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Ⅰ ポストコロナに向けた経済情勢等を
　 踏まえた措置に係る要望

1.   土地に係る固定資産税の負担調整措置の拡充等
　令和3年度の評価替えに伴い税額が上昇する土地につき、
令和2年度税額に据え置かれている土地に係る固定資産税の
来年度の取扱いについて、コロナ禍の影響等による事業者の
経営環境、経済情勢、地価動向等を踏まえつつ、総合的に検
討し、来年度の固定資産税の負担増の発生状況が納税者に与
える影響にも十分留意の上、負担調整措置の拡充等負担軽減
のため必要な措置を講じて頂きたい（都市計画税についても
同様の取扱いとする）。

　日本ビルヂング協会連合会は、9月10日、赤羽一嘉・国土交通大臣に対し、令和4年度 税制改正・予算に関する要望
書を提出した。今回提出した要望の骨子は以下のとおり。

令和4年度 税制改正・予算に関する
要望について

要望の背景
　 令和3年度は、3年に一度の評価替えの年であり、近年、
地価が全国的に上昇傾向にあった中で、多くの地点で
固定資産税負担が増加する見込みであった。

　 新型コロナウィルス感染症の影響により、経済状況及
び事業者の経営環境が悪化する中、固定資産税の負
担増が経済の回復の支障となるおそれがある（図表1
参照）。

　 令和3年度は、評価替えを行った結果、課税額が上
昇する全ての土地について、令和2年度税額に据置。

（図表1）商業地の地価動向
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Ⅱ 既存税制の延長要望

2.  国家戦略特別区域における特別償却又は  
税額控除等の特例措置の延長

　国家戦略特区の特定事業の実施主体として認定区域計画に
定められた者が、国家戦略特区内において機械等を取得した
場合、特別償却又は税額控除が可能となる現行特例措置の適
用期限を延長して頂きたい（図表2参照）。

3.都市の低未利用土地対策のための特例措置の延長
　① 低未利用土地権利設定等促進計画に基づく土地等の取得
等に係る流通税の特例措置の延長

　・登録免許税　：地上権設定等の登記（本則1%→0.5%）
　　　　　　　　  所有権移転登記（本則2%→1%）
　・不動産取得税：課税標準1/5控除
　② 立地誘導促進施設協定に基づき整備し、都市再生推進法人が

管理する公共施設等に係る固定資産税等の特例措置の延長
　・固定資産税、都市計画税：課税標準2/3に軽減

4.   居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための
特例措置の拡充・延長

　①民地のオープンスペース化に係る課税の特例措置の延長

　・ オープンスペース化した土地（広場、通路等）及びその
上に設置された償却資産（ベンチ、芝生等）につき、対
象施設を追加した上で、課税標準額を5年間1／2に軽減。

　②建物低層部のオープン化に係る課税の特例措置の延長　
　・ 低層部の階をオープン化（ガラス張り化等）した家屋に
ついて、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペー
スの課税標準額を5年間1／2に軽減。

5.   工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る 
印紙税の特例措置の延長

　工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例
措置の適用期限を延長して頂きたい（図表3参照）。

Ⅲ 建築物に係る多重課税の見直し

6.   建築物に係る多重課税の見直し
　建築物には、消費税だけでなく不動産取得税、登録免許税、
印紙税、固定資産税等が重畳的に賦課され、税負担が過重と
なっている。
　ついては、税制の抜本的改革に際しては、これらの多重課
税を見直し、不動産取得税の廃止、登録免許税の手数料化、
不動産譲渡契約書に関する印紙税の廃止等を図って頂きたい。

Ⅳ 各種支援の拡充等要望

　① 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

　② 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

　③ 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対
する人材確保・育成、財政的援助、
手続き簡素化などの支援の充実

　④ 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

　⑤ カーボンニュートラルに向けた建
築、改修に係る技術開発の促進と
その普及のための補助等の支援の
充実。

（図表 2）現行要件

（図表 3）現行要件
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地方協会／新会長インタビュー ◆ 大阪協会 ◆

新たな潮流に対応した
協会活動を検討 

海運業から不動産業へ、
ビジネスの基本は同じ

―これまでのご経歴と思い出に残る
事業や経験を教えてください。
園部氏　不動産業界へ転じたのは5年
前で、それまでは海運会社の商船三井
に勤めていて、主に、エネルギー関係
の営業に携わっていました。
　商船三井からダイビルへ転じる直前
の2011年～ 2016年前半の5年間は、
シンガポールに駐在していました。
　シンガポールからアジアを見る立場
にありましたが、この駐在の時に強く
感じたのは、アジアの一大拠点として
成長するシンガポールの姿でした。ア
ジア通貨危機、リーマンショック等を
乗り越え、近代的な都市国家へ変貌す
べく着々と開発が進み、海外の企業や
観光客を惹きつけ、地域も経済も大き
く発展していきました。何よりも、市民
の生活レベルが格段に向上し、日本以
上に豊かになっていきました。こうした
進化を実感できた5年間でした。
―不動産業についての印象は？
園部氏　海運業は船のスペースに荷物
を積んで運び、運賃を受領しますが、
不動産業もビルのスペースを貸して賃
料を受領します。ハード面からみると、
海運会社は造船所に発注し、船を造り
ます。不動産会社はゼネコンに発注し、
ビルを建設します。どちらも、ゼロか

らものをつくってスペースを貸し、その
サービス対価を受領する事業で、ビジ
ネスモデルは類似性があります。
―海運業との違いは感じますか？
園部氏　まず、動産と不動産という大
きな違いがありますが、一般的に船の
寿命は長くても20年くらいのスパンで
あるのに対し、ビルは50年超ととても
長く、ビジネスそのもののライフサイ
クルが異なります。場所を動かせず、
一度建てると設計変更ができないビル
は、長期の目利き力がより求められます。
　また、海運業も不動産業も長期的な
収支計画を必要とし、その投資額も大
きく、ともにダイナミックなビジネスで
すが、海運業の方が圧倒的に市況の変
動を受けやすい事業です。極端なケー
スではありますが、スポット物の運賃
市況が一夜にして数億円単位で動くこ
ともありました。痺れる局面であり、怖
いビジネスでもありますが、その緊張
感が心地よくもありました。
　一方、不動産業は市況の影響を受け
るにしても海運業ほどでなく、事業サ
イクルの長いビジネスです。とくに実
現までにかなりの年月のかかる再開発
事業は、我慢、忍耐強さが求められます。
　共通していることは、荷主であれ、
テナントであれ、“お客様と共存する”
という事業であり、お客様と長く安定
したお付き合いするためにサービスを
充実させる、という姿勢に変わりはあり

ません。

コロナの影響じわり、
需要の掘り起こしが課題

―大阪圏における新型コロナウイルス
感染症の影響を教えてください。
園部氏　約1年半、コロナ禍で何度も
緊急事態宣言やまん延防止措置が発出
され、大阪圏の経済は大きな打撃を受
けています。飲食業はもちろんですが、
観光業やホテル業も著しく落ち込んで
います。
　つくづく大阪圏の経済はインバウン
ドに支えられていたのだなと痛感して
いますが、今後の日本のビッグイベン
トとして、2025年大阪・関西万博が控
えています。それまでに感染症を完全
に抑え込むことが出来るといいのです
が、安全安心な、そして、わくわくす
る万博が開催できるように準備してい
く必要があります。大阪・関西の再成
長の起爆剤として大いに期待していま
す。
―オフィスマーケットにも影響が出て
きていますか？
園部氏　コロナ前、大阪市内の空室率
は1%前後でしたが、現在4%台まで上
昇してきています。商業スペースへの
影響が大きく、個人の飲食店では廃業
の動きが出始めているほか、大手の飲
食チェーンも店舗数を減らす動きが散
見されます。

（一社）大阪ビルディング協会　会長
（ダイビル㈱代表取締役社長） 園部 俊行氏
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　また、大阪の通勤圏はそう広くなく、
東京ほどテレワークや在宅勤務が進ん
でいませんが、それでも業績の悪化や
働き方改革をはじめとした多様化の流
れもあり、事務所スペースを縮小する
動きが一部に見られます。
　ただ、コロナ禍であっても、成長し
ている業種や企業もあります。これか
ら大阪圏ではオフィスビルの大量供給
が控えており、スペースの需要をどう
掘り起こし、どう取り込んでいくかがビ
ル業界の課題でもあります。

Afterコロナに向け、
テナントニーズの把握を

―課題克服のために必要なことは？
園部氏　新型コロナウイルス感染症は、
これまでのビジネスモデルやプランを
大きく変えてしまいました。いずれ元
に戻る、という見方もありますが、むし
ろ、新しいモデルを見つけ、それに合っ
た経営を取り込んでいくことが必要だ
と感じています。
　テレワークや在宅勤務の浸透によっ
て働き方が変わってきていることは確
かです。ただ、事務所スペースがいら
なくなってしまうのかというと決してそ
うではありません。変化した働き方に
よって新たなニーズが生まれてきてい
るからです。
―具体的にどのようなニーズですか？
園部氏　テレワークや在宅勤務の経験
を通じ、各企業は日頃のコミュニケー
ションの大切さに改めて気付きました。
一時は1人あたりのスペースを削ってき
た企業も、柔軟な発想を生み出す場と
して、執務スペースを広くしたいという
ニーズが顕在化しています。また、
Webによる会議や打合せ等のため、オ
フィス内にもっと個室をつくってほしい
といったニーズも出てきています。こ
のほか、共用スペースにテラスやリフ

レッシュルーム等を広めに設置してほ
しいといったニーズも見受けられます。
コロナ後に向けて、テナントが求める
ニーズが見え始めており、with・after
コロナのことを見据えて考えていかな
ければならない時期にきています。

DXやSDGsなど
新たな潮流に向けた検討も

―コロナ禍での会長就任となりますが。
園部氏　大阪協会は今年で創立91年目
を迎える全国19協会の中で最も古い協
会です。昨年は創立90年の節目にあた
り、90周年記念式典を計画していまし
たが、残念ながら記念式典行事を中止
せざるを得ませんでした。
　コロナ禍での会長就任となりますが、
伝統ある協会の長として業界発展のた
めに尽力していきたいと考えています。
―大阪協会の印象は？
園部氏　現在の環境から、会員が一堂
に会することは難しい状況にあります
が、5つの委員会と1つの研究会では、
実開催できない場合にはWebを活用し
ながら活動し、情報共有を図っていま
す。とくに会員の多くを占める中小ビ
ルオーナーの方々はまとまりが良く、
感染症対策をはじめ喫緊の課題につい
て活発に情報交換を行っています。
　こうした会員の皆さんと一致協力し
て、協会活動を展開していきたいと考
えています。
―今後取り組んでいきたいテーマは？
園部氏　社会全体を巻き込んで、DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）やサ
ステナブルな社会の実現といった大き
な流れが押し寄せています。
　DXの進展に伴い、デジタル技術と
データの活用によりビルの管理業務や
運営業務のモデルは大きく変わってく
るものと思われます。また、サステナ
ビリティ―がキーワードとなり、企業に

SDGs（持続可能な開発目標）への取
組みが求められていますが、ビル業界
としても積極的に取り組むべき課題で
す。また、今後はダイバーシティへの
対応が更に必要となるでしょう。こうし
た新たな潮流に対し、どのように取り
組んでいくのか、連合会とともに検討
していきたいと考えています。
―最後にプライベートの過ごし方を教
えてください？
園部氏　大阪船場に単身赴任していま
す。このところ、外食をする機会が減り、
家飲みをするようになりました。小さい
時から体を動かすのが好きだったので
すが、今や家飲みしながら、テレビで
スポーツ観戦することが楽しみになっ
ています。

（インタビューは7月26日）

大阪ビルディング協会
1. 沿革
昭和5年2月、世界恐慌の影響がある中、㈱大
阪ビルヂング（現ダイビル㈱）や㈱堂島ビルヂ
ングなどが中心となって「ビルディング懇話
会」として発足。昭和46年12月に社団法人の
認可を取得し、公益法人として幅広い活動を展
開し、全国のビル事業者の中で中心的な役割を
果たしてきている。平成25年4月に一般社団法
人に移行し、昨年は創立90周年の節目の年
だった。
2. 組織
総会、理事会および総務委員会、経営委員会、
技術委員会、広報委員会、組織委員会を設置。
3. 活動
会員共通の経営課題などに対応した経営セミ
ナー・技術セミナー・講演会・ビル見学会など
の開催、会員各社の協力による独自のビル市場
動向調査などの実施、正会員の半数を占める中
小ビルオーナーの固有の問題を研究する「大阪
中小ビル経営者協会」の組織など様々な活動
を展開している。
4. 会員数
219会員（2021年4月1日時点）
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会員に役立つ
情報共有の場を充実

奈良ビルディング協会 会長
（三和住宅㈱代表取締役社長） 小林 正樹氏

地方協会／新会長インタビュー ◆ 奈良協会 ◆

銀行で培った経験が
いまの仕事に活きている

―これまでのご経歴を教えてください。
小林氏　簡単に紹介すると、1989年（平
成元年）に大学を卒業後、奈良県を地
盤とする金融機関の南都銀行に入行し
ました。
　それから23年余、銀行の様々な業務
を経験したのち、2011年（平成23年）
5月に祖父が立ち上げ、父そして兄が
引き継いでいた三和住宅へ移り、10年
ほど不動産事業に携わっているという
のが経歴になります。
―銀行への入行はちょうどバブル経
済の頃ですね。銀行での思い出の業務
などを聞かせてください
小林氏　入行後は天理支店を皮切りに、
あやめ池支店、神宮前支店、大宮支店
といった地域に密着した支店での業務
を経験しました。その後、銀行の根幹
であるシステム構築を担当する事務統
括部門に配属されました。
　事務統括部門へ異動した頃はちょう
ど銀行の業務効率化を図るため、本店
や支店のシステム変更に取り組んでい
る時期でした。4年近く担当しましたが、
大変苦労したことを思い出します。
　金融機関のシステムの構築・入れ替
えというのは、今年発生した大手銀行
のシステムトラブルをみても分かるよ
うに、銀行の信用問題に関わる、とて

もナーバスな仕事です。
　大変な作業でしたが、ゼロからモノ
をつくること、業務を効率化し、働き
やすくするために工夫することなど、そ
の当時の苦労がいまの仕事に活きてい
るのだと感じています。

兄のサポート役として
三和住宅へ

―銀行を辞めて三和住宅へ入社した
経緯は？
小林氏　まず、経緯を説明する前に、
家族のこと、三和住宅の成り立ちにつ
いて紹介しておきます。まず、私は4人
兄弟の次男で、もともと家業を継ぐよ
うな立場ではありませんでした。
　三和住宅は祖父が立ち上げた会社で、
創業は1962年（昭和37年）と来年60
周年を迎える地域に根ざした不動産会
社です。戸建住宅の分譲や注文住宅、
賃貸事業、リフォーム事業などを手掛
けています。
　会社の代表は、祖父から父へ、そし
て奈良ビルディング協会の前会長であ
る兄（茂樹氏）へと継承していったわ
けですが、ここで父のことに少し触れ
ておかなければなりません。
　父は1979年（昭和54年）から奈良
県の県会議員を務めていました。社長
の職責を果たしながら、議員活動を続
けていたのですが、2004年（平成16年）
4月に父は会長へと退き、兄が社長に

就くことになりました。
　それからわずか2年後、父が急逝し
てしまいました。そこで、父の地盤を
引き継ぐ県会議員の後継者問題が浮上
したのです。白羽の矢が立ったのは兄
でした。当初は強く固辞していた兄で
すが、父の議員活動を支えていた後援
会の方々の熱心な説得に押し切られ、
2007年（平成19年）の県議会議員選
挙に立候補することとなり、お陰様で
当選することができました。
―この時点ではまだ銀行にお勤め
だったんですね。
小林氏　そうです。次男でしたし、家
業に関わるとは全く考えてもいません
でした。ただ、父がそうだったように、
兄も社業と議員活動を両立していくの
はなかなか大変で、「会社のサポートを
してほしい」と頼まれました。いろいろ
と悩みましたが、新しいことに挑戦す
るのも良いかと思い、転職を決心しま
した。
―不動産業の印象は？
小林氏　会社のメインバンクが南都銀
行ということもあり、銀行時代から客
観的な目で会社や不動産業界をみてい
ました。働く場や暮らしの場を提供す
るという観点から、銀行と同様に、地
域における信頼が重要な仕事だと感じ
ています。
―入社2年後の2013年（平成25年）
に社長に就任されましたが。
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小林氏　私が会社へ入った翌年、兄が
衆議院選挙へ立候補し、当選するとい
う状況になりました。県会議員でも両
立が大変なのに国会議員になってし
まったということで、父と兄の時のよう
に、今回は兄が会長に、そして私が社
長に就くことになりました。
―家業を継ぐとは思っていなかったの
に。
小林氏　確かに驚きましたが、入社当
初から実質的に会社の決裁を任されて
いたので、負担にはなりませんでした。
　社長としてまず行ったのは、金融の
視点を取り入れることでした。銀行時
代の経験から借入金が多いと感じてい
たので、不動産の売却等により借入金
を削減し、財務体質のスリム化を図り
ました。

連合会とともに
ビル業界の課題検討へ

―大変な時期に協会の会長を引き受
けることになりましたが。
小林氏　不動産業界へ転身した10年間、
会員として奈良協会の活動をはじめ、
日本ビルヂング協会連合会の定時総会
やその前日に行われる「中小ビルの経
営を考える集い」などの各種イベント
に参加させてもらい、協会活動につい
ていろいろと学んできました。
　前々任の森田会長、前任の兄からの
活動を踏襲していきたいと考えていま
す。
―協会活動の具体的な方針について
小林氏　大阪ビルディング協会主催の
講演会や研修会は充実した内容となっ
ており、これまで以上に会員の参加を
促していき、ビル経営に役立つ勉強の
場、情報共有の場を増やしていきたい。
　また、連合会の「中小ビルの経営を
考える集い」や「政策フォーラム」な
どの有意義なイベントで得られた情報
についても会員へのフィードバックを

図っていきたい。
―これから取り組んでいく課題は？
小林氏　老朽化したオフィスビルの建
替えや改修等によるバリューアップな
どが課題となってきます。奈良協会と
いうのではなく、連合会を挙げて検討
していく必要があると感じています。

コロナ対応で痛感した
情報共有の大切さ

―コロナ禍でオフィスマーケットの状
況は？
小林氏　もともと奈良という経済圏は
他の地方都市と同様に“支店経済”と
いう色合いが濃く、リーマンショック以
降、支社や支店等の出先機関が大阪や
京都に集約される動きがみられました。
ただ、新規のオフィス供給が少ない分、
コロナ前までマーケット自体は落ち着
いた動きを示していました。
　一般的に奈良市内のテナント企業の
多くは事業規模が小さいものの、健全
な経営を行っています。新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けているのは
観光関連や飲食等を伴うテナントです。
―本社ビルにも飲食店舗が入居され
ていますね。
小林氏　昨年3月31日、政府よりビル
業界等に対してテナント賃料に関する
要請がありましたが、唐突感もあって
その対応に悩んでいました。そんな時、
大阪協会の親しい会員と話す機会があ
り、ビル業界の対応について情報交換
することができました。
　その結果、当社ではテナントに事業
継続を促すような方向で対応すること
に決めたわけですが、ビル経営に関わ
る重要な決断をしなければならない時、
情報を共有することが如何に大事なの
かということを痛感しました。
　先ほど話しましたが、協会として情
報共有を充実させていくのも、こうし
た経験が背景にあってのことです。

テナントのクリニックに
PCR検査や職域接種会場を提供

―会社として講じたコロナ対策は？
小林氏　クラスターの発生で会社とし
ての事業継続に支障が出ないよう、在
宅勤務や時短等を奨励しました。
　また、所有ビルにクリニックが入居
しているのですが、クリニックから「PCR
検査をしたい」という要望がありまし
た。これに対し、敷地内の平置駐車場
でドライブスルー方式のPCR検査場を
設置しました。
　こうした対応ができたのも日頃からテ
ナントと積極的に接点をもつ“テナント
リレーション”の成果だと考えています。
―最後に趣味や休日の過ごし方は？
小林氏　趣味はゴルフです。コロナ前
まで、奈良協会として年2回懇親ゴル
フを行っていました。また、奈良という
土地柄、奈良発祥の薪

たきぎ

御
お

能
のう

など伝統文
化と接する役回りも務めています。

（インタビューは7月27日）

奈良ビルディング協会
1. 沿革
奈良商工会議所建設部会のメンバーが中心と
なり、1985年（昭和60年）5月に第1回の設立
準備委員会を開催。1986年（昭和61年）12月
2日に設立総会を開催するに至り、ビル維持管
理作業能率の向上、ビル経営の健全化、防災の
強化を図るとともに、斯界の公益・使命の達成
を図ることを目的に、会員数50社で発足した。
翌年6月の日本ビルヂング協会連合会総会にて
入会が承認され、連合会の一員となった。
2. 活動
会員相互の連携と日本ビルヂング協会連合会
の機関誌「びるぢんぐ」等の配布やビル実態
調査への協力、中小ビル関連のアンケート調査
や中小ビルを対象にしたイベントへの参加な
ど、奈良地区のビル経営の発展に努めている。
3. 会員数
24会員（2021年4月1日時点）
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1.  TOKYO TORCH開発経緯

　かつて江戸城へ向かう表玄関である
常盤橋御門があったTOKYO TORCH
街区は、常に社会の要請に応えるまち
としての役割を果たしてきた。
　現在の常盤橋街区は、1960年代に、
下水ポンプ所・変電所等のインフラ施
設との複合開発が進められ、当時、東
洋一の規模を誇るといわれた「日本ビ
ル」をはじめとしたオフィスビルが建
設されたことで、日本の経済成長を支
える街としての地位を築いてきた。
　現在進めている10年超の期間にわた
る再整備においても、その思想を受け
継ぎ、「日本を明るく、元気にする」を
プロジェクトビジョンとし、日本を明る
く照らす希望の灯りのような存在であ
りたいという想いを持ち、事業を推進
している。
　プロジェクトビジョンの実現に向け
て 新 た に 生 ま れ 変 わ るTOKYO 
TORCHが果たすべき役割を以下の3点
と捉えている。
①東京・日本の魅力を発信
　 　再び世界からたくさんの人々が訪

れる東京・日本の玄関口となるべく、
この場所でしか体験できない東京・
日本の魅力を発信
② ワーク・ライフ・インテグレーション
を推進
　 　ポストコロナ時代で、より一層重
要視されるワーク・ライフ・インテ
グレーションを後押しし、都市で過
ごす人々の人生100年を豊かにする
コンテンツ・サービスを提供
③ ONE TEAMで東京・日本をリード
するまちづくりを体現

　 　開発段階から、本プロジェクトに

共感する企業、地方自治体、個人の
輪を広げ、ONE TEAMでこれから
の東京・日本をリードするまちづくり
を体現
　「TOKYO TORCH」は、大規模複合
ビル「常盤橋タワー（A棟）」と竣工時
に日本一の高さとなる390mの「Torch 
Tower（B棟）」、「変電所棟（C棟）」、「下
水道局棟（D棟）」、「TOKYO TORCH 
Park（東京駅前広場）」、「常盤橋公園」
で構成される。
　「国家戦略特別区域の認定事業」及び
「大手町連鎖型都市再生プロジェクトの
第四次事業」として、変電所や下水ポ
ンプ施設といった都心の重要インフラ
を段階的に改修・更新しながら事業を
推進してきたが、今般、第一弾プロジェ
クトとなる「常盤橋タワー」が本年6月
に竣工した。

2.  これからの「働く」を豊
かにするシンボルタワー

（1）常盤橋タワー概要
　常盤橋タワーは地上38階、高さ
212mと本建物竣工時点において東京

TOKYO TORCH
常盤橋タワー

「日本を明るく、元気にする」
東京駅前常盤橋プロジェクト
「TOKYO TORCH」がいよいよ本格始動

常盤橋タワー全景（街区南側より）

再整備後の配置図
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駅周辺で最も高いオフィスタワーとな
る。竣工時点で9割のオフィス入居テ
ナントが決定し、高稼働で竣工を迎え
た。また、東京メトロの「大手町駅」
コンコースと接続予定（2022年1月供
用開始予定）である。
　外観デザインは歴史を継承し、次世
代を切り拓いていくという想いから、未
来を拓く『刀』を意識したフォルム、
歴史や伝統を感じさせる『重ね』や『格
子』を意匠のアクセントとして表現し
た。一方で、オフィスエントランスは軽
やかで柔らかな雰囲気を創出すべく、
木調の素材や穏やかな光を映した『障
子』をモチーフとした壁面などで構成
した。
　環境配慮については、常盤橋タワー
とTOKYO TORCH Parkにおける環境
負荷低減に係る各種取組により、以下

の環境関連の認証を取得した。
　〇 SITES®予備認証（国内の都心複

合ビル開発プロジェクト初のゴー
ルド認証）

　〇DBJグリーンビルディング認証 
　〇 SEGES（社会・環境貢献緑地評価

システム認証）
　〇 ABINC認証（いきもの共生事業

所®認証）
　また、常盤橋タワーの開発資金調達
においては、総合不動産会社初となる
「グリーンボンド」を発行した。
　BCP対応については、特徴の一つと
して粘性系制振装置（オイルダンパー
や粘性系制振壁）を採用し、階高の大
きい低層階に集中的に配置する効果的
な制振システムで減衰性能を確保した。
長周期地震に対しても制振効果を有す
るマスダンパーを設置し、強風時、地

震時の揺れを低減
している。
　非常用発電は
3,000kVA ×2台
の発電機をビル内
に設置し、うち1
台は中圧ガスでの
運転を可能として
いる。これらの発
電機によって、ガ
ス供給があれば約
10日 間 稼 働 し、

万一、ガスが途絶えた場合でも敷地内
に貯蔵された重油で72時間の可動を実
現する。なお、非常用発電室や特高電
気室などの重要機械室は地上4～7階
に設置することで浸水対策にも強い建
物性能を有している。
（2） オフィスフロアのうち2フロアを

就業者向けの共用空間として整備
◆3階カフェテリア「MY Shokudo」
　就業者の共用サービススペースとし
て、カフェテリアラウンジ「MY 
Shokudo」を整備した。キッチン付き
のホールスペース「MY Shokudo Hall 
& Kitchen」は終日一般向けに開放し、
その他のエリアは、昼は就業者専用の
カフェテリアラウンジ、夜はまちに開放
するカフェテリアとして、利用される
方々の健康をサポートしながら、コミュ
ニケーションを促進するための様々な
プログラム、サービスを提供する。
◆8階オフィスサポートフロア　
①就業者専用ラウンジ
　 　WEB会議にも対応可能な個室ブー
スとオープンスペースで構成され、
ビジネス利用はもちろん、ブレイク
タイムなどにも利用できる空間とし
て、様々なシーンで活用が可能。ラ
ウンジ内にカフェも併設し、オフィス
入居テナントの希望に応じて執務フ
ロアまでのデリバリーサービスも対
応。

TOKYO TORCH Park（街区西側より）

エントランスロビー MY Shokudo（Diningゾーン）

9びるぢんぐ●No.368



②コンファレンスルーム
　 　8名～最大100名まで収容できる
全7室の貸会議室を用意。社内では
場所の確保が難しい大人数の会議に
対応するなど、効率的なビジネス活
動を支援。昨今のオンライン配信ニー
ズの高まりを受け、カメラ・マイク
などの貸出備品も用意した。
③xLINK（クロスリンク） 常盤橋タワー
　 　什器付サービスオフィスとして、
有期のプロジェクトチームの執務場
所や本社以外の拠点整備として数か
月単位から利用が可能。新大手町ビ
ル、丸の内二丁目ビルに続く3施設
目の展開。
④The Premier Floor 常盤橋タワー（9階）
　 　丸ビル、大手町パークビル、丸の
内二重橋ビルに次ぐ4施設目の展開。
内部階段で8階の就業者ラウンジや
コンファレンスルームと接続してい
る。

（3） 就業者向けチームビルディング・
マインドリッチプログラムの実施

◆チームビルディングプログラム
　3階「MY Shokudo Hall & Kitchen」
では、おいしい食の体感型プログラム
を展開。仕事を少し早めに切り上げて
チームみんなでキッチンに立ち、旬の
食材を使って食事をワイワイとつくる
ことや、みんなで一つのテーブルを囲
み、同じメニューを食べ、感覚を共有

していくことにより、他者への気遣い力
を高め、チーム力を高める機会を提供
する。
　また、「EAT&LEAD」の拠点として、
食従事者と消費者が垣根を越え、対話
を通して食に向き合うことで、ひとりひ
とりが「幸せの価値基準」を構築する
きっかけづくりを行う様々なワーク
ショップやプログラムを展開する。 
◆マインドリッチプログラム
　8階就業者ラウンジ等において、就
業者向けにネイル×メディテーション、
ヨガ×メディテーション等ウェルネス・
ビューティー関連のサービスを提供し、
ワーカーに心も体もキレイになるコン
テンツを展開していく。

3.  「働く」を後押しする最新
デジタル技術の実装

（1） 就業者専用アプリ「TOKYO 
TORCH App for 常 盤橋タ
ワー」の導入

　快適な働き方をサポートする就業者
専用アプリ「TOKYO TORCH App 
for 常盤橋タワー」を当社で初めて導入
した。アプリでは以下の機能を実装。
　〇 スマートフォン・手かざしによる非
接触セキュリティ認証

　〇 3階「MY Shokudo」における席
予約、注文、決済

　〇 8階コンファレンスルームの予約、
決済

　〇 8階就業者ラウンジ内のカフェか
ら執務フロアへのカフェデリバ
リー、決済

　〇 TOKYO TORCHのイベント情報
の受信等　

（2） ロボット実装による施設管理の
高度化、就業者サービスの展開

　常盤橋タワーでは「警備・清掃・配
送（※）」分野においてロボットを実装し、
施設管理の高度化に加え、カフェデリ
バリー等の就業者サービスを実現して
いく。 
（※）「配送」分野は実装に向け検討中

（3）  Torch Towerへの実装を見据
えた「先進的なオフィストイレ」
導入

　TOTOと協業し、3階「MY Shokudo」
エリア内に「誰もが使いやすく、リフ
レッシュできるトイレ」 “nagomuma 
restroom（ナゴムマ レストルーム）”
を設置。各動作が個室内完結可能な六
角形ブースとなっており、空き状況表
示サービスの導入の他、空間の内装・
照明・音響演出、IoTを用いた設備機器
の効率的な管理（機器の利用状況や石
鹸残量の把握等）が可能で、先進的な
オフィストイレとしてTorch Towerへ
の実装を目指して利用者の声を集めな
がら運用していく。

MY Shokudoでのチームビルディングプログラム スマートフォン認証
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4.  TOKYO TORCH 
Terrace & Parkから 
「日本を明るく元気に」

（1） TOKYO TORCH Terrace
　地方の名店を中心に、日本初出店1
店舗/東京初出店4店舗/新業態5店
舗を含む、多様なグルメが楽しめる
個性的な13店舗とカフェテリア「MY 
Shokudo」が出店。1～3階の飲食店
舗が大規模広場「TOKYO TORCH 
Park」を望むテラス席を備えており、
ポストコロナ時代のニューノーマルとし
て屋外で飲食が楽しめる空間を広く用
意した。
（2） TOKYO TORCH Parkでは  

地方の魅力を発信
　約7,000㎡の東京駅前広場「TOKYO 
TORCH Park」では、日本全国の地域
と連携し、共に地域の魅力を世界に発信。
　また、日本橋川沿いに広がる親水空
間では、風を感じるデッキスペースが
広がり、錦鯉の泳ぐ池、江戸桜通りか
ら続く桜並木、既存樹のケヤキの木漏
れ日など、思い思いの過ごし方ができ
る都心のポケットパークとなっている。
◆地方自治体との協業
　全国の自治体と協業し、東京駅前か
ら日本の文化・魅力を発信する取り組
みを実施
　1） 「錦鯉が泳ぐ池」【新潟県小千谷市】
　2） 「佐渡島の金鉱石」【新潟県佐渡市】

　3） 「つくばの天然芝」【茨城県つくば市】 
　4）  「うるおいある緑化空間」【静岡県

裾野市】
◆「錦鯉が泳ぐ池」の更なる展開
　「錦鯉が泳ぐ池」にはTOKYO TORCH 
Parkオープン時より錦鯉を約50匹放
流したが、更に当該空間においては、
小千谷市の環境音が流れるパイプス
ピーカーを池周辺に設置し、居心地の
よい広場を演出している。
　加えて、デンマークを拠点に活動す
る遊具製作会社「MONSTRUM（モン
ストラム）」と協業し、広場中央に鯉池
アート遊具を設置。天然木を使用した
オリジナルの遊具は、ダイナミックな
造形で、子供が遊ぶだけでなく、大人
の想像力も高め、まちに訪れる方の新
たな気付きに繋がっていくことを期待
している。
◆TOKYO TORCH Market
　日本全国の地域と連携し、共に地域
の魅力を世界に発信すべくTOKYO 
TORCH Marketを開催予定。2027年
度の街区完成へ向けて、コミュニティ
形成の場として定期的に開催し、地方
の名産品の販売に留まらず、体験や学
びに資するマーケットを展開する。
◆TOKYO TORCH Park
　TOKYO TORCH Park内のオープン
スペースを活用し、今後様々なイベン
ト/展示会を実施していく。

（3） キュレーター：コダマシーン 
（金澤韻＋増井辰一郎）による
アート展開

　常盤橋タワー及びTOKYO TORCH 
Parkの随所に日本の伝統と現代の感性
を組み込んで表現された18点のアート
を設置。アートキュレーションは上海を
中心に活動している現代美術・デザイ
ンの企画ユニット「コダマシーン（金
澤韻＋増井辰一郎）」が担当。作品に現
れるビタミンカラーは、まちに訪れる
方の感性を刺激し、「TOKYO TORCH」
に彩りを加えている。

5.  TOKYO TORCHの街区
全体完成に向けて

　常盤橋タワーに続き、来年4月には「下
水ポンプ施設（D棟）」が、更には、
2027年度に、高さ日本一となる「Torch 
Tower（B棟）」が完成予定である。
　「Torch Tower」には、オフィスや商
業ゾーンの他、「展望台」「スーパーラ
グジュアリーホテル」「大型エンタメ
ホール」等を導入予定であり、TOKYO 
TORCHが『国際金融センター』構想
の実現に資するビジネス交流機能や日
本の文化や魅力を世界に発信できるよ
うな都市観光機能等を担い、日本を明
るく照らす希望の灯りのような存在で
ありたいという想いを込めて、引き続き
まちづくりを進めていきたい。

TOKYO TORCH常盤橋タワー

錦鯉が泳ぐ池（新潟県小千谷市） 街区完成時のTOKYO TORCH Park（東京駅側より）
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80周年を迎えた
京都協会

　昨年、（一社）日本ビルヂング協会連
合会が創立80年を迎えたが、連合会
に所属する地方協会においても周年の
節目を迎える協会は多く、一昨年は（一
社）東京ビルヂング協会が創立80年、
昨年は（一社）大阪ビルディング協会
が創立90年、広島ビルディング協会が
創立60年と歴史を重ねている。
　今年は（一社）京都ビルヂング協会
が創立80年、新潟ビルヂング協会が
創立60年を迎えた。本号では、京都協
会の沿革やその活動を紹介する。
（新潟協会は次号で紹介）

■1941年に8社で発足、  
　連合会ととも要望活動展開

　京都協会は、太平洋戦争が勃発した
昭和16年（1941年）に発足した。
　昭和に入ってから、満州事変（昭和6
年）、日中戦争（昭和12年）と戦時下
にあった日本は、戦時統制経済の荒波
が押し寄せ、ビル業界においては「地
代家賃統制令」（昭和14年）が発令さ
れるに至り、地代や家賃の値上げが統
制されるという、厳しい経営環境を迎
えていた。
　こうした中、京都に拠点を持つビル
会社8社が結集し、京都協会の設立に
尽力した。
　京都協会の40年
史から当時の規約を
みると、「第1条 本
会ヲ京都ビルヂング
協会ト称ス」「第2
条 本会ハ京都市内
ニ於イテビルヂング
事業ニ従事スルモノ
ヲ以テ組織ス」「第3

条 本会ハビルヂング業ノ改善発展ト会
員相互ノ連絡賃貸ノ協定及び斯業ノ公
益的使命ノ達成並ニ各種調査研究ヲ行
フヲ以テ目的トス」「第4条 本会ノ事務
所ヲ京都市中京区河原町三条上ル朝日
ビルヂング事務所内ニ設置ス」など協
会の会員規程や目的などが記載され、
現在も京都協会を支える朝日ビルディ
ングから初代会長を選出（田代一氏）し、
同社が協会事務所を提供した。
　京都協会は設立と同時に、日本ビル
ヂング協会連合会に加盟し、連合会と
ともに、地代家賃統制令の解除に向け
た要請、固定資産税をはじめとする不
動産関連税制に対する改正要望などの
活動を繰り広げた。

■京都の街づくりに重要な役割

　幸いにして、古都・京都は大きな戦
禍から免れた。しかし、
他の都市が焼け野原から
いち早く復興を遂げ、近
代的な建物が建設されて
いったのに対し、京都に
おけるオフィスビル等の
建築は若干遅れ、昭和30
年代後半頃から本格化す
る。

　“千年の都”といわれる京都は、景観
保全のための規制（高さ制限、風致地
区など）がネックとなり、高層ビルの
建築が難しいという一面があったから
だ。
　京都では、古都にマッチした都市景
観が大きな課題となっていき、古都の
街並みとオフィスビル、緑が調和した
街づくりを進める上で、京都協会の役
割はより重要性を増していった。

■連合会の総会開催、   
　全国会員をおもてなし

　連合会の一員になった京都協会では、
これまで連合会の定時総会を誘致し、当
地で何度も定時総会を開催している。
2000年代に入ってからは2006年と
2017年の2度、開催地協会を務めている。
　開催地協会を務めた直近の2017年

定時総会の様子

おもてなし満載の懇親会の様子



政策フォーラム、10月20日に東京・日本工業倶楽部で開催

2021年秋の全国事務局長会議、9月から11月に変更し開催へ

2022年新賀詞交歓会は来年1月11日、定時総会は金沢で来年6月15日

　昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止をした
「政策フォーラム」について、今年は10月20日、東京・丸
の内の日本工業倶楽部で開催すべく準備を進めています。
　今年のテーマは「カーボンニュートラルに向けたビル業
界の取組み」。カーボンニュートラルに向けた国の施策の
動向、エネルギー業界の動向などを予定しています。

　過去3回のテーマを見ると、2019年が「都市再生、地
方創生の動き」、2018年が「新しい働き方に対するワーク
プレイスの潮流を追う」、2017年が「知識創造社会に向け
た新しいオフィスを考える」で、毎回タイムリーな話題を
テーマに掲げ、全国の連合会政策委員との意見交流を図っ
ています。

　春の事務局長会議はリモートで開催しましたが、秋の事
務局長会議は9月開催を延期し、11月18日・19日の開催
に変更しました。
　昨年来のコロナ禍にあって、昨年から今年9月までの期

間、連合会に所属する地方協会19協会のうち、新潟協会・
埼玉協会・東京協会・金沢協会・大阪協会・京都協会・四
国協会・九州協会の8協会の事務局長が交代していること
から、可能な限り実開催を模索していくことにしています。

　2022年の予定を紹介しておくと、新年賀詞交歓会は来
年1月11日（火）正午から、東京・ホテルオークラで開催
する予定です。

　また、定時総会は金沢協会の協力のもと、来年6月15日、
金沢での開催を予定しています。

連合会からのお知らせ
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には、京都駅直結のホテルグランヴィ
ア京都で第77回目となる連合会定時総
会を開催している。全国から240名を
超える会員を迎え、定時総会前日の「中
小ビルの経営を考える集い」から定時
総会翌日の懇親ゴルフ会、懇親旅行会

までの3日間、京都協会を挙げておも
てなしに努め、盛況のうちに開催地と
しての大役を終えている。
　こうした連合会の主要イベントを仕
切り、京都協会をリードしてきたのは平
成11年（1999年）から会長を務めて

いる長谷川茂氏（興和コーポレーショ
ン社長）。多年にわたる不動産業への功
労が認められ、黄綬褒章（平成24年）、
旭日双光章（令和3年）をそれぞれ受
章している。
　今年8月には、京都協会の定時総会
で長年にわたり協会を牽引してきた長
谷川氏から㈱菊岡屋の中村隆社長へバ
トンタッチされた。
　本来であれば、9月29日に京都ブラ
イトンホテルで80周年記念行事を開催
する予定だったが、デルタ株による新
型コロナウイルス感染者が急増したた
め、やむなく中止することとなった。

全国の会員が参加した懇親ゴルフ会の様子



（一社）北海道ビルヂング協会

10月例会（賛助会員とのビジネス交流会）
の開催を予定
▶7月29日に札幌パークホテルにて、賛助
会員とのビジネス交流会を兼ねての会員
懇親ビール会を計画致しましたが、北海道
による札幌市への新型コロナウイルス感染
再拡大「まん延防止措置」の再適用を政府
に要請したことを考慮し、ビジネス交流会
の延期と懇親ビール会の中止を余儀なくさ
れましたが、担当役員の方々と賛助会員の
皆様のご協力の下、改めて10月14日に
ZoomによるWEB会議方式で開催できる
運びとなりました。
　当日は、（一財）省エネルギーセンター
北海道支部様に「省エネ最適化診断のご案
内について」、賛助会員の北海道電力㈱様
には「カーボンニュートラルに向けたほく
でんの取り組み」を、北海道ガス㈱様には
「カーボンニュートラルに向けた北海道ガ
スの取り組み」を、シービーアールイー㈱
様には「ESGとビルの環境認証制度につい
て」をそれぞれプレゼンしていただくこと
になっております。
 本来であれば、会員の皆様と個々にお顔
を合わせてお話ができるのがベターなので
すが、このコロナ禍が早く収束することを
願っております。　

仙台ビルディング協会

中小ビルの建替促進に協力
▶仙台市では今年度、都心部の中小ビルの
建替等の促進を図る方策として、「都心部
の不動産活用に係る総合支援モデル事業」
を立ち上げ、当協会が協力しこの度、会員
企業2社がモデル事業者に選定されました。
法務、会計、不動産鑑定、市場分析等のコ
ンサルティングによるきめ細かなアドバイ
スを受け、事業化まで市と協力して進めよ
うとする支援策です。

　当モデル事業の進捗状況は逐一「中小ビ
ル経営研究会」を通じて報告され、中小事
業者の建替等の検討に活かされるものと期
待しています。

（一社）神奈川ビルヂング協会

横浜市長選の影響・・・
▶8月の横浜市長選挙により、新市長が誕
生しました。当協会の会員の9割が横浜市
に所在し、その影響は少なからず徐々に表
れてくると考えています。
　当協会では、毎年11月に横浜市都市計画
局の方々と当協会役員との意見交換会を
実施し、直近のまちづくり情報を話題に議
論し、行政との交流を図っております。　
　昨年は、関内・関外地区の街づくりにつ
いて、一昨年は、都心臨海部の重要なプロ
ジェクトについて、横浜IR（カジノを含む・
統合型リゾート）を含め意見交換を行いま
した。今年も意見交換会を予定し、どの様
な内容になるか、市の動向を注視している
ところです。
　市長選では、IR事業の賛否が問われ、ま
た、コロナ感染の対策について意見が出さ
れました。現職の市長が敗れ、横浜IRは取
り止めることになり、また、感染対応の新
たな政策が出されることになりました。
　横浜まちづくりが少しずつ変化し、経済
への影響は、コロナ感染も相まって危惧さ
れています。一方、市民生活や環境などの
視点では、より良好な姿へ変化して行く期
待を抱いています。
　国の要職の方々や主導している政党の支
持率への影響も生じたようで、秋の国会議
員選挙にも変化が求められているようです。
　しかしながら、我々の協会活動は足元を
しっかり見て、継続した展開を図ることで
あり、コロナ感染の対処や防止対応の経験
を踏まえ、新しい形を模索しながら、会員
の企業活動の課題を克服して行くことと考
えます。
　常に進める時は、初心を忘れず原点に返
り、確認することから・・・　

（一社）名古屋ビルヂング協会

名古屋協会本年度行事
▶新型コロナウイルス感染症のワクチン接
種が進み、下期に入れば対面や集合（グ
ループ）形式の行事が開催できると期待し
ておりましたが、次々とウイルスに変異株
が生まれ感染力が強くなっていることから、

対面や集合形式の行事を行うには感染危
険性が払拭できず、しばらくの間様子を見
なければならないと考えています。5月に
人数を絞ったうえで定時総会と続く臨時理
事会（会長・副会長選出）の開催ができま
したが、実開催できたのはこれだけです。
　4月にWEB形式のオンラインセミナーを
2回（3テーマ）とバーチャルオフィス見学
会を行いました。
　下期行事を色々検討していますが、現時
点で確実に開催予定のものは、10月15日
金曜日に「空気環境測定」と「空調設備補
助金」に関するテーマでWEBセミナーの
開催です。
　11月には日本ビルヂング経営センターと
の共催で、「ビル賃貸借における法律実務
－ウィズコロナを踏まえた法的課題」の
テーマでセミナー開催予定です。
　いずれも集合形式を避けWEB形式で行
います。今年度は名古屋でも新築ビルの完
成が相次ぎ、ビル見学会を行うには最高の
時期ですが、変異株は「三密」ではなく
「一密」でも感染リスクが避けられないた
め、エレベータなどは「密」ですので見合
わせました。
　現時点の下期行事は10月、11月のWEB
セミナーだけしか決まっていませんが、今
後動向を見定めながら行事を検討し、当協
会公式ホームページや案内状で発信してま
いりますのでご注意ください、よろしくお
願いいたします。

（一社）京都ビルヂング協会

第11回定時社員総会開催
　令和3年8月11日午後5時より京都タワー
ホテルにて総社員45名の内40名（委任状
提出者含む）出席のもと定時社員総会が開
催されました。総会では、令和2年度の事
業報告、収支決算、令和3年度の事業計画、
収支予算、役員選任等が承認され、将来へ
の展望を見据えた、定款の変更も可決され
ました。長年会長を務められた長谷川茂会
長が名誉会長に、中村隆副会長が会長に選
任されました。
事務局移転について
　会長交代にあたり、事務局も下記になり
ました。尚、当協会は今年創立80周年を迎
えるにあたり、記念誌の発行を予定してい
ます。今後ともご支援、ご協力くださいま
すようよろしくお願いいたします。
新事務局長　野畑 宴（ノバタ ヤスシ）

協会便り協会便り
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〔新事務所〕
〒600-8212京都市下京区高倉通塩小路上
る塩小路町524-1
パデシオン京都駅前410 （株）菊岡家内
電話075-371-0804 FAX075-352-3427  
E-mail：info@kikuokaya.jp

（一社）大阪ビルディング協会

技術セミナー、経営セミナーを開催
▶大阪ビルディング協会では、オンライン
セミナーを継続して開催しています。7月
16日には、「ビル業界におけるデジタル・
テクノロジーの活用と将来展望～ロボット、
IoT、AI活用から将来のDXに向けて～」と
題して、技術セミナーを開催。10月4日に
は、「関西におけるシェアオフィス・レンタ
ルオフィスの動向～働き方の変化とこれか
らのオフィス利用～」と題して、経営セミ
ナーを開催予定です。
本町サンケイビルの見学会を開催しました
▶会員企業である株式会社サンケイビルが
建設した大阪市内のオフィスビル「本町サ
ンケイビル」が8月末に竣工し、9月3日に
協会主催のビル見学会を開催しました。緊
急事態宣言下の感染予防対策として、集団
での見学者の集合・移動は避け、参加者は
個別に距離を取り順路に従って見学すると
いう内覧会方式で実施。会員から合計73
名が参加しました。本町サンケイビルでは、
建築中にコロナ感染症が広がったことで急
遽「非接触型」のエレベーターやオフィス
扉に設計変更をされるなど、工夫を凝らさ
れています。また、高さ11mと開放感のあ
るエントランスロビーやロビー内の壁面緑
化など、働く人、訪れる人に快適な魅力あ
るビルとなっています。

兵庫ビルヂング協会

神戸三宮、再整備進む
▶神戸市が2015年に神戸のまちや経済の

活性化を目指し、三宮駅（JR等鉄道6駅が
集中する）を中心に「都心の未来の姿［将
来ビジョン］」を策定してから6年が経ち、
再整備の構想が具体化してきました。老朽
化した市役所2号館は2025年、3号館は
2022年完成予定で建替えが始まり、三宮
駅西側に今年4月に竣工した神戸三宮阪急
ビル周辺は歩行者中心の空間（サンキタ通
り、アモーレ広場）が再整備されました。
都心三宮から北の観光エリアへ、東の灘の
街々へ、西の須磨へ、南のウォーターフロ
ントへの回遊性を高める「人と公共交通優
先」のまちづくりを目指し、三宮交差点を
中心に車線を減少し歩道を広げ、花壇やベ
ンチを設けて「歩いて楽しい」環境創りが
進んでいます。
　また、三宮に隣接する神戸港新港突堤西
地区は都心に近い立地を生かし、港湾物流
の変化に伴い旧式になった施設等を再整備
するウォーターフロントの開発が進められ
ています。「都心三宮」との機能的な一体
感を目指し、文化・創造産業複合エリア、
観光・集客複合エリア、海のエントランス
エリアなどのゾーニングを行い複合的な機
能を持つ“まち”創りをしています。　

四国ビルヂング協会

時間を味方にしよう！
▶皆様は時間を上手に使っていますか？
　人間一人一人使える時間は全員同じです。
どうすれば時間を大切に使うかを考えた時、
お金に換算してみてはどうでしょう。たと
えば、1秒を1円と考えてみると、1日24時
間が86,400円の金額になります。つまり、
1日がスタートする午前零時に皆さんのお
財布に86,400円のお小遣いが入って、1日
が終わる時点で無駄遣いしなくても財布の
中は空っぽになっているのです。1年間で
は、365倍の約3千万円、80年間では約25
億円、もったいないと思いませんか。

　本当のお金なら節約すれば、翌日に残す
ことができますが、時間については貯める
ことができないからです。
　「タイム イズ マネー」「時は金なり」と
いった格言があるように、時間を大切に使
うため、いま一度パソコン・スマートフォ
ンから手を離してみませんか。
　スキマ時間（損失）をスキル時間（利
益）にすることで、時間が味方になってく
れて、きっとあなたの未来を変えることが
できますよ。
　最後に、9月末を以て事務局長を交代し
ます。長い間大変お世話になりました。
　会員の皆様と一緒にいろいろな行事に参
加させていただき、貴重な経験ができまし
た。本当にありがとうございました。
　新型コロナウイルスの影響で行事が中
止・延期等となり、皆様にお会いできない
ことが非常に残念です。連合会及び地方協
会の発展と、皆様方のご多幸を心よりお祈
り申し上げます。（事務局長　加茂 信義）

九州ビルヂング協会

事務局長就任にあたって
▶8月1日から事務局長をさせていただく安
藤太一郎と申します。
　入社以来ビル業に携わり36年、5月末で
定年となり7月より九州ビルヂング協会の
事務局をしております。当協会の会員の
方々とは以前よりかかわりがあったことか
ら初めましてではない方が多く心強く思っ
ています。
　昨年から定例の行事など計画まではす
るのですがコロナの影響で実施することが
できない状況が続いています。連合会はじ
め協会各会員の皆様のご協力、教えを請い
ながら円滑な運営に努めていきたいと思い
ます。
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ビル経営管理士®は オフィスビル経営管理のエキスパートです。

ビル経営管理士試験2021
年度

国土交通大臣登録「ビル経営管理士®登録証明事業」

10月1日金～10月31日日

ビル経営管理士試験は不動産特定共同事業法に基づき、当セン

ターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。

試験合格者は実務経験を満たしたときに、ビル経営管理士の登

録ができます（一度合格すれば、登録の期限はありません）。

ビル経営管理士試験は不動産特定共同事業法に基づき、当セン

ターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。

試験合格者は実務経験を満たしたときに、ビル経営管理士の登

録ができます（一度合格すれば、登録の期限はありません）。

※2021年3月現在の資格登録者数は3,980名

ビル経営管理士は、以下の要件を満たします。

　・不動産特定共同事業法の業務管理者
　・不動産投資顧問業登録
　・宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可
　・金融商品取引法の不動産関連特定投資運用業登録

ビル経営管理士は、以下の要件を満たします。

　・不動産特定共同事業法の業務管理者
　・不動産投資顧問業登録
　・宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可
　・金融商品取引法の不動産関連特定投資運用業登録

受験申込期間

※受験案内書はセンターホームページ（https://www.bmi.or.jp)でご覧ください（9月上旬公開予定）。

Eメール  info_2@bmi.or.jp https://www.bmi.or.jp/FAX.03-3211-6772
TEL.03-3211-6771㈹   受付時間 10:00～ 16:00（土日祝日を除く）

Ⓡ

※詳細は下記「受験案内書」をご参照ください。また試験合格後の「ビル経営管理士」登録に際しての資格登録要件等についても同書をご参照ください。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町１‒12‒１
新有楽町ビル204区

2021年度の試験はCBT（Computer Based Test）方式のみで実施いたします。
※受験者は各地の試験会場に集合し、試験実施スケジュールに則り、会場に設置された PCを使って試験問題に解答します。

受験資格は
ありません。
どなたでも
受験できます。

［総合問題あり：4 科目受験］2021 年 12 月11 日㊏　
　札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡 12か所

［総合問題免除：3 科目受験］2021 年 12 月12 日㊐～ 18 日㊏
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　の内の1 日

2021年 10 月1 日㊎ ～ 10 月 31 日㊐

賃貸オフィスビルに関する
「①企画・立案」「②賃貸営業」「③管理・運営」「④総合問題」
の 4 科目（①～③は各 45分、④は 60分）

※試験の一部免除：2019・2020・2021 年度ビル経営管理講座修了者は
　試験科目「④総合問題」が免除されます。

■試 験 日　

■申込受付期間

■申 込 方 法

■試 験 科 目

①～③の 3 科目については正誤選択式・用語選択式・用語穴埋め式等、
④は 3 科目の記述問題

33,000 円（消費税込）

■出 題 形 式

当センターホームページ　　                            からのWeb 申込

試験実施日：
2020年 12月 6日（日）他

受験申込者：737名

受 験 者 数：681名

合 格 者 数：463名

合 格 率：68.0%

2020年度試験実施結果

■受験手数料

2022年 1月 31日㊊〈予定〉■合 格 発 表

試験申込はこちら

　札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300か所程度


