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■講演①
脱炭素社会の実現に向けた
今後の住宅・建築物における
省エネ対策、建築基準制度の方向性
国土交通省 住宅局 参事官

今村 敬 氏

　最近の動向をみておくと、昨年10月に
当時の菅総理の所信表明演説で「日本が
2050年までに温室効果ガスの排出を全体
でゼロにする」と2050年カーボンニュー
トラル、脱炭素社会の実現を目指すことが
宣言された。その後、今年4月の気候変動
サミットで、日本は2050年カーボンニュー
トラルと整合的で、野心的な目標として
「2030年度に、温室効果ガスを2013年度
から46%削減する」と菅首相が発言して
いる。
　こうした流れを受け、まもなく新たな「地
球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計

画」が閣議決定される。
　住宅・建築分野に関しては、2015年に
建築物省エネ法を制定し、2019年に同法
を改正するなど、パリ協定に基づく削減目
標の達成に向けて対策を順次強化してきた。
　こうした中、2050年カーボンニュート
ラル実現と2030年度温室効果ガス46%削
減という新たな目標が掲げられたが、この
目標の達成には、エネルギー削減量として、
住宅・建築物の従来までの削減目標730
万kLから889万kLへ約2割の追加的な削
減が求められている。
　今年4月から「脱炭素社会に向けた住宅・
建築物の省エネ対策等のあり方検討会」を
立ち上げ、対策の強化に向けたロードマッ
プが示されたほか、①住宅等の省エネ基準
への適合を2025年度までに義務化するこ
と、②2030年度以降に新築される住宅・
建築物についてZEH・ZEB基準の水準の
省エネ性能の確保を目指し、整合的な誘導
基準・トップランナー基準の引上げ、省エ
ネ基準の段階的な水準の引上げを遅くとも
2030年度までに実施すること、③住宅の
販売・賃貸時における省エネ性能表示の義
務化を目指すこと等の新たな方向性が示さ
れており、既存ストック対策を含め、早期
の対策の具体化が求められている。
　また、カーボンニュートラル実現に向け
ては、住宅・建築物における再生可能エネ

ルギーの活用が重要であり、新たな「地球
温暖化対策計画」においては、2030年度
までに新築戸建住宅の約6割に太陽光発電
設備を導入する目標が掲げられている。こ
うした再生可能エネルギーの導入拡大に向
けた支援策の強化も検討する必要がある。
　2050年カーボンニュートラルの実現に
向けた取組みの基本的な考え方は、省エネ
性能の確保・向上による省エネルギーの徹
底と再生可能エネルギーの導入拡大である。
そうした観点から、2050年に目指すべき
住宅・建築物の姿は、省エネ分野ではストッ
ク平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ
性能が確保されることであり、再エネ分野
では導入が合理的な住宅・建築物における
太陽光発電設備等の再生可能エネルギー
導入が一般的になるということである。
　そのため、2030年に目指すべき姿は、
省エネ分野では新築される住宅・建築物に
ついてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性
能が確保されることであり、再エネ分野で
は新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が
導入されるという姿である。これらの目標
については、閣議決定された新たな「地球
温暖化対策計画」においても掲げられている。
　国土交通省としては、経済産業省や環境
省ともしっかりと連携しつつ、国民の理解
をお願いしながら、カーボンニュートラル
実現に向けて全力を尽くしてまいりたい。

政策フォーラムを開催
　日本ビルヂング協会連合会（以下、「連合会」）は10月20日、コロナ禍で昨年中止となっ
た「政策フォーラム」を2年ぶりに東京・丸の内の日本工業倶楽部で開催した。今回で9回
目となった「政策フォーラム」は、日本工業倶楽部で一番広い2階大会堂を使用し、収容人
数を通常の1/3程度に抑え、会場での聴講とWebでの視聴のハイブリッド形式で実施した。
　第9回政策フォーラムは『カーボンニュートラルに向けたビル業界の取組みについて』を
テーマに据え、園部俊行・連合会政策委員長（連合会副会長）の開会挨拶に続き、国土交
通省住宅局参事官の今村敬氏、（一財）日本エネルギー経済研究所理事の工藤拓毅氏による
講演が行われ、連合会の坂本努常務理事による連合会の取組み（案）の説明が行われた。
講演、連合会事務局からの説明の後、意見交換がなされた。
　以下、講演の骨子を紹介する。

フォーラムの会場の様子

園部政策委員長

第9回
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■講演②
カーボンニュートラルに向けた
再生可能エネルギー政策の現状と
課題について
（一財）日本エネルギー経済研究所 理事

工藤 拓毅 氏

　GHG（Green House Gas：温室効果ガ
ス排出量）の目標強化の流れをみておくと、
昨年10月の2050年ゼロエミッション宣言
に続き、今年4月にその過程における
2030年の温室効果ガス削減目標が2013
年度比46%に強化された。
　この政治的な判断は非常にインパクトが
大きく、それまでの長期目標である2050
年80%削減をベースに検討されていた第
6次エネルギー基本計画や地球温暖化対策
計画の改定作業も目標強化を組み込む流
れとなった。
　エネルギー基本計画では、2050年カー
ボンニュートラルへのシナリオとして、具
体的な数値を示すまで至らなかった部分が
あるが、そうした中でも、2050年カーボ
ンニュートラルを実現するため、太陽光・
風力・バイオマス・地熱・水力等の再生可
能エネルギーについては「主力電源として
最優先の原則の下で最大限の導入に取り組
む」との姿勢が示された。
　また、この基本計画では、2050年を見
据えた2030年の新たな削減目標に対し、
「既存の発想にとどまらない大胆な政策的
措置、方向性を示さなければ、2030年の
野心的な目標達成はおぼつかないこと」、
「エネルギーコスト、電力コストの上昇を
可能な限り抑えるなどエネルギーミックス
による安定的で安価なエネルギー供給のた
めの政策対応が必要なこと」などが課題と
して挙げられている。

　これまでの再エネ政策を振り返ると、
2009年から始まった余剰電力買取制度、
2012年に制定されたFIT法（固定価格買
取制度）によって、再エネのうち、太陽光
発電の導入が大きく伸びた。再エネの国際
比較（2018年実績）によると、日本の再
エネ導入容量は世界第6位、太陽光発電容
量にかぎると世界第3位となっている。
　FIT制度がもたらした成果といえるが、
今後主力電源として再エネの導入拡大・維
持を図っていくためには国民負担の抑制、
長期的・安定的な運用が可能となる制度や
環境の構築、電力システムの統合等といっ
たFIT制度の見直しが不可欠である。
　これまで主役だった太陽光発電（メガ
ソーラー）は、災害に対する安全面の不安、
景観や環境への影響のほか、地域との共生
が求められる等の課題が出てきている。ま
た、陸上風力発電についても山間部での設
置が増えるなど、平野部での適地が減少し
ているといった課題が浮上している。
　そうした中で、いま期待されているのが
洋上風力発電で、今年3月月時点で4カ所
稼働していて、既認定・未稼働案件は7か
所となっている。洋上風力発電は、再エネ
の中でも①大量導入が可能、②コスト低減
による国民負担低減が可能、③経済波及効
果が大きい－という3つのメリットがあり、
再エネ主力電源化の切り札といわれてい
る。
　政府の導入目標によると、2030年までに
1,000万kW、2040年までに3,000万kW
～4,500万kWの洋上風力発電の形成を目
指している。導入拡大に向け、2019年に再
エネ海域利用法を施行しているが、今後は
漁業関係者などとの協議会組織や促進区域
の指定、公募による事業者選定、最大30年
間の占有許可など手続きの短縮化、サプラ
イチェーンの構築などが必要になってくる。

■事務局からの報告
日本ビルヂング協会連合会における
カーボンニュートラルに向けた
取組み（案）について
日本ビルヂング協会連合会 常務理事

坂本 努
　日本ビルヂング協会連合会では、2050

年カーボンニュートラルに向け、次のよう
に検討を進めていくことにしている。
　まず、経団連と連携して「カーボンニュー
トラル行動計画」を推進していく。これま
でも経団連と連携し、エネルギー使用量の
削減を目標とする「低炭素社会実行計画」
を推進してきた。この中で、オフィスビル
（共用部）のエネルギー使用量を2020年
度に2009年度比15%削減、2030年度に
同20%削減を目標に掲げ、2020年目標は
達成した。
　経団連は、政府の2050年カーボンニュー
トラルの方針を受け、この「低炭素社会実
行計画」を「カーボンニュートラル行動計
画」に改め、今年6月にその協力を要請し
てきた。
　連合会では、経団連の要請に基づき、こ
れまで行ってきたエネルギー値の調査から、
CO2排出量削減値の調査に改めていく。そ
の際、会員の負担を減らしつつ精度を高め
るため、省エネ法等の定めに基づく法定報
告データの活用を検討する。
　また、2030年の温室効果ガス排出量を
2013年度比46%削減するためには、再生
可能エネルギーの大幅な導入が求められる
ことから、新たなエネルギー基本計画での
再エネの位置づけやその提供体制の動向を
踏まえつつ、2030年目標を見直していく。
　次に、昨年度に不動産協会と連携して策
定した「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」について、2050
年カーボンニュートラルを目標とし、その
道筋等につき、状況の調査と整理を行って
いく。その一環として、今年は東京協会を
中心に、今後国際的に制度化が進められる
とみられるカーボンプライシング等につい
て調査・検討を進めていく。
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西日本エリアの新拠点
『本町サンケイビル』誕生
～Withコロナに対応した新時代のオフィス～
～変化するオフィス需要と多様な働き方に対応～

西日本エリアの新たな
拠点ビルとして位置づけ

　サンケイビルでは、東京・大手町の「東
京サンケイビル」（地上31階建て、基
準階約525坪）や大阪・梅田の「ブリー
ゼタワー」（地上34階建て、同約400坪）
といった超高層オフィスビルのほか、
基準階100坪～ 300坪程度のハイグ
レードでハイスペックなミッドサイズオ
フィスビル「S-GATE」シリーズを東京
の主要エリアで展開している。
　同社がビル事業を拡充していく上で
のポートフォリオ戦略の一環として、
2018年（平成30年）9月に大阪・本
町で用地を取得し、開発を進めていた。
　西日本エリアの新たな拠点ビルとし

て位置づけ、これを契機に同社では全
国主要都市を中心に優良不動産の開発・
取得を積極的に推進し、物件ラインナッ
プのさらなる拡充を図っていく方針だ。
　「本町サンケイビル」は、Osaka 
Metro御堂筋線・中央線・四つ橋線の
3路線が交差する本町駅から徒歩1分と
交通利便性の高い好立地に位置し、本
町通に面し、大阪の大動脈である御堂
筋からも至近という立地特性を有して
いる。
　本町エリアはもともと商人に支えら
れた街で、現在も日本屈指の商都とし
て国内を代表する企業が拠点を構えて
いる。大阪のオフィスエリア（梅田～
難波間）の中心に位置し、神戸や北摂
エリア、大阪港などのウォーターフロン
トエリア、南大阪や奈良方面といった
関西圏の全方位からアクセスしやすい
大阪オフィス街の中心地に立地してい
る。

Withコロナに対応した
各種技術を導入・提案

　「本町サンケイビル」の概要は、敷地
面積2,455.84㎡、建築面積1,563.54㎡、
延床面積2万9,677.21㎡、基準階オフィ
ス面積が1,113.62㎡（約336坪）、S・
SRC造地上21階建ての規模。1階に店

舗を配し、3階と4階が駐車場、5階か
ら21階が事務所となっている。
　開発にあたって、新型コロナウイル
ス感染症対策のための技術をいち早く
導入しているのが特徴で、“Withコロナ”
に対応した「非接触」と「換気」をテー
マにした各種提案をしている。
　また、一般財団法人建築環境・省エ
ネルギー機構による「CASBEE-WO
（ウェルネスオフィス）認証制度」（以下、
「CASBEE-WO」）における最高評価の
Sランクを取得。ココロとカラダを豊か
にする“Well-beingオフィスビル”と
しての提案・演出を図っている。
　このほか、「制振ブレース構造による
高い耐震性」や「異系統2回線受電方式、
非常用発電機の設置によるBCPの強力
バックアップ」、「都心型オフィスでは希
少なオフィスフロアへ直結の自走式駐
車場」といった特徴を有している。

時流に合わせ
ユニバーサルな感染症対策

　サンケイビルが2019年11月に建設
に着手してまもなく新型コロナウイル
ス感染症が蔓延し、感染症対策が大き
な社会問題となっていった。
　こうした状況をいち早く捉え、同社
では「非接触」と「換気」に注目して

本町サンケイビル外観

　大阪を代表するビジネス街“本町”に「Good Work, Good Health！」をコン
セプトにした新時代のオフィスビル「本町サンケイビル」が今夏誕生した。
　同物件を手掛けたのは東京と大阪を中心にビル事業を展開する㈱サンケイビル。
同社が推進する“「ひと」をオフィスの真ん中へ。”をコンセプトとする「S‒GATE」
シリーズの思想を追求し、多様な働き方に対応するとともに、“Withコロナ”の社会
にも対応する新しいオフィスを提案している。
　本号では、「本町サンケイビル」の特徴や魅力を紹介する。

開発地の地図



5びるぢんぐ●No.369

新たな機能の導入を図った。
　「非接触」では、エレベーターにタッ
チレスボタンを採用し、ボタンに触れ
ることなく、手をかざすだけでエレベー
ターの呼び出しを可能とした。また、テ
ナント入居者専用のセキュリティカード
に行先階を事前登録することでカード
リーダーをかざすとフロアボタンが自
動点灯し、エレベーターが作動。各フ
ロアでの入室扉をカードリーダー対応
の自動扉に変更可能なシステムとし、
ビルの入館からオフィスの入室まで非
接触化を図っている。
　「換気」については、オフィス内の空
気を1時間に2回入れ替える機械式換気
システムを導入しているほか、各階の
窓面16カ所に外気を取り入れることが

できる自然給気スリットを設置してい
る。
　さらに、エレベーター内についても
換気ファンとイオン発生機を実装し、
空気の清浄化を図っている。
　このほか、複数人を約1秒で同時検
温できる高性能検温システムをエント
ランスに配置している。

“Well-beingオフィスビル”
としての提案・演出

　オフィスワーカーの健康に配慮し、
ココロとカラダを豊かにする提案・演
出を施しているのも大きな特徴で、エ
ントランスロビーに壁面緑化とLED
ディスプレイを組み合わせた環境演出

「モーション・グリーン・ウォール」を
設置している。高さ約11mの壁面緑化
に水のせせらぎや鳥のさえずりが聞こ
えてくる振動スピーカー、森の香りが
漂うアロマディフューザーを組み込み、
五感を刺激する自然の移ろいを時間の
経過とともに演出している。
　また、エントランスロビーには大型
引き戸を採用。大きな引き戸を開放す
ることで、開放的で気持ちの良い空間
を演出するとともに、外気を取り込む
ことができ、換気効果も得られ、風通
しのよい知的生産の場としての活用も
想定している。
　さらに、本町通りに面した空間に心
地よい風の吹き抜ける「風のピロティ」
を設け、通りとの連続性、街の賑わい

非接触EV

モーション・グリーン・ウォール

自然給気スリット

エントランス
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への貢献を図っている。
　さらに、公共交通機関の利用低減と
運動不足解消のため、都会の移動に便
利なシェアサイクルを敷地内に導入し
ている。

CASBEE-スマートウェル
ネスオフィス」の最高ランク
など各種認証を取得

　「本町サンケイビル」では、オフィス
ワーカーの健康性や快適性と、建物の
総合環境性能へ配慮する一環から、（一
財）建築環境・省エネルギー機構の
「CASBEE-WO」に加え、「CASBEE-大
阪みらい」でも最高評価であるSランク
を取得し「CASBEE-スマートウェルネ
スオフィス」として認定されている。

　評価の対象は、共用
部・外構・オフィス部
分の基本性能に加え、
運営管理、基本性能を
運用するプログラムに
までわたり、①エント
ランス、階段、屋上等
の共用部の「知的生産
性向上に資する仕組
み」、②レイアウトの柔
軟性や断熱性、温熱快
適性を確保したことに
よる「健康性・快適性」、

③バリアフリー法認定を取得し、多様
な人材が利用しやすい環境を構築した
ことによる「利便性」、④制振による高
い構造安全性や災害時エネルギー供給
対応といったビルの「安全・安心性」
―について高い評価を得てい
る。
　これに加えて、国土交通省
のサステナブル建築物等先導
事業（省CO2先導型）に
2019年8月に採択されてい
るほか、同12月には建築物
省エネルギー性能表示制度
「BELS」の最高位である5つ
星を取得している。

　また、健康増進のための「上りたく
なる階段」を建物内の南北2か所に設
置。建物の高さを活用し、世界各国の
都市や名所を標高で表したデザインの
ほか、上った高さにより消費したカロ
リーを野菜や果実に表したデザインな
どを階段スペースに描き、階段利用を
促し、昇降を楽しむ仕掛けを用意して
いる。

テナント専用の
「屋上ワークテラス」等、
多様な知的生産の場の提供

　オフィスフロアは基準階336坪の整
形空間となっており、多様な働き方に
柔軟に対応したプランを提案している。
　感染症対策に配慮したプランでは、

風のピロティ

上りたくなる階段

屋上テラスCASBEE-SWOの認証マーク
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西日本エリアの新拠点『本町サンケイビル』誕生

効率的にデスクを設置できる対向式レ
イアウトを基本に、通常10人掛けのデ
スクを6人掛けとすることで、ソーシャ
ルディスタンスを確保。増員が必要な
場合は、パーティションやデスクパネ
ルの設置等でレイアウト変更にも柔軟
に対応している。
　社員の席を固定しないフリーアドレ
スのニーズには、Web会議用ブースや
上下昇降デスクエリア等を設け、一人
ひとりのワークスタイルに合わせたフ
レキシブルなレイアウトを提案。また、
社員同士のコミュニケーションから生
まれる“コミュニケーション・イノベー
ション”を促進するための交流スペー
スの提案など多様なオフィスニーズに
応えている。
　さらに、多様なワークプレイスを求
めるニーズにも対応し、テナント専用
の「屋上テラス」を設けているのも特
徴の一つ。Wi-Fiや電源設備を完備して
いるほか、日差しを遮るオーニングを
設置し、快適に過ごせる空間を提供し
ている。利用については、座席予約シ
ステムを導入し、新たなワークプレイ
スとしての利用促進と円滑な運用を
図っている。

BCPをバックアップ、
都市型オフィスで
希少な自走式駐車場

　「本町サンケイビル」では、オフィス
ビルとしてのBCPの強化として、本線・
予備線の2回線受電方式とし、本線の
停電時にも予備線による電力供給を可
能とする「異系統2回線受電方式」を
採用。それに加えて、最大48時間・運
転可能な非常用発電機を設置し、共用
部の電力供給を確保している。
　また、テナントのBCPに対応するた
め、屋上にテナント用の発電機設置ス
ペース（最大300KVA）を用意している。
　このほか、都心型オフィスでは希少な
自走式駐車場を55台・身障者用2台を3・
4階に設置している。それぞれのフロア
に車寄せスペースを設けており、駐車
場からエレベーター、オフィスフロアま
でのスムーズな動線を確保している。

SDGs（持続可能な開発目標）
への貢献に努める

　サンケイビルは、サステナビリティ

に配慮した適切な事業活動の推進とと
もに、持続可能な社会の実現に貢献し
ていく方針を打ち出している。その一
環として、「SDGs（持続可能な開発目
標＝17目標）」への取組みも積極的に
展開している。
　今回の「本町サンケイビル」では、
SDGsの目標3（すべての人に健康と
福祉を）・目標7（エネルギーをみんな
に　そしてクリーンに）・目標8（働き
がいも経済成長も）・目標11（住み続け
られるまちづくりを）・目標12（つくる
責任つかう責任）・目標13（気候変動
に具体的な対策を）に対応し、貢献し
ている。
　具体的には表のとおり。
　サンケイビルでは、「本町サンケイビ
ル」の竣工に合わせ、「今後もひとつひ
とつ丁寧な開発を行い、都市に暮らす
人々の生活利便性や、働き方・暮らし
方の多様性に応えるために、時代に合
わせたオフィスビルを提供することで、
人々が安心して働けるまちづくりに取
り組み、社会貢献を意識した開発に取
り組んでいく」との方針を発表。
　今後、同社が手掛ける大規模開発や
S-GATEシリーズの開発が注目される。

所在地： 大阪府大阪市中央区本町四丁目３番９号
敷地面積：2,455.84㎡
建築面積：1,563.54㎡
延床面積：29,677.21㎡
基準階オフィス面積：1,113.62㎡（約336坪）
建物用途：事務所、店舗、駐車場
構造・規模：S・SRC造、地上21階建て
設計・施工：株式会社竹中工務店
着工：2019年11月1日
竣工：2021年8月31日
アクセス： Osaka Metro御堂筋線・中央線・

四つ橋線「本町」駅徒歩1分

物件概要

株式会社サンケイビルは持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

表

目標3 ビル入館からオフィスへの入室までの非接触、機械換気や自然給気スリットによる
外気導入、エレベーター内空気浄化及び乗車人数制限などの感染症対策。

目標7 省エネ、長寿命のLED照明を設置し、消費エネルギーの削減。
水冷熱源システムによりヒートアイランド現象を抑制し、高い冷暖房効率を実現。

目標8
屋上テラスを計画し快適性や知的生産性の高い労務空間の提供。
柔らかな光に満たされた鮮やかな緑と自然の香りが心地よいエントランス空間の
設置。

目標11
敷地内及び屋上の緑化を推進。
BCP対応（異系統2回線受電・非常用発電機・備蓄用倉庫）により、入居テナント
のレジリエンス向上。

目標12 解体、建設時に出る廃棄物の適切な処理。
目標13 非常時に備え非常用品の備蓄。
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ヒューリック、
環境配慮経営を推進
― 日本初の試み、銀座で2時間耐火木造ハイブリッド
商業ビルを10月竣工
―一過性ではなく継続的な取組みへ

経済同友会の提言に共感、
木造建築シンポジウムを主催

　「HULIC &New GINZA 8」の竣工か
ら遡ること3年前。ヒューリックも加盟
している経済同友会が林業の育成を通
じた地方創生等を目的とした提言書『地
方創生に向けた“需要サイドからの”
林業改革～日本の中高層ビルを木造建
築に！～』を発表した。
　この提言は、地方創生のため、国土
の7割近くを占める森林（木材）を貴
重な地域資源として活用し、中高層ビ
ルの木造建築化を目指そうというもの。
また、この提言にはもう一つ環境とい
う側面があり、木材はコンクリートや鉄
等に比べCO2排出削減効果がある上、
炭素の固定化（木造はコンクリート造
の約4倍の炭素を固定化する）を図る
ことができ、環境配慮型の循環経済に
貢献するという点だ。
　オフィスビル事業を主力とし、環境
への取組みにも重点を置くヒューリッ
クでは、こうした経済同友会の提言に
共感し、耐火木造の中高層ビルへの挑
戦に踏み出すこととなった。
　その第一歩となったのは翌2019年
10月15日、東京・有楽町の有楽町マリ

オン11階のヒューリックホール東京で
主催した『都市部における木材需要の
拡大を目指して－中高層ビルの木造化
への挑戦』と題したシンポジウムだ。
　シンポジウムで基調講演を務めたの
は建築家の隈研吾氏（テーマ：コンク
リートから木へ）で、基調講演の後に
は隈研吾氏と東京海上日動火災保険㈱
相談役の隅修三氏、㈱日建設計代表取
締役社長（当時）の亀井忠夫氏、㈱竹
中工務店代表取締役会長（当時）の宮
下正裕氏らによるパネルディスカッ
ションが繰り広げられた。
　このパネルディスカッションのパネ
ラーをみると、隅修三氏はヒューリック
が共鳴した提言書を発表した経済同友
会会長（当時）、さらに「HULIC &New 
GINZA 8」の事業化でパートナーを組
んだ関係者が参加している。

環境配慮経営を推進、
耐火木造建築への挑戦も
その一環

　ここで、ヒューリックの環境への取
組みを紹介しておく。
　ヒューリックでは環境配慮経営を推
進する一環として「環境方針」を掲げ、
これに基づく独自の「環境マネジメン

ト（EMS）」を構築するとともに、「環
境長期ビジョン」を策定し、気候変動
や循環型社会実現に向けた取組みを展
開している。
　中でも注目は、今年8月に、それま
で2050年としていた保有建物の電気
由来のCO2排出量ネットゼロ化達成時
期を20年前倒し、2030年までの達成
を宣言したことである。この同社の取
組みが他社と一線を画しているのは、
電力会社等に頼ることなく、自社で再
生可能エネルギー発電設備を開発し、
完全自社発電100%での達成を目指す
という方針だ。2021年中に、計20か所
でFIT制度（固定買取制度）を活用し
ない太陽光発電設備の設置が完了する
計画であり、他にも小水力発電設備を
組み合わせることで、着実に再エネ電
源への切り替えを進め、CO2排出量ネッ
トゼロを目指す。また、発電した再エネ
電気はグループ企業が全量を買い取り、
保有建物へ供給する。これにより、市
場の影響を受けないモデルを確立した。
　ヒューリックは、こうした先進的な環
境への取組みの一環として、製造・加
工に要するエネルギー消費量の少ない
（CO2排出量も少ない）木材を利用した
耐火木造建築の開発へ乗り出すことに
した。

「HULIC &NEW GINZA 8」の外観
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ヒューリック、環境配慮経営を推進

信頼できるパートナーと
「HULIC &New GINZA 8」
事業化

　ヒューリックの耐火木造建築への
チャレンジは2019年初めからスタート
した。バリューアッド事業部参事役の
村田貴広氏をリーダーに、4～5名の
スタッフが担当。新たな取組みではあ
るものの、全員が兼務という形で事業
に携わることになった。
　また、プロジェクトをスタートさせる
時点で、信頼できるパートナーとして
2019年に主催したシンポジウムに参加
した竹中工務店、隈研吾建築都市設計
事務所とタッグを組んだ。
　事業の推進にあたっては、木造100%
にこだわるのではなく、鉄や鉄筋コン
クリートと組み合わせることで、それぞ
れの材料・構造の特徴を活かし、適材適
所に組み合わせて使用したハイブリッ
ド型の構造を選択した。
　設計・施工を担当した竹中工務店は
「建築設計上、構造設計上の性能や安全
性を確認するため、材料レベル・部材
レベル・モックアップレベルでのシミュ
レーションや検証、実験等を社内の多
くの部署と協同しながら進めていった。

新たな設計的試みが多い中、注目度の
高いプロジェクトであることもあり、一
つ一つ課題を確実に解決しながら進め
ていった」（設計部・島田潤氏）という
ように、耐火木造の中高層建築物のリー
ディングプロジェクトとしての使命感
を感じながら臨んだことがうかがえる。

木造と鉄骨造による
ハイブリッド構造を採用

　「HULIC &New GINZA 8」の敷地は、
中央通りに面した間
口が約10m、奥行き
が約25mという細
長い形状である。
　木造と鉄骨造によ
るハイブリッド構造
を採用した中央通側
の2スパンについて1
フロアあたり10本の
柱・梁を耐火集成材
とし、建物中央部の
コアを耐震壁・制振
壁を有する鉄骨造と
した。更にスラブや、
制振壁の一部、防振
柱として、集成材や
CLT（直交集成板）

を用いている。
　耐火集成材として使用したのは、竹
中工務店が開発した「燃エンウッド®」。
また、床にはCLTとRC（鉄筋コンクリー
ト）との合成スラブを採用している。
　「燃エンウッド」について、竹中工務
店では2012年に1時間耐火柱の大臣認
定を取得。4層までの木造構造を可能
とし、建設実績を積んだ。さらに、
2017年に柱、2018年に梁について2
時間耐火の大臣認定を取得。これによ
り、14層までの木造構造が可能となり、

■日本初のサステナビリティ・リンク・ボンド発行
　2020年10月、ヒューリックが日本初となるサステナビリティ・リンク・ボンドを発行し、大きな話題を呼んだ。これは、環
境への取組みに対するヒューリックの覚悟がうかがえるニュースだ。
　サステナビリティ・リンク・ボンドとは、企業がサステナビリティに関する目標を設定し、その達成状況に応じて発行条件（利
率）が変わる新型債券。ヒューリックが設定した目標は2つで、一つ目が2025年までにヒューリックグループが事業活動に使
用する電力のすべてを再生可能エネルギー化する「RE100」の達成、二つ目が5年以内に東京・銀座8丁目で計画している耐
火木造12階建て商業ビル「HULIC &New GINZA 8」の竣工。
　環境への取組み姿勢を示し、その目標達成をコミットした債券を発行することで、目標達成という社会的な責務を果たして
いこうというもの。

木造と鉄骨造とのハイブリッド構造
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本プロジェクトへの採用につながった。
　このほかの特徴として、耐火集成材
の柱と梁の接合部について、納まりを
改良したSRC（鉄骨鉄筋コンクリート）
仕口を採用し、木と柱と梁を複雑に取
り合わせることで、木組みのような、継
ぎ目のない美しい仕口を実現している。
また、この仕口は道路使用制限の厳し

い銀座という土地柄に対応し、短い時
間での建て方を実現するものでもあっ
た。
　さらに、銀座の商業テナントビルと
いうことを念頭に置き、こだわったとこ
ろがある。内装工事や設備機器の設置
工事といった入居するテナントが行う
工事に対応しやすい工夫を施している
点だ。耐火集成材梁上に設備用の特殊
なスリーブを設けているほか、設備を
天井から吊るしたり、配線を隠したりす
ることができるレールを天井面に設置
し、木の仕上げを活かした内装設計が
しやすいように計画している。
　こういった新しい納まりや仕様につ
いて、竹中工務店ではモックアップ（実
物大模型）にて意匠性・施工性、そし
て安全性を確認し、ヒューリックにでき
るだけ現物を用いて説明しながら実施
を進めていった。
　竹中工務店では、構造躯体である“木
造”と、仕上げである“木質”の双方
について、美しい建築でありながら、テ
ナントが使いやすい建築をつくること
を目指した。

都市の建築物と生産地の
地方都市を結ぶ

　「HULIC &New GINZA 8」には、鉄
骨造やRC造の建築物にはない、木造な
らではの特徴がある。「材料に産地のス
トーリーがある」というように、使用し
た木材の生産地に思いを寄せるという
概念だ。
　今回耐火集成材やCLTの表面で使用
した木材は、福島県白河市産。ヒュー
リックが初めてメガソーラーを開発
（2014年）したのが福島県ということ
で地縁ができ、その後も建築物に使用
した建材のもととなる立木と同量の伐
採・植林・下刈りを行う活動をしている。
まさに木材のサプライを通じて、都市
の木造建築物と地方の都市がつながっ
ている。
　また、「HULIC &New GINZA 8」に
使用した木材は約300㎥にのぼる。木
材は炭素を固定する効果があることか
ら、使用した木材が固定する炭素量を
CO2質量に換算すると、200t弱となる。
これは日本の一般的な世帯が排出する

燃エンウッド梁上貫通スリーブと天井面レール 貸室内観

継ぎ目のないSRC仕口
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平均CO2排出量の約70年分に相当す
る。ヒューリックが目標としている
2030年CO2排出量ネットゼロ化に大
きく寄与することになる。
　一方、問題や苦労した点もあったよ
うだ。
　その一つは工事費が鉄骨造やRC造
に比べ若干割高となるコストのコント

ロール。この点は木造
の先導的な取組みや、
多摩産材の使用が評価
され、国土交通省や東
京都の補助事業に認定
され、コストアップの
緩和を図ることができ
た。
　また、これは銀座と
いう立地に由来する課
題だったのだが、中央

通は部材の搬入車両などの駐車が、深
夜の4～5時間程度しかできないとい
う制約があった。4時間の間に、1フロ
アあたり木柱4本と木梁6本の計10本
を搬入しなければならず、先述の仕口
改良をはじめ、様々な構法と作業方法
の工夫により乗り切った。工期は2020
年3月～今年10月までの19か月と鉄骨
造やRC造と大きく変わらなかったもの
の、担当者でなければわからない苦労
が多々あったということだ。

次のプロジェクトは
高齢者施設（老人ホーム）
を視野に

　ヒューリックは、今回の耐火木造建
築物について、一過性のエポックメイ
キングな取組みに終わらせるのではな
く、継続的に事業展開していくスタン
スを打ち出している。
　ヒューリックは10年前から高齢者ビ
ジネス分野に乗り出しており、現在で
はベッド数約4,000床（開発中を含む）
におよぶ高齢者施設（老人ホーム）を
所有している。
　「HULIC &NEW GINZA 8」に続く
プロジェクトとして、中高層ビルではな
く、高齢者施設を視野に入れている。
具体的には、新宿区内で木造とRC造の
ハイブリッド構造による4階建ての高齢
者施設を計画している。事業化へ向け
た準備を進め、来年秋の着工を目指し
ていく方針。

ヒューリック、環境配慮経営を推進

木造架構の建方の様子

高齢者施設「チャームプレミアグラン南麻布」

深夜に実施された木造部材の建方

建築地：東京都中央区銀座8－9－7
建築面積：207.49㎡
延床面積：2,459.55㎡
階数：地下1階、地上12階建て
構造：木造＋鉄骨造
高さ：60.540m（屋上工作物含む）
建築主：ヒューリック㈱
設計施工：㈱竹中工務店
外装デザイン監修： ㈱隈研吾建築　

都市設計事務所

「HULIC &New GINZA 8」の概要
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60周年を迎えた新潟協会

■ 昭和36年11月1日、新潟ビルヂング
協会設立

　新潟ビルヂング協会（以下、「新潟協会」）
は、高度経済成長期の真っ只中の昭和36
年（1961年）11月1日、帝石不動産㈱新
潟営業所の関川信二取締役所長の発声に
より、協会の設立に至り、新潟商工会議所
内に事務局を置くこととなった。
　当時は、政府が「全国総合開発計画」（昭
和37年10月）を決定し、それに伴って「新
産業都市建設促進法」が制定され、同法に
基づき新産業都市に全国13地区が指定さ
れた時期だった。この13地区の中に新潟
市も入り、まさに新たな産業都市として発
展していくタイミングであった。
　発足した新潟協会の初代会長には中央
ビルディング㈱の富山富一氏が就任。以降、
佐藤太三郎氏（昭和38年）、今井常次郎氏
（昭和39～41年）、渋谷嘉雄氏（昭和42年）、
富山富一氏（昭和43年・第二次）小林和七
氏（昭和44～45、47～54年）、白島武氏
（昭和46年）、石黒開蔵氏（昭和55～56年）、
石原昌隆氏（昭和57年～平成13年）、富
山修一氏（平成14年～平成30年）が会
長を務めた。現在は、令和元年の定時総会
をもって就任した木山光会長のもと、精力
的に事業運営と会員の親睦が図られている。
　設立当初の会員数は9社でスタートした
が、現在では会員22社・賛助会員1社で

構成されるまで会員が増加している。

＜協会設立以降の経過＞
○ 昭和43年5月24日　社団法人 日本ビ
ルヂング協会連合会に加入
○ 昭和54年6月12日　「第39回（社）日
本ビルヂング協会連合会定時総会」を
当地開催
○ 平成10年5月27日　「第58回（社）日
本ビルヂング協会連合会定時総会」当地
開催
○ 平成30年6月6日　「第78回（一社）日
本ビルヂング協会連合会定時総会」当地
開催

■ まちの活性化で新潟市へ要望書、  
積極的な事業活動展開

　新潟協会ではビルの所有者及び経営管
理者が常に社会の動向を踏まえ、ビル業界
を取り巻く環境に応じた諸問題を解決し、

効率的なビル経営を行うための種々の活動
を行っている。
　協会会員相互の情報交換に留まらず、都
市づくり、まちづくりの担い手としての責
任から、一般社団法人日本ビルヂング協会
連合会と連携して様々な意見具申、政策提
言を行っている。
　最近のトピックスでは、昨年（2020年）
3月16日に、新潟市中心市街地の活性化
促進についての要望書を中原八一新潟市
長に提出した。
　この要望書は、昨今の新潟市を巡る社会・
経済情勢やオフィスビル事情を踏まえ、新
潟市の拠点性を向上させ、中心市街地の活
性化を促進させるためには官民挙げて総力
で課題解決に取り組む必要があるとの認識
から取り纏めたもので、①「まちなか再生
建築物等整備事業」による補助金について、
②都心部における老朽化ビルの整備や低・
未利用地の利活用についての2項からなっ
ている。
　こうした要望活動の結果、令和3年9月
1日に新潟都心地域が「都市再生緊急整備
地域」の指定を受けるに至った。
＜新潟市のまちづくり等に対する主な活動＞
○ 平成19年度、「新潟市中心市街地活性化
協議会」の委員として「新潟市中心市街
地活性化基本計画」の策定に尽力　（平
成20年3月12日付けで内閣総理大臣認

　今年、京都ビルヂング協会が創立80周年を迎えたのに続き、新潟ビルヂング
協会が創立60年の節目を迎えた。
　新潟協会は昭和36年（1961年）に設立され、7年後に日本ビルヂング協会連
合会（以下、「連合会」）に加盟。以降、連合会の活動を支えてきた。
　同協会では、10月29日に創立60周年記念懇親ゴルフ会を開き、11月1日に新
潟市のホテルオークラ新潟で関係者を集めて60周年の記念式典を開催した。新
潟協会の沿革やその活動等を紹介する。

懇親ゴルフ会の様子懇親パーティの様子

新潟市長に要望書を提出（2020年）

総会の様子（平成30年）
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定を受ける）
○ 平成23年度、「新潟市まちなか再生本部
会議」に参画し、大和新潟店の撤退発表
を受けて今後のまちのあり方等について
提言
○ 令和2年度、「まちなか再生建築物等整
備事業」による補助金の引き上げと、都

心部における老朽化ビルの整備や低・未
利用地の利活用について官民協働で議論
を深める場の設置を新潟市へ要望
○ 令和2～3年度、「新潟都心地域　都市
再生緊急整備地域に係る協議会」に参画
し、国指定及び指定後の運用に関して意
見具申を行い、その結果、令和3年9月

1日に新潟都心地域が「都市再生緊急整
備地域」の指定を受ける
　なお、11月1日の創立60周年記念式典
では、日本ビルヂング協会連合会の木村惠
司会長からのビデオメッセージが大型スク
リーンに流された。
　以下が木村会長のメッセージの骨子。

　この度は新潟ビルヂング協会様が創立60
周年を迎えられ、まことにおめでとうござい
ます。
　本来は直接会場に足を運びたいところです
が、コロナ禍であることからビデオにて祝辞
を述べさせていただきます。
　新潟ビルヂング協会様と当連合会とは、常
日頃から情報発信、情報共有し、相互に高め

あうことを目的に互いに活動を行っておりま
すが、昭和54年、平成10年、平成30年に
は定時総会をこの新潟市で開催させていただ
き、19の関係団体との親睦や交流を深めるこ
とにご尽力いただいたほか、毎年政策委員を
派遣いただき、都市の活性化に向けた取り組
みをともに行うなど、永年に亘り連合会の活
動にご協力いただいていることに深く感謝申
し上げます。
　新潟ビルヂング協会におかれては、昭和
36年11月1日に新潟商工会議所内に事務局
を設置されて以降、会員企業様の意見を集
約のうえ、地元自治体に対する要望活動を重
ねられ、「新潟市中心街地活性化基本計画」
の策定等で街づくりの活性化に長らく関わら

れてきたと伺っております。
　令和元年に現在の木山会長が就任された
以降も活動を継続し、本年9月1日に新潟都
心地域が「都市再生緊急整備地域」の指定
を受けられましたことは、60周年を迎える
のに大きな花を添えられ、私個人も嬉しく
思っております。
　都市政策ばかりではなく、昨今関心が高まっ
ている脱炭素社会に向けた取り組みも今後必
要になって参りますので、連合会からの情報
提供や発信を引き続き行い、良い街づくりの
一助となるようにありたいと思っております。
　新潟ビルヂング協会様と会員企業様の更
なるご発展を祈念し、甚だ簡単ではあります
が、お祝いの言葉に代えさせていただきます。

　日本ビルヂング協会連合会、東京ビル
ヂング協会常務理事の退任にあたり一言
ご挨拶申し上げます。2016年10月より5
年1ヵ月に渡り、皆さまのご指導、ご支援
を得て、何とか勤め上げることができまし
た。誠にありがとうございました。前半の
3年間は、アベノミクスの効果などにより、
緩やかながらも継続的な景気の回復基調
のなか、ビル市場も好調な推移をしてまい
りました。京都、新潟、福岡と地方で開か
れた連合会総会にも参加させていただき、
皆さまとの懇親を深めさせていただけたこ
とは、なによりの思い出です。開催にご尽
力された三協会の皆さま、大変お世話にな
りました。海外では、サン・アントニオで
のBOMA総会に参加させていただき、サ
ンフランシスコやシリコンバレーでのまち
づくりやビル経営の現場の勉強にも行かせ
ていただきました。また、東京だけの話で
はありますが、小池知事が都政を担われる
ようになり、都の予算等につき都知事への

直接の要望の機会を得たことも協会の存
在感の向上に資することができたと思いま
す。こうした、幸せな日々は長くは続かな
いということでしょうか、後半の2年間は、
こうした状況に大きな影がさしてしまいま
した。ご存じのとおり、コロナ禍が世界中
で猛威を振るい、東京協会を中心に皆さま
が入念に準備され、昨年開催予定だった
連合会の80周年の記念事業がすべて中止
となり、誠に残念でありました。同年に予
定されていた東京オリンピック・パラリン
ピックは、本年、何とか開催され、多くの
感動を残しましたが、連合会は、講演会、
旅行会などはすべて中止となり、かろうじ
て80年史が発行でき、記録を残せたこと
はせめてもの救いでありました。連合会、
地方協会でご担当された方々のご尽力に
感謝と敬意を表する次第です。コロナ禍が
続くなか、連合会では、「ビル事業におけ
る新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド
ライン」の策定、国などへの要望の提出、

コロナ禍の影響
調査などを行っ
てまいりました。
幸いワクチンの
接種も進み、緊
急事態宣言の終
了、各種の制限
の緩和が進められようとしております。ビ
ル協らしく新年の挨拶をかわし、また、連
合会総会にて地方協会を訪れ、旅行・ゴ
ルフをともに楽しみ、懇親を深められる状
況が一刻も早く訪れることを願っておりま
す。一方、今日、カーボンニュートラルや
DXの推進など新たな課題が顕れておりま
す。いずれもビル業界に大きな影響を及
ぼすものとみられます。こうした課題に、
皆さまの英知を結集して立ち向かい、連合
会、各協会がますます発展されますことを
祈念し、併せて会員の皆様のご健勝を祈
念しまして、退任のご挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございました。

常務理事退任ご挨拶

坂本 努



（一社）北海道ビルヂング協会

10月例会の開催
▶10月14日にシービーアールイー㈱札幌支店
様のご厚意により、Zoomをお借りして、10
月例会賛助会員とのビジネス交流会を開催さ
せていただきました。例会の冒頭に（一財）
省エネルギーセンター北海道支部様による
「省エネ最適化診断のご案内」を、北海道電
力㈱様には、「カーボンニュートラル実現に
向けた取り組み」～ほくでんZEBコンサルの
ご紹介～ を、北海道ガス㈱様には、「カーボ
ンニュートラルに向けた北ガスグループの取
り組み～Carbon Neutral Challenge 2050
～」を、CBRE㈱札幌支店様には「ESGと環境
認証制度について」を、4社各20分程度で中
休憩を入れプレゼンをしていただきました。
　このコロナ禍で、初めてのZoomによる長
時間の試みでしたが、40名の参加を得て、ま
ずまずの評価をしていただきました。　
三菱地所㈱「ザ ロイヤルパーク キャンバス 
札幌大通公園」の内覧会の開催
▶10月15日に、三菱地所㈱様が建築され10
月にオープンになった「ザ ロイヤルパーク 
キャンバス 札幌大通公園」を青年部会と一般
会員の32名の合同での内覧会をさせていた
だきました。 本ホテルは、三菱地所グループ
である㈱ロイヤルパークホテルズアンドリ
ゾーツによる北海道第1号店舗であるだけで
はなく、日本初の高層ハイブリット木造ホテル
であり、北海道産木材が多用されております。
札幌テレビ塔のすぐ横、大通1丁目という立地
条件も良いので、札幌にお越しの際は是非お
泊りいただければと思います。（高野 建史）

埼玉ビルヂング協会

初のセミナー開催
▶事務局長職を拝命してから、協会としての
行事を開けないまま半年が経過しました。ま
ずは、セミナーの開催を目標としましたが、
自分自身セミナーを受講したことが無いので、
開催するにも勝手が判らない状態でした。そ
んな折に、神奈川協会がセミナーを開催する

ことを知り、塚田事務局長にお願いして受講
させてもらい、感染対策を講じた上でのセミ
ナー開催の方法等を学ばせて頂きました。ま
た、セミナーのテーマについては、連合会の
事務局に相談したところ、連合会より講師を
お招き出来ることとなり、10月8日に無事初
のセミナー開催の運びとなりました。皆様に
支えられ開催できたことに感謝です。
　ところで、埼玉県内のコロナ感染者数です
が、8月19日の2169人をピークに、昨日は2
人と大幅に減っております。まだまだ安心出
来るとは言えませんが、今後の行事の開催に
向け少しづつ準備を進めていきたいと考えて
いる昨今です。（柿沼 彰）

（一社）神奈川ビルヂング協会

近況と活動推進・・・
▶感染症拡大防止の緊急事態宣言期間を終え、
感染者も減少している状況ですが、人の行動
が活発化し、気を抜いた行動などから、リバ
ウンドを危惧するところです。不安な情勢は
続くと考えます。こうした状況下、当協会の
事業活動は、感染防止対応を図りながら進め
ています。
　事業の講演会は、年度7回予定の内、4回実
施することが出来ました。感染防止対応の制
約がある中で、参加者も例年より減数ですが
やむを得ないと考えます。そこで、参加でき
ない会員様へ講演内容を見られるよう、自前
で録画し活用を図っているところです。
　なお、9月の講演会において、連合会の調
査結果内容について講演を頂いた事務局の安
永様、新井様にはご尽力を頂き感謝申し上げ
ます。また、年1回発行している機関紙もコロ
ナ禍で製作が遅延していますが、順次進め、
12月には配付を予定しています。原稿を頂い
た連合会の新井様には重ねて感謝申し上げま
す。困難な状況下での事業活動推進は、関係
者皆様のご協力なくしては出来なく、人と人の
繋がりと力の結集が大事だと感じる思いです。
　11月には、①理事会、②横浜市行政幹部の
方々との意見交換会を開催しますが、当協会
役員の方々も、やっと顔を見て会話ができる
安堵感と期待感を参加届けから感じるところ
です。
　コロナ禍による経済への影響は、エネル
ギー供給問題や物価高など徐々に現れており、
今、ビル経営への影響について日々、アンテ
ナを立てて情報を得るよう努め、少し先を見
ながら事業活動の継続方法を確認しています。
今後とも、連合会、各協会の皆様からの貴重
な情報を受信し、指針として進めて行きたい
と思います。宜しくお願い致します。
　最近、感心した言葉「頑張らない。無理し

ない。諦めない。いつも一人ではやらない。」
は、高齢になり、納得する思いです・・・。
（塚田 洋一）　

（一社）名古屋ビルヂング協会

「賀詞交歓会」見合わせと「新春講演会」開催
▶新型コロナウイルス感染症の猛威は11月時
点で下火になりましたが、立食パーティを開
き、一同に会するには油断はなりません。例
年1月に開催しております名古屋協会の「賀詞
交歓会」は、昨年に引き続き開催を見合わせ、
令和4年1月の賀詞交歓会に代わるイベントと
して「新春講演会」を企画しました。着座で
講演をお聞きいただいた後、名古屋観光ホテ
ル謹製のお弁当をお持ち帰りいただくように
考えています。大勢の会員様にお集まりいた
だきますが、会話はお控えいただき、感染症
拡大予防にご協力いただきたいと存じます。
　講師にNHKブラタモリ名古屋編に柔和な笑
顔で案内人として出演され、長年名古屋市内
の埋蔵文化財の調査に携わり、歴史散歩を愛
する木村有作先生に、「徳川家康によるナゴ
ヤのまちづくり（仮題）」について語っていた
だきます。
　日程は1月24日（月）11時、場所は名古屋
商工会議所2階大ホールで行います。今回は
「密」を避けるため「各社1名様」と限定させ
ていただいておりますので、宜しくお願いい
たします。（中村 裕昭）

（一社）京都ビルヂング協会

京都市から感謝状
▶令和3年9月に当協会創立80周年記念式典
において感謝状贈呈式を予定しておりました
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、記念式典が中止となりましたので、代わ
りに令和3年10月5日（金）京都市役所にて感
謝状贈呈式が行われました。当日は門川京都
市長から当協会の髙橋英明副会長、広瀬茂理
事、美濃部正嗣理事へビル業界発展への長年
の功績を称え感謝状が贈呈されました。感謝
状贈呈式の後、門川市長と鈴木都市計画局長、
当協会の長谷川茂名誉会長、中村隆会長、吉
井あきら顧問も同席され、まちづくりの現状
や方向性などについて意見交換が実施されま
した。また、最後に同席者全員で記念撮影が
行われました。今回、このような表彰を受けま
したのも関係各位の皆様のご協力の賜物です。
改めて皆様に感謝申し上げます。（野畑 宴）

（一社）大阪ビルディング協会

協会活動状況について
▶コロナ禍が収まらない中ですが、（一社）大
阪ビルディング協会としましても協会活動を

協会便り協会便り
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緊急事態宣言下ではリモート開催、解除され
ると実開催と使い分けながら、実施しており
ます。ビル見学会も9月3日の本町サンケイビ
ル見学会を協会総務委員会主催で開催しまし
た。また同日の経営委員会と10月15日の大阪
中小ビル経営者研究会で野村不動産株式会
社「Pmo EX新大阪」の見学会も実施し会員
各位に役立っています。
　一方、10月4日には経営セミナーをハイブ
リッドで開催し、約100名のご参加を頂きま
した。
　今後の予定としまして、11月25日の技術セ
ミナーの開催を予定し、また1月12日の新年
会の開催形式等について総務委員会・理事会
にて協議しています。
　感染対策を十分に行った上での日常に、早
く戻れるようになればと考えております。
　会員の増減につきましては、今年度初めに
比べ、正会員1社増、賛助会員4社増となって
います。（白石 浩一）

兵庫ビルヂング協会

ウィズコロナの中で
▶10月18日、秋期役員会、例会、研修会を開
催しました。4月に春期の会を開催した直後、
兵庫県等4都府県に緊急事態宣言が発令され、
その後、会員が集う行事は行えず、兵庫協会
の総会は2年続きで書面開催になりました。
それでも、ワクチン接種を始め防止対策の効
果が上がったのか、9月頃からコロナ禍は収
束に向かいつつあり、感染防止対策に十分配
慮して秋期の会の開催に漕ぎ着けました。研
修会には26社から約40名が出席し、『神戸市
のビジネス環境の現状と活性化について』神
戸市の担当課長にお話をして頂き、また、賛
助会員の紹介で「抗ウィルス・除菌・抗菌等、
接触感染対策」の一提案としてガラスコー
ティング剤の説明を受けました。
　しかし、ウィズコロナが当面続くと思われ、
例年12月に開催する「合同専門委員会・忘年
会」は新春の1月に延期する等、感染状況を注
視して対応を続けていきます。（大久保 義人）

四国ビルヂング協会

事務局長就任のお知らせ／初回トピックス
「旧香川県立体育館について」
▶10月1日付で事務局長に就任いたしました
吉田正典と申します。入社以来ずっと地方銀
行に勤務しておりましたが、その後関連する
会社にて不動産業務に従事し、今般前任事務
局長である加茂の定年退職に伴い事務局長を
拝命しました。ビル事業に関しては経験が浅
いですが、協会各会員の皆様に教えを請いな
がら事務局の運営に努めていく所存です。引
き続きよろしくお願いいたします。
　さて、初回の協会便りのトピックスに選ん
だのは、「JR高松駅前再開発事業と香川県立
体育館」についてです。現在JR四国が主とな
り、JR高松駅の北側に4階建ての新駅ビルの
開発が行われており、2023年度の開業をめ
ざしています。また、2024年度には海側のエ
リアに新しい香川県立体育館が、2025年4月
には私立大学の香川キャンパスが移転してく
る予定です。
　今回のトピックスの中心は「旧香川県立体
育館（高松市福岡町）」についてです。旧香川
県立体育館は1964年に完成しましたが、老
朽化や耐震面の問題もあり2014年9月に閉館
となりました。この体育館、地元では有名な
のですが、あの世界的建築家である故・丹下
健三氏が手掛けた特徴的な外観から別名「船

の体育館」の愛称で親しまれてきました。現
時点で香川県は保存か解体かの明確な方針を
示していませんが、地元の建築家からは「建
築的な価値が高く地域のシンボル的存在だ」
として保存を呼び掛けています。
　最近はインターネットの普及により身近に
情報を得ることは可能です。「旧香川県立体
育館」で検索していただければ、その特徴的
な外観の写真を見ていただけますので、是非
一度皆様に高松の歴史的建造物を知っていた
だければ幸いです。（𠮷田 正典）

九州ビルヂング協会

例会をWeb配信、10月からは通常の例会へ
▶コロナの影響が続く中、当協会では、以前
から課題となっていた例会卓話のWeb配信
を行いました。
　7月は、東京の講師をネットで結び、会場に
会員の方を招いての配信。9月は緊急事態宣
言中となり、講師は会場から講演、会員の方
向けにWeb配信を行った例会の卓話を実施
しました。プロに頼らない事務局による手作
り感満載の配信となりましたが、途中で画像
が固まることなく実施できました。
　10月からは、緊急事態宣言も解除となり通
常の昼食を交えた例会を実施することとなり
ました。あとは、会員の皆様と会話をしなが
ら情報交換ができる状態になることを願って
おります。（安藤 太一郎）
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大阪協会・前常任理事の近藤氏、
国土交通大臣表彰を受賞
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　10月に開催された第33回住生活月間に合わせ、大阪
ビルディング協会の前常任理事で、技術委員会・前委
員長の近藤隆士氏（JR西日本不動産開発㈱・前代表取
締役社長）が国土交通大臣住生活月間功労者表彰を受
賞した。JR西日本関係の駅を中心とした街づくり等へ
の貢献、協会活動を通じた良質なビル建設などビル業
界の発展に寄与したことが称えられた。



プログラム

ライブ配信によるオンライン開催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
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

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
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

講 師 紹 介（敬称略）

■13:30～ 13:35　主催者挨拶
■13:35～ 14:15（40分）

ニューノーマル時代のワークプレイス戦略
 ～リアルオフィスに求められる価値～
                         三菱地所株式会社  代表執行役執行役社長  吉田 淳一氏

■14:20～ 15:00（40分）

脱炭素都市づくりにおける
ビジネス街区のあり方
                                               千葉大学大学院工学研究院  教授  村木 美貴氏

■15:15～ 15:55（40分）

環境課題解決を目指した 
まちづくりへの取組み
東急不動産株式会社  都市事業ユニット  事業戦略部  統括部長  仲神 志保氏

■16:00～ 16:40（40分）

アフターコロナのオフィス市場
                                  シービーアールイー株式会社   
　　　　　　　　  エグゼクティブディレクター リサーチヘッド  大久保 寛氏

2022年 1月 27日（木）13:30～16:402022年 1月 27日（木）13:30～16:40 300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。

〈休憩 15分〉

定 員

：16,500円

：    7,700円

：11,000円

一　般
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
ビル経営管理士／ 2021年度ビル経営管理講座受講生
その他後援団体（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利用を中止いたします。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23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

　新型コロナ感染リスクが長期化し、多くのビル経営者は、これまで経験したことのな
い危機への対応に直面しました。オフィスワーカーは、外出自粛要請が続く中で、在宅
勤務の日数が多くなり、テレワークやWeb会議の頻度が飛躍的に上昇するなど、働き
方の多様化が顕著になりました。
　一方、政府が2050年度までに温室効果ガス排出量実質ゼロの目標を掲げたことを
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アフターコロナにおけるオフィスビルの最新潮流アフターコロナにおけるオフィスビルの最新潮流
～オフィスワーカーの快適性向上や次世代環境配慮ビルを考える～～オフィスワーカーの快適性向上や次世代環境配慮ビルを考える～

受けて、オフィスビルにおいても脱炭素施策が加速しています。
　こうした中で、今後のオフィスビルには、オフィスワーカーの生産性向上や健康増進
などにも配慮した、広い意味での環境対策が期待されています。
　本セミナーでは、各分野の第一線でご活躍されている方 を々講師にお迎えし、アフ
ターコロナのオフィスビルの最新潮流－について展望していただきます。

受けて、オフィスビルにおいても脱炭素施策が加速しています。
　こうした中で、今後のオフィスビルには、オフィスワーカーの生産性向上や健康増進
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［後 援（申請中）］［後 援（申請中）］

三菱地所㈱  代表執行役執行役社長吉田 淳一
1982 年三菱地所株式会社入社。人事部長、ビルアセット業務部
長などを務め、2017 年に取締役　執行役社長に就任し、現在に
至る。
2018 年の本社移転に際して、中堅・若手のプロジェクトチーム
に口を出さず任せて、オフィスづくりを推進。

よし だ 　じゅんいち

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/）。

千葉大学大学院工学研究院 教授村木 美貴
横浜国立大学大学院工学研究科博士課程修了。東京工業大学助手、
オレゴン州ポートランド州立大学客員研究員を経て、2002年千葉
大学工学部都市環境システム学科助教授、2013年同大学大学院工
学研究科建築・都市科学専攻教授。主な著書に「英国都市計画と
マスタープラン」（共著）、「都市田園計画の展望」（共訳）など

むら き　 み き

東急不動産㈱ 都市事業ユニット 
事業戦略部 統括部長仲神 志保

1998年に東急不動産入社後、開発事業本部を経てビル事業本部（現
都市事業ユニット）に配属。新目黒東急ビル、日比谷パークフロ
ント、東京ポートシティ竹芝など、東急不動産のビル事業の転換
点となったプロジェクトの開発責任者を務めた。2021年度より同
ユニット 事業戦略部統括部長に就任。

なか がみ　 し ほ

シービーアールイー㈱ 
エグゼクティブディレクター リサーチヘッド大久保 寛

CBRE のリサーチ部門の責任者として、オフィス、物流施設、商
業施設、その他セクターの賃貸市場ならびに売買市場のリサーチ
業務を統括。製鉄会社および投資銀行勤務を経て、1997年から
2013年まで証券アナリストとして株式リサーチ業務に従事。その
間、2000年以降は JREIT を中心に不動産セクターを担当。UBS
証券、ゴールドマンサックス証券、マッコーリーキャピタル証券、
みずほ証券を経て、2013年10月より現職。

おお く ぼ　ひろし

2022年1月27日（木）開催2022年1月27日（木）開催


