東京都所有の建築物の

件費の高騰や人手不足などに

における契約金額の抑制、人

る低価格入札競争や民間物件

ス業界は、官公庁物件におけ

大半を占めるビルメンテナン

調にありますが、中小企業が

大企業中心に景気は回復基

適正な入札システムの構築が

建築物維持管理予算の確保と

品質を確保するために必要な

ます。そのためには、的確な

持管理を保障するものであり

保し、公共建築物の適正な維

展は、地域における雇用を確

業であり、当業界の健全な発

くは地域経済を支える中小企

⑵総合評価方式の適用案件す

象としていただきたい。

の総合管理業務はすべて対

的には、１件５千万円以上

討していただきたい。具体

価方式を適用する方向で検

ついては、基本的に総合評

ず一定の規模以上の案件に

種別や業務種別にかかわら

⑴品質重視の観点から、施設

進めていただきたい。

適用拡大及び制度改善を更に

とするため、総合評価方式の

重視の流れを一層確実なもの

による品質低下を防ぎ、品質

適切な追加調査を実施し、 ⑵予定価格の積算に当たって

きる体制整備を望みます。

ついて適切に審査・評価で

業者の技術力、経営力等に

⑵総合評価案件以外でも、事

いて指導されたい。

況や最低賃金の遵守等につ

応じて、従業員の保険適用状

いただきたい。また、必要に

に関する資料を提出させて

社会保険・雇用保険適用状況

特に、納税証明書、従事者の

ていることを証明する書類、

に、各入札参加資格に適合し

⑴業者指名段階あるいは落札後

評価が必要です。

ただきたい。

管理予算の確保に努めてい

確保に不可欠な適正な施設

算を組むのではなく、品質

⑴予算額積算に当たっては、

で、引き続き要望します。

大きく寄与するものですの

イフサイクルコストの削減に

施設管理は、施設・設備のラ

良好な品質の確保、適切な

毅然とした措置を採ってい

より、依然として厳しい経営

何より重要であります。

べてに価格点上限を設定し

また、履行確保のために積

れました。
「価格中心の入札」 の厳格な審査及び履行状況の

正が行われ、本年６月には、 メ ン テ ナ ン ス 政 治 連 盟 と し

環境にあります。

て、公益社団法人東京ビルメ

ていただきたい。

都
—議会３会派に要請
—

東京ビル政連（佐藤博理事長）は９月８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、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。全５項目を説明して強く支援を訴えた。

昨年６月、公共工事の品質
確保の促進に関する法律の改

ました。改正品確法に基づく

予定価格の設定に関すること

は、環境配慮、障害者雇用

⑶政策的評価項目について

や誓約書の提示を求め完全

算内訳書、業務履行提案書

ていただくとともに、最低

審査能力などを一層向上し

能力や事業者の提案内容の

は、品質確保のため、積算

前年度実績を基に年度の予

関し、下記事項の実現を強く

履行を実現させるべきであ

も見込んだ適正な予定価格

率、協会加盟等を加点要素

⑶入札契約段階で、建築物に

を設定していただきたい。

望みます。

⑷ 総合評価方式の入札にＪＶで

おける衛生管理の確保に関

賃金の年度途中の引上げ等

の参加を認めていただきたい。

ると考えます。
一 改正品確法に基づく維
持管理に関するガイドライ

参加資格の審査」では「公正

都内で約２５００社、従業

都議会民主党も「今後とも、 大きく転換すると考えます。

て進めていきたい」と対応。 築物の長寿命化を図る方向に

係る発注関係事務の運用に関

ら『ビルメンテナンス業務に

き、本年６月、厚生労働省か

改正品確法運用指針に基づ

２ 複数年契約に関しても、

を設けていただきたい。

会さない方式で現場見学会

る必要があるため、一堂に

施設の状況を的確に把握す

療関連サービスマークの有

サービス振興会が設ける医

と、一般財団法人医療関連

く知事登録を受けているこ

ける清掃を活用した障害者の

産業労働局の出先施設にお

五 障害者雇用の促進に関

する法律第 条の２に基づ

な競争のため、せめて落札後

しっかりバックアップしてい

万を超えるビルメン

するガイドライン』が示され

品質向上の観点から、更に拡

雇用の安定と維持管理業務の

協会が認定するインスペク

社）全国ビルメンテナンス

⑷履行評価については、
（公

無などを考慮すること。

おり、十分な事業の総括が必

が難しいという課題を抱えて

ているが、訓練生の就労実現

就労支援事業が２年目を迎え

すること

要 望 内 容 は、 横 田 英 雄 幹

に、必要な保険加入状況等の

と支援を訴えた。

事長が説明。
「 改正品確法に

きたい」と支援を約束。誠意

たが、運用指針及びガイドラ

大を図っていただきたい。
雇用に大きな役割を果たして

テナンス業は、高齢者や女性の

インを、都において今後どの

年度からは、東京協

委託業務の品質確保を図る

対応をお願いしたい。また、 建築物の清掃を活用し、年間を

に必要経費を計上する等の

実施を盛り込み、予定価格

仕様書にインスペクション

た事業として、東京都所有の

校に対する清掃指導と連動し

会が実施してきた特別支援学

平成

ため、本来の専門知識・経験

通じて、特別支援学校生徒等

品質評価の導入、あるいは、

要となっている。

ように具体化していくのか、

三 契約内容の履行確保と入札

ター等の外部専門家による
おり、今後、障がい者雇用に貢

お伺いいたします。

のない業者が受託して建物・

履行不良な業者について

の職場体験実習を行う訓練事

参加資格の審査に関すること

１ 平成 年度準備契約にお

設備の機能を損なうことのな

は、業者名を公表し、翌年

種であります。地域における雇

維持管理予算の確保と適正な

いて、総合評価適用案件の拡

いよう、また、公正な競争を

業について検討いただきたい。

品質を維持するために、建築物

ビルメンテナンス業界の多

27

用を確保し、建築物維持管理の

入札・契約システムの構築が何

大とともに、評価の際の技術

度の入札参加から外すなど

東京都議会民主党

契約制度の拡充に関すること

より重要であります。

確保するため、入札参加資格

二 総合評価制度及び複数年

献していく可能性を持った業

31

点重視などの制度改善が行わ

28

員数で

書類を徴取してほしい」と要

ンに関すること

⑸総合評価案件においては、

としていただきたい。

以上の観点から、東京ビル

ただきたい。

正な予定価格の設定」に関し

厚生労働省から『ビルメンテ

ンテナンス協会とともに、平

年度

ては「適性な予算と適正な予

ナンス業務に係る発注関係事

成 年度東京都予算編成等に

平成

や「適正な利潤確保」など画

定価格の設定は、品質確保の

務の運用に関するガイドライ

きた「総合評価制度及び複数

質疑応答に入り、東京都議

運用指針やガイドラインの適

四 十分な予算措置及び適正な

都議会３会派に対する要望
期的な内容のガイドラインを

大前提」と理解を求めた。最

や東京都の入札・契約制度改
年契約の拡充」では、
「 １件

会 自 由 民 主 党 は「 ご 要 望 を

切な実施により、従来の価格

務の各段階において、発注者

革を挙げ、
「 私ども政治連盟
５０００万円以上の総合管理

しっかり受け止め、対応して

中心の入札から、適正な価格

は「都の施設を活用した職場

といたしましては、この『品
業務は基本的に総合評価方式

まいります」と表明。都議会

記

質重視』の流れを確かなもの
を採用」などを求めた。

で業務品質を確保し、公共建

が取り組むべき責務が示され

とするため、引き続き要望活

公明党は「各会派とも協力し

体験実習」を要望した。

動を強めたい」と述べ、理解 「契約内容の履行確保と入札

従来から最重要項目として

維持管理に関する要望

じめ 名が参加。佐藤理事長 「東京都の入札・契約制度に

活動には、佐藤博理事長をは

いかに具体化するのか、都の

品質重視の流れを確かなものに

は、冒頭の挨拶で厚生労働省

東京ビル政連

28

ン』が発表され、発注関係事

東京都荒川区西日暮里
5-12-5
ビルメンテナンス会館
TEL 03-3805-2950
FAX 03-3805-7550

後の「障害者雇用の促進」で

発行責任者 佐藤 博
〒 116-0013

見解を伺いたい」と要請。

28

基づく維持管理に関するガイ

東京都議会公明党

ある対応をいただいた。

東京都議会自由民主党

http://www.tbseiren.com

東京ビルメンテ
ナンス政治連盟

発表の「ビルメンテナンス業

務発注に係るガイドライン 」

10

ドライン」では、
「品質重視」 請。
「 十分な予算措置及び適

12
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