
NO. 2020年11月38

一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会加盟

事務局

一般社団法人 神奈川ビルヂング協会



 

表 紙 の 写 真

東日本旅客鉄道株式会社

　JR横浜タワーは、横浜駅の新しい顔として、海風等の自然環境を意識した「横基調

の軽快なデザイン」を基本とし、建物内には 4層吹抜けの明るく開放的なアトリウムを

設け、横浜駅西口の新たな玄関口として象徴的に際立たせたファサードデザインとなっ

ています。横浜駅周辺の回遊性を高める近隣施設との接続や、待ち合わせや憩いの場と

なる複数のオープンスペースのほか、官民連携した「観光案内所」・「横浜駅周辺総合防

災センター」といった施設を設置し、国際都市横浜にふさわしい商業施設 ・業務施設

等を集積しています。

　商業施設は、新宿駅新南口の「NEWoMan新宿」に続き、 2号店となる「NEWoMan

横浜」、1962年から2011年まで横浜駅西口にて営業をしていた「CIAL横浜」、究極のシ

ネマ体験を味わえる駅直結のエンタテインメント・コンプレックス「T・ジョイ横浜」

が入っています。

　オープンスペースである12階の屋上広場「うみそらデッキ」は、横浜港や横浜ベイブ

リッジが一望でき、ベンチやテーブル、カウンターなどを配置し、幅広い世代が憩える

場所となっています。桜や紅葉などの木々を植えることで、四季を楽しめる空間づくり

を行っています。また、横浜駅西口駅前広場から横浜駅に連なる 4層吹き抜け空間のア

トリウムは、歩行者ネットワークの起点となるだけでなく、 2階にはライブやトークシ

ョーなどのイベントが行えるライブステージがあり、2～ 4階はコンコースやステージ、

駅を出入りする電車を見下ろせる場所となっており、横浜の「街のラウンジ」としてご

利用いただけます。

建　物　概　要

名 称：ＪＲ横浜タワー
所 在 地：横浜市西区南幸 1丁目 1 ‒ 1
ア ク セ ス：ＪＲ横浜駅直結
敷 地 面 積：約 8,700㎡
延 床 面 積：約98,000㎡
規 模：地上26階、地下 3階
構 造： 高層棟　 ＳＲＣ構造（地下 3階～地下 1階）  

ＣＦＴ構造（地上 1階～23階）  
Ｓ構造　　（地上24階～26階）

　　　　　　低層棟　 ＣＦＴ構造（地上 1階～ 2階）  
Ｓ構造　　（地上 3階～ 5階）

竣 功 日：2020年

JR横浜タワー
（横浜市西区）
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2 ご挨拶

ご 挨 拶

会 長　渡邊  俊郎

　新型コロナ禍の影響により、世界情勢は先の見えない不安定な情勢が続いております。

国内では、感染抑止と経済高揚という二律背反する政策目標の元で、リモートワークやフ

レックスタイムなどの試みが一気に拡大しております。生活面でもデリバリーやテイクア

ウト、デジタルコンテンツなどのいわゆる “巣ごもり需要” が急増するとともに供給サイ

ドの対応も急速な進歩を遂げているように見受けられます。

　情報技術の進展は今後さらに加速していくでしょうから、人々の働き方や生活は、従来

の“就業日に通勤する”パターンにとらわれない様々なスタイルにおおきく変化していく

と思われます。

　ビル賃貸業界では、数年来空室率の減少と賃料の安定が続いておりましたが、春先より

空室率が上昇に転じました。賃料についても東京都心 5区において80ヶ月ぶりの前月比マ

イナスを観測した（三鬼商事調査2020年 8 月時点）とのデータ発表がありました。現状の

水準は好調を保っているものの、今後の動向に目が離せません。

　一方街づくりの面を見ますと、ご当地横浜はこの 1年、都心部の開発が着々と進み、大

手企業の本社や研究施設が完成し、さらに会議場やイベント施設、ホテルや高層住居も竣

工するなど、一段と集積が増してまいりました。横浜駅舎や市庁舎も新しくなり利便性も

増しております。今後は、大学キャンパスの新設や体育施設の建て替え・増築を始め、関

内駅前や山下埠頭地区の再開発なども計画されており、さらなる発展が期待されます。

　当協会の会員企業は、ビルの運営・管理を通じて都市機能の一翼を担っておられます。

　当協会としても社会の新たなトレンドに対応し、経営手法向上の努力を重ね、メンバー

が連帯することで地域の一層の発展にいささかなりとも寄与すべく着実に活動してまいり

たいと存じます。会員皆様ならびに関係各位におかれましては今後ともご支援ご協力を賜

りたくどうぞよろしくお願い申し上げます。
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■生糸貿易の繁栄によって原家の基盤が築かれる
　原家は、横浜市の公園「三渓園」を造園し、所有したことで知られる。今は横浜市の公園となってい
るが、19万㎡に及ぶ広大な緑の中に、重要文化財の旧燈明寺三重棟がそびえ立ち、毎年県内外から多く
の人が訪れる。「原 地所の業務は、原家の家業と公のものから成っている」と、原信造社長は語った。
横浜の老舗ホテルである「ホテル、ニューグランド」（正式名はホテルの後に、を付す）のタワー建設
に携わるなど、横浜の地に根づいた事業を続けてきている。そうした原家の基盤を築いたのは、初代の
原善三郎であった。
　善三郎が居留地の外国商館（輸出商）に生糸を売り込む店（亀屋）を開いたのは、開港 4年後の、
1863年（文久 2年）のことである。当時の生糸売込商（問屋）は投機的要素が強いことに加えて、外国
商館に不公正な取引を強いられることもあり、すぐに没落してし
まう業者が多かったそうである。そうした中で、善三郎は幕末に
は有数の横浜商人となり、第二国立銀行の初代頭取、横浜商法会
議所（商工会議所の前身）の初代会頭を務めた。そして出身地で
ある埼玉から衆院議員に当選し、神奈川県の貴族院多額納税者議
員にも選ばれている。当時の多額納税者の中で、善三郎は他に比
べ、総納税額に占める商業に関する所得税額が際立って多かった
と言う。善三郎の商才が優れていたことを表している。
　生糸売込商（問屋）体制が確立したのは、1870～80年代（明治10年代）であった。荷主（製糸家）か
ら受け取る、輸出商への委託販売手数料が、生糸売込商の収益源だったが、この他に製糸家に対する荷
為替金融、さらには繭を買う資金を供給することに伴う金融収益が大きかった。銀行に支払う利息と製
糸家から受け取る利息の差益が保証され、生糸貿易が進展するに伴って資本蓄積が進み、原家の基盤が
築かれていった。

■組織を近代化しつつ業容を拡大
　1899年（明治32年）に善三郎が死去すると、 2代目の富太郎（雅号は三渓)に
経営は引継がれた。富太郎の旧姓は青木で、原善三郎の孫である原屋寿と結婚し、
原家に婿入りをした人物である。跡見女学校の漢学教師という職に就いていたが、
原家に入った後、事業家として優れた手腕を発揮していく。さらに自社の発展だ
けにとらわれることなく、常に自由競争の原則を重んじつつ生糸貿易の業界をとり
まとめ、交渉力を高めて国際競争を優位に導いた懐深い人物であった。
　まず、自社に関しては原商店（亀屋）という個人営業であったものを、資本金
200万円を以って原合名会社に切り替え、業容を拡大していった。1900年（明治33年）に、個人名義で
原輸出店（大正 7年に原合名に統合）を設けて輸出商を兼営し、三井物産、横浜生糸合名と並ぶ輸出商

～協会会員に聴く～ インタビュー及びまとめ　中小企業診断士　為崎　緑

原 地所株式会社

生糸貿易で培われた暖簾と、土地経営のノウハウで
横浜の地に根づいた不動産事業を展開

善三郎が経営した亀屋

原富太郎 
（雅号：三渓）
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となった。1902年（明治35年）には、三井財閥から富岡製糸所を含む 4製糸所を買い受け（うち 1つは
すぐに他に譲渡）、先代が経営していた渡瀬製糸所と合わせて大製糸家となった。これによって、売込
商としてだけでなく、生糸輸出、製糸業と総合的に事業を手掛けることになった訳である。1915年（大

正 4年）に帝国蚕糸の社長に就任し、1920年（大正 9年）には横浜興信銀行
（現在の横浜銀行）の初代頭取に就任している。
　その原富太郎は「潜思録」に、『毎年の利潤を以って土地を買収す可し』と
書きとめ、これを‘家訓’としている。国内貿易商社の先端にあって、その
地歩を固めると同時に、原合名会社地所部によって、横浜を中心に手広く不
動産投資を行い、これを管理した。今の原 地所株式会社に続く原点である。
1912年（明治45年）1月24日付の「横浜貿易新報」には、原 地所部の名前で、
横浜本牧町の貸地貸家広告を掲載している。
　また、富太郎は実業家としての顔の他に、茶人であり、美術収集家の顔も
持っていたことが知られている。横浜市本牧三之谷にあった別荘を本宅とし
て造園し、外苑は三之谷の地名から「三渓園」と名づけた。その頃から自ら
を原三渓と名乗るようになったという。1906年（明治39年） 5月に、三渓園

として外苑が無料開園されている。当時内苑は原三渓のプライベートゾーンであったが、園内には原三
渓が収集し、移築した建築物が立ち並んでいる。そもそも廃仏毀釈での廃棄を免れるために移築が始め
られたのであり、わが国の歴史的・文化的資産を守ることに力を尽くした。戦後、三渓園は原家より横
浜市に譲られ、現在は公益財団法人三渓園保勝会によって運営・公開されている。
　富太郎は1923年（大正12年）に関東大震災が発生すると、横浜市復興会、横浜貿易復興会の会長を務
め、私財を投じて復興につくした。業界の混乱を、新たな組合を立ち上げることで乗り切ると、復興後
には「商売は自由競争が原則」という精神を忘れず、使命を終えた組合を解散したと言う。わが国の生
糸貿易振興と震災復興に注力した富太郎がこの世を去ったのは、富岡製糸場が1939年（昭和14年） 7月
に片倉製糸の手に渡った、わずか半月後のことであった。

■一族の不動産管理業務から対外業務を主とした積極策に転じる
　富太郎の死後、事業を継承した原良三郎は、原合名地所部を合名会社より独立分離し、「原地所部」
の下に主として個人不動産売買・賃貸管理を行った。また、原合名会社を原株式会社に組織替えし、戦
後再開された生糸輸出に当たった。しかし、生糸輸出は戦前に人絹によって広幅織物の用途を奪われた
のに加え、戦後は靴下もナイロンに押された。生糸輸出が衰退する中、資産処分で難局を切り抜けた良
三郎は、1968年（昭和43年）にこの世を去った。
　次代として事業を承継し、原 地所部の代表に就任した原範行は、それまでの一族の不動産管理業務か
ら、不動産の投資・売買斡旋・賃貸仲介等対外活動を重点とした積極策に転
じる。1971年（昭和46年）には、原 地所部を原 地所株式会社に組織替えして、
社長に就任した。一方、生糸部門を原株式会社から切り離して、原家との資
本関係を解消し、100年以上にわたる原家の生糸の歴史は幕を閉じた。
　現社長の原信造に、範行の思い出をたずねると、「私が当社に入ってから
の何年か共に仕事をした。ホテル経営で発揮した手腕があったが、生前には
多くは語らなかった」という言葉が返ってきた。積極策を展開する一方、堅
実さを持ち合わせた人物だったそうで、「バブル景気の時に過剰な投資を行
わなかった」と言う。

原範行 会長

原地所部の貸地貸家広告
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　原範行は外交官の次男としてパリに生まれ、東京工業大学出身のエンジニアとして日産自動車株式会
社に入社し、1967年（昭和42年）まで勤めたという経歴の持ち主である。当社に入ると、地元横浜にオ
フィスビルを建てるとともに、東京都内において、高級物件の賃貸業務も手がけた。1973年（昭和48年）
には、原元町ビル（地上 6階、地下 1階）が竣工、㈱コックドールフーズに一括賃貸し、営業を開始し
た。また1976年（昭和51年）には、原本社ビル（地上 8階、地下 1階）が竣工し、中区弁天通 3丁目よ
り旧本社を移転し、営業を開始している。さらに1987年（昭和62年）に、広尾ガーデンヒルズ（東京・

広尾）、STUARTPLAZA（横浜・山手）等を買収し、高級物件の賃貸業
務が開始された。そうした事業を手掛けられた理由として、範行が1982年
（昭和57年）に経済雑誌に語った言葉がある。『単なる差配でなく、外向
きの仕事ができる不動産会社に成り得たのは、生糸貿易に培われた原の暖
と、土地経営のノウハウがあったからだ』。原家代々の当主によって蓄

積されてきた経営資源を基盤として、外向きの不動産業務を拡大する中で、
範行は、横浜経済界における存在感を増していくこととなった。
　1983年（昭和58年）には、横浜市並びに横浜経済界の要請を受け、昭和
2年創業の歴史と伝統ある格式を誇る株式会社ホテル、ニューグランドの
代表取締役社長に就任した。そして就任期間の中で手がけたのが、1991年
（平成 3年）に竣工した、新館のニューグランドタワー建設だ。企業や個
人の協力を取り付け、市民の共有財産のホテルにふさわしいものに創り上

げたと言う。そして、2000年（平成12年）から 6年間は、横浜商工会議所の副会頭も勤め、横浜の観光
産業の発展にも心を砕いた。2018年（平成30年） 4月23日に逝去した原範行のお別れ会の懇親会場とな
ったのは、ニューグランドタワー 3階の大広間であった。

■横浜の地に根づいた「弁三ビル」を引継ぎ、活力を維持
　原範行が逝去する約 4年前の2014年（平成26年）7月に、原 地所株式会社代表取締役に就任したのが、
現在の社長原信造である。2016年（平成28年）に、株式会社ホテル、ニューグランドの取締役に就任し、
2018年 2 月（平成30年）には、同社の代表取締役会長兼社長となり、範行に引続いて、同ホテルの経営
に携わっている。さらに2018年（平成30年） 1月には、原範行が保有していた株式会社ホテル、ニュー
グランドの株式を当社が買付け、筆頭株主として、資金面でも安定的に同ホテルを支える立場にある。
　先代の範行が、エンジニアという不動産業界では異色の経歴の持ち主であったが、原信造社長も原 
地所株式会社に入社する前は、全く異なる分野で活躍していた。ホテルニューグランドの会長兼社長就
任時のプレスリリースには、以下の経歴が記載されている。『東京大学法学部卒業→大蔵省（現在の財
務省）入省→関東信越国税局長→岡山県警察本部長→原 地所株式会社代表取締役社長』。余りにも不動
産業とはかけ離れた経歴を拝見し、原社長に不動産業に身を投じた当初、戸惑いはなかったのかをたず
ねた。すると「組織運営については、官も民も変わらない。一方、
営利で利益を出し続けることは大変だが、リスクをとって事業を
行うことは面白い」という答えが返ってきた。全く異なった世界
に身を置いても、戸惑うことなく前に進む姿勢は、先代の範行に
相通ずるものがある。
　現在の原地所の事業を問うと、「先代の時には大地主から依頼
を受け、借地人に底地を買い取ってもらう、底地売買の仲介を行
ってきたが、現在の原地所は不動産管理を主体とする会社になっ

ホテル、ニューグランド新館タワー

弁三ビル
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ている」と言う。主な事業収益は、当社発祥の地に立つ「弁三ビル」の賃貸収入だ。 1・ 2階にテナン
トを入居させ、 3・ 4階が住居となっているが、原社長が経営を引継いだ時には半分が空き状態だった
そうである。弁三ビルは、横浜市が繁華街の不燃化・近代化を進めるために促進した「防火帯建築の第
1号」という歴史ある建物だ。横浜市の助言も得ながら、これを改修して空きを埋めることに成功した。
「古い建物だが、躯体はしっかりしており、東日本大震災発生時も、低層に入居するクラブやバーでは、
酒瓶が落ちなかった」と、原社長から聞かされた。今はほぼ満室であり空きはほとんど出ない。好立地
に立つ雑居ビルであり、数年前には猫カフェがオープンするなど、時代に即した業種が入居してくる。
　今後も弁三ビルの活力を維持するための方策を尋ねた。「今のライフスタイルに合わせた改修を行っ
ていきたい。もともと住んでいた人は年配だが、これからはレトロな建物が好きという若い人も顧客対
象としていきたい。そうした層向けの専門サイトなどを通じて情報を発信し、当社が得意とする賃貸を
行っていく」という答えが返ってきた。安全面についても、セキュリティ会社と連携するとともに、死
角をなくし、防犯カメラの設置や放置自転車の撤去を行うなど、きめ細かな管理が徹底されている。

■三渓園に隣接した地にふさわしい物件を創るための 4社連携プロジェクト
　原信造社長の代になって、取り組まれたプロジェクトがある。これが行われたのは、富太郎が造園し
た三渓園に隣接する地であった。庭園内から見える場所の土地が買われ、建売住宅が建てられることに
なった。このままだと庭園からの景観がそこなわれかねないと危惧した関連会社が土地を買い取り、そ
の運用方法を当社が検討することになったのが2018年（平成30年）3月のことである。そして2019年（令
和元年） 5月に一棟の賃貸住宅が建設されるまで、借り手にとって「借りる理由のある家」を目指した
プロジェクトが動いた。原社長から、その案件については当社の松本部長に任せたという答えがあった
ため、プロジェクトの具体を松本部長に聞いた。
　「本牧三之谷261プロジェクト」（通称261）と名づけられたプロジェクトは、（株）ＫＥＮコーポレーシ
ョン横浜支店営業、三井ホーム（株）コンサルティング事業部、外構設計・施工 石井農園と当社の 4社に
よる取組みだ。その目的は、「三渓園に相応しい収益物件を創ること」。目的達成の方法は、いくつかの
アイディアを比較した結果、原社長が出した「外国人向け高賃料住宅運用」と決められた。住宅建設に
あたって 4社が共有したことを松本部長にたずねると、「目的の達成」と「徹底した顧客主義」という
答えが返ってきた。すなわち、収益物件として達成するべきことを数値で決めておくこと。プロジェク
トメンバーの好みを一切入れないこと。好みを入れることができないのは、原社長も同じで、最後まで
プロジェクトチームに任せきった。このことは協力 3社にとって驚きだったそうである。
　こうした基盤の上に立ち、徹底的に物件の居住対象者を分析し、突き詰めていった。 “Smith family”
という仮想の家族を創りあげ、家族全員の性格や趣味、価値観や好きな食べ物、平日と休日の過ごし方
などに至るまで、細かく設定するほどの徹底振りであった。打ち
合わせ場所の壁やガラスには、毎回必ず“Smith family”のイメ
ージ写真が貼られた。「こうしてイメージが共有化されたことで、
プロジェクトメンバーは、提案と取捨選択の時に顧客主義を基に
遠慮なく発言し、決定する時には全員の合意形成が図られた」と、
松本部長は言う。プロジェクトは 2ヶ月程の短期間でぶれること
なく、検討段階を終了した。
　建てられた住宅は、200坪という敷地を贅沢に使って建物が中央に配置され、そこからは三渓園の風
景を楽しむことができる。まさに三渓園が借景となっている。さらに、天井高く、広い玄関ホールや、
同じくその広さに圧倒されるリビングやキッチンなど、そこには、どうしてもここに住みたいと思わせ

ガラスに貼られた入居者イメージ
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る、“Smith family”にとっての「借りる理由」が詰め込まれている。その結果、竣工後、息をつく間
もないほどのタイミングで入居者が決定した。目的は先ず達成された。

　高級賃貸物件の企画成功のポイントを松本部長にたずねたとこ
ろ、「主因は顧客主義を貫けた事だが、原社長の、大局を見極めて
合意し任せたら最後まで任せ切るという度量の大きさと断言。プロ
ジェクトの大小に関係なくこれを貫くのは案外難しい。この度量の
大きさは、原家に代々伝わる家風だと感じている」と語った後、「高
級・中級・低額を問わず、目的と方法と何をもって達成とするのか
を決めることに時間をかけ、スタートしたら最小限の調整で済むよ
うにすること」を留意点としてあげた。さらに「本当に成功したか

を評価することは、30年後にしかできない。プロジェクトでは、少なくとも20年間は通用する物件を目
指した」と加えた。最後に聞いて驚いたのは、松本部長がプロジェクトスタート時に51歳ながら、当社
入社 1ヶ月目の不動産業界のルーキーであったことだ。原三渓が創り上げた三渓園の景観を守ろうとす
る一族の想いと、当社の新たな人材のフレッシュな力、それぞれの持てる力を遺憾なく発揮した 4社の
連携が組み合わさり、質の高い成果が生み出されることになった。

■コロナ禍を乗り越えて次なるステップへ
　「コロナ禍によって、これまで10年かかっていたような変化が 5年で起こることになる」という言葉が原社
長の口からもれた。その対応を強く迫られているのが、「ホテル、ニューグランド」だ。非常事態宣言後、ク
ラスター発生時のリスクを考え、やむなく4～ 5月は休館した。その間に、安全対策を講じるとともに、修
繕も行って再開に備えたと言う。これからは、来館して部屋で過ごす「すごもり」に対するルームサービス
の充実や、「Go to トラベル」への対応などを図っていく。その際に となるのが人材だが、ニューグランド
の強みはその知名度にある。従業員を募集すると、応募者が多く、定着率も高いという。加えて、ニューグ
ランドの特長は、目の前に海があることだ。東京の著名なホテルでも、これだけの立地を持つホテルはない。
　最後に、これからの当社事業の展望を原社長に聞いた。「堅実に続けていく。プライベートカンパニ
ーとしての顔を持ちつつ、古いビルをリニューアルし、利活用によって新たな命を吹き込んでいきたい」
と言う。目指すは「地域に愛されるビル、東京から人を呼べる店」だ。さらに、当社本社のある山下町
エリアの街づくりについてもたずねた。原社長は、山下公園通り会の会長でもある。その答えは「関内、
関外と回遊性を創り出し、都市の重心を引き戻したい。以前は山下町に重心があった。市街地の目の前
に海がある立地を活かし、その魅力を広く発信していきたい」と答えた。コロナ禍の先の未来に、どの
ような街、建物が見えてくるのか、ワクワクしながら原社長との話を終えた。

法 人 名 原地所株式会社

事務所所在地 横浜市中区山下町11－1

創　　業 1939年8月

法人設立 1971年5月

資 本 金 9,500万円

代 表 者 代表取締役社長　原 信造

事業内容  ビル賃貸業、不動産売買

法人概要

原信造社長
（剣道日本11月号の掲載写真）

261プロジェクトの賃貸住宅
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■廻船問屋で築いた財で横浜に土地を所有
　現在の社長である犬山惠一朗氏は、犬山家 7代目の当主である。横浜の地で脈々と受け継がれてきた
犬山家の歴史は古い。1927年（昭和 2年）に「横濱市復興圖編纂所」が発行した地図には、大きく犬山
邸が掲載され、その 2軒先には田中家の文字が読み取れる。「田中家は、坂本龍馬の妻であった‘お龍
さん’が、夫の死後、一時期仲居として働いていた神奈川宿の料亭」との話を犬山社長から聞き、改め
て当家の歴史の重みを実感した。横浜の地で不動産事業を始めたきっかけをたずねると、「横浜におけ
る犬山家の黎明期は廻船問屋だった」との返事が返ってきた。船で大阪や四国に物資を運び、これを降
ろすと逆に先方の物資を積んで帰るという事業によって財を築いていったそうである。これを投じて土
地を所有し、大地主になっていったと言う。しかしながら戦争の時代に突入すると逆風が吹いた。軍需
産業などに使用するため土地が接収されたり、時の政府における過大な財産税の導入などにより所有地
は次第に減少していく。そして、それまで地主として土地を貸し収益を得ていたが、戦後の苦しい環境
の中で大きくのしかかる固定費を確保するために、残った土地を切り売りしたことも相俟って、さらに
所有地が減っていったと言う。そこで、犬山家が衰退していくのを止めるために奮起したのが、現社長
の父である、先代の犬山惠裕（さとひろ）氏だ。

～協会会員に聴く～ インタビュー及びまとめ　中小企業診断士　為崎　緑

犬山建物株式会社

横浜駅近くという立地特性を活かしながら
時代に応じ懐深くテナントを受入れビルの活力を維持

昭和 2年発行の地図（犬山邸と田中家の記載がある）
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■企画・設計・建物管理による一貫した不動産プロデュース
　今から30年ほど前に当社が制作した会社案内のパンフレットに、以下のような記載がある。『当社は、
地元横浜の現在と将来を見据え、横浜駅周辺を中心にしたデベロップ活動を展開。一級建築士設計事務
所の顔を持ち、企画、設計、建物管理にいたる一貫した不動産プロデュースに若い人材を投入、積極的
に取り組んでいます』。これこそが、当社戦略の特長である。この戦略を立てたのが先代社長の犬山惠
裕氏であり、「父は大学卒業後、商社（現在の丸紅）で大きなプロジェクトを手掛け、その中で貸ビル
業のノウハウを身につけていった。」と、犬山惠一朗社長は語った。そのようにして、開発から企画、
設計までを当社が手掛けて建てられたのが、「犬山ビル」である。1971年（昭和46年）竣工で地上 8階、
地下 1階、延床面積1,741㎡のオフィスビルだ。当時では最先端であった、ＯＡフロア、集中管理システム、
防災センターが導入された。ここにも、ビル建設のすべてのプロセスを人任せにすることなく、自ら手
掛けた‘こだわり’の効果が表れている。
　その頃の鶴屋町には他に大きな建物はなく、犬山ビル 1棟だけが建っていたそうである。なぜ住居ビ
ルではなくオフィスビルにしたのかを尋ねると、「テナントに良好な事業者を集めれば、事故や問題が
起きることが少なく、安定して運営できると考えたため」と、
犬山社長から答えが返ってきた。そうした状況下、当時の犬山
ビルは、地域を牽引する役割を担っていた。後背地に住宅街も
あることから、現在まで続くビルのコンセプトは「地元の人に
愛され、住んでいる人が来たいと思うビル」だ。このコンセプ
トの下、竣工後約50年を経てもなお、ほとんど空室が生じるこ
とがない。
　空きを出さないための工夫を犬山社長に聞くと「ただ、横浜
駅前という立地の良さに救われてきただけ」と言う。しかしな
がら、決してそれだけではない。ビルの24時間化、外壁の全面
塗装、各フロアの共用部分の中規模修繕、コア部分における電
気容量の拡大、災害対応の用水ポンプ、非常用バッテリーの設
置など、きめ細かく計画的にメンテナンスが行われている。

■チャレンジングな精神でスポーツショップを経営
　犬山社長に、先代の惠裕社長の人物像をたずねると、
「時代に合ったものを創り出す、チャレンジングな人だ
った」という答えが返ってきた。そして「経営者として、
尊敬している」とも。そんな精神から、犬山ビルの 1階
に惠裕社長が開いたのが、スポーツ用品販売店である。
（スワロースポーツ、その後アガシャ・スポーツへ改名）
もともと神奈川県スキー連盟の副会長をしていた惠裕社
長の義兄が始めた会社であったが、経営を引継いで改革
を行っていった。その結果業績は向上し、店舗数も最大
で12店舗まで拡大したと言う。犬山ビル内には「ベース
ボールプロショップ」が開設された。横浜駅前のビルに

野球の専門ショップを入れるという策が功を奏し、当時では関東一の品揃えを誇りプロ野球選手までが
来店する店になっていったそうである。その他にも、スキーやゴルフ、テニスのショップを県内各地に

犬山ビル

アガシャ・スポーツの店
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開き、1987年（昭和62年）公開の映画「私をスキーに連れてって」のヒットによってスキーブームが到
来、総合スポーツ用品販売店として最盛期を迎える。その後、大手企業が全国に展開したチェーンのス
ポーツショップや、Ｅコマースの波に押され、50年強で、その歴史を閉じることになった。しかしなが
ら、惠裕社長の先駆的な目のつけどころや経営手腕を強く感じるエピソードである。

■懐深くテナントを受入れることで活力を維持し続ける犬山西口ビル
　当社は住居ビルの分野も手掛けた。これについても、一級建築士事務所を持っていた強みを活かし、
設計・監理・販売という一連のプロセスを自社で行った。その 1つが、反町駅徒歩 4分の場所に、1974年
（昭和49年）に竣工した「メゾン・シャングリラ」である。当社パンフレットの紹介には、「暮らしの快適
さを追求した」との案内がある。東京都内でも、多くのマンションの設計・監理を行っていった。まさに
一貫した不動産プロデュースの力が遺憾なく発揮されていった訳である。
　さらに、 2棟目の自社ビルとして、1976年（昭和51年）に犬山西口ビ
ルが竣工した。地上 9階、地下 2階、延床面積4,283㎡と、犬山ビルを
上回る規模である。共通するのは、横浜駅近くという好立地で、当ビル
は百貨店・高島屋のはす向かいに建つ。一方、外観は、犬山ビルが度々
の化粧直しによって、現在はタイルが使われた外壁となっているのに対
し、犬山西口ビルは全面ガラス張りとなっている。目指したのは「ハイ
センスなたたずまい」だ。当社パンフレットでは『横浜西口ショッピン
グ街の中心に位置する、 9階建ての瀟洒な商業ビルヂング』と紹介され
ている。フロア貸しを基本とする。「エレベーターを降りれば、入居し
ている事業者だけのスペースに直結している」と、犬山社長は説明した。
　竣工してから44年余りとなるが、その間にテナントは大きく入れ替わ
った。竣工当時のテナント構成には、先代の惠裕社長のチャレンジング精神と、横浜の地に根づいてき
た企業としての地元でのつながりが色濃く反映されている。地下 2階では生演奏を楽しみながらフレン
チのフルコースを堪能できる社交クラブを経営し、カンツォーネ等のヨーロピアン風ステージが繰り広
げられていたそうである。これが評判となり、政治家や財界人、芸能人まで来店することとなった。そ
してその上の地下 1階～地上 3階までは、地元の信用金庫が入居した。その後、 1階部分のテナントは
入れ替わり、信用金庫→パチンコ店→オーダースーツ店と動いている。金融機関、娯楽店、物販店と、
多彩な顔ぶれである。そして、その他のフロアのテナントも入れ替わり、現在は脱毛サロンや美容外科
などが入居する。まさに時代の流れを反映しているかのようだ。
　途切れることなく、テナントがうまく入れ替わってきた理由を、犬山社長にたずねた。そこで返って
きたのが、「種々雑多なものを懐深く受入れてきた」という、とても印象深い言葉であった。これが、
今の時代に合った多様な業種・業態で構成されるテナントミックスにつながっている。だが、何でもか
んでも受け入れてきたわけではない。そこには、犬山ビルと共通するポリシーがある。それが、「礼節
を重んじ、共に協力しながら互いに繁栄していける企業様にご入居頂き、地元の人に愛されるビルにな
る」ということだ。

■時代に即したインテリジェント・ビル内に本社を構える
　現在、当社は鶴屋町に1994年（平成 6年）に竣工したアサヒビルヂングの中に本社を構える。このビ
ルにも、竣工当時の先端的な設備が詰め込まれている。ビルの案内パンフレット内の「情報都市のビジ
ネスを支える、多様な機能の装備」の例として記載されているものに次のようなものがある。『ＮＴＴ

犬山西口ビル
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法 人 名 犬山建物株式会社
本社所在地 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8

法人設立 1970年2月

資 本 金 2,500万円

代 表 者 代表取締役社長　犬山惠一朗

事業内容  貸ビル業  
不動産仲介業  
不動産コンサルティング業

法人概要

犬山惠一朗社長

の未来型統合配線システムＩ3－ＣＳ（トリプル・アイ・シーエス）
の採用』『電力配線システム ＦＡＷＳの導入』『完璧なセキュリティ、
セコムＣＸシステム』『エアコンと照明は、最新のシステム天井（ビ
ル用マルチコンディショニングシステムによる空調システムと、照明
器具を使う場所で機能するようにした最新のシステム天井）を採用』。
　一方、ビルの外側は、青空と水と緑の潤うビル空間を創り出すため
に、水の流れと豊かな採光による演出が施されている。当社も大きく
関わるインテリジェント・オフィスビル内の一角に本社を移し、犬山
家の横浜密着型の経営が 7代目の犬山惠一朗社長に引継がれ、続けら
れている。

■今は体力を温存し、次なるステップに進む
　犬山惠一朗社長に経営が引継がれたのは 4年前のことだ。惠一朗社長は、犬山ビルの 2階にあった自
宅で、父の背中を見て育った。いつも身近に貸ビル業を感じる環境にあった。だが、すぐにこの業界に
入った訳ではない。大学を卒業する頃は就職氷河期であったが、見識を高めるために航空業界に飛び込
んだ。その後、父の知り合いの力を借り語学留学のためにアメリカに渡る。帰国した後は大手自動車メ
ーカー経理部で勤め、ようやく当社に入ることになる。 5年間は先代社長と共に働き、そこから多くを
学んだと言う。父親との関係をたずねると、「生前はぶつかることも多かったが、亡くなって反抗心が
失せた。経営者としての凄さがようやくわかった」と言う。そして、経営を引継いでいくことに関して
は「父から基本的な部分は引継ぎながら、時代に合った対応をしていきたい」という言葉が返ってきた。
父親がいる時には企業の中の 2番手だったが、トップに立ってみると、見える景色がまるで違ったそう
である。経営の楽しさについて聞くと、「色々な業界の社長たちに会う機会が多く、その中で横浜経済
のダイナミズムが改めてわかった。そして経済の本質も見える」と答えた。
　最後に今後の抱負を聞いた。現在は世情が混沌としていて、景気もはかばかしくない。テナントとし
て入居して下さっている事業者も、人が来なければ成り立たない業種が多いが、コロナ禍の中で先行き
が不透明である。今は、じっとしている我慢の時だ。この待ちの期間の間に体力を温存する。その先で、
現在の貸ビルではない業態の何かに挑戦することを考えてみたいと言った。父のチャレンジング精神を
引継いだ社長が率いる当社の未来が楽しみだ。

アサヒビル
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1 はじめに
　横浜市は、明治22年（1889年）に人口11万 6
千人の市として誕生しました。市の発展ととも
に歩みを続けてきた市庁舎は、これまで関東大
震災や横浜大空襲の災禍による焼失などによ
り、主に都心部の中で度々その位置を変え、関
内駅前にあった 7代目の旧市庁舎は、横浜開港
100年記念事業の一環として、昭和34年（1959
年）に建設されました。
　旧市庁舎では、約60年使用されてきたことに
よる施設や設備の老朽化、業務量拡大により執
務スペース不足を解消するための20を超える執
務室の分散化、情報提供、市民相談等の多様化
に対応するための市民対応スペースの不足、
日々変化する情報化社会の進展や多様化・複雑
化する社会状況への対応、昨今の大規模災害が
発生した場合の災害時の拠点として業務継続、
低炭素社会の実現に向けた環境対策等、様々な
課題を抱えていました。
　これらの課題を解決するため、平成25年 3 月
に「新市庁舎整備基本構想」、平成26年 3 月に「新
市庁舎整備基本計画」を策定して新市庁舎を整
備することとし（以下、「本プロジェクト」と
いう。）、平成28年 2 月に設計着手、平成29年 8
月に着工し、令和 2年 5月に完成しました。

【資料 3　 7代目の旧市庁舎】

【資料 1　南西からの全景】

横浜市役所
新市庁舎整備事業 髙 松  誠横浜市建築局施設整備課

新市庁舎整備担当係長

特 別 寄 稿

【資料 2　執務室の分散状況】

旧市庁舎

新市庁舎
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2 事業スキーム
　本プロジェクトを進めるにあたり、事業スキームについて「新市庁舎整備基本計画」で検討し、高度
な技術力・ノウハウ等の採用、工期短縮、コスト縮減等の観点から、基本設計を含めた設計・施工一括
発注方式（以下、「DB方式」という。）を、横浜市として初めて採用しました。
　DB方式による事業者の選定は、高度技術提案型総合評価落札方式を採用しました。事業者からの施
工技術や金額だけでなく、設計者及び工事施工者の高度な技術を一層引き出し、横浜市が求める新市庁
舎像を理想的な形で実現するよう選定しました。事業者の選定は、外部有識者で構成する「横浜市市庁
舎移転新築工事技術提案等評価委員会」を設置して選定しました。 5者から技術提案資料の提出及び入
札があり、竹中・西松建設共同企業体が落札者として決定されました。
　本プロジェクトでは、別事業者による施工が可能な中層部の内装及び設備工事、また特殊設備工事を
別途発注することにより、「横浜市中小企業振興基本条例」の基本方針に基づき、透明かつ公正な競争
等に留意しつつ市内中小企業者の受注機会の増大を図り、結果として合計17本の工事請負契約を締結し、
本プロジェクトを実施しました。市としてこのような規模の超高層建築物の経験がなく、また、合計17
社との調整は非常に困難でした。

3 建築計画
　計画地は、「みなとみらい21地区」「北仲通北地
区」「関内地区」「桜木町・野毛地区」の 4つの地区
の結節点となる立地を活かし、各地区間のゲート性
に配慮した動線計画と景観計画を行うことにより、
歩行者ネットワークを形成して周辺地区相互の回
遊性を高めながら、街全体での魅力向上を図る計画
としています。
　さらに、建物西側は大岡川に面しており、水辺空
間を活かして、人々が憩い、回遊できる豊かな外部
空間を創出しています。
　建物は高層の行政棟、中層の議会棟及びアトリウ
ムが一体で建築され、みなとみらい21地区の高層建
築群の一翼として、都市景観に配慮したスカイライ
ンを形成しています。
　外装コンセプトについて、高層の行政棟は、群景
観の中で際立つ、国際都市にふさわしい品位ある佇
まいを目指しました。周辺地区が比較的ブラウン、
グレー系の色彩イメージを持つ中で、横浜の産業の
一つであるシルクをイメージした白い透明な質感
や、垂直性を基調とするデザインとし、外観は周辺
の街並みと調和しながらも、新市庁舎として際立つ
品位と格調、そしてシンボル性を持たせるファサー
ドとしています。また、 2つの三角形にボリューム
を分割することで、建物としての圧迫感を抑えてい
ます。

【資料 6　アトリウム、行政棟、議会棟】

【資料 5　水辺空間】

【資料 4　敷地周辺状況】
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　中層の議会棟は、行政棟と分割してアイストップ
となるよう船をイメージした視認性の高いデザイン
としています。
　また、アトリウムはガラス張りの 3層吹き抜けの
約1,200㎡ある大空間で、市民に開かれた開放的な
空間を実現し、式典、演奏会やパブリックビューイ
ング等のイベントが開催できるよう、270インチの
大型モニターや昇降式ステージ、照明バトンも設置
しています。

4 建物機能
　建物機能は、高層部、中層部及び低層部の 3層に
分けて構成し、高層部は行政機能、中層部は議会機
能、低層部は市民利用施設及び商業施設を配置して
います。高層部は、 3階の受付でセキュリティカー
ドを受け取り、ゲートを通過して各フロアへアクセ
スします。南北面に執務空間を配置し、 1フロアで
約300人、合計6,000人を超える職員が業務を行って
います。また、コア部にはエレベーターホール、機
械室や倉庫等を配置したゾーニング計画としていま
す。
　中層部は、行政と同様に 3階に受付を配置し、 5
階に常任委員会室、 6階から 8階には 3層吹抜けの
本会議場を設けています。内装は、床や椅子は海を
イメージさせる青の色彩とし、さらに波をイメージ
した木の壁面、船底の形状が特徴的な白い天井とし
ています。
　低層部は、人々を迎え入れる「街」のような空間
を創出するため、1、2階に市民協働推進スペース、
飲食店等の商業施設を配置することで、多くの人が
集える空間を創出しています。また 3階には市民ラ
ウンジを配置し、みなとみらい21地区を一望できま
す。ベンチには横浜市の水源である山梨県道志村の
木材を使用し
て、ベンチを
舟形に造作
し、カーペッ
トは波をイメ
ージした青を
使用すること
で、横浜らし
さを表現して
います。

【資料 7　アトリウム内部】

【資料10　本会議場】 【資料11　 3 階市民ラウンジ】

【資料 9　執務室】

【資料 8　建物機能ゾーニング】
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5 ユニバーサルデザイン
　誰もがスムーズに建物内外を移動でき、安心・安全・快適に施設や機能を利用できるよう、極力段差を
排した計画としています。案内について、低層部の主要な案内表示は 5か国語表示を基本とするとともに、
ディスプレイを用いて情報発信するデジタルサイネージも採用しています。議場等には難聴者等を支援す
るため、映像・音響設備等から音声を放送するヒアリングループを設置する等の対応をしています。

6 BCP対策
　新市庁舎では、様々な
災害時に危機管理の中心
的役割を果たすために、
中間層免震を 3階の床下
に設け、加えて制振装置
を 1、 2、 4～ 7階に配
置した、ハイブリッド免
震を採用しました。万一
の大災害時における建物
の損傷防止に加え、什器
の転倒を防止すること
で、業務の継続性を確保
しています。
　さらに、主要な電気室
や機械室等は、津波によ
る浸水の恐れない 4階に配置するとともに、インフ
ラの供給が途絶えた場合でも、 7日間使用できる非
常用発電機の燃料や、飲料水、トイレ洗浄水を確保
することで、災害時にも市役所機能を維持し、業務
を継続できるようにしています。また、最上階（PHR
階）にはヘリポートを設置し、災害時の輸送経路を
確保しています。

7 環境への配慮
　新市庁舎では、環境に最大限に配慮した低炭素型
市庁舎の実現を目指しました。高層部の外装には、
断熱性能の高いダブルスキンカーテンウォールを採
用し、日射抑制と視線制御が必要な東西面のカーテ
ンウォールには、セラミックプリントとアルミパネ
ルを組み合わせる等、方位毎の環境に応じた外皮負
荷を低減するファサード計画を行いました。
　設備面では、輻射空調システム、照明の人感・昼
光センサー制御、RFID技術を利用した居住域の細

【資料14　太陽光パネル】

【資料13　免震装置】

【資料12　ＢＣＰ対策概要図】
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かな計測による空調、照明制御など高効率な機器、シ
ステムを導入して省エネルギーと快適性の両立を図っ
ています。また、太陽光発電、構造杭66本を利用した
大規模な地中熱利用空調、高層部のダブルスキンカー
テンウォールにはほぼ全周に組み込まれた自然換気パ
ネルからの自然通風の取入れ、効率に発電する固体酸
化物型燃料電池、下水再生水を熱利用した上でトイレ
洗浄に利用する等、自然エネルギーや新たなエネルギ
ーを積極的に導入しています。自然換気パネルは、　
開閉を職員が手動により行うもので、そのタイミング
は外気温や湿度等の条件から
自動で判定し、執務室内にラン
プと音でお知らせしています。
コロナ禍においては、環境面だ
けでなく、超高層建築物で自然
換気が可能になるものとして、
有効に活用されています。
　空調熱源は、公募型プロポー
ザル方式で選定した熱供給
事業者（東京都市サービス
株式会社）により、本プロ
ジェクトと並行して地域冷
暖房の整備が進められてき
ました。地域に密着した地
域冷暖房として高効率な熱
供給が行われています。
　これらの取組により、
CASBEE横浜認証制度（建
築環境総合性能評価システ
ム）で「Sランク」、BELS（建
築物エネルギー性能表示制
度）で★★★★★、竣工時
のZEB Readyを実現して
います。
　また、新市庁舎で使用す
る電力については、市内の
焼却工場で作られる再生可能エネルギー電力と、国
の固定価格買取制度（FIT）による買取が終了した、
市内の太陽光発電設備で発電された電力（卒FIT）
等を活用して、再生可能エネルギー100％化を実現
しています。

【資料15　自然換気ランプ】 【資料16　自然換気パネル】

【資料18　燃料電池】

【資料17　環境配慮対策概要図】
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8 おわりに
　このように新市庁舎は、ユニバーサルデザインやBCP対策、環境に配慮し100年使い続けられるよう
建築しました。国際都市横浜のランドマークの一つとして、市民に開かれ、末永く愛される市庁舎にな
ることを願っています。

【建築概要】

事 業 者 横浜市

所 在 地 神奈川県横浜市中区本町 6丁目50番地の10

アクセス みなとみらい線「馬車道駅」直結、ＪＲ、市営地下鉄「桜木町駅」徒歩 3分

敷地面積  13,142.92㎡

建築面積   7,941.00㎡

延床面積 142,582.18㎡（基準階面積：3,414.55㎡）

構 造 鉄骨造（柱コンクリート充填鋼管構造）、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
中間層免震構造＋制振構造

規 模 地下 2階、地上32階、塔屋 2階、最高高さ155.4ｍ

Ｃ Ｍ ｒ 山下ＰＭＣ／山下設計ＪＶ

設計施工 竹中・西松建設ＪＶ

設計監理 ㈱竹中工務店、㈱槇総合計画事務所

監 理 ㈱ＮＴＴファシリティーズ

別途工事
施 工

中層部内装整備工事 建築 1工区：㈱ＮＢ建設 
建築 2工区：㈱小俣組 
電気設備1工区：扶桑・日宝建設ＪＶ 
電気設備2工区：扶桑・日宝建設ＪＶ 
空調設備工事：三沢・興信・三光建設ＪＶ 
衛生設備工事：エルゴテック㈱

構 内 交 換 設 備 工 事：東日本電信電話株式会社
マルチサイン設備工事：東洋電装・神電設備建設ＪＶ
映像・音響設備工事：清進・浜川建設ＪＶ
監視カメラ設備工事：株式会社きんでん
防犯・入退室管理設備工事：三沢・セイブ建設ＪＶ
議場・委員会設備工事：株式会社システムエンジニアリング
間仕切り壁設置工事：土志田建設株式会社
サ イ ン 設 置 工 事：土志田建設株式会社
駐 車 管 制 設 備 工 事：東洋電装株式会社
遺構展示その他工事：竹中・西松建設ＪＶ

工 期 平成29年 8 月～令和 2年 5月
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賛助会員紹介

 
住所 〒232-0012

横浜市南区南吉田町1-13-2 明光社ビル
TEL 045-242-9171
URL http://meikousha.net/

株 式 会 社 ケイ 環 境 企 画
住所 〒232-0066　横浜市南区六ッ川2-109-6
TEL 045-712-7805 FAX 045-742-0465
URL www.kei-kankyoukikaku.com

お客様第一主義：お客様ご納得の質とサービスの提供

～未来へ、環境と資源を考える～

　弊社は1960年創業の総合ビルメン
テナンス業として清掃業務、設備管理
業務、警備業務など幅広い業務を行
っています。人にやさしい快適な環境
を創造するため、長年の建物管理実
績とノウハウを提供することをコンセ
プトに、お客様の立場に立った長期的
なトータルメンテナンスプランから専
門分野のメンテナンスまできめ細かい
サービス対応を心掛けています。
　弊社では現在お客様がご利用中の
ビルメンテナンス内容の診断を含め、
ご相談・ご依頼をいつでも受け付け
ております。ビル経営にまつわるお悩
みは、多種多様です。長年に渡り携
わってきた培ったノウハウを生かし、
オーナー様や管理者様のお悩みに対
応することが可能です。この機会にコ
ストや管理体制を見直の検討を弊社に
ご用命下さい。

協会へのメッセージ
　オフィスビル・テナントビル・商業施設やマンション等か
ら出る廃棄物の総合管理は当社におまかせください。
　廃棄物の適正処理はもちろん、廃棄物保管室の設計やテナ
ント管理、テナント入退時の残置物処理や復旧工事も承ります。
会社・紹介
　一般・産業廃棄物処理専門業者として65周年を迎えまし
た。地元横浜におけるリーディングカンパニーとして、数千
社を超える企業様よりご用命を賜り、廃棄物処理における
多くの経験を培って参りました。商業施設・オフィスビルな
どの開発や建替え等による再開発の際には是非、お声掛け
ください。現状の廃棄物処理について、一度見直してみて
はいかがでしょうか？　ご相談の全てにお答えいたします。
社会貢献活動等の紹介
　横浜市と連携し地域清掃活動を定期的に実施していま
す。また地域イベント等における「エコステーション運営」
には、積極的に参加し、廃棄物の分別指導・排出抑制・減
量化に貢献しています。
トピックス
　当社の廃棄物収集車は全車低公害型車両を導入しています。

大規模商業施設・オフィスビルにおいては、当社作業員が
常駐し、廃棄物の分別、減容作業の実施によりコストダウ
ンが実現できます。

電 話：045-712-7805 
MAIL：eigyo@k-kankyo.comお問合先
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株 式 会 社 奥 野 設 計
住所 〒231-0023　横浜市中区山下町25-15
TEL 045-228-2056 FAX 045-228-2057
URL http://www.okuno-associates.com

～クライアントの理想のニーズを具体化し、最大限の価値創造を目指します。～

協会へのメッセージ
　オフィスビル、商業ビルに限らず全ジャンルの建物事業の構
想・計画の支援、基本設計、実施設計、施工会社の選定支援、
設計監理、竣工後のメンテナンス計画など全ての工程を一貫
して弊社のスタッフで発注者と協力し事業を推進いたします。
会社・紹介
　建築設計、構造設計、設備設計をはじめ、市街地再開発、
各種コンサルティング業務、庭園設計、プロジェクト・マネ
ージメント／コンストラクションマネージメントを含むサービ
スを提供する総合設計事務所です。昭和27年に創立され、
半世紀以上に及ぶ信頼を獲得してきました。現在コアスタ
ッフとして65名が活動しております。
社会貢献活動等の紹介
　関内・関外・港町地区及び横浜市周辺地域の再生を推進
し地域活性化に資する調査・検討・企画・提案を行うことを
目的とした関内・関外・港町地区都市計画協議会の会員と
して地域のまちづくり活動に参加しております。
トピックス
　神奈川県様発注の津久井やまゆり園改築工事と県立図書
館新棟新築工事は施工監理中、横浜市様発注の箕輪小学
校は今春竣工いたしました。官公庁を含め幅広いジャンル
で設計監理に携わっています。

TM E S株式会社 横浜支店
住所 〒231-0007　横浜市中区弁天通6-85
TEL 045-664-1107 FAX 045-664-1105
URL http://www.tm-es.co.jp

「設備総合管理」のTME S
協会へのメッセージ
　TMESは神奈川ビルヂング協会の賛助会員となり18年目を迎え
ました。今後とも有益な情報の交換ができればと思っておりますの
で、よろしくお願いいたします。
会社・紹介
「設備総合管理」による建物LCC（ライフサイクルコスト）の最少化
　建物のLCCの７割以上が設備関連と言われています。TMESは
独自のエネルギー管理・分析ツールを用いて建物の快適性や生産
性を確保しながら、設備機器やシステムの運用改善を図るエコチ
ューニングに多くの実績を持っています。その経験を活かし、他社
にはない特色ある「設備総合管理（Technology, Maintenance, 
Engineering & Solution）という「設備管理とソリューションのハ
イブリッドビジネス」を展開し、建物のLCCの最小化に取り組んで
います。
社会貢献活動等の紹介
点検現場がラクになる「LiLz Gauge」
　施設管理の業務において、作業員が日々実施している設備の日
常点検は、現地を巡回し各種メーターを目視確認した内容を記録

するなど、多大な労力を要しています。
　働き方改革が叫ばれる今、TMESは低消費電力IoTカメラと機
械学習を活用し、計器の読み取りを自動化することで目視巡回点
検を効率化するクラウドサービス「LiLz Gauge」を、アフターサー
ビスを含めて提供しております。
トピックス
「LiLz Gauge」二次販売代理店を募集しております！
　TMESは、「LiLz Gauge」をさらに多くの施設で活用していただ
くことが、広く設備メンテナンスの省力化に貢献すると共に、この
社会的課題を解決することにつながると考え、拡販体制の構築に
向けて二次販売代理店を現在、募集しております。

電 話：045-228-2056 
MAIL：info@okuno-associates.comお問合先

電 話：045-664-1107お問合先

新横浜特別養護老人ホーム 横浜市金沢区余熱利用施設

船橋駅前法定再開発浜松駅前法定再開発

LiLz Gaugeシステム全体図
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　この度の新型コロナウィルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げる

と共に、羅患された方々に心よりお見舞い申し上げます。1日も早い終息をお祈り申し上げます。

　所説ありますが、オリンピック・サッカーＷ杯
と並んで世界三大スポーツ大会と言われています
ツール・ド・フランス（ツール）が、第107回大会
を迎えた今年は例年より 2ヶ月遅れの 8月29日か
ら開催されました。例年、現地観戦者（主に沿道）
は毎年 1千万人を優に超え、テレビ観戦者におい
てはのべ35億人とも言われております。絵葉書の
ようなフランスの情緒ある町並みやダイナミック
な山脈を選手が疾走する景色と戦略的なレース展
開とが合わさった華やかさにすっかり魅了され、
大会期間中ほぼ毎日テレビ観戦することが学生時
代からの趣味になっております。
　今年は開催が危ぶまれましたが、感染予防と社
会性の両立を目指す「ソーシャル・バブル」とい
う考えのもと、各チームの選手・スタッフのみを
其々 1つのバブルに閉じ込め、厳しい規制を設け
た「レース・バブル」という概念により、沿道観
戦者が多く集まる中であっても、選手の感染者を
一人も出さずに無事大会が終わりました。
　大会概要は、フランス国内外総距離約3500kmを
全21ステージ（概ね100～250km／ 1日）と2日の
休息日を含む23日間かけて 1チーム 8人編成で走
破を目指し、各ステージ優勝や全ステージ最小累
積タイムの総合優勝（マイヨ・ジョーヌ）等を競
う最高峰の自転車ロードレースです。 7人のチー
ムメイトが風除けやペースペーカーのアシストを
しながらエースを引き上げる団体戦でもありなが
ら個人戦である、究極の持久系スポーツ大会だと
思っております。
　時速50kmを平地で走行する場合、先頭選手へ
の空気抵抗は80％位になり（速度の 2乗に比例す
る慣性抵抗）、後続選手は、風除け（ドラフティン
グ）効果により、その内最大30％の空気抵抗を減
らすことが可能と言われております。このような
長丁場の過酷なレースにおけるチームワークによ
り、近年はよりチームでの組織的戦略が功を奏す

るレース展開が多い中、今年はチーム力で快進撃
を続けてきたスロベニア出身のログリッチ選手を
抑え、同国出身の若手ポガチャル選手が、孤軍奮
闘の中、終盤のステージで大逆転を収めマイヨ・
ジョーヌ獲得と、近年稀に見るほどの大番狂わせ
の結果となり、今年は特にドラマのようなレース
展開に見応えがありました。
　その過酷さ故、選手の持久力を不正に向上させ
るため、チームぐるみで禁止薬物を使用すること
やＥＰＯ・血液ドーピング発覚により 7年間分の
優勝をはく奪されたランス・アームストロングな
ど、大会は常に不正疑惑にさらされていました。
ソチオリンピックのドーピング問題も相まって、
アンチ・ドーピング対策が強化されたおかげで、
チームは「合法的なドーピング効果」と謳われる、
科学的なトレーニングの反証効果に力を入れる要
因になりました。その科学的なアプローチは「マ
ージナル・ゲイン（1％のカイゼンの科学的積重）」
と呼ばれています。機材の軽量化は勿論のこと、
例えば、従来の高地トレーニングだけでは、選手
の最大酸素摂取量を増やし持久力向上を目指せる
一方、低酸素環境により筋力は弱ってしまうとい
う科学的な積み重ねの検証により、今では高地滞
在・低地トレーニングが運動効率の上昇につなが
るというアプローチ等、選手の努力＋αを、科学
的な検証により 1％でも向上させる努力もまた、
大会の年々の魅力に繋がっていると思います。
　東京オリンピックのロードレースは近年のオリ
ンピックで行われていた周回レースとは異なり、
府中の武蔵野の森公園から富士スピードウェイま
での起伏の富んだ、ツールを彷彿とさせるような
山岳ラインレースになっており、富士山を仰ぐ雄
大な景色の中でトッププロ選手を沿道で見られる
観戦輿望の担ったコースでツールが閉会した直後
に日本で現地観戦できると思うと、来年が更に待
ち遠しい気持ちで一杯です。

〈 随 筆 〉

“ ツール ” の魅力
株式会社横浜駅前ビルディング　常務取締役　稲葉俊人
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編集後記
　今年の 2月ごろから、新型コロナウイルス感染症の猛威が世界へ拡大化し、日本、神奈川も大き

な波を経て、いまだに治まる兆しが見えない状況です。この感染症防止対応により、生活面から経

済活動面など多大な影響が生じ、当協会の見学会や総会なども異例な対応を余儀なくされました。

しかし、予定した講演会は工夫をしながら進め、この機関誌も会員や関係者のご協力により発行す

ることが出来ました。皆様に感謝申し上げます。

　そして、私たちの神奈川、横浜において、この非常事態を克服するため、当協会・会員が一丸と

なり、情報を交換し、連携して行くことを強く求められていることをより一層感じるところです。

　さて、本号では、長い年を重ね検討し事業化した 2つの大きなプロジェクト「横浜市役所の新市

庁舎」「横浜駅ビルのJR横浜タワー」が完成し、早くもその内容や写真を掲載することが出来ました。

これも横浜市のご協力と前理事の荒井稔様（㈱横浜ステーションビル取締役相談役）のご尽力によ

るところです。また、歴史ある不動産経営などについて原地所㈱様や犬山建物㈱様からお話をいた

だきました。さらに、機関誌の新しい構成による賛助会員様のご紹介の掲載。当協会理事の稲葉俊

人様より、随筆の寄稿を頂きました。皆様に心より感謝申し上げます。

　広報委員会では、会員以外にも当協会の活動をホームページや機関誌などによりお知らせし、今

後もさらに内容を充実した広報に努めていく所存でございますので、会員、関係者様のご協力とご

支援をよろしくお願い申し上げます。 （広報委員長　荒井寿一）

事務局長から
　昨年 4月より、事務局長を担っております塚田と申します。機関誌の体裁について広報委員会よ

り「事務局長の紹介を掲載して欲しい」とのご意見を頂き、恐縮ながら今般、掲載する次第です。

　前事務局長の加部氏から引き継ぎ、早くも 1年半が過ぎ、やっと慣れた思いです。これも、会員

皆様のご協力とご指導、前事務局長からの丁寧な説明と引継書によるものと感謝する次第です。

　今年に入り、新型コロナウイルス感染症の影響から理事会、総会の対応で苦慮しましたが、役員

様の英断とご指導により乗り切ることができました、事業活動も感染症対策を講じながら「講演会」

を順次開催しております。今後共、事業活動が着実に遂行できることを願っております。

　私は、建築技術職として横浜市役所に入庁し、建築局、都市整備局、港湾局などに所属。また、

第三セクター出向。業務経験は、建築設計、工事監理、建築基準法の審査・検査。各地区の街づくり、

再開発事業、各種プロジェクト事業、テナント調整、施設管理・運営、企業誘致、土地売却、都市

デザイン、景観調整などです。都市整備局で退職後、嘱託として 5年間、栄区の交通安全対策協議

会の事務局などを経て、縁あって、当協会の事務局長に就任しました。

　現在の事務局業務に特に役立っている経験は、第三セクターで企業の方々と共に働き人間関係を

構築した事や私事ですが、ボランティア組織の事務局長として長年経験している事です。

　具体的な経験については、紙面上、省略しましたが、次回の機関誌に継続したいと思っております。

会員の皆様のご相談事についてご連絡を頂ければ、誠意をもって対応させて頂きます。これまでの

仕事の経験からの考えを示す事や関係する行政の方へ相談・協議・調整など可能です。

　今後共、当協会の事務局業務を鋭意、努めさせて頂きますので、皆様のご指導、ご協力をよろし

くお願い申し上げます。 （事務局長　塚田洋一）


