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現状︑指名参加登録は電子登録

平成 年度東京都所有の建築
であり︑証拠書類や実績などを提
出しない登録が多いことから︑審
物の維持管理に関する要望

たい︒

国ビルメンテナンス協会が認定す

今回の品確法の改正及び今後示

結果︑履行不良な業者については︑

るインスペクター等の専門家によ

今年６月︑公共工事の品質確保

される国の指針を受け︑東京都の

業者名を公表し︑翌年度の入札参

︵５︶総合評価の配点は︑技術点

確法﹂という︒
︶の改正が行われ︑ 所有する建築物の維持管理業務の ︵６︶総合評価方式入札にはＪＶ

の促進に関する法律︵以下﹁品

での参加を認めていただきたい︒

加から外すなど毅然とした措置を

る品質評価を活用し︑都職員以

う訴えた︒

品質を確保するために︑東京都と

２ 複数年契約に関しても︑長期

採っていただきたい︒

を重視し︑価格点の割合を低く

﹁十分な予算措置及び適正な予定

公共工事に加え︑新たに﹁完成後

して独自の指針を作成するべき時

継続契約及び債務負担行為による

外の外部専門家も含めた履行評価

価格の設定﹂については︑
﹁毎年

の維持・修繕﹂が同法の対象にな

期に来ていると思います︒品確法

案件で着実に増えておりますが︑

し︑環境配慮︑障害者雇用率︑協

要望をさせていただき︑予算の確

りました︒この改正は︑業界とし

の改正についての東京都の見解及

雇用の安定と維持管理業務の品質

査を厳しくして︑適正な品質確保

保はしていただいていると思いま

て国会議員に働きかけ議員立法と

び今後の対応について示していた

いただきたい︒また︑履行評価の

本格実施の際の対象物件の種別及

を図るとともに︑本格実施の時期︑

クルコストの削減に大きく寄与す

管理は︑施設・設備のライフサイ

良好な品質の確保︑適切な施設

四 十分な予算措置及び適正な

たい︒

会加盟を加点要素としていただき ︵インスペクション︶を実施して

す︒予算は付けているけれど業者

いう形で実現した成果であり︑公

のできる業者を選定してもらうよ

側がダンピングをしていると言わ

も︑
﹁安かろう悪かろうの価格の

二 総合評価制度及び複数年契

び規模などについて基本方針を明

るものですので︑引き続き要望し

予定価格の設定に関すること

契約金額のうち８割は人件費です

みの入札﹂から脱却し︑適正価格

約制度の拡充に関すること

らかにしていただきたい︒

向上の観点から︑更に試行の拡大

ので︑ぜひ適正な予算の確保をお

で品質を確保し︑公共建築物の長

１ 低価格入札による品質低下を

だきたい︒

願いしたい﹂と引き続き要望して

寿命化︑公正な競争の確保を目指

防ぐため︑価格だけでなく︑契約

れると返す言葉がありませんが︑ 共建築物の維持管理業務において

いることを説明︒

すものと言えます︒

佐々木理事長は︑冒頭挨拶で日
事長が説明︒最初に︑﹁今年は﹃改

要望内容については鈴木雅之幹

求めた︒

げます﹂と訴えて︑理解と支援を

いておりますが︑そろそろ本格実

試行という形で採り入れていただ

合評価は 年度に財務局の入札で

年契約の拡充﹂に関しては︑
﹁総

してきた﹁総合評価制度及び複数

正品確法については︑これから９

に入り︑東京都議会自民党は﹁改

要望の概要説明の後︑質疑応答

やしていただきたい﹂と訴えた︒

すので︑ぜひもう少し働く場を増

者の法定雇用率も上がっておりま

のであります︒そのためには︑的

物の適正な維持管理を保障するも

における雇用を確保し︑公共建築

り︑当業界の健全な発展は︑地域

地域経済を支える中小企業であ

ビルメンテナンス業界の多くは

します︒

価方式の適用・拡充を強くお願い

慮などを総合的に評価する総合評

いての具体的な提案︑環境への配

づく技術力︑適正な維持管理につ

実績︑従事者の資格や経験等に基

を損なうことのないよう︑また︑ ︵２︶予定価格の積算に当たって

業者が受託して建物・設備の機能

め︑本来の専門知識・経験のない

委託業務の品質確保を図るた

参加資格の審査に関すること

三 契約内容の履行確保と入札

めていただきたい︒

な適正な施設管理予算の確保に努

むのではなく︑品質確保に不可欠

前年度実績を基に年度の予算を組

︵１︶予算額積算に当たっては︑

ます︒

﹁障害者雇用の促進﹂では﹁障害

本経済の現況などについて述べた
正品確法﹄の関連要望をトップに

佐々木理事長ほか８名が参加︒

ございますけれども︑ぜひお願い

りません︒いろいろお願いをして

の実態は全くそういう状況ではあ

揚ぎみであるといっても︑私ども

ございます︒一般的には景気が浮

業界は中小企業が中心の集まりで

果︑建物の老朽化が早まったりし

をしております︒低廉な入札の結

ことになり︑我々の業界も大歓迎

後も適正な維持管理をするという

象ですが︑新たに︑建物が建った

これは︑もともとは公共工事が対

の段階で不適格業者︑不良業者の

す︒予算確保もそうですが︑入口

価格︑いわゆるダンピングが横行

資格の審査﹂では︑
﹁低廉な応札

﹁契約内容の履行確保と入札参加

据えさせていただいております︒ 施をお願いしたい﹂と訴えた︒

まいりたい﹂
︑
﹁みなさんの業界の

これからも障害者の雇用を広げて

はしっかりとやってまいりたい﹂
︑

ては︑今まで通り改定できること

ていく予定です︒他の要望につい

定例会の中で都の方針を決定し

し︑下記事項の実現を強く望みま

︵公社︶東
物の老朽化が激しいということで ﹁みなさんのお知恵を生かして︑ テナンス政治連盟は︑

しており︑東京都の財産である建

ために︑一生懸命頑張っていきた

す︒

要であります︒

な入札システムの構築が何より重

建築物維持管理予算の確保と適正

針を示すべき時期に来ていると考

大を図るとともに︑本格実施の方

して導入されて以降︑現在は都立

後に︑各入札参加資格に適合して

おりますが︑今後さらに試行の拡 ︵１︶業者指名段階あるいは落札

病院や都庁舎７物件に拡大されて

いることを証明する書類︑特に︑ 定していただきたい︒

況の評価が必要です︒

参加資格の厳格な審査及び履行状

公正な競争を確保するため︑入札

等も見込んだ適正な予定価格を設

に︑最低賃金の年度途中の引上げ

を一層向上していただくととも

事業者の提案内容の審査能力など

は︑品質確保のため︑積算能力や

平成 年度東京都予算編成等に関 ︵１︶これまでの試行結果を総括

京ビルメンテナンス協会と共に

し︑実施時期︑対象業務︑対象案

必要に応じて︑従業員の保険適用

提出させていただきたい︒また︑

雇用保険適用状況に関する資料を

納税証明書︑従事者の社会保険・

こと

五 障害者雇用の促進に関する

年度をもって終了し︑平成 年度

用管理に関する実地調査が平成

都庁舎における知的障害者の雇

件の規模︑評価項目など本格実施

状況や最低賃金の遵守等について

えます︒

同制度は︑平成 年度に試行と

の中身につきまして︑先生方のお

ておりますので︑ぜひよろしくお

排除を奨励をしていただくと同時

い﹂などの見解を表明した︒

確な品質を確保するために必要な

力をお借りして実現し︑公的な建

願いいたします﹂と︑新たな要望

に指名参加登録のときの厳しい審

月の第３回定例会︑ 月の第４回

物のあるべき姿の維持管理をしっ

事項を説明して支援を要請した︒

に向けた基本方針を示していただ
記

きたい︒

都議会公明党は﹁建物を長寿命

一 改正品確法に基づく建物維

︵２︶本格実施に当たっては︑１ ︵２︶発注者側において︑事業者

受けまして︑全力で取り組んでま

も認識しております﹂
︑
﹁ご要望を

病院︑ みます︒適切な追加調査を実施し︑
た建築物の適切な維持管理の確保 ︵３︶試行拡大に当たっては︑

り︑国︑地方公共団体等が建築し

改正品確法第３条第６項によ

べてに適用していただきたい︒

件５千万円以上の総合管理業務す

また︑履行確保のために積算内訳

に審査・評価できる体制整備を望

の技術力︑経営力等について適切

基づき︑都所有の建築物の清掃業

続するとともに︑同事業の総括に

援事業がスタートしています︒

る清掃を活用した障害者の就労支

から産業労働局の出先施設におけ

指導されたい︒

化するためには︑適切な維持管理

持管理等に関すること

いりたい﹂などの見解を表明︒都

が規定され︑同法第 条において︑ 都庁舎以外の種別︑設備管理︑警

書︑業務履行提案書や誓約書の提

務を活用した恒久的な障害者雇用

する業者というのは︑主にどうい ﹁入札及び契約の方法の選択その
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のか﹂などの質問があり応答︒３

うところにサービスの悪さがある

が示されることとなりました︒

る制度の運用に関する国の指針﹂ ︵４︶総合評価方式の適用物件は︑ きであると考えます︒

他発注関係事務の適切な実施に係

複数年契約を原則としていただき ︵３︶履行評価制度は︑
︵公社︶全

きたい︒

会派とも理解ある対応を得た︒

都議会民主党

当面︑平成 年度も同事業を継
議会民主党からは﹁安い額で応札

備以外の業務にも拡大していただ

示を求め完全履行を実現させるべ
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が非常に重要な課題であると我々
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以上の観点から︑東京ビルメン

かりやっていきたいと思っており

査等々をお願いしたい﹂と強調︒
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都議会３会派への要望活動には

27

後︑
﹁ご承知のように︑私どもの

東京ビル政連︵佐々木浩二理事長︶は９月４日︑都議会議事堂において︑
﹁東京都議
会自由民主党﹂﹁都議会公明党﹂
﹁都議会民主党﹂の３会派に対し︑平成 年度の﹁東京
都所有の建築物の維持管理に関する要望﹂
︵別掲︶を手交し︑その実現を訴えた︒要望
内容全５項目の概要説明と質疑応答を行い︑３会派すべてから理解ある対応を頂いた︒

適正価格で品質と雇用の確保を

都議会３会派に要望活動
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従来より最重要項目として要望

都議会公明党

ますので︑よろしくお願い申し上

東京都議会自由民主党

ていただきたい︒

促進の仕組みづくりの検討を進め
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http://www.tbseiren.com
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