ルメンテナンス事業者は感染

く、今般の新型コロナウイル

事業者にとってリスクが高

や材料費等によって積算がな

郭団体を含む）施設を利用し

考えます。東京都（行政・外

鑑みた額になっていません。 務手当の設定が必要であると

されており、リスクや責任に

ての軽症者を宿泊治療させる

作業の危険度に対する特殊勤

大震災時の除染作業と同様、

ンス業が記載された。人々が

欠な事業としてビルメンテナ

安定を維持するのに必要不可

月７日改正）において社会の

症対策の基本的対処方針」
（４

た「新型コロナウイルス感染

イルス対策本部から発信され

厚生労働省の新型コロナウ

規定」の改正を提案し、鷲見

員が、中央建装株式会社の髙

令和元年

全会一致で承認された。

関紙講読の終了 」
「 評議員会

ある」との監査報告を行った。

ついて横田英雄幹事長が、令 「当連盟の財政状況は健全で
和２年予算について坂野正和

規約の一部改正では、横田
幹事長が「会員の退会及び機

会計責任者が、それぞれ報告
を行った。

運動方針・事業計画

年

令和
【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

は、臼倉宏直理事監事推薦委

審議事項の令和元年事業報

払わなければならない場合が

（１面下段より）

現在のところ、特別な対価を
あります。

「報酬等の
対 す る 要 望 活 動、 要 望 の 進 「監事の選出資格」

橋利之代表取締役の選任を提

得ずに変わらないサービス提
大という緊急事態において、 て、前田斉理事（株式会社ダ
捗状況などについて説明。令

事務局長が改正点の詳細を説

供を継続しております。しか
国・都の自粛要請に従って、 イケンビルサービス）ご逝去
和元年決算報告では、坂野会

の成立及び選出資格 」
「 理事

リスクが高い環境に従事者を

し実際に現場に関わる従業員
による退任、髙橋利之評議員

告では、横田幹事長が、都議

派遣し、これまで以上に高い

にとっては、従来のサービス
都立施設（都の外郭団体等に

計 責 任 者 が、 収 入 の 総 額 は

議案の審議に先立ち、鷲見

レベルの衛生環境の確保を責

提供が新型コロナウィルス感
管理を委託している場合も含 （中央建装株式会社）の辞任

２７１６万円、支出の総額は

案。採決の結果、各議案とも

務として、事業を行わなけれ

染のリスクを大きく内包して
などを説明。続いて、規約改

１３０５万円、次期への繰越

会の議長及び理事会の成立」 明した。理事の選任について

ば な り ま せ ん。 PCR
検査の
む）の利用を中止せざるを得
正により評議員会の審議事項

会各会派や自民党東京都連に

実施拡大も予定されているた
いるとの理解が強く、高齢従
ない場合のキャンセル料は全

博史事務局長が一般報告とし

め、その範囲はますます広ま
事者の退職が急増する懸念が

新型コロナウイルス感染拡

るものと想定されます。

額は１４１１万円となったこ

ス感染症のような事案が発生
場合、その施設管理に携わる

生きるために必要な事業とし

とを説明。大村清保監事が、

ではなく報告事項となった令

者の出現が懸念されるなど、 従業員のリスク管理を考慮し

した場合、受託を控える事業

て、
契約金額の割り増し等（特

て認められた今、我々ができ

和２年運動方針・事業計画に

額免除していただきたい。

サービスを安定的に供給す

あります。

しかし現状では、これらの

施設管理の受発注においては

厚生労働省の基本方針に

国民の衛生・安全を脅かす事
殊勤務手当）のご検討をお願

る最善を尽くしこの未曾有の

ること、ひいては事業継続性

態も想定されるところです。
いします。従業員に対して事

危機を乗り越えましょう！

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

事業報告

（概要）

要望した。

①総合評価制度の拡充につい

て

②十分な予算措置並びに最低

制限価格等を導入する場合の

協議について

③契約内容の履行確保と入札

参加資格の審査について

の旧労務単価から新労務単価

着実に前進している。労務費

議会会派の理解・支援を受け、

各要望項目に関しては、都

３ 要望の進捗状況

する要望活動を行った。また、 ④障害者雇用の促進について

令和元年 月４日に都議会自

民党ＢＭ政策研究会との意見

交換会を実施した。

２ 要望項目

東京協会要望と同一内容で

http://www.tbseiren.com

他の施設と同様、地域別最低

そこで、感染症の拡大防止

業者は特殊勤務手当を支給

詳しくは「新型コロナウイル

る。

応を図る。

１ 要望活動の実施

各要望項目の実現を目指

し、令和元年７月 日に都議

会公明党、令和元年８月 日

に都議会自由民主党と都議会

14,180,829

翌年への繰越額

550,000 令和元年会計賦課消費税

3 その他の支出

14,364,000

立憲民主党・民主クラブに対

⑵選挙関係費
⑶広報活動費

ビルメン業について記載

等において重要な役割を果た

し、リスクを納得させて管理

ス感染症対策の基本的対処方

画に基づき、東京ビルメンテ

令和元年運動方針・事業計
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

ナンス政治連盟は、次のよう

【事業計画】
ナンス業振興政策研究会と協同し、東京都所有の建築物の維持

な諸活動を実施した。

東京協会との連携のもと

【令和元年事業計画】

維持管理に関する要望活動

第１ 東京都所有の建築物の

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

に、東京都議会自由民主党

ビルメンテナンス業振興政

2 政治活動費の合計
⑴組織活動費

をより強固にするには東日本

す施設においては、その管理

に従事させる必要に迫られま

針 ４月７日」で検索。

令和２年２月〜４月の動き

〔２月４日〕第１１３回理事会

ナンス協会は、毎年、都立施

日〕各種団体親睦観

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

策研究会と協同し、東京都

⑶事務所費等

賃金等をベースにした人件費

を受託する事業者に対する特

すことを御理解いただきたく

５．都立施設利用中止の場合の

東京ビル政連の動き

別な補償、補助、助成等を設

４．軽症者宿泊施設の作業従事

キャンセル料の免除について

定いただくようお願いします。 お願い申し上げます。

者に対する特別措置について

（公社）東京都ビルメンテ 〔２月 日〕髙島なおき 新春

ウイルス感染症の軽症者等の

設を利用して大きな行事を開 〔２月 日〕高木けい 新年会

厚労省による「新型コロナ

宿泊療養マニュアル」が都に

催しておりますが、今後、新 〔２月

の集い２０２０

送付されており、軽症者を宿

型コロナウイルスの感染拡大

劇会

泊療養する施設の開設が現実

の影響及び国や都などからの 〔２月 日〕第 回評議員会

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

所有の建築物の維持管理に

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

る場合が考えられます。都立

１１４回理事会は、新型コロ

新型コロナウィルの拡大を背

ついて、都が必要な措置等
施設では、一定期間経過した

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

自粛要請により行事を中止す （４月７日に予定していた第

単位 円

ナウイルス感染拡大防止の観

景に、サービス提供環境が著

19

25

令和 2 年収支予算（令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 12 月 31 日まで）

を講じるよう、粘り強い対
点から休会）

⑵備品・消耗品費

2,601,000
1,822,000 協会への事務委託費用
（月額税込 151,800 円 ×12 か月）
317,000 事務用品・パソコン使用料等協会への分担費用
（月額税込 26,400 円 ×12 か月）
462,000 賃借料・電話使用料等協会への分担費用
（月額税込 38,500 円 ×12 か月）
11,213,000
7,480,000 全政連分担金 4,692,000 円、理事会・評議員会開催
費、新年賀詞交歓会開催費、パーティー券購入等
1,350,000 選挙対策費
2,383,000 機関紙制作費・ホームページ制作費

1 経常経費の合計
⑴事務委託費用

14,118,829
14,426,000

1 前年からの繰越額
2 本年の収入額
⑴機関紙購読料等
の事業収入
⑵その他の収入

備 考
金 額
28,544,829
項 目
Ⅰ収入の総額

２

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。

しく変化した市場に対して、 場合、キャンセル料を全額支

ビルメンテナンス業界では

的になっております。

14

Ⅱ支出の総額

10

10

21 13

25

14,376,000 機関紙購読料毎号 7,500 円、機関紙広告掲載料
50,000 受取利息等

2
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