
第81回定時総会
（一社）日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会
JAPAN BUILDING OWNERS & MANAGERS ASSOCIATION

びるぢんぐ 8 2021年
No.367
月号



　今年の定時総会は6月2日午後1時
から、「The Okura Tokyo」のオーク
ラプレステージタワー 2階「オー
チャード」で開催された。
　総会当日は、4月25日に発出され
た3度目の緊急事態宣言期間中であっ
たため、出席者の人数を絞り、受付で
の検温や消毒に加え、会場内の机やい
すを十分なソーシャルディスタンスを
とって配置するなど感染対策に配慮し
て行った。
　会場には、9名の代議員が出席した
ほか、議決権を持つ代議員248名の
うち、221名から委任状が提出された。
役員として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、坂本努常務理事、北
川純常務理事のほか、猪股徳臣理事
（東京ビルヂング協会理事）、石𣘺寛
幸理事（千葉ビルヂング協会会長）で、
監事では森隆・近三商事㈱社長と河
村守康・㈱虎ノ門実業会館相談役の
両名が出席した。
　冒頭、木村会長が挨拶した後に議
長に就き、議事を進行していった。令
和2年度事業報告と同決算が承認さ
れたほか、令和3年度事業計画と同予
算が報告された。
　今年の総会は役員改選期にあたり、

任期満了に伴う新役員の選出が行わ
れた。その結果、4名の新理事と1名
の新監事が選ばれ、理事会（書面開催）
にて役職役員選出が行われて、会長
の木村氏、副会長の種橋氏と竹歳氏
が再任されたほか、新たな副会長とし
て園部俊行・大阪ビルディング協会会
長が就いた。このほか、新たな専務理
事に栗島明康氏、新監事に猪股徳臣
氏が選出された。（4頁参照）
　総会の最後に、来年の定時総会を
金沢で開催することが発表され、閉会
となった。

　（一社）日本ビルヂング協会連合会は6月2日、昨年に続き、東京・虎ノ門の「The Okura Tokyo」
のオークラプレステージタワーにおいて第81回定時総会を開催した。
　今年の定時総会は当初、名古屋での開催を予定していたが、令和2年10月に名古屋協会の理事会にお
いて、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束する気配がないため、付帯行事を中止とする決議をした
ことを受け、本年1月の連合会理事会において総会会場を東京に変更することが決議された。また、昨年
と同様に、新型コロナ感染症対策の一環から、懇親パーティーや講演会、「中小ビルの経営を考える集い」、
懇親ゴルフ会、懇親旅行会といった総会付帯行事は全て中止となった。

会場を東京に変更し、総会の様子をWeb配信
2022年の総会は金沢で開催

新型コロナの影響で
人数を絞って開催

第81回定時総会
（一社）日本ビルヂング協会連合会

会場からWeb発信 総会会場の様子

総会の様子
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　全国の会員、代議員の皆さま、こんにちは。
　第81回定時総会の開催は、新型コロナ感染症対策
を施した東京・虎ノ門の「オークラ東京」2階オーチャー
ドルームにご参加いただく形と、総会会場と会員や
代議員の皆さまをオンラインで結んでライブ視聴い
ただく形のハイブリット形式で開催することといたし
ました。
　改めまして、総会にご出席、また総会をご視聴い
ただき、誠にありがとうございます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の流行から1年と
半年が経過しようとしていますが、3度にわたり緊急
事態宣言が発出されるなど、厳しい状況が続いてお
ります。この間、日常生活は大きく様変わりし、企業
活動も様々な制約を受けることとなりました。日本ビ
ルヂング協会連合会の活動も、ちょうど1年前に定時
総会に合わせて実施する予定でありました創立80周
年の各種記念イベントが中止となったばかりでなく、
秋の政策フォーラム、今年初めの新年賀詞交歓会と、
主要な行事をすべて中止せざるを得ないという事態
となりました。
　こうした厳しい状況が続く中ではありますが、よう
やく日本でもワクチン接種が始まり、Afterコロナに
向けた光明が見えてきました。医療従事者、高齢者
を皮切りにスタートしたワクチン接種ができるだけ早

く国民全体にいきわたり、通常の日常生活が取り戻せ
ることを期待しています。
　Afterコロナを見据えた観点から、ビル業界におい
ては、コロナ禍を背景に浸透していったテレワークや
リモートワークといった働き方と、改めて重要性が再
認識された「face to face」のリアル空間を両立させ
た最適な空間を提案していくことが重要になってくる
と考えています。連合会としても、オフィス空間を取
り巻く環境の変化を捉え、会員への情報発信など的
確な対応に努めてまいります。
　また、これから大きなテーマとなってくるのが「カー
ボンニュートラル脱炭素社会の実現」へ向けた取組
みと、DX、いわゆる　「デジタルトランスフォーメー
ション」への対応です。このうち、脱炭素社会の実現
に向けた動きとして、今年3月末に不動産協会と連携
し「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」を策定したところです。
　引き続き、これらのテーマについて、19協会の力
を結集するとともに、他の関係団体とも協力しながら、
オフィスビルを取り巻く諸課題に対応していく所存で
す。
　会員の皆様には、これまで以上のご支援とご協力
を賜りますようお願いを申し上げ、挨拶とさせていた
だきます。

19協会の力を結集し
ビル業界を取り巻く
諸課題に対応

木村 惠司 会長

（一社）日本ビルヂング協会連合会 第81回定時総会 会長挨拶



新役員・委員紹介
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一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 役員名簿（2021年6月2日）

役職名 氏名 所属協会 備考

会   長・代表理事 木  村 　  惠  司 東　京

副会長・代表理事 種  橋    牧  夫 東　京

副 会 長 岡  谷 　  篤  一 名古屋

〃 園  部 　  俊  行 大　阪 新　任

〃 竹   歳　　    誠 東　京

理　事 中  目 　  明  德 北海道

〃 松  坂 　  卓  夫 仙　台

〃 木   山 　 　  　 光 新　潟

〃 冨  吉 　  紀  夫 埼　玉

〃 石  𣘺 　  寛  幸 千　葉

〃 河  村  　 守  康 東　京 新　任

〃 渡  邊 　  俊  郎 神奈川

〃 大  松 　  利  幸 岐　阜

〃 山  田  　 岩  男 富　山

〃 花  田    昌  彦 金　沢

〃 長 谷 川 　 　 茂 京　都

〃 森  本 　  泰  暢 兵　庫

〃 小  林 　  正  樹 奈　良 新　任

〃 永  山  　 久  人 岡　山

〃 椋  田 　  昌  夫 中　国

〃 木  内 　  照  朗 四　国

〃 荒  牧 　  智  之 九　州

専務理事 栗  島 　  明  康 東　京 新　任

常務理事 坂  本 　 　 　 努 東　京

〃 北  川 　 　 　 純 東　京

監　事 森　         隆 東　京

〃 猪  股 　  徳  臣 東　京 新　任

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 運営委員会 委員名簿（2021年6月2日）

役職名 氏　名 連合会役職 所属協会 所属協会役職 所属企業・役職

委員長 種 橋　 牧 夫 副会長 東   京 副 会 長 東京建物株式会社 代表取締役会長

委　員 倭 　 　 雅 則 ― 北海道 副 会 長 株式会社昭和ビル 代表取締役

委　員 河 村　 守 康 理  事 東   京 理 　 事 株式会社虎ノ門実業会館 取締役相談役

委　員 渡  邉　　   淳 ― 神奈川 副 会 長 渡邉戊申株式会社 取締役社長

委　員 坂    直 樹 ― 名古屋 副 会 長 一般財団法人坂文種報徳会 会長

委　員 曽 根　 宏 司 ― 大   阪 常任理事 株式会社朝日ビルディング  代表取締役専務

委　員 田 村　 昌 宏 ― 九   州 理 　 事 株式会社電気ビル 常務取締役ビル事業本部長

（副会長） 園部 俊行氏

（理事） 河村 守康氏

（理事） 小林 正樹氏

（専務理事） 栗島 明康氏

（監事） 猪股 徳臣氏



　この度の定時総会で専務理事に就任
しました栗島です。
　私はこれまで公務の分野を中心に、
まちづくり、住まいづくり、防災、公民
連携の推進などの仕事に携わってまい
りました。
　振り返りますと、1980年代前半に区
画整理の法制担当として社会人として
のスタートを切りました。当時は、区画
整理や再開発といったまちづくりの仕
事は地方公共団体等が事業主体となっ
て進める場合が多く、また、公園や下
水道など先進諸国に対する社会資本整
備の遅れを、公共投資の促進により解
消していくということも大きなテーマと
なっていました。いわば「官」主導の
まちづくりの時代ともいえました。

　その後、いわゆる「民活」が時代の
大きな要請となり、「空中権」といった
言葉も取りざたされる中で、まちづく
りの分野では特定街区、総合設計、都
市再生緊急整備地域などの制度の整備
や活用が進み、民間によるビルの建設・
供給にまちづくりの視点がより強く取
り入れられるようになります。
　このような流れの中で、今日の都市
の中心部を考えた場合、経済活動のイ
ンフラとなるオフィスビルや、住宅に
加え、それらに併せて整備された公開
空地等のスペース、そしてショッピン
グも楽しめる地下街など、民間によっ
て整備された空間が都市環境の中心を
占めるようになっているといえます。そ
してこれらのハードの管理に加えて、ま

ち全体の環境の維持・改善、さらには
にぎわい創出などの面でも、タウン・
マネジメント活動をはじめとする地域
や民間の力が不可欠となっていること
を実感します。
　オフィスビルをめぐっては、脱炭素
社会の実現や、コロナ禍の経験を踏ま
えた利用者の健康増進など新たな課題
も山積するところですが、ビル協の活
動を通じ、会員の皆様のビルの経営・
管理、さらには都市環境の維持・向上
や都市の競争力強化などにも貢献でき
るよう微力を尽くしてまいりたいと考え
ておりますので、ご指導・ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

専務理事就任ご挨拶　栗島 明康
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政策委員会 役職 氏　名 連合会役職 所属協会 所属協会役職 所属企業・役職

委員長 園部　俊行 副会長 大　阪 会長 ダイビル㈱ 
代表取締役社長

委員 税制担当 内村　賢一 ― 東　京 税制・企業経営委員会 委員長 森トラスト㈱ 
取締役副社長

委員 税制担当 平井　幹人 ― 東　京 税制・企業経営委員会 副委員長 三菱地所㈱ 
経営企画部長

委員 中小ビル振興担当 齋藤　友子 ― 北海道 専務理事 中小ビル経営研究会 
委員長

㈱まるいち 
代表取締役社長

委員 中小ビル振興担当 湯澤　一也 ― 仙　台 副会長 仙台中小ビル経営研究会 
代表幹事

広瀬ビル 
代表取締役社長

委員 中小ビル振興担当 猪股　 徳臣 監事 東　京 理事 中小ビル事業委員会 
委員長

東山興業㈱ 
代表取締役社長

委員 中小ビル振興担当 谷川　公一 ― 神奈川 理事 中小ビル経営問題研究会 
代表世話人

㈱谷川商店 
代表取締役

委員 中小ビル振興担当 中田　 高志 ― 大　阪 常任理事 大阪中小ビル経営者
研究会 代表幹事

丸中㈱ 
代表取締役社長

委員 地球温暖化対策・
省エネルギー担当 鈴木　康史 ― 東　京 地球環境委員会 委員長 東京建物㈱ 

理事
委員 地球温暖化対策・
省エネルギー担当 井上　俊幸 ― 東　京 地球環境委員会 副委員長 三菱地所㈱ 執行役員 

コマーシャル不動産戦略企画部長 

委員 管理・安全対策担当 日 　秀行 ― 東　京 理事
管理委員会 委員長

㈱サンケイビル 
取締役相談役

委員 管理・安全対策担当 吉田　信二 ― 大　阪 常任理事
技術委員会 委員長

大林新星和不動産㈱ 
代表取締役副社長執行役員

委員 管理・安全対策担当 村上　　弘 ― 東　京 管理委員会 副委員長 三井不動産㈱ 執行役員 ビルディング
本部 副本部長兼運営企画部長

委員 都市政策・地方都市
活性化担当 谷澤　淳一 ― 東　京 都市政策委員会 委員長 三菱地所㈱ 取締役　 

代表執行役 執行役副社長
委員 都市政策・地方都市

活性化担当 片岡　龍郎 ― 新　潟 副会長 東光商事㈱ 
代表取締役

委員 都市政策・地方都市
活性化担当 山村　知秀 顧問 名古屋 副会長 東和不動産㈱ 

取締役社長

委員 国際交流担当 森   　浩生 ― 東　京 理事
国際委員会 委員長

森ビル㈱ 
取締役副社長執行役員

委員 国際交流担当 友田　泰弘 ― 大　阪  副会長 大阪ガス都市開発㈱
代表取締役社長

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 政策委員会 委員名簿（2021年6月2日）



1. はじめに

　2019年12月以降、世界中で新型コロナウイルスによる感
染症が蔓延し、本稿を執筆している2021年6月においても、
社会的免疫が成立する段階には至っていない。この間、政府
や自治体、多くの団体からは感染予防を目的とするガイドライ
ンやチェックリストが公表されている。一方で、多くのガイド
ライン等は即座に対応が可能な取り組みを中心に作られ、工
事等の営繕的な予算が生じる取り組みには触れない場合が多
い。「建物の感染対策チェックリスト（以降、チェックリスト）」
は今後のウィズコロナ時代を見据え、中長期的な視点も考慮
し、ビルオーナーが所有するビルの感染対策として講じるべ
き取り組みをまとめたものである。本稿では、その開発背景
とチェックリストの概要について説明する。

2.「建物の感染対策チェックリスト」の開発背景

　建物内では3密の機会が多く、新型コロナウイルスへの感
染は建物内で発生することが多い。従ってこのウイルスの予
防対策において、建物における感染対策の重要性は高い。こ
のような状況に鑑みて、建物における感染対策を評価するた
めのツール作成の委員会が、国交省の協力の下に、（一般社団
法人）日本サステナブル建築協会に設置された。この委員会
は建築分野と医学分野が連携する構成となっている。
　感染対策を検討すべき建物の種類は多様であるが、今回は
オフィスビルを対象にして評価ツールを作成した。オフィス
ビルは都市コミュニティの中核を形成するもので、人の集散
が激しく、感染機会も多様であることを考慮したものである。
　感染対策が有効であるためには、建物の利用者とオーナー
サイドの双方の努力が求められる。出発点は、利用者／オー
ナー双方が、自らが利用／保有・管理する建物について、感
染に関わる問題点に気づくことである。両者が問題点に気づ
きこれを共有することができれば、両者の連携によりその後
の具体的取組への移行は比較的スムースに進むと考えられる。

このような観点から、今回の評価ツールは気づきを目的とし
たチェックリスト方式とし、その構成も室用途別に評価する仕
組みとしている。また、評価マニュアルにおいてはイラストを
多用して、オフィス活動の中での問題点の所在を視覚的に把
握しやすく構成した。

3. チェックリストの概要

3.1 チェックリストの骨子
　チェックリストを開発するに当たり、建物廻りの関係者の意
見を聞いた。主には、不動産事業者ビル管理部門、テナントユー
ザー、金融機関、不動産投資法人、設計者、施工者、産業医
などの意見を聞いた。その上で、上記の背景を考慮し、チェッ
クリスト開発の骨子を以下の5つと定めた。
　1） 建物の管理側、利用者側に対策の気づきを与えるツール

とする。
　2） 認証を前提としないが、投資家、金融機関、利用者、事

業者等のエンゲージメント、コミュニケーションツール
としての利便性を考慮して、格付けができるツールとす
る。

　3） 中長期的視点も考慮し、ビル管理の範囲だけではなく、
建築計画、設備計画などのハードの範囲も評価範囲に
加える。

　4） ハード対策が未整備な場合に対する、管理で対応でき
る内容を示唆し、評価をきっかけに対策の強化を誘発す
る。

　5） 簡単で負担の少ないものとする。

3.2 チェックリストの評価範囲
　チェックリストは主に、ビルオーナー・管理者が、保有・管
理するビルのサービス範囲、管理範囲を評価するものとする。
多くの既存のガイドライン、チェックリストは、チェック項目
の範囲が複数の関係者の所管範囲にまたがっている。チェッ
クリストを利用する場合、①複数の関係者を介在させなけれ

「建物の感染対策チェックリスト」の
開発背景とその概要
～オフィスビル供給サイドのセルフチェックツール～

千葉大学大学院　林立也
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ば評価ができない、②自分たちの所管範囲外の評価項目が含
まれていると、評価ツールとしては普及の妨げとなる。その
ため、チェックリストはビルオーナー側の所管範囲に限定し、
主には図1に示す「建物が利用者に提供しているサービス」を
評価の対象とした。一方で、利用者はほとんどの時間を専有
部内で過ごす。また、複数のテナントが入居している場合、
テナント毎で取り組みの考え方は多様であるとしても、最低
限の取り組みの実行は相互の安心や共通意識の醸成にもつな
がる。そのため、専有部内での取り組みについては、ビル側
から利用者へ文章等で対策の実行を促しているか否かで評価
し、実際の利用者の取り組み自体は評価対象から外した。
　利用者の取り組みについては、既に経団連※1のガイドライ
ンなどが公表されているため、ここでは敢えて「ビル事業の
範囲」、「賃料の支払い対象サービスの範囲（契約範囲）」を評
価の対象とした。
※1  オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ
ン、一般社団法人日本経済団体連合会、https：//www.
keidanren.or.jp/policy/2021/036_guideline1.html（2021
年6月時点）

3.3 チェックリストの活用想定
　チェックリストは、前述の通り、オフィスビルのオーナー側
の取り組みを評価することを旨に開発された。一方で、評価
結果は多くの関係者に対しても、情報としての価値があり、
次のような活用場面が想定される。

　1） 不動産事業者等の活用・・・保有建物の取組状況のセ
ルフチェックに活用

　2） 行政関係者の活用・・・補助金や助成における判断材料
として活用、既入居建物の対策状況の確認への活用

　3） 金融機関、投資家の活用・・・ESG不動産投資におけ
るエンゲージメントでの活用

　4） 建物利用者の活用・・・入居建物選別の判断材料として
の活用、既入居建物の対策状況の確認への活用

　5） 不動産仲介業の活用・・・入居テナント探索中の顧客へ
の追加情報としての活用

　6） 設計者、施工者・・・設計内容のチェック、クライアン
トとの合意形成ツールとしての活用。

　7） 産業医の活用・・・職場巡回、労働衛生委員会でのオフィ
ス環境のチェックツールとしての活用。

　開発当初は、建物の感染対策の取り組み状況を利用者に開
示するニーズがあると想定していた。しかし、ヒアリングによ
ると、ビル側の取り組みに対する問い合わせや要望は少ない
ということが分かった。これは、行うべき対策が当然履行さ
れているであろうという信頼関係によるものと考えられる。一
方で、複数のビルを保有する事業者などは、ビル毎の様々な
状況から、対策も様々となってしまっており、その感染対策
を一元管理できていないという状況もヒアリングからは確認
できた。他者への開示にも活用が望まれるが、まずはセルフ
チェックへの活用にニーズがあると考えた。

図1　建物の感染対策チェックリストの評価範囲の考え方
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3.4 チェックリストの評価項目
　チェックリストで評価する対策は、表1の左列に示すように、
大きくは「感染源対策」と「感染しうる者の対策」とし、後
者は感染経路別に主な対策をピックアップした。また、感染
しうる者の健康維持も感染予防策として重要であるため、感
染対策により損なわれる可能性のある環境要素を「健康衛生」

として加えた。実際のチェックリストは室用途毎に、利用状況
に応じて「特に重要」な項目と「重要」な項目を抽出し、計
40項目から構成した（表2）。感染対策にも、必須と考えられ
る対策（特に重要）とできるだけ努力すべき対策（重要）、あ
れば安心が高まる対策（付加価値向上）がある。本チェック
リストは、基本対策の確実な実行の促進が狙いでもあるため、

ビルの付加価値を向上するような特殊な
設備の導入等は標準の評価項目には含め
ず、その他として評価できるようにした。

3.5 チェック結果の表示
　各チェック項目は、その取り組みが対
策されていれば「1」を、対策されていな
ければ「0」を選ぶ。対策の状況が不明
な場合は、宿題として「0（不明）」を選
べる。また、対象となる空間がないよう
な場合には、「対象外」も選べる。これら
の評価を40項目で実行すると、以下の結
果が表示される（図2）。取組状況クラスは、
「特に重要」な項目と各室用途の取組実施
率、全項目の取組実施率を勘案して決定
される。
　①取組状況クラス（S、A、B、C）
　②室用途毎の取組実施率（表、図）
　③所管毎の取組実施率（表、図）
　④不明とチェックした項目のリスト

表1　チェック項目の枠組みと室用途における重要な感染対策（◎：特に重要な対策, ◯：重要な対策）

図2　チェック結果の表示画面
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表2 「建物における感染対策チェックリスト」項目一覧

「建物の感染対策チェックリスト」の開発背景とその概要
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4. 評価マニュアルの内容について

　評価マニュアルには、チェックリスト開発の背景、評価項目
の枠組みや評価結果などの他に、室用途毎のチェック項目の
採点判断基準を簡単に解説している。ヒアリングにおいても、
「どこまで対策を実施すべきか？、その度合いに悩む」という
声が多くきかれた。そのため、チェックの判断基準を明確に
示すことを念頭に検討した。また、適切な風量の機械換気設
備の設置など、すぐに対応が難しい工事を伴うような対策に
は、管理で実施可能な応急措置についても言及している。なお、
エントランスホール、執務室、休憩室、トイレについては図3
（例：休憩室における取組み）のように図解により、対策の導
入状況や感染につながる要注意事項を視覚的に理解しやすい
ように表現している。

5. まとめ

　建物の感染対策チェックリストは6月上旬に「オフィス版」
として公開された※2。主にはテナントビルの評価に活用して
欲しいと考えているが、自社ビルでの活用はもちろん、他用
途施設への活用も行える。今後、ニーズがきかれれば商業施
設等へ展開することも検討する。本チェックリストが、ビルオー
ナーと利用者の情報基盤となり、感染対策の相互の連携・協
力が促進されることを期待している。
※2  建物の感染対策チェックリスト（オフィス版）、一般社団法人
日本サステナブル建築協会、https：//www.jsbc.or.jp/
swo/check_tool.html（2021年6月時点）

図3　休憩室における取組み（評価マニュアルより）

「建物の感染対策チェックリスト」の開発背景とその概要
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「中小ビルの新型コロナ感染症対策
緊急アンケート調査報告書」の解説

調査方法と43項目からなる設問

　日本ビルヂング協会連合会（以下、連合会）では、これま
で中小ビルに関連したアンケート調査を行った際、アンケート
用紙（Excelファイル）を配布し、回答を記入したアンケート
用紙を郵送、あるいはメールやFaxで回収していました。
　今回は、デジタル化に向けた新たな取組みとして、オンラ
イン上で使用できるアンケートフォームを利用し、Webアン
ケート形式で行いました。具体的には、連合会ホームページ
にアンケート入力用サイトのリンクを設定。地方協会事務局
を通じて会員へお知らせしたログインパスワードにより、パソ
コンにアンケート入力画面をアップし、設問順に回答していき、
最後に送信ボタンを押すと回答が終了するというもの。
　Webアンケート形式にした結果、従来までの方法で行って
いたアンケート調査の回答社数を大幅に上回る回答が寄せら
れました。（詳細は後述）
　アンケートの設問は、回答者の属性等を尋ねる設問が7項目、
会員が所有するビルにおいて行った新型コロナ感染症対策の
初期行動・開始時期・対策方法等を問う設問が8項目、会員
が自社で行った新型コロナ感染症対策の開始時期や対策内容、
在宅勤務の状況等を尋ねる設問が7項目。また、テナントの
感染防止対策の状況や動向を訊く設問が10項目、今後の中小
ビル市場に与える影響を尋ねる設問が3項目、今後の感染症
対策に関する設問が8項目の計43項目にわたっています。

回答200社超、調査時点では
コロナの直接的な影響なし

　今回のアンケート調査の回答社は、19協会全ての協会から
回答があり、206社にのぼりました。これまでの中小ビルに
関連したアンケート調査の回答が10数協会・100～150社程

度でしたが、今回はWebアンケート形式を採用したことが回
答社数の増加につながったとみられます。
　協会別の回答社をみると、東京協会が59社と最も多く、次
いで大阪協会が32社、神奈川協会が17社と続き、北海道協会、
名古屋協会、中国協会、九州協会が2ケタの回答となっていま
す。
　回答社の属性は、従業員30人未満の中小事業者が125社
で61%を占め、ビルの所有棟数は1～2棟所有が過半数を超
え、5棟以内の所有が全体75%を占めています。入居状況を
みると、入居率90%以上が9割にのぼり、入居率75%以上
では99%という状況で、調査時点で新型コロナの直接的な影
響が出ていないことが伺えます。

テナントへ通知が8割弱、消毒薬
設置や消毒清掃などの対策

　所有しているビルの感染防止対策をみると、テナントや従
業員から感染者が出た場合の対応では「感染者が出た場合の
対応を管理会社等と協議した」会員が86.4%、「感染者が出
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　パンデミック（世界的流行）を引き起こしている新型コロナウイルス感染症。日本では昨年（2020年）1月15日に初の
感染者が確認されてから、感染が蔓延し、度重なる緊急事態宣言が発出されるなど日本の社会経済に多大な影響を与えて
います。オフィスビル業界も例外ではなく、昨春以降、ビル経営に対する新型コロナウイルス感染症の悪影響を懸念する風
潮が高まってきました。
　そうした状況を受け、日本ビルヂング協会連合会では、中小ビル振興担当の政策委員と東京ビルヂング協会の中小ビル
事業委員会が連携し、中小ビルの感染症対応の実態や今後のビル経営の課題などを把握し、全国の会員と情報共有するこ
とを目的に、「中小ビルの新型コロナ感染症対策緊急アンケート調査」を昨年11月から12月末にかけて実施しました。
　本号では、その調査結果をまとめた「中小ビルの新型コロナ感染症対策緊急アンケート調査報告書」の概要を紹介します。



た場合、テナントに通知した」会員が78.6%という結果となっ
ています。
　ビルの感染防止対策に伴い閉鎖（ピーク時の一時閉鎖・使
用禁止を含む）した施設・設備（複数回答）では「エアータ
オル」（50%）と「喫煙室」（31%）が上位を占め、ビルの共
用部で行った感染防止対策（複数回答）の上位は「消毒薬の
設置」（80%）、「消毒清掃」（69%）、「啓発ポスターの掲示」
（54%）、「換気量の増加」（49%）と続いています。

会員会社でも在宅勤務が浸透

　会員が自社で行った感染防止対策をみると、従業員への感
染防止対策を始めた時期は、第1回目の緊急事態宣言が発出
された昨年4月7日よりも以前との回答が7割超にのぼり、従
業員の感染防止対策（複数回答）として「マスク着用」や「手
洗い・うがい」といった一般的な対策のほか、「時差・時短勤務」
（78%）や「在宅勤務」（74%）、「アクリル仕切設置」（58%）、「接
待自粛」（57%）、「外出自粛」（55%）、「検温」（55%）が上位
を占めています。

　在宅勤務の実施状況では、「半数程度の交代制」で実施して
いるのが62%、「最低要員以外は全員在宅」が26%となって

いるほか、「感染状況によって在宅勤務の実施体制を変更して
いる」との回答も7割超にのぼっています。
　また、在宅勤務の実施に伴う業務上の支障についての設問
では、「全くない」（6%）と「特段ない」（27%）で3割を占め、
「支障はあるが対処可能」も4割強となっていて、多くの会員
会社で在宅勤務が可能な状況になっていることを示していま
す。

　一方、テナントの感染防止対策をみると、「テナントの感染
症対策を調べていない」との回答が2割強あったものの、「ほ
ぼすべてのテナントが実施」が68%にのぼっています。
　昨年4月から5月にかけて全国に発出された第1回目の緊急
事態宣言下におけるテナントの出勤状況では「半分以下」と
の回答が3割弱、「2～5割減」が4割弱、「出勤人数が少し減っ
た」が2割弱という状況であったのに対し、調査時点（昨年
12月）のテナントの出勤状況は「第1回目の緊急事態宣言下
よりもわずかに増えた」、「だいぶ増えた」、「元に戻った」との
回答を合わせると7割に達しました。アンケート結果にも表れ
ている昨年末の人流の増加が、今年1月8日に発出された2回
目の緊急事態宣言へとつながっていったことが伺えます。

新型コロナ感染症の影響の
長期化を予想

　新型コロナ感染症の拡大とともに浸透していったリモート
ワーク等に伴い、今後の中小ビル市場に与える影響をどう見
ているかについては、「当面影響はない」が31%、「すでに出
ている」が22%、「1年以内に影響が出る」が21%、「3年以内
に出る」が7%となっています。
　また、中小ビル事業に対する新型コロナ感染症の流行によ
る経済の悪化・停滞はいつまで続くのかとの設問に対しては、
「令和4年以降も続く」が33%で最も多く、「令和3年末まで」
が26%、「わからない」が26%となっており、ビル事業への
影響の長期化を予想する傾向が表れています。
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「中小ビルの新型コロナ感染症対策
緊急アンケート調査報告書」の解説

　今後の感染症対策では、昨年の感染拡大当初、「アルコール
消毒液」や「マスク」、「体温計」、「次亜塩素酸液」などが入
手困難だったことを踏まえ、新型コロナ感染症の長期化に備
えて感染症対策資機材の調達に努めており、「感染症対策資機
材を十分調達・在庫した」との回答が最も多かったのは床面
積3千～5千㎡の中型ビルでした。
　今回の新型コロナ感染症の経験をもとに、自社の感染症対
策マニュアルを作成したかを訊いた設問では、「既に作成した」
が3割に達し、「作成する予定」と合わせると過半数を超えま
した。

第3章でビルにおける
感染防止対策の留意点など紹介

　「報告書」の第3章には、新型コロナ感染症の発生から現在

までの経緯、感染者数の推移、オフィスビルでできる感染予
防対策、昨春以降に政府が講じたビルオーナーに対する支援
制度等を掲載しています。
　このうち、ビル賃貸事業が多くのテナントを有し、ビル内
に共用部分が存在することから、感染防止対策に関する留意
点を紹介しています。
　まず、テナント区画内で感染者が発生した場合の対応とし
て、ビルオーナーとテナントとの間で相互理解と、感染者発
生時の対応に関する相互連携が出来ていることがポイントと
指摘。感染者や感染疑い者（濃厚接触者）への対応、ビル内
での周知や感染拡大防止措置について具体的な内容を提示し
ています。
　また、建物共用部の管理については、共用部の箇所ごと（共
用部共通、ロビー・待合スペース、トイレ、喫煙スペース・
休憩スペース、その他）に、ビルの運営管理に関わる関係者（ビ
ルオーナー、テナント、ビル管理会社、業務委託会社、ビル
運営スタッフ、配送流通関係会社、工事関係者など）と連携
して講じる対策の留意点も明示しています。
　さらに、参考資料として、テナントへのアナウンスや感染
防止啓発のために無料で利用できる掲示物のサンプルの一部
（首相官邸ホームページ、厚生労働省ホームページ、その他無
料でダウンロードできる民間サイトほか）を紹介してます。

※ 本報告書は協会の正会員のみに配布され、複写や転載など
は禁じられています。
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　令和3年（2021年）4月29日、春の
叙勲が発表され、日本ビルヂング協会
連合会元副会長の畑中誠氏（元東京建
物㈱相談役）が旭日中綬章を、また連
合会理事の長谷川茂氏（㈱興和コーポ
レーション社長）が旭日双光章を受章
した。

春の叙勲、連合会元副会長の畑中誠氏、
連合会理事の長谷川茂氏が受章

畑中誠氏 長谷川茂氏



（一社）北海道ビルヂング協会

第58回定時総会の開催
▶今年も新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、参加者を極力少数に絞り定時総会を
開催することになりました。5月24日に第58
回定時総会を北海道経済センター8階「第3
会議室」にて開催し、令和2年度事業報告・
収支計算書、令和3年度事業計画・予算書が
原案通り承認されました。今年も会員の皆様
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、会員一同が会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。
6月例会の開催
▶6月16日に三菱地所㈱北海道支店様のご厚
意により、6月例会をZoom によるWEB会
議方式にて開催させていただきました。今回
のテーマは、三菱地所㈱様が東京駅前で手
掛けている再開発事業で、「日本を明るく元
気にする街づくり 東京駅前常盤橋プロジェ
クトについて」をテーマに、三菱地所㈱
TOKYO TORCH事業部 ユニットリーダー 
宮ノ内 太亮 様に講師をしていただきました。
　当協会が、平成30年11月に開催した東京
ビル視察研修会で視察させていただいた1物
件で、約1時間にわたる内容でしたが、改め
てプロジェクトの規模の大きさに感心させら
れました。お忙しいところ企画していただき
ありがとうごさいました。
　賛助会員を含め43名の方々が参加されま
した。　

埼玉ビルヂング協会

総会の中止と「青天を衝け」
▶理事会は4月16日にコロナ対策を取ったう
えで行えましたが、「まん延防止等重点措
置」発令後に開催となる総会は、見送らざる
を得ないと理事全体の意見が一致し、通常開
催を断念し、昨年に続き書面表決となりまし
た。そんな中ではありますが、5月28日にゴ
ルフ会を開催しました。参加者は通常よりも

若干少なくなりましたが、会員の方達も久し
ぶりに顔を合わせてのゴルフに、楽しい1日
を送られたようです。ただ、私は理事以外と
は顔を合わせていないため、受付に座って会
員の方から声をかけて貰って初めて挨拶をす
るという事務局としては、ちょっと間抜けな
感じになってしまいました。
　ところで、皆さんは現在放映中の大河ドラ
マ「青天を衝け」をご覧になっているでしょ
うか。私は、ドラマの初期の舞台となった渋
沢栄一の生家の有る深谷市で生まれ、現在
も暮らしています。地元の人間としては方言
等「ん？」と感じるところも多々ありますが、
深谷をご存じである全ての人が何より驚いた
のは、第1話の滝のシーンだと思います。　
　栄一であれば、「深谷は平らだに、滝なん
かねえべ」と叫びそうなシーンで、翌日はそ
の話で地元は大分盛り上がりました。ドラマ
関連の物の展示をする「大河ドラマ館」をみ
て「煮ぼうと」を食べるツアーを企画したい
と思いながら、コロナ禍がいつ収束するのか
が、ワクチン接種状況次第で悩ましい限りで
す。

（一社）神奈川ビルディング協会

コロナ渦の悩み・・・
▶今、人と会うと合言葉のように、「ワクチ
ンを打ちましたか？」と、話題がワクチンの
話から始まります。私も7月に2回目の接種を
しますが、予約には、ネットでのオーバーや
電話不通で、困りました。友人、知人から情
報を得てからは、即、予約ができました。
　行政の不十分な対応に痛感。正確で迅速
な情報を得る重要さを感じました。
　協会事務局としては、委員会、総会などを
順次進めましたが、感染防止から通常開催が
出来ず、会員の意向反映に危惧する思いが
残っております。
　事業活動の講演会も、感染対策を講じても
会員・企業様の「出席多数の会は、自粛する
考え」から参加される方が少なく、困ってい
るところです。
　そこで、参加増への課題解決を検討してお
ります。Web会議方式や録画の活用など講
演会の開催方法、参加の仕方など新しい形を
今後、試行しようと調整しています。
　6月の講演会では、埼玉協会の柿沼事務局
長様が参加され、当方の講演会の様子を体
験されました。同様な悩みと感じました。時
間なくお話がきちっと出来ず失礼しました。
今後とも相互連絡し情報交換をお願い致し
ます。
　続く、感染状況から、経済の低迷、会員の
企業活動の課題、働く形の変化など解決策
が求められています。

ウィルスは常に変種し、撲滅までは、長期化
し、「人の命は、心と脳と行動による」こと
が試されているようです。　

（一社）名古屋ビルヂング協会

名古屋協会第45回定時総会
▶5月13日木曜日　第45回名古屋ビルヂン
グ協会の定時総会が開催されました。
　45年という長きにわたり総会や懇親パー
ティ会場となっていた名古屋駅至近のホテル
が、今年1月末で廃業したため、会場を名古
屋商工会議所大ホールに移しました。
　昨年は緊急事態宣言下で、「定時総会は縮
小開催」を決め、委任状を集め総会の出席を
見合わせるよう強くご案内したため、総会の
実出席は主要役員5名のみという寂しい総会
でしたが、今年は役員改選期でもあり500名
収容可能なホールに、ソーシャルディスタン
スを十分取り、当初60名以上のご参加回答
をいただいていました。ところが愛知県に
「新型コロナウイルスまん延防止等重点措
置」が出されたため、急遽委任状に切り換え
を依頼しました。その結果役員主体に34名
の実出席（委任状を合わせ87名出席）で、諸
議案を審議いただきました。
　例年は夕刻に講演会と総会を開催し、その
終了後に懇親パーティで会員相互の親睦を
深めておりました。今年はお昼の開催とし、
懇親パーティに代え名古屋観光ホテル運営
の商工会議所ビル2階のレストランで、個食
の昼食会の計画を立てましたが、これも「ま
ん延防止重点措置」の発出が明らかになった
時点でキャンセルし、会員の親睦機会が失わ
れ残念でした。
　総会に続く理事会で会長・副会長選任を
行い、岡谷会長・坂副会長の再任と、鵜飼副
会長退任に代わり山村副会長を新たに選任
いただきました。

（一社）京都ビルヂング協会

今後の協会活動について
（1）第11回定時総会
　第11回定時総会を令和3年8月11日に開催
を予定しています。
（2）創立80周年記念事業
　創立80周年記念式典及び記念祝賀会を令
和3年9月29日に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して、
実行委員会にて準備中であります。
（3）京都・大阪・兵庫合同経営委員会
　京都・大阪・兵庫合同経営委員会（京都ビ
ル協会担当）を令和3年11月26日に開催を予
定しています。
　いずれの行事も新型コロナウィルス感染
症の状況によりましては、開催の中止や開催
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内容が変わる場合がありますので、ご了承お
願い申し上げます。
　ワクチン接種や一人一人の心がけにより
新型コロナウィルス感染症の早期の収束を
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）大阪ビルヂング協会

これからの活動に期待
▶実開催としての技術委員会のビル見学会
（京都リサーチパーク10号館）が3月末から
4月に掛けて数度に分け実施できましたが、
再度の緊急事態宣言の発出で活動が鈍化し
てしまいました。4月から6月に延期された東
西合同管理技術委員会も更に延期され、第
50回定時総会も一部役員による縮小開催を
余儀なくされました。各委員会も一部リモー
ト開催しましたが、多くは休会となってしま
いました。ようやく非常事態宣言からまん延
防止特別措置に移行し、6月24日にはPM研
究会、7月9日の大阪中小ビル経営者研究会
を実開催の予定です。更に7月6日には組織
委員会の梅田ツインタワーサウス見学会を
予定しております。また、7月16日の技術セ
ミナーはリモートを含めたハイブリッド開催
となり、8月にはビル協主催の本町サンケイ
ビル見学会も計画しております。
　コロナ禍を乗り越えて、会員各位にとって
有意義なビル協会となるよう、活発に活動を
行っていきたいと思っております。

兵庫ビルヂング協会

第82回定時総会、書面開催になる
▶4月25日に三度目の緊急事態宣言が兵庫
県等4都府県に発令され、解除後も6月11日
からまん延防止重点措置が発令され、いつに
なれば日常が戻るのか不透明で不安な状況
が続いています。昨年、コロナ禍により総会、
役員会等の会議を感染症拡大から回避する
ため特例的に書面開催になりましたが、今総
会も2年続きで書面開催を余儀なくされまし
た。

第82回定時総会は5月10日に会員に議案書
及び関係書類を発送し、回答期限を5月19日
として書面開催をした結果、多数の会員の賛
意を得て可決承認されました。特に、今年の
総会では今後も起こり得る異常事態を考慮
して、第5議案に「会則改正（案）承認の件」
を上程し、改正前の条項に無い「緊急事態時
等やむを得ない場合の書面開催」を明記しま
した。また、前回の改正後、12年が経過し現
状にそぐわなくなった箇所も改正することに
なりました。　

四国ビルヂング協会

夏を愛す「夏バテ対策」
▶暑い夏を楽しんでいますか？
　夏バテは、夏の暑さに身体が順応できずに
体調などを崩す症状のことです。
　私達の体は、体温が上がると発汗等で体
温を下げようとします。多量の汗には水分に
加え、ナトリウムやミネラルなど身体の調子
を整える栄養素もいっしょに排出されるため
体内バランスが崩れ体調不良となってしまう
のです。
　楽しい夏を過ごすための「夏バテ対策」と
しては、有酸素運動、十分な睡眠、栄養補給、
水分補給などがあります。有酸素運動として、
ジョギングやウォーキングがありますが、簡
単にできることとして例えば通勤途中の階段
利用、ちょっとした早歩きも有効です。十分
な睡眠を成長ホルモンが分泌される夜間
（22時～2時）に取ることで疲労回復につな
がります。
　栄養補給として、旬を迎えた野菜（トマト、
なす、とうもろこし等）は水分やカリウム摂
取に有効です。魚や肉などに含まれるタンパ
ク質は筋肉の疲労回復、体力の温存、持久力
向上効果があります。梅干しやレモンに含ま
れるクエン酸は疲労感を軽減し、新陳代謝を
活発にする効果があります。特に梅干しは調
理の必要がなく手軽に食べられます。
　皆様、梅干し作りにチャレンジできていま
すか？水分補給はのどが渇いたと感じた時に
は遅いのです。普通の生活において毎日2.5

ℓの水分が失われています。こまめな水分補
給で脱水症状を予防してください。ただし、
冷たい水をたくさん飲むと胃腸の負担が大
きくなるので気をつけてください。
　夏バテ予防に努めて、元気に暑い夏を乗り
切りましょう！ 

九州ビルヂング協会

事務局長退任のご挨拶
▶今年に入り、東京、埼玉、新潟協会の事務
局長交代が続きましたが、九州でも7月末を
以て、事務局長を退任いたします。
　最初に事務局長職を拝命した時は、手探り
状態でしたが、毎月開催される委員会・例会
に加え、総会・セミナー・見学会・イベント・
ゴルフ例会など、回を重ねることで、成長さ
せていただきました。その後、親会社に戻っ
たものの、平成30年に、福岡で西日本地区ビ
ル協交歓会議、翌年には連合会総会が開催
されることから、再び、事務局長を拝命する
こととなりました。
　再任早々の西日本交歓会議でしたが、運
営委員の方々の全面的な協力があり、役割分
担して実施できたことから、僅か半年後に行
われた連合会総会では、この経験があったこ
とと、連合会事務局の方から、すべての面で
手厚いご支援をいただき、九州協会としての
責任をなんとか果たすことができました。
　至らない点もあったかと思いますが、2つ
の開催を通じて、全国から多くの会員の方々
にお越しいただいたことに感謝しております。
　また、毎年2回の事務局長会議では、各地
域の情勢や運営上の課題など、幅広く情報交
換できる場として非常に有益で、勉強させて
いただきました。
　新型コロナウイルスの影響により、総会を
はじめとする行事が、約1年半にわたり実開
催ができないため、連合会及び地方協会の
事務局長の皆様と、直接お会いする機会が
ないまま、退任することが残念でなりません。
　これまで協会を通じてお世話になった皆様
に感謝するとともに、各協会の発展と、皆様
方のご健康をお祈り申し上げます。
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