2021 年 3 月 7 日 ( 日 )

ROOFLAG 賃貸住宅未来展示場 ( 東京都江東区東雲 1-4-1)

2次審査と表彰式は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の感染拡大に配慮し一般

進む上位5作品を選出し、
さらに、
「入選」5作品を決定します。
・ 2次審査は、通過した5作品のプレゼンテーション、質疑応答、審査会(持ち点配分
方式)を経て 、1位 、2位、3位 、4位 5位をその場で決定します。
賞金と持ち点配分方式について
最大 300 万円 ( 総額最大 500 万円 )

入選 5 点

各

10 万円

2次審査では新たに持ち点配分方式を採用します。各審
査委員は自身の持ち点を通過 5 作品に対して自由に配分
していき、その合計の多寡で各賞 (1位、2位、3位、4位、5位 )
と賞金を決定します。各審査委員の持ち点は100ポイント
(審査委員 6名の合計=600ポイント) あり、各作品の取得ポイン

トに対応した賞金が授与されます ( 対応表を参照 )。
※ 最大賞金額と最小賞金額は下記の通りです。

今年から

観覧を中止しますが、代わりに動画をライブ配信する予定です。また、ライブ配信中に
視聴者参加型のウェブ投票も行う予定です。1 位を予想した方の中から抽選で賞品を
プレゼントします。 ※動画配信とウェブ投票の詳細については、後日、当ウェブサイトにてお知らせします。

審査方法が

1次審査通過作品に基づいた2次審査用資料 (プレゼンテーション用のパワーポイントデータ・

変わります

模型など ) をご用意いただき、会場にてプレゼンテーションをしていただきます。審査委

・ 審査は2段階審査方式で行います。1次審査ですべての応募案の中から2次審査に

1 位〜 5 位

2 次審査 + 表彰式

テーマ

審査方法

アフターコロナの社会において︑
賃貸住宅はどう変わるか

今回は「アイデア提案部門」「新たな賃貸スタイル部門」の
2 部門で募集します。「アイデア提案部門」
ではアイデアを、
「新たな賃貸スタイル部門」では実際に完成した建築、
または完成予定のプロジェクトを募集します。

員との質疑応答、審査会を経て、1位、2位、3位、4位、5位を決定します。1次審査通
過者であっても、2次審査に出席できない場合は選外となりますのでご注意ください。
2次審査終了後、表彰式を行います ( 入選の方は代表者に表彰状を発送します )。
2次審査用資料であるパワーポイントデータ、
模型は必須で、
その他資料などについての詳細は、
1次審査後、通
過者にすみやかにお知らせします。
／ 2次審査プレゼンテーションの5組には、
2次審査用資料の制作費として
15万円(税込)を支給します。／ 2次審査プレゼンテーションの5組には、
各組2名分まで交通費を支給します。

最終結果詳細発表
2021 年 4 月 1 日 ( 木 ) 『新建築』2021 年 4 月号、および当ウェブサイトにて発表します。
その他
応募作品は未発表のものに限ります。／ 応募作品は返却致しません。必要な場合はあらかじめ複製をしてお
いてください。／ 入賞後の応募者による登録内容の変更は受け付けません。／ 同一作品の他設計競技との
二重応募はご遠慮ください。／ 本コンペ応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募作品の発表に関
する権利は主催者・後援者が保有します。／ 入賞後に著作権侵害やその他の疑義が発覚した場合は、すべ
ての応募者の責任となります。 また、そのような場合は主催者の判断により入賞を取り消す場合があります。
／ 2次審査用の模型は返却いたしません。／ 本コンペにおいて取得した個人情報は、
主催・後援・コーディネー
ターが共有しますが、本コンペの運営以外に使用いたしません。また、第三者に譲渡や転売はいたしません。

400ポイント以上:300万円 49ポイント以下: 10万円
※ 同ポイントの場合は、
同賞、
同賞金額が与えられます。
※ 1位と2位が同じ賞金額の場合は、1位にのみ30万円を加算します。
例）作品A: 390ポイント → 200万円 → 1位 → +30万円 → 賞金額230万円
作品B: 250ポイント → 200万円 → 2位

審査方法

※ 賞金はすべて税込です。

審査は 1 段階審査方式です。審査は千葉学、赤松佳珠子 、横川正紀 、木下斉の
4 名で行います。

応募資格
グループ・個人を問いません。

賞金
審査委員特別賞

登録・作品提出締切
2021 年 1 月 6 日 ( 水 ) 消印有効

※送付のみの受付。持ち込み、バイク便不可。

本コンペに参加するためには、事前に当ウェブサイトの登録フォームから登録を行って
ください。必要事項を入力し送信すると、e-mail で登録番号が交付されます。
この登録番号は応募にあたって必要になりますので、紛失しないよう、記録・保存し
てください。
交付後の、登録番号に関するお問い合わせには応じることができません。複数案応募する場合には、作品
ごとに登録が必要です。／応募登録は当ウェブサイト以外からはできません。／ 登録後、
内容に変更があっ
た場合は再度登録をし直してください。／ 携帯のメールアドレスでは登録通知の返信メールを受け取れな
い場合があります。

※ 賞金はすべて税込です。

応募資格
を含む関係者の了解を得るなど、
版権および著作権に問題のない内容でご応募下さい。
応募締切
2020 年 12 月 14 日 ( 月 )
応募方法
新たな賃貸スタイル部門では、
当ウェブサイトの応募フォームに従って、応募者の情報、
審査に必要な文字情報、画像、図面などをアップロードしてください。
質疑

提出物
A2 サイズ (420mm × 594mm、片面横使い 1 枚 )
提案のタイトル /「賃貸」の新たなスキームを示すダイアグラム等 / 設計意図を表現
したものをケント紙あるいはそれに類する厚紙 1 枚に納めて提出してください。表現
方法は自由。立体 ( 突起物や凹凸 )、額装、
パネル化は不可。裏面は白紙としてください。

募集対象や応募方法などに質問がありましたら、件名に「大東建託賃貸住宅コンペ
新たな賃貸スタイル部門」本文に 1 氏名 2 所属 3 メールアドレス を明記の上、
下記メールアドレスまでお送りください。
kentaku@japan-architect.co.jp
結果発表

登録番号の記載
提出用紙の表面右下に 35 ポイントの文字サイズで登録番号を明記してください。
登録番号以外の応募者を特定できる内容は記載しないでください。
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受賞者への通知 : 2021 年 1 月中旬〜下旬

株式会社新建築社「大東建託 賃貸住宅コンペ 係」( 必ず明記のこと)
〒 100-6017 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング 17F
TEL. 03-6205-4382

2021 年 3 月 7 日 ( 日 )

課題に対する質疑応答は致しません。
規定外の問題は応募者が自由に決定してください。

ROOFLAG 賃貸住宅未来展示場 ( 東京都江東区東雲 1-4-1)

「アイデア提案部門」と合わせて表彰式を行います。
また、受賞されたプロジェクトについて、簡単なプレゼンテーションをお願いします。

その他
受賞作品の発表に関する権利は主催者・後援者が保有します。／ 受賞作品に関して、写真の画像データ
の再提出をお願いする場合があります。予め応募者が版権の確認と使用許諾をお取り下さい。／ 本コンペ

1 次審査結果発表

審査委員長

千葉 学

千葉学建築計画事務所／東京大学大学院教授

赤松 佳珠子

プレゼンテーションに必要な資料などについての詳細は、審査後、受賞者にすみやかにお知らせします。
／ 受賞者3組には各組2名分までの交通費を支給します。

質疑

審 査 委 員

審査委員

『新建築』2021 年 4 月号、および当ウェブサイトにて発表します。

表彰式

提出先

0 2 4 |2020|09

各 30 万円

建築主、
事業者、
運営者、
設計者など、
どなたでも応募できます。
ただし、
あらかじめ建築主

登録方法

2021 年 1 月中旬〜下旬

3点

第 9 回 大東建託賃貸住宅コンペでは、感染症
（COVID-19）
拡大のリスクに直面する
現在の状況において、社会活動、経済活動への影響を実際に私たちが体験し、これか
らの賃貸住宅には何が求められるのか、どういった賃貸住宅がこれからの私たちの生活
を支える場所となるかを考えていただきたいと思います。今まで当たり前のこととして受け
入れ、変えることができなかった仕組みは自然崩壊し、新たな枠組みや仕組みの創造
が求められています。これを変革への大きなチャンスと捉え、これからの賃貸住宅のあり
様を一緒に考えてください。引き続きたくさんのご応募をお待ちしています。

CAt パートナー／法政大学教授

横川 正紀

WELCOME Group 代表

小林 克満

大東建託株式会社 代表取締役社長

峠坂 滋彦

大東建託株式会社 商品開発部長

ゲスト審査委員

木下 斉

一般社団法人AIA代表理事／内閣府地域活性化伝道師

において取得した個人情報は、主催・後援・コーディネーターが共有しますが、本コンペの運営以外に使用
通過者に通知すると共に、当ウェブサイトにて発表します。

いたしません。また、第三者に譲渡や転売はいたしません。
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ょう．また換気も同じように
かと思います．
かと思います．
社会認識の変化によって，閉じた箱を空調でコ
社会認識の変化によって，閉じた箱を空調でコ
れたことも興味深いです．震災後も
叫ばれたことも興味深いです．震災後も
コロナ禍
コロナ禍
暮らしを軸に20年，日
暮らしを軸に20年，日
々の生活のハレ
々の生活のハレ
とケに目を とケに目を
ントロールするのではなく，開け放てる住宅のあ
ントロールするのではなく，開け放てる住宅のあ
理由は異なれど換気は必須となりました．
も，理由は異なれど換気は必須となりました．
向けて仕事をして
向けて仕事をして
きましたが，今，毎日の時間の
きましたが，今，毎日の時間の
紀に大量につく
20世紀に大量につく
られた窓が開かないオフ
られた窓が開かないオフ
ィ り方に関心が生まれたり，街のお店も換気を取
ィ り方に関心が生まれたり，街のお店も換気を取
中に小さなハレがあったこ
中に小さなハレがあったこ
と，それが社会の仕組
と，それが社会の仕組
るために開放的になり，道路に営みが少しはみ
るために開放的になり，道路に営みが少しはみ
ルへの批評でもあり，所詮人間は動物，つ
スビルへの批評でもあり，所詮人間は動物，つ
みによって見えていなかったこ
みによって見えていなかったこ
とに気付き，こん
とに気付き，こん
出してもよいと，国交省が道路の使用形態につ
出してもよいと，国交省が道路の使用形態につ
自然（環境）の一部である
まり自然（環境）の一部である
と改めて突きつけ
と改めて突きつけ
なにも暮らしの重要度が上がっている時代はか
なにも暮らしの重要度が上がっている時代はか
いて自治体ごとに決めるこ
いて自治体ごとに決めるこ
とを認可するなど，人
とを認可するなど，人
ているのだと思います．そ
られているのだと思います．そ
うした気づきに目を
うした気づきに目を
つてないと感じています．今までは仕事や外出，
つてないと感じています．今までは仕事や外出，
びとの行動規制を変える変化が少しずつ生じて
びとの行動規制を変える変化が少しずつ生じて
，建築は素朴に原点に立ち戻るべきです．
向け，建築は素朴に原点に立ち戻るべきです．
旅行など，外側のこ
旅行など，外側のこ
とに意識が向き，家に居る
とに意識が向き，家に居る
います．
います．
う場所としての賃貸住宅が，働く
住まう場所としての賃貸住宅が，働く
場所にもな 場所にもな
時間へのプライオ
時間へのプライオ
リティは高くなかった．でも
リティは高くなかった．でも
これ
これ
現在の多く
現在の多くの戸建て住宅は，日本の高度経済成
いう社会情勢の変化に，さ
るという社会情勢の変化に，さ
まざまなモード転
まざまなモー
ド転 の戸建て住宅は，日本の高度経済成
からは暮らしの場所を最優先する時代になるかも
からは暮らしの場所を最優先する時代になるかも
長期に大量に供給された価値観を変えずに引き
長期に大量に供給された価値観を変えずに引き
想定した変化が求められる
換を想定した変化が求められる
と感じています．
と感じています．
しれません．そのこ
とにとても期待しています．
とにとても期待しています．
継いでいるので，
継いでいるので，
単なる商品として扱われ，
単なる商品とスペッ
して扱われ，
スペッ しれません．そのこ
的距離だけでなく，五感で感じる多様な距
物理的距離だけでなく，五感で感じる多様な距
賃貸住宅においては，そ
賃貸住宅においては，そ
こに住まうことが食べて
こに住まうことが食べて
クばかりが重要視されてき
クばかりが重要視されてき
ました．しかし今，そ
ました．しかし今，そ
共存が生み出すセンシティ
離の共存が生み出すセンシティ
ブな空間の場所
ブな空間の場所
寝るだけの場所ではなく
寝るだけの場所ではなく
，自分の時間，暮ら
，自分の時間，暮ら
しの
しの
ういった価値観では立ちいかない状況となってい
ういった価値観では立ちいかない状況となってい
価値が求められているのです．また，これ
性に価値が求められているのです．また，これ
豊かさ，働く豊かさ，働く
こととの融合，そこに住ま
こととの融合，そこに住ま
う者同士 う者同士
ます．これからを生き
ます．これからを生き
る若い人たちが，自分たち
る若い人たちが，自分たち
は外部空間もかなり重要になるでし
からは外部空間もかなり重要になるでし
ょう．屋
ょ
う．屋
の関係性や街と
の関係性や街と
の関係性が捉え直され，
の関係性が捉え直され，
ダイバー
ダイバー
がどのような暮らし
がどのような暮らし
と住まいがほしいのか，その
と住まいがほしいのか，その
できることが数多く
外でできるこ
ある
とが数多く
という気づき
あるも，コロ
という気づきも，コロ
シティが一気に加速する
シティが一気に加速する
と思います．今までのフ
と思います．今までのフ
視点を持って新たな住まい
視点を持って新たな住まい
（賃貸住宅）を開発
（賃貸住宅）を開発
で顕在化した価値のひとつで，住宅におけ
ナ禍で顕在化した価値のひとつで，住宅におけ
レームはオールク
レームはオールク
リアにして臨んでほしいです．
リアにして臨んでほしいです．
してみるべきです．スペッ
してみるべきです．スペッ
クではなく，そこにつく
クではなく，そこにつく
チソトのつく
るウチソ
り方にも，新たな構築の可能性
トのつくり方にも，新たな構築の可能性
東京のオフィスエリアに巨大な空洞ができたぶ
東京のオフィスエリアに巨大な空洞ができたぶ
られている人と人のあり様，空間性を，住宅の
られている人と人のあり様，空間性を，住宅の
えてきます．
が見えてきます．
ん，必ず住宅エリアでは密度が増しているはず
ん，必ず住宅エリアでは密度が増しているはず
価値基準として
価値基準と
どのように示せるのか，その表現
してどのように示せるのか，その表現
者の皆さんには，今離れているこ
応募者の皆さんには，今離れているこ
とが必要 とが必要
です．その接点をどうつく
です．その接点をどうつく
れるかを考えるのはワ
れるかを考えるのはワ
方法から捉え直してみる
方法から捉え直してみる
ことも是非応募者のみな
ことも是非応募者のみな
らこそ生み出せる繋がりを考えてほしいで
だからこそ生み出せる繋がりを考えてほしいで
クワクしませんか
クワ？
クしませんか
今ある，オフ
？ 今ある，オフ
ィスにしか使え
ィスにしか使え
さんに考えてほしいです．
さんに考えてほしいです．
ひとりでいるこ
す．ひと
とと繋がるこ
りでいるこ
とのあり方は空間
とと繋がることのあり方は空間
ない床，寝るだけの住まいの床はも
ない床，寝るだけの住まいの床はも
ういらないでういらないで
疑いなく受け入れてきた社会概念に新たな価値
疑いなく受け入れてきた社会概念に新たな価値
体になって多様化するでし
と一体になって多様化するでし
ょう．そこにさ
ょ
まざ
う．そこにさ
まざ
すよね．ひとつの館，集合体と
すよね．ひとつの館，集合体と
してどうあるか，
してどうあるか，
観が望まれているのです．これをポジティ
観が望まれているのです．これをポジティ
ブに受
ブに受
デバイスが絡んでコ
まなデバイスが絡んでコ
ミュニケーショ
ミ
ンや新しい
ュニケーションや新しい
さまざまな場所に新たな可能性が生まれていく
さまざまな場所に新たな可能性が生まれていく
と
と
け止め，この機会を逃さず，次の時代の価値基
け止め，この機会を逃さず，次の時代の価値基
トワークも創出されていく
ネットワークも創出されていく
．賃貸住宅だからこ
．賃貸住宅だからこ
思います．時代を牽引するような提案を是非見
思います．時代を牽引するような提案を是非見
準を示す何かを一緒に考えていきたいです．
準を示す何かを一緒に考えていきたいです．
今までのあり方に捉われるこ
そ，今までのあり方に捉われるこ
となく，新たな
となく，新たな
てみたいです．
てみたいです．
の価値を生み出せる
場所の価値を生み出せる
と期待しています．
と期待しています．
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新たな環境をつくるにはそれに伴う
新たな環境をつくるにはそれに伴う
社会全体が変革を求められている今、
社会全体が変革を求められている今、
今こそ賃貸住宅の価値を社会に示すと
今こそ賃貸住宅の価値を社会に示すと
き
き
複眼的視点とマネジメントの変化が必要
複眼的視点とマネジメントの変化が必
新たな枠組みを生み出すチャンスに
新たな枠組みを生み出すチャンスに
皆さんの提案が楽しみです
皆さんの提案が楽しみです
！
！

コロナ禍に突入してからの5カ月間，社会と共に，
コロナ禍に突入してからの5カ月間，社会と共に，
社会全般的に見る
社会全般的に見る
と，企業や街の商店街など，
と，企業や街の商店街
4月に緊急事態宣言が出てから，社会は今まで
4月に緊急事態宣言が出てから，社会は今まで
企業で働くわれわれの意識も大き
企業で働くわれわれの意識も大き
く変化しましく変化しまし
僕が関わっている地方都市では困っている
僕が関わっている地方都市では困っている
ことが
こ
経験したことのない状況に直面しています．大
経験したことのない状況に直面しています．大
た．勤務形態もテレワーク主体となり，オフ
た．勤務形態もテレワーク主体となり，オフ
ィス
ィス
たくさんあり，先が見えない状況です．ただ，自
たくさんあり，先が見えない状況です．ただ
東建託も当初は受け入れるこ
東建託も当初は受け入れるこ
とに精一杯でした
とに精一杯でした
に出勤するのは週に1回程度となっています．私
に出勤するのは週に1回程度となっています．私
治体含めてテレワークの時代がく
治体含めてテレワークの時代がく
るという議論は
るという議
が，5カ月経った今，コロナ禍以前からずっ
が，5カ月経った今，コロナ禍以前からずっ
と議
と議
が担当する部門でも出勤率は20％前後です．当
が担当する部門でも出勤率は20％前後です．当
2000年頃からあり結局何も進んでいませんでし
2000年頃からあり結局何も進んでいません
論されてなかなか実現していなかった働き方改革
論されてなかなか実現していなかった働き方改革
初こそ多少の混乱はあり
初こそ多少の混乱はあり
ましたが，今となっては
ましたが，今となっては
た．今になって社会システムの変革が起き，
た．今になって社会システムの変革が起き，
やっ
（フレックスやテレワークなど）
（フレックスやテレワークなど）
が，当たり前の生活
が，当たり前の生活
在宅のほうが捗る業務とFace
在宅のほうが捗る業務とFace
to Faceで議論を
to Faceで議論を
と前向きに重い腰を上げた印象があり
と前向きに重い腰を上げた印象があり
ます．
ます．
となりつつあるこ
となりつつあるこ
とをある意味前向きに捉えてい
とをある意味前向きに捉えてい
交わす必要がある業務の棲み分けがはっ
交わす必要がある業務の棲み分けがはっ
きりして
きりして
地方都市は東京と違って繁華街のある場所が限
地方都市は東京と違って繁華街のある場所
ます．
ます．
きていて，その選択自体は個人に任されるよ
きていて，その選択自体は個人に任されるよ
うに
うに
られているので，広域からお客様を集めていた
られているので，広域からお客様を集めて
緊急事態宣言で大東建託が最も影響を受けた
緊急事態宣言で大東建託が最も影響を受けた
なりました．会社に出勤するのが当たり前だった
なりました．会社に出勤するのが当たり前だった
お店ほど経営が辛く
お店ほど経営が辛く
なっているのが現状で，地
なっているのが現状で
のは建設事業における営業分野です．今までは
のは建設事業における営業分野です．今までは
働き方が変わり，社員ひと
働き方が変わり，社員ひと
りひとりがテレワーク環
りひとりがテレワーク環
元密着型のお店の方が小さなコ
元密着型のお店の方が小さなコ
ミュニティ形成に
ミュニティ形
訪問による対面重視の営業スタイルでしたが，
訪問による対面重視の営業スタイルでしたが，
境に向き合っています．
境に向き合っています．
支えられて元気です．繁華街でお金を使ってき
支えられて元気です．繁華街でお金を使っ
それができない．そこで，非接触型の営業スタ
それができない．そこで，非接触型の営業スタ
私たち商
開 発 部は，
品開
5 年ほど前から
発 部は， 5 年ほど前から
「DK
「DK
た人たちの投資行動が変化し，郊外部で楽しみ
た人たちの投資行動が変化し，郊外部で楽
イルへ対応するため，
イルへ対応するため，
リモートでの営業やタ
リモートでの営業やタ
ブレッ
ブレッ 品 私たち商
SELECT
SELECT
ーケーセレク
（ディ
ト）
ーケーセレク
」という住まいの常
ト）」という住まいの常
を見つけるスタ
を見つけるスタ
イルが生まれつつある中，新たな
イルが生まれつつある中，新
トの活用などを試みています．お伺いするこ
トの活用などを試みています．お伺いするこ
とが
とが（ディ
識を変える，高品質でアレンジでき
識を変える，高品質でアレンジでき
る
〈建物〉と，
る
〈建物〉と，
需要を受け止める事業も順次スター
需要を受け止める事業も順次スター
トしていま トして
可能になったお客様宅にタブレッ
可能になったお客様宅にタブレッ
トをお持ちし，
トをお持ちし，
暮らしの常識を変える豊富な
暮らしの常識を変える豊富な
〈サービス〉を合わ
〈サービス〉を合わ
す．時代を先取りする人たちはそもそも生活が
す．時代を先取りする人たちはそもそも生
さまざまな情報をフ
さまざまな情報をフ
ォローできる社員がオンライ
ォローできる社員がオンライ
ン
ン
せて，自分らしい自由な暮ら
せて，自分らしい自由な暮ら
しを実現する賃貸住
しを実現する賃貸住
ワーケーションみたいなもの．どんな生活をした
ワーケーションみたいなもの．どんな生活を
参加して対話を行います．タ
参加して対話を行います．タ
ブレットは貸し出し，
ブレットは貸し出し，
宅総合ブラン宅総合ブラ
ド構築のため，そのライ
ンド構築のため，そのライ
ンナップの ンナッ
プの ージがはっき
いかのイメ
いかのイメり
ージがはっき
しているんです．郊外
りしているんです．
リモート環境の整備を大東建託がお手伝いし，
リモート環境の整備を大東建託がお手伝いし，
拡充に努めています．
拡充に努めています．
の家をハブとの家をハブと
しながら，都市部に行ったり
しながら，都市部に行ったり
さらに
さ
今だからこそでき
今だからこそでき
るビジネスフォ
る
ロー
ビジネス
と共に，新た
フォローと共に，新た
その中にはまさ
その中にはまさ
しくテレワークに対応でき
しくテレワークに対応でき
る仕掛け る仕掛け
遠くのセカンド
遠く
プレイスでの生活も楽しみ，生活
のセカンドプレイスでの生活も楽しみ，
なコミュニケーシ
なコ
ョ
ミ
ンスタイルの構築を目指してい
ュニケーションスタイルの構築を目指してい
を有した商品もあり，それが今になって脚光を浴
を有した商品もあり，それが今になって脚光を浴
と仕事の仕組みをそれぞれに構築しています．
と仕事の仕組みをそれぞれに構築していま
ます．オンライ
ます．オンライ
ン化によって社員個々の連携から
ン化によって社員個々の連携から
び，複数のメ
ディアに取り上げていただいていま
ディアに取り上げていただいていま
特殊な状況にある人たち
特殊な状況にある人たち
と思われるかも
と思われるかも
しれませ
しれ
全国の支店に広がる大きな社内ネッ
全国の支店に広がる大きな社内ネッ
トワークま トび，複数のメ
ワークま
す．
す．
んが，ここまでとはいかなく
んが，ここまでとはいかなく
ても，今後はて
リも，今後は
モート
リモ
で，繋がり方の選択肢が多様化するこ
で，繋がり方の選択肢が多様化するこ
とで仕事
とで仕事
賃貸経営とは長期にわたるものです．時代の変
賃貸経営とは長期にわたるものです．時代の変
で仕事ができで仕事ができ
る環境づくりに，住まいの空間だけ
る環境づくりに，住まいの空間
のやり方も変わり，でき
のやり方も変わり，でき
ることも増えています．過
ることも増えています．過
化，ニーズの変化は必ず起こ
化，ニーズの変化は必ず起こ
ります．その変化
ります．その変化
でなく，システムも変わっていく必要があるのだ
でなく，システムも変わっていく必要がある
渡期の今は生産効率が落ちるかも
渡期の今は生産効率が落ちるかも
しれませんが，
しれませんが，
をピンポイントで予測するこ
をピンポイントで予測するこ
とは困難ですが，あ
とは困難ですが，あ
と思います．家にデスクを置き，通信環境を整
と思います．家にデスクを置き，通信環境
ウィズ＆アフターコロナを見据え，新たな枠組み
ウィズ＆アフターコロナを見据え，新たな枠組み
らゆる変化に少しずつ対応でき
らゆる変化に少しずつ対応でき
る要素（間取りの
る要素（間取りの
えたとしても，働く
えたと会社のマネジメ
しても，働く会社のマネジメ
ントが共働きす
ントが共働
そのものを考えるこ
そのものを考えるこ
とで正解や価値を見つけるこ
とで正解や価値を見つけるこ
可変性，拡張性やサー
ビスの附帯）
を建物が持っ
ビスの附帯）
を建物が持っ
る夫婦が家で仕事をするマネジメ
る夫婦が家で仕事をするマネジメ
ントに対応して
ントに対応
とができると考え，ト
とができ
ラ
る
イ
と考え，ト
しています．
ライしています． 可変性，拡張性やサー
ているだけでもオーナーの皆さ
ているだけでもオーナーの皆さ
まの安心感に繋が
まの安心感に繋が
いなければういなければう
まくいかないのです．そこから改め
まくいかないのです．そこから
この状況下だからこそ賃貸住宅に担える役割が
この状況下だからこそ賃貸住宅に担える役割が
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