既 存 の 業 務 形 態（ 同 項 各
号）に当てはまらない新たな

備業の認定を受けた業者に行
うよう要請をしたり、自治体
業務形態を新規に規制する場

②経済団体等に向けた会員企
業への周知に係る協力要請

等からの問合せに応じて、警

都の建物維持管理委託の基本的考え方と具体的対応
東京都財務局は、６月 日
付で建物維持管理委託に係る

③職業安定機関との連携によ
合は、新たな号を創設する必
都の基本的な考え方と具体的

付け事務連絡）を発出し、改
けで、
（ 公 社 ）全 国 ビ ル メ ン

すること

３ 契約内容の履行確保と

備業の認定が必要な業務形態
要がありますが、プール監視
な対応について公表。その内 【基本的な考え方】

１ 改正品確法に基づく建

る企業への周知・説明等
や解釈について教示すること
業務については既存の業務形

入札参加資格の審査に関

を積極的に実施しているとこ
により、理解を求めておりま
容を抜粋して掲載する。

物維持管理等に関すること

ろです。
態に該当しますので、その必

めて自治体等の発注者側にお
テナンス協会及び（一社）全

が提出されたとの報告があ

見事務局長より、平成 年度

認、知事登録の優先化などに

評価、社会保険加入状況の確

はなく技術点を重視した総合

り、退任の挨拶をいただいた。 都庁予算に向けて、価格点で

評議員選考委員
会の設置を承認

事辞任に伴う対応」と「評議

ら、
「 平成 ・

年度評議員

このほか、鷲見事務局長か

の理事会で採決の予定。

本件は、新体制となる次回

望案が提示された。

東京ビル政連は６月９日、 ついて、特に明確に求める要

ビルメンテナンス会館で「第

組は、都民サービスの向上、 るため適切な資格審査・履行成

員選考委員会の設置」につい

回理事会」を開催し、
「理

績評定により、日々履行の観点

改正品確法の趣旨を実現す

施設の安全性向上を図るうえ

て審議した。

理事辞任に伴う対応では、 の選出」と「理事・監事推薦

委員の選出」をはじめ、
「ガ

高い履行を確保していく。

佐々木理事長から、規約に定

イドライン」
「意見交換会」

た「第二次主要施設 か年維

める理事の定数以内であるた

４ 十分な予算措置及び適

などについて報告があった。

ほか維持管理段階においても

メントの観点から、必要な予

発注者としての業務マネジ

ついては、
佐々木理事長より、

評議員選考委員会の設置に

提案があり、
全会一致で承認。

持更新計画」の中でも、
「都

め、中川治男理事辞任に伴う

適切な維持管理が必要」とし

算措置及び適正予定価格の設

平成 ・ 年度の評議員選出

正な予定価格に関すること

有施設の長寿命化を図るため

補充の措置は取らないという

ている。また、適切な維持管

定を行う。
有効な手段として、価格以外
の要素を評価する総合評価方

すること

まず理事の互選により佐藤博

回理事会」を開催。今回、

審議事項はなく、平成 年度

理に関する要望の回答などに
ついての報告があった。

に伴う評議員選考委員会を設

置したいとする提案があり、

全会一致で承認された。

政連の動き

平成 年 月〜８月の動き

〔４月７日〕第 回理事会

日〕第１回評議員選

このあと鷲見事務局長が、 〔６月９日〕第 回理事会

年度国の予算・制度 〔６月

等に関する要望の回答」など

障害者雇用の促進を図るた 「平成

め、引き続き関係局と連携し

について報告。また、一戸相 〔６月

理事が理事長に就任。
その後、 おける新規案件等の試行結果

○価格点と技術点の得点配分

このほか佐々木理事長よ

日〕秋元司君と未来

考委員会

実現につながるとともに、「世

ながら、障害者就労施設等の

談役より、ようやく発表され

取組は、改正品確法の趣旨の

入し拡大していく。これらの 【基本的な考え方】

式を建物維持管理分野にも導

５ 障害者雇用の促進に関

理ができる受注者を選定する

東京ビル

には、建物を整備する段階の 【基本的な考え方】

都有施設の更新計画を策定し

でも重要である。
このことは、 だけでなく、年間を通じて質の

における品質確保に向けた取

建物維持管理等の業務委託 【基本的な考え方】

す。

また、平成 年度も引き続

なお、プール監視業務に従

なお、都道府県警察には、 要はないと考えます。

まれる事業主を個別訪問する 「プール監視業務への対応に
事する警備員の教育内容につ

き、新たに制度の適用が見込

日

いて、プール監視業務は人命
国警備業協会に対し、必要な

年３月

係る申告・申請等についての

にかかわる重要な業務であ
教育内容を示した「プール監

ついて 」
（ 平成

きめ細かな周知・説明を実施

り、これを有償で外部委託す
視業務に従事する警備員の教

備業法上の取扱い
ア 監視業務の位置付け等

救急救命講習会を実施し、警

28

ことにより改正納付金制度に

することとしています。
（厚

る場合は、都道府県公安委員
育内容について（要請）
」を

いては、平成 年３月５日付

生労働省の回答）

会の認定を受けた警備業者へ
発出しているところ、
（一社）

（５）プール監視業務の警

の委託が周知されているかを
全国警備業協会では、
教本
「施
設警備業務におけるプール監

確認するよう指示したところ
です。
（警察庁の回答）

ル安全監視セミナーを開催し

視業務」
を作成したほか、
プー

新たな号の設置や教育を

ており、また、
（ 一 社 ）東 京

イ 監視員を対象とした

合における警備業の認定の
警備業法第２条第１項第１

て、
都道府県警察においては、 備業務は、多様な形態の警備

備員の資質向上を図っている

界一の都市・東京」の実現に

受注機会の増大に努める。

評議員の中の理事・監事推薦

を効果検証し、総合評価方式

した。相談役には一戸前々理

の見直し（４月１日施行）

り、中川治男理事から健康上

の理由で辞任届（４月 日付）

を語る会

日〕都議会自民党

議員連盟・財務局との意見

た改正品確法に基づくガイド 〔６月

ラインに関して、会員への速

交換会

〔７月７日〕第 回理事会

考委員会

〔７月１日〕第２回評議員選

やかな案内などの要請があ

り、対応が確認された。

評議員会の招集
と進行を承認

東京ビル政連は７月７日、

〔７月７日〕相川博君都議会

年

日 〕東 京 都 議

自民党幹事長就任を祝う会

日・

都政報告会

会議員高木けい 平成

ビルメンテナンス会館で「第 〔７月

回理事会」を開催し、
「第

７回評議員会」の招集と進行

について審議を行い、全会一 〔７月 日〕上期監査／理事・

致で承認した。

監事推薦委員会

また、鈴木幹事長および鷲 〔７月 日〕第７回評議員会

http://www.tbseiren.com

27

82

も資するものと考える。
２ 総合評価制度及び複数
年契約の拡充に関すること

要望の回答
などを報告

議院議員よりあいさつと改正

委員が理事・監事の候補者を

佐藤理事長の指名により鈴木

及び複数年契約の活用を促

東京ビル政連は４月７日、

品確法のガイドライン等につ

提案するとの規定があり、規

副理事長、榎本副理事長、横

平成 年度（準備契約）に

ビルメンテナンス会館にて第

いての説明をい

定に則り、坂上評議員から理

田幹事長、髙安会計責任者、 し、
制度の定着を図っていく。 東京都所有の建築物の維持管

事長と佐々木前理事長が委嘱

○価格点の上限設定（４月１

ビルメンテナンス会館で「第

７回評議員会を開催した。

ただいた。佐々

事９名、監事１名の提案が行

活動し、今回任期満了で退任

され、事務局長には引き続き

その後、 年間理事として
理事の退任と訃

される小野寺理事と酒寄理事

日施行）＊表参照

報が鷲見事務局

報告では中川前

28

の周知徹底を
警察庁が発出した「プール

監視業務を外部に委託する場

年６

都警備業協会では、定期的に

要否について 」
（ 平成
号に規定するいわゆる施設警

業務を包含するもので、プー

ところです。
（警察庁の回答）

日付事務連絡 ）を受け

プール管理者となり得る自治
ル監視業務もこれに含まれま

40 点

鷲見博史氏が任命された。

11

16

月

体等に対し、プール監視業務

贈呈が行われた。

600 万円 100−（600 万円／ 1,000 万円）×100＝40 点

第７回評議員会決議に伴

C社

議へと移った。
政治連盟では、 い、
臨時理事会が開催された。 【基本的な考え方】

理事等選任案承認の件」の審

た。その後「平成 ・ 年度

す。

—

新理事長に佐藤博氏就任

を有償で委託する場合は、警

評議員会

新役員体制が発足
—

20 点

木理事長からの

冒頭に、来賓の中川雅治参

800 万円 100−（800 万円／ 1,000 万円）×100＝20 点

われ、
全会一致で承認された。 山田職務代行者の就任が決定 【具体的取組】

日、

B社

に佐々木理事長より感謝状の

BM

500 万円 100−（500 万円／ 1,000 万円）×100＝50 点

長より報告され

27

27

計算式による価格点（50 点）が価格点の
上限（40 点）を超過するため 40 点となる。

A社

24

第 82 回
理事会

27

見直し後の価格点
見直し前の価格点

27

あいさつ、一般

東京ビル政連は７月

＊価格点の上限設定［事例］
予定基準価格：1,000 万円
満点の価格点：100 点
価格点の上限（4 割）：40 点
価格点の計算式＝満点価格点−（入札価格／予定基準価格）×満点の価格点
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第 81 回
理事会
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入札参加者 入札価格
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鈴木新副会長

横田新幹事長

佐藤新理事長
榎本新副会長
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