ電気の使用
など、各事業者の自主的な取組が行わ
れているが、例えば米国では、新築建

物へのガスインフラの接続禁止など、
強力な省エネ・電化施策が実施されて
おり、日本においても取組を強化する
ことが重要となっている（図5）。
　他方、非化石エネルギーの導入拡大
に向けては、多くの課題も存在する。
　まずは、経済的な競争力の確保であ
る。電化・水素化機器は、既存技術と
比べて年経費で競争力を有する領域も
存在する一方で、製品価格は既存技術
と比べて高い場合が多く、更なる普及
に向けての低コスト化が課題となって
いる。また、機器の更新時の燃料転換
においては、機器のみならずインフラ
も同様に更新する必要が生じるケース
もあり、その追加コストも課題となる。
　次に、設置スペース等の機器の設置
制約である。機器サイズが相対的に大
きい機器（ヒートポンプ給湯器等）は、
既築の住宅・建築物や、集合住宅など
設置スペースが制約される場所への設
置が困難な場合がある。
　こうした課題を踏まえ、非化石エネ
ルギーの導入拡大に向けて、機器コス
トの低減や、機器の設置制約の解消に
資する技術開発を推進していかなけれ
ばならない。政府としては、電化・水
素化機器の導入を進めるための基準や
表示の在り方などの制度面の見直しも
含め、あらゆる手法を検討していく。

4. おわりに
　2030年エネルギーミックスや、2050
年カーボンニュートラルに向けた省エ
ネの深掘り及び非化石エネルギーの導
入拡大については、コスト面、技術面、
制度面で多くの課題が存在する。今後、
政府において、これらの課題に着実に
対応していくこととしており、本誌をご
覧の事業者の皆様におかれても、政策
へのご理解・ご協力を御願いしたい。

2050年カーボンニュートラルに向けた 省エネ対策
シリーズ 脱炭素化に向けて̶①
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図5　カーボンニュートラルに向けた需要側の取組の方向性



■未知ウイルスと戦う決意
　2020年1月、中国湖北省武漢市で原因不明のウイルス性肺
炎の発症が相次ぎ、日本国内でも神奈川、東京、愛知と感染者
が次々と確認される中、「この新型コロナウイルスの消毒作業
に当社はどう取り組むか」社内対策会議を実施いたしました。
　当社は東京都ペストコントロール協会の感染症予防衛生隊に
登録しており、過去にもデング熱や鳥インフルエンザ対策、ノ
ロウイルスの消毒等に取り組んできた実績があります。また、
増えつつあったビルオーナー様やビル管理会社などからの問い
合わせや要望、期待にお応えするために、専門業者としてのプ
ライドをかけて、全国一斉にリスク軽減のための作業を実施す
ることを決定いたしました。

■作業方法の決定と仕様の統一化
　報道やインターネットなどで様々な情報が報じられる中、当
社では厚生労働省や国立感染症研究所などの国内公的機関から
の情報や指導に則り、対応する方針としました。
　新型コロナウイルスは目に見えず、また感染経路不明なこと
が多いため、消毒作業を行っても効果の検証が困難になること
が予想されました。当社では国が示す手順で正しく施工するこ

とによって、間接的ではありますが品質保証とさせて頂くこと
に致しました。
　消毒作業に当たっては、2020年2月に全国の支店長、所長
を当社研修センターに集め、基礎研修を行った上、作業経験の
少ない営業所に対して当社感染対策部門の技術者が全国の現場
に赴き技術指導を行いました。また、社内で新型コロナウイル
ス対策講習会を実施し、合格した管理職社員1名以上が「作業
責任者」として立ち会い、標準的な予防策が完全に実践されて
いることを確認しながら作業を行っています。更に、ほとんど
の殺菌剤は手指の脂などの有機質汚れがあると消毒効果が減少
するため、しっかりと清拭（拭き取り）を行うことにしています。
　一方現在国内では新型コロナウイルスの不活化を謳った商品

　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）による感染症は、ワクチン接種が始まり、皆様、ひとまずご安心されていることもあろ
うかと思います。しかしながらインフルエンザの例をみるまでもなく、ウイルスは日々変異を繰り返しており、感染の危機が無
くなるわけではありません。
　他の疾患と違い新型コロナウイルスは潜伏期間が長く、無症状感染も見られることから、今後もビル内で罹患者が発見され
た場合には、ビル管理者として消毒など感染リスク軽減作業の実施が欠かせないものになると予想されます。
　株式会社シー・アイ・シーは新型コロナウイルスが日本で確認された直後より、「感染リスク軽減作業（いわゆる消毒）」に全
社を挙げて多くの事案に取り組んで参りました。この経験をご紹介することで、少しでも皆様のご参考になれば幸いです。

新型コロナウイルス感染症対策
～消毒作業の現場から

株式会社シー・アイ・シー 衛生事業部　太田 邦彦氏
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が数多く上市しており、商品ごとにエビデンスが公開されてお
りますが、当社では一貫して厚生労働省等が認めた薬剤のうち、
エタノールと次亜塩素酸ナトリウムを使用しております。（例外
として、外国資本の企業様からの依頼で、母国仕様での作業実
施をご希望される場合はこの限りではありません。）　さらに当
社では厚生労働省や多くの機関が危険性を指摘している噴霧、
煙霧、燻蒸による作業は原則行っておりません。

■消毒箇所について
　消毒は原則として罹患者の動線とその周辺の、接触想定箇所
及び飛沫付着可能箇所に対する清拭を行います。具体的には机、
椅子、ドアノブ、取っ手、照明スイッチ、電話機、パソコン、
各種リモコン、エレベーターのボタンなど、加えて机の天板の
裏側や、椅子の背もたれの後ろ側など触る可能性のある場所は
全て清拭します。
　消毒には清拭終了後、乾燥に1分以上要する薬量が必要とさ
れております。すぐに乾いてしまうようだと消毒効果が不完全
となりますので、注意が必要です。ウエス（不織布）の表面に
軽く薬液をスプレーしてテーブルやベンチなどを拭いている映
像を目にしますが、お勧めできません。

■安価で簡便な方法は存在しない
　ここまでお話ししてきた消毒方法は、一つ一つ手作業で行い
ますので大変な手間と労力がかかります。また、安全のために
着用する防護服やマスク、ゴーグル等も繰り返しての使用は出
来ず、休憩ごとに廃棄処分となるため費用も馬鹿にできません。
しかし中途半端な消毒作業を行うと、感染リスクを十分に排除
できないばかりか薬剤耐性ウイルスが発現する危険性も懸念さ
れるため、無意味な消毒になってしまいます。必要な箇所には
しっかりと消毒を行い、不必要な箇所には消毒作業を行わない

というメリハリが必要です。そのため、罹患者が出た場合には
罹患者の動線をいち早く把握する必要があります。
　PCR検査で陽性と判定されたらすぐに、勤務先やビル管理会
社は（電話やメールなどで）本人と連絡を取り動線と業務内容、
同席者などの確認を行ってください。その情報と保健所などの
ご指導により私たちは的確な消毒作業を行うことが出来ます。
皆様のご協力の結果が安全の回復につながっております。

■当社が出来ること
　当社では新型コロナウイルスをはじ
め、鳥インフルエンザやノロウイルス
など各種リスク軽減対策のみならず、
ビルにおける害虫、害獣、鳥害、カビ
対策、空気環境測定、文化財虫菌害対
策、食品異物分析など多くのメニュー
で皆様のお役に立てるよう努力を続け
ております。
　また、当社では日本全国に約130ヶ
所のPCO業務の営業拠点を展開して
おり、すべての拠点で、研修を受けた
正社員が皆様からのご相談、お問い合
わせをお待ちしております。
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感染者が出た時の連絡対応（例）

薬剤をたっぷり使用し、
一方向に拭き上げます。

救急車の消毒作業。
医療崩壊防止にも協力
しています。



令和2年度

「ビル実態調査」の概要
一般社団法人　日本ビルヂング協会連合会／東京ビルヂング協会

1. 調査にご協力頂いたビルの内訳
　ご回答頂いた755棟（1,955万㎡）の
内訳は、首都圏が322棟（1,027万㎡）、
次いで近畿圏が199棟（461万㎡）、中

部圏が85棟（240万㎡）などでした。
　規模別では、延床面積3,000㎡未満
の小規模ビルが棟数比率では127棟
（22万㎡）、3,000～10,000㎡未満の

中規模ビルが252棟（150万㎡）、
10,000～30,000㎡未満の大規模ビル
が225棟（392万㎡）、30,000㎡以上
の超大規模ビルが151棟（1,391万㎡）
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　ビル実態調査は、ビル事業の総合的な基礎資料を得ることを目的として、連合会正会員を対象とするアンケートによ
り、毎年1回、4月1日現在での調査を行っております。本年度回答がありましたビル数は755棟、延床面積19,558,372
㎡（前年度比2.2%増）、1棟当りの平均延床面積は25,905㎡でした。

表1：全国　地域別・規模別内訳一覧

表2：東京　年代別・規模別内訳一覧



でした。（表1：全国 地域別・規模別内
訳一覧）
　上記中、東京にあるビルの回答数は、
267棟（905万㎡）でした。（表2：東京 
年代別・規模別内訳一覧）

2. 調査結果の概要
　平成30年度版より「ビル実態調査」
は、別途行っていた「運営管理調査」
「経営動向調査」「エネルギー使用量調
査」を統合、「基本情報編」「営業関連
情報編」「管理関連情報編」「エネル
ギー情報編」に再編成しました。
　「基本情報編」では、土地・建物概要

や主要諸元等について、「営業関連情
報編」ではオフィスマーケットの概況や
貸付状況、賃貸借契約やリーシング等
テナント対応について、「管理関連情報
編」では管理体制や各種対策の進捗状
況等について、調査結果を取り纏めて
います。
■空室動向
　令和2年3月末時点で、令和2年度の
自ビルの空室率が上昇する見通しと回
答したビルが全国では25%（東京では
28%）にまで増えましたが、約2/3のビ
ルは空室率は横ばい（高止まり）の見通
しと回答しており、オフィスマーケット

の需給状況は地方を含めて安定的な状
況です。（表3：東京・全国　空室動向
推移）
■賃料動向
　平成30年度、令和元年度は回答頂い
た半数前後のビルで賃料水準は上昇し
ていましたが、令和2年3月末時点で、
令和2年度の自ビル賃料水準も上昇す
る見通しと回答したビルは、全国では
18%（東京では15%）に止まり、70%
前後のビルでは賃料水準は横ばいと回
答しています。（表4：東京・全国 賃料
動向推移）
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表3：東京・全国　空室動向推移

表4：東京・全国　賃料動向推移



3. エネルギー情報
　平成30年度のエネルギー使用量報告
については、ご回答頂いたビルの内、平
成29年度から令和元年度までの連続し
た3年間の使用量報告があった569棟
のビル回答を集計、その調査結果を関
係省庁・団体宛に報告しました。

■ 参考値
　在館人員1人あたりの貸付有効面積
　「ビル実態調査のまとめ」を作成して
いますと、過去に取り扱っていた「オ
フィスワーカー1人あたりの床面積」や
「ビルの管理費・共益費・水光熱費の平
均額／面積」等についてのお問い合わ
せを頂くことが少なからずあります。
　上記で触れました通り、平成30年度
版より「ビル実態調査」を簡素化、再編
成しましたことに伴い、ビルの事務所用
途に限定した上記の集計結果は算出し
ていません。これには、ビルの多様化、
事務所用途（定義）の多様化といった

側面も関係していました。
　一方でESG投資等、企業の経営方針
に関する数値化、情報公開が求められ
る中、業界水準との比較、検討を欲す
る場面も増えてくることを踏まえ、平成
29年度版以前で提供していたものとは
異なる「参考値」となりますが、「在館
人員1人あたりの貸付有効面積」を集計、
報告することと致しました。（表5：全
国　在館人員1人あたりの貸付有効面
積）
　尚、算出にあたっては、
1.  「貸付有効面積」は、「事務所契約面
積」とは異なります。回答の対象は

事業者様のご判断により、事務所用
途に限定した貸付面積を回答頂いて
いる訳ではありません。また、貸付有
効面積であり、テナントに供されて
いる契約面積（貸付面積と同一）で
はありません。

2.  「在館人員」は、「事務所用途に係る
就業者数」とは異なります。回答の
対象は事業者様のご判断により、上
記の「貸付有効面積」に呼応したも
のとし、事務所用途に限定した就業
者数を回答頂いている訳ではないこ
とをご承知おき下さい。
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表5：全国　在館人員1人あたりの貸付有効面積

※平成29年度（東京）版「オフィスワーカー1人あたり床面積」は11.5／㎡／人でした

表6　令和元年度エネルギー使用量の調査結果

表7　対象面積、エネルギー使用量、同原単位



「ビル実態調査」の概要令和2年度

　毎年、会員の皆様には、ビル実態調査にご協力賜り、ありがとうございます。
　これからも、皆様に少しでもお役に立てる情報となるよう取り纏め、報告してまいりますので、
今後もより多くの会員様のご参加、ご協力をお願い申し上げます。

① 令和元年度エネルギー使用量の調査
結果（表6：令和元年度エネルギー使
用量の調査結果）
②データの内訳
・ 規模別では、延床面積10,000㎡未満
が268棟（47%）、30,000㎡以上が
121棟（21%）。
・ 年度別では、2000年までに竣工した
ビルが455棟（80%）。

・ 地区別では、東京が254棟（45%、但
し面積比では63%）、首都圏では280
棟（49%）。
・ 本調査では、原油換算量に基づくエネ
ルギー使用量回答ビルと、電力使用
量等の1次エネルギー源別検針値に基
づくエネルギー使用量回答ビルが混
在しています。（表7：対象面積、エネ
ルギー使用量、同原単位）。

● 前年比で、3%以上のエネルギー使用
量増加となったビル：66棟
● 前年比が、3%以上のエネルギー使用
量削減となったビル：270棟（表8：
削減に寄与した理由）※複数回答 可
 （ 表9：削減要因として挙げられていた
大規模リニューアルの内容）
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表8　削減に寄与した理由（※複数回答 可）

表9　削減要因として挙げられていた大規模リニューアルの内容



第81回定時総会開催地変更及び関連行事中止のお知らせ

令和3年度の米国BOMA総会への参加見送りのお知らせ

令和2年度の「ビル実態調査のまとめ」を刊行

　日本ビルヂング協会連合会では、本年6月に名古屋にて開
催を予定していた第81回定時総会について、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため、開催地を名古屋から東京
へ移すことにいたしました。
　また、開催規模についても縮小することとし、総会付帯行
事である「中小ビルの経営を考える集い」、「講演会」、「懇親パー
ティー」、「懇親ゴルフ会」と「懇親旅行会」については、誠
に残念ですが、開催を見合わせることにいたしました。会員
の移動、付帯行事実施に伴うリスク等を勘案した連合会理事
会による決定で、参加を検討いただいていた皆様にはご迷惑

をおかけすることになりますが、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止の一環とご理解ください。

日本ビルヂング協会連合会第81回定時総会
　1. 日時：令和3年6月2日（水）　12：00～（予定）
　2. 場所： The Okura Tokyo    

オークラプレステージタワー2階   
オーチャード（予定）

※ 総会付帯行事の「中小ビルの経営を考える集い」、「講演会」、
「懇親パーティー」、「懇親ゴルフ会」と「懇親旅行会」は中止

　前年度（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）の
開催が中止となりました。日本ビルヂング協会連合会では、
例年通りBOMA総会に合わせて視察団を派遣し、米国のフィ
ラデルフィアとカナダのトロントを視察する計画を立てていま
したが、米国での感染状況を鑑み、視察団派遣を見送りました。
　令和3年度についても、新型コ
ロナウイルス感染症の感染状況を
踏まえ、第114回BOMA総会（米
国・ボストン）の参加を見送るこ
ととしました。
　2年連続してBOMA総会への不

参加となりますが、国内におけるワクチン接種の状況、変異
株の感染拡大などの新たなリスクを勘案しての決定ですので、
ご理解ください。

　日本ビルヂング協会連合会では3月、「令和2年度ビル実態
調査のまとめ」（以下。「ビル実態調査」）を刊行しました。
　令和2年度に実施した調査結果の詳細は、本号の8頁～11
頁に掲載していますが、ここでは「ビル実態調査」の概要を
紹介してきます。
　「ビル実態調査」は、①はじめに②基本情報（建物概要、主
要諸元、敷地等）③営業関連情報編（オフィスマーケットの

概況、貸付状況、賃貸借契約、営業方法、テナントリレーショ
ン）④管理関連情報編（管理体制、利便施設・設備、災害対策、
バリアフリー対応、リニューアル）⑤エネルギー使用量編―
―の5部構成になっています。それぞれのデータと分析内容
がCD－ROMに収められていて、3月中に全国の会員に向け
て発送作業を行っています。

連合会からのお知らせ
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一昨年前の視察団



　日本ビルヂング協会連合会（以下、
連合会）では、全国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」を毎年2回（9月と
翌年2月）開催している。今年度（令
和2年度）上半期の「全国事務局長
会議」は、新型コロナウイルス感染
症の影響により、昨年9月に書面での
開催となった。
　下半期の「全国事務局長会議」に
ついては、準備段階の昨年12月時点
で実開催とオンラインの併用により2

月1日（月）～2日（火）に開催する
ことにしていた。とくに2日目に実施
する施設見学会は、東京・丸の内に
昨秋誕生した「みずほ丸の内タワー・
銀行会館・丸の内テラス」の大規模
複合開発を見学する段取りもつけて
いた。
　しかしながら、昨年末から年明けに
かけての新型コロナウイルス感染症
の爆発的な増加に伴って、1月7日か
ら2度目の緊急事態宣言が発出される
こととなった。
　このため、連合会では急遽、オン

ラインのみの会議へ変更。オンライ
ン会議は19協会がそれぞれ協会内で
開くことはあっても、19協会全体で
のオンライン会議開催は今回が初め
ての試みだった。通信環境のテスト
を重ねたのち、2月1日午後に開催した。

　事務局長会議の議題に挙がったの
は、①令和3年度の連合会運営方針（今
年1月7日書面理事会で決定）、②令
和3年第81回定時総会並びに諸行事
について（本号12頁参照）、③令和4
年第82回定時総会について（金沢で
の開催決定）、④代議員改選について、
⑤各地方協会の状況について、⑥そ
の他―。
　このうち、4月に行う代議員改選に
関連した質疑が活発に交わされた。

すでに本誌2020年12月号、本年2
月号に代議員改選に関する手続きや
流れを紹介しているが、4年に一度の
手続きなので、万全を期す観点から、
手続きの確認が行われたもの。
　代議員は今年度の期初時点で、全
国で236名にのぼる。各協会で改選
手続きが進められ、5月には新たな任
期を迎える代議員が選出される。

● 初の試み、オンラインにて全国事務局長会議を開催

●4月の代議員改選に向けて活発な質疑応答

令和2年度下半期 全国事務局長会議報告

「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」の結果報告 6月メドに発表へ

　日本ビルヂング協会連合会が昨年12月に実施した「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」の
結果をまとめた報告書を6月をメドに発表する予定です。中小
ビル振興担当の連合会政策委員と東京ビルヂング協会の中小
ビル事業委員会の協力のもと、調査結果の集計と分析を進め

ています。中小ビル関連の調査報告書等の成果物は、例年6
月に開催する連合会総会時の「中小ビルの経営を考える集い」
（以下、「中小の集い」）に合わせて発表していますが、今年の
連合会総会では「中小の集い」が中止となることから、会員
への郵送をもって報告書のお披露目となる見込みです。
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オンライン会議を進行する大内事務局長

協会名 代議員数（名）
北海道協会 12
仙台協会 7
新潟協会 5
埼玉協会 10
千葉協会 3
東京協会 62
神奈川協会 11
名古屋協会 24
岐阜協会 4
富山協会 5
金沢協会 4
京都協会 10
奈良協会 5
大阪協会 34
兵庫協会 13
岡山協会 4
中国協会 7
四国協会 2
九州協会 14
合計 236

令和2年4月1日時点



（一社）北海道ビルヂング協会

Zoomによるオンライン会議開催への検討
▶役員の方々の発案により、当協会の運営委員
会を、Zoomを導入したオンライン会議にて開
催すべく、1月27日にZoomによる会議を、会
長を含めた運営委員の7名の方々で試験開催さ
れ、無事終了し、これからオンライン会議にて
運営していけることを確認いたしました。
　2月の運営委員会にてオンライン会議の結果
が報告され、他の運営委員の皆様方もそれぞ
れに対応していただけることになり、3月の運
営委員会をオンライン会議にて開催することに
なりました。　

埼玉ビルヂング協会

事務局長退任にあたって
▶この一年コロナ対策で、追われてきました。
ほとんどの行事が中止となり、苦労しました。
そんな最中で皆様には大変申し訳ありません
が、3月末で退任させていただくことになりま
した。2月の全国事務局長会議もリモート会議
となり、皆様にご挨拶できなくなり、こうして
誌面をお借りしてご挨拶をさせて頂きます。
　事務局長に任命された翌年に東日本大震災
がありました。3月11日は事務局長会議の2日
目で、新しくできた羽田空港国内線ターミナル
の見学会の日でした。見学会が終わり、帰る途
中の電車の中で大地震に会いました。揺れが
収まり大至急駅の外に逃げて広場で難を逃れ
ました。
　次の事務局長会議で皆様にその時の様子を
伺いましたが、遠方から来た方たちは、当日は
喫茶店等で一夜を過ごした等おっしゃっていま
した。大変な中でお互いの無事を喜びました。
　その他連合会総会で、全国を訪問させてい
ただきました。ゴルフや旅行も楽しい思い出と
なっています。連合会の皆様や各地区協会の
皆様にいろいろと知恵を授かったり、愚痴を聞
いてもらったりと、大変お世話になりました。
困ったときに同じ仲間がいるということが、ど
れほど勇気づけになるか思い知らされました。
本当にありがとうございました。
これからも、コロナ禍の中で大変でしょうが、
皆様で力を合わせ乗り切って下さい。各協会の
ご発展と、皆様方のご健勝を心からお祈りいた
します。感謝！感謝！（伊藤明廣）

（一社）東京ビルヂング協会

事務局長退任ご挨拶
▶3月迄事務局長を務めさせて戴きました大内
正明です。この4月1日の定期異動で派遣元の
三菱地所㈱に復職致しました。在任中は皆様に
大変お世話になり感謝しております。
　昨年2月からコロナ禍の協会運営で連合会総
会の中止、理事会の大会場への変更・書面開催
化、ホテルとのキャンセルフィーの折衝、事務
局長会議のオンライン開催等、例年とは異なる
対応に最後まで奔走し、毎日通勤しており、皆
さまにはご挨拶もできず誠に申し訳ございませ
んでした。「あんな年もあったな」と思い出と
して語り合える日が一日も早く来ることを祈っ
ております。
　任期中に東京協会・連合会共80周年を迎え、
一昨年の東京ビルヂング協会の80周年記念行
事は早稲田大学・ヤマハ発動機ラグビー部元
監督の清宮克幸さんの講演会・小池都知事を
お招きした懇親会等無事に終えることができ
ましたが、昨年の連合会の80周年記念行事は
実行委員会を立ち上げ、種橋委員長の下、東
京協会が一丸となって各種行事を取り纏めて
いただけに、コロナ禍で中止とせざるを得な
かったことは大変残念でした。
　末筆ではございますが、会員企業、地方協会
の益々のご発展と皆様のご健康とご多幸をお
祈り申し上げます。  

千葉ビルヂング協会

テナント向け「新型コロナウイルス消毒セット」無
償提供のお知らせ
▶千葉ビルヂング協会会員（㈱石橋オフィスサ
ポート）のビルにおいて、テナント向けに「新
型コロナウイルス消毒セット」無償提供の案内
を配付しました。テナント対応の参考としてご
案内させていただきます。

神奈川ビルディング協会

コロナ禍の影響
▶連合会実施の「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」の回答が
全国の会員180社超から寄せられ、その結果の
集計・分析の後、本年6月に「報告書」として
まとめ、刊行するとのこと。大いに期待しその
成果を今後に役立つよう進めたいと思う所で
す。現在、当協会の「中小ビル経営問題研究委
員会」で同調査回答資料を活用し、コロナ感染
の影響度合いや防止対策効果、反省点、今後
の進め方などの意見を書面により募り、まとめ
ています。
　コロナ禍の影響は留まることはなく、緊急事
態宣言解除から自粛ムードが解き放され、コロ
ナの変異種を含め再度拡大化は？ワクチン接
種の効果はいつから得られるのか？オリンピッ
ク・パラリンピック開催による影響は？・・・

中々予測が出来ず不安な情勢は変わりません。
私達一人一人が適正な行動や新しい働き方を
実践し、経済活動を一つ一つ着実に進めて行く
ことが重要と感じます。
　一方、経済動向を日々見ていますと、コロナ
の影響から、株価の変動、個人消費の減速、雇
用者数の減少、日本経済のマイナス成長の可
能性、円安・ドル高の進行の鈍化など陰る傾向
は強いと感じます。また、オフィスビルへの影
響もジワジワとテナント問題が浮上しつつあり、
工夫した新しい経営手法が求められていると
感じます。
　打開する光は、どこにあるのか？4月は連合
会代議員の改選で、当協会も遺漏なく手続き
を進めてまいりますので、宜しくお願い致しま
す。今、改めて思うことは、当協会の総会5月
開催を着実に進め、新しい年度の事業活動を円
滑に推進して行くことが大事だと・・・
　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

連合会総会幻の名古屋開催
▶今年6月の第81回連合会総会は、昨年に引き
続き東京での開催が理事会で決定されました
が、昨年11月までは名古屋で開催するよう準
備を進めていました。会場となるホテル、チャ
ンピオンコースの懇親ゴルフ場の確保、愛知
県・三重県にまたがる懇親旅行の企画、愛知県
知事・名古屋市長・名古屋商工会議所会頭に参
列いただくよう着々と準備しておりました。
　新型コロナウイルス感染症は飛沫感染が原
因とされ、三密（密集・密接・密閉）状態が続
くと危険なため、「人と人との身体的距離の確
保」が不可欠です。ところが総会にまつわる付
帯行事「懇親パーティ」は言うに及ばず、「懇
親ゴルフ」「懇親旅行」についても、バスでの
移動が避けられず、三密を避けることがどうし
てもできません。講演会・総会会場のホテルに
ついても、新型コロナウイルスが出現する前か
ら準備をしておりましたので、大人数が集合し
た場合に、空気の入れ替えなどに若干の不安
を感じました。
　参加者に健康面の不安を感じさせる以上、
付帯行事を開催することが妥当か？ というこ
とで、昨年10月に名古屋協会では書面理事会
を開催しました。その結果「付帯行事の開催見
合わせを連合会に申し出る」旨全会一致で可
決しました。付帯行事がなくなれば、総会のみ
となりわざわざ名古屋にお越しいただく必要も
ないだろうということで東京開催となった次第
です。東京への変更でご面倒をおかけいたしま
すが、よろしくお願いいたします。

（一社）京都ビルヂング協会

今後の協会活動について
（1）3月例会　
　令和3年3月16日（火）に開催を予定してお
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りました3月例会につきまして、工場等の見学
を企画しておりましたが、昨今の新型コロナウ
イルス感染拡大に伴い見学者の受け入れを制
限されていますので、開催を中止させて頂くこ
とに致しました。　　
（2）5月例会
　例年は日本ビルヂング協会連合会の定時総
会及び諸行事を5月例会としていましたが、本
年はホテルオークラ東京にて定時総会のみを
開催されることになりました。よってこれに代
わる企画を役員会にて検討いたします。
（3）7月例会
　例年は7月例会として講演会と納涼懇親会を
開催していましたが、通常9月に開催を致して
おりました定時総会を、本年は令和3年8月11
日に第11回定時総会と情報交換会を7月例会に
代わり開催を予定しています。
（4）創立80周年記念事業
　令和3年9月29日に創立80周年記念式典及
び記念祝賀会の開催を予定しています。また
80周年記念誌の発刊も考えています。
　一日も早い新型コロナウイルス感染症の終
息を願い、このような状況の中ではございます
が、皆様の益々のご健勝とご多幸を心よりお祈
り申し上げます。

（一社）大阪ビルディング協会

ハイブリッド型ウェブセミナーを開催
▶2月26日、昨年11月の技術セミナーでの試行
に続き、ハイブリッド型のウェブ配信で、経営
セミナーを開催しました。経営委員会メンバー
の一部が配信会場で実聴講し、会員を中心に
約140名の方々にウェブで聴講いただきました。
テーマは、「コロナ後の大阪の変貌とこれから
のオフィスの在り方」とし、第1部は『これから
の大阪、街としての変貌』というタイトルで、
第2部は『首都圏のオフィスマーケットの現状
と今後の展望』というタイトルで、外部講師に
講演いただきました。なお、第2部では東京か
らの講演をライブで配信し、Q&A機能を用い
た活発な質疑応答を行い、臨場感のあるセミ
ナーとなりました。　　　
委員会等の活動  一旦実開催を中断するも再開
▶緊急事態宣言のもと、2月に予定していた専
門委員会は、一部の委員会のウェブ開催を除き、

原則書面開催となってしまいました。お蔭様で、
関西地区では2月末に宣言が解除されましたの
で、3月以降は委員会、理事会の実開催が可能
となりました。もうしばらく、ソーシャルディ
スタンスを十分に考慮した形で、協会活動を続
けていきたいと考えています。

兵庫ビルヂング協会

令和3年度へ 始動
▶3月1日、緊急事態宣言が大阪・京都・兵庫を
始め6府県で解除され、ワクチン接種も医療従
事者を対象に2月から始まっています。新型コ
ロナウイルス感染症の収束はまだ先のようで
すが、この1年間の混乱の出口が見えてきたよ
うにも思えます。
　兵庫協会事務局では4月の役員会・例会・研
修会等春期の行事、5月の定時総会に向けて準
備を進めています。昨年度は感染症防止対策
上、三密を避けるため研修会や懇親会は中止
になりましたが、今年度は例年通りに戻せるよ
う計画を立てています。
　また、春は花々が競うように咲く季節、個人
的には県外の有名な名勝地に足を延ばしたい
のですが、まずは神戸市内の桜の名所、須磨浦
公園、王子動物園、夙川公園等へ「お花見」散
策に出かけたいと思っています。　

四国ビルヂング協会

5月の第2日曜日
▶皆さん、今年の5月9日は何の日かご存じで
すか？お母さんへ感謝の気持ちを伝える日で
「母の日」と呼ばれています。現在のように
「母の日」が行われるようになったのは、20世
紀初頭のアメリカで母親思いの女性が起こし
た行動がきっかけとなっています。アンナ・
ジャーヴィスという女性が、自分を苦労して育
ててくれた母親の命日に、フィラデルフィアの
協会で「亡き母をしのぶ」という花言葉の白い
カーネーションを霊前にたくさんたむけ母親を
偲んだというのです。このことが、参列者に大
きな感動を与え全米へと広がっていき、1914
年のアメリカ議会で5月第2日曜を「母の日」と
定め、お母さんに感謝の意を示すこととなった
のです。
　日本へ伝わったのは大正時代、当時の青山

学院教授だった、アレクサンダー女史より紹介
され広まっていきました。戦後、本家のアメリ
カにあわせて現在の形になりました。
　母性愛を表す赤いカーネーションは母が健
在なる人、母が亡くなった人は白い花を胸に
飾って感謝の意を表しましたが、次第に母に花
を贈るというスタイルになっていきました。
カーネーションは、十字架にかけられたキリス
トを見送った聖母マリアが落とした涙の後に生
じた花という言い伝えがあります。赤色の花言
葉「愛を信じる」、白色の花言葉「私の愛は生
きている」、ピンク色の花言葉「熱愛」などで
母性愛を象徴しています。まさに大切な母親に
贈る花として最適ですが、現在では自分が贈り
たいものや、母親が望むものを贈るのが主流と
なっています。
　私自身、今年は何を贈ればいいのかなと思い
悩んでいます。皆様は何を贈られますか？

九州ビルヂング協会

コロナを機に新たな開催方式への取組
▶今年1月、福岡県にも再び緊急事態宣言が出
されたことに伴い、昨年10月から再開していた
例会も、1月と2月は中止となってしまいました。
3月1日に予定より前倒しで同宣言が解除され
たことから、運営委員会で審議したうえで、例
会については、3月から再開することになりま
した。
　毎年3月は例会後に引き続き、理事会を開催
していますが、昨年の同時期から、新型コロナ
の影響で、多くの行事が中止になっていたこと
から、理事会については久々の再開となります。
　既に昨年から例会を実施する際には、十分な
3密対策を講じてきましたが、再開にあたって
は、リバウンドが生じないよう更に配慮したう
えで行うこととします。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。
　この1年間で諸行事が中止せざるを得なかっ
たことを機に、これまでの方式を見直し、例会
のリモート方式の導入など、IT化に対応した新
しい開催方式について検討してきました。そし
て今、ようやく技術的な環境整備を図り、実現
に向けた目途がついたことから、準備を進めて
いるところです。
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