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【運動方針】
１ビルメンテナンスに係る関係諸法令及び税制改正等
について、ビルメンテナンス業の発展を促進させる
ため、ビルメンテナンス業の利益に資するよう適切
な運動を行う。
２東京都議会自由民主党ビルメンテナンス業振興政策
研究会及び東京都地域選出の国会議員との連携を密
にし、東京都及び国に対する要望活動を行う。
３東京都各種団体協議会・全国ビルメンテナンス政治
連盟等との情報交換を行い、共通の課題については、
連携して運動を進める。

業計画案」と「同収支予算案」などの審議を行い、
全会一致で可決した。また、
公務多忙の中、中川雅治参議院議員が来賓として挨拶を行った（平成 年
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していない分野もございます
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の事業報告と収支決算報告は２面に掲載）
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けれども、これからも一つず 【事業計画】
つ前進させ、ビルメンテナン １東京協会との連携のもとに、東京都議会自由民主党
ビルメンテナンス業振興政策研究会と協同し、東京
ス業界発展のために尽くして
都所有の建築物の維持管理について、都が必要な措
置等を講じるよう、粘り強い対応を図る。
２入札制度、税制改正、労働諸問題及び障がい者雇用
等の諸課題の解決に向け、国会議員、各政党都連へ
の働きかけを行うとともに、全国ビルメンテナンス
政治連盟と連携し要求実現のために活動する。
３国会のビルメンテナンス議員連盟及び東京都議会自
由民主党ビルメンテナンス業振興政策研究会に所属
する議員をはじめ、ビルメンテナンス業界の理解者
である議員・議員候補者の支援活動を行う。
４機関紙「東京ビル政連」を年４回発行し、東京政連
の活動状況の周知を図る。また、
ホームページにより、
ビルメンテナンスに関する行政情報などを迅速かつ
的確に会員に情報提供する。

1 前年からの繰越額
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2 本年の収入額
14,402,000
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その他の事業収入 14,352,000 機関紙購読料毎号 7,500 円、機関紙広告掲載料
⑵その他の収入
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ナンス政治連盟
審議事項の検討を行う評議員
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業界発展のための決意を表す中川
雅治参議院議員

⑵備品・消耗品等

2,566,000
1,797,000 協会への事務委託費用
（月額税込 149,040×9 か月 +@151,800×3 か月）
313,000 事務用品・パソコン使用料等協会への分担費用
（月額税込 25,920×9 か月 +@26,400×3 か月）
456,000 賃借料・電話使用料等協会への分担費用
（月額税込 37,800×9 か月 +@38,500×3 か月）
11,615,000
7,513,000 全政連分担金 4,692,000、理事会・評議員会開催費
新年賀詞交歓会開催費、パーティ券購入等
1,800,000 選挙対策費
2,302,000 機関紙制作費・ホームページ制作費
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来賓の中川参議院議員が挨拶

評議員会の冒頭、挨拶に立つ梶山
龍誠理事長

平成 31 年収支予算（平成 31 年１月１日から令和元年 12 月 31 日まで）
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