発行などの情報提供を行うこ

金パーティー・選挙等への対

知事ヒアリングに参加

予算に対する

明した。

に適用することは困難かと思

「要望事項」の重点項目は、 いますが、積算内訳書の提出

と確認について、速やかに導

「第 回評議員会開催日・
と、な ど で す 」と 述 べ た 後、 応」

「十分な予算の措置並びに最低

入いただければ幸いです」と

２議案を審議

令和３年に向けて

制限価格等を導入する場合の

訴えた。

率について段階的に加点する

来年は都議会議員の改選期に

た。清掃訓練を通じた就労支 「新型コロナウイルス感染対

仕組みが導入されたことに謝

月４日、ビルメンテナンス会

策」の施設管理受託事業者に

辞を述べた上で、
「しかしなが

当たり、衆議院議員選挙も年

援事業など、障害者の雇用に

対する特別な補償等の設定の

ら、加点上限が５点のままな

館において「第１１６回理事

会と連携して令和２年９月に

対してもご尽力いただいてお

４点。要望説明も佐々木会長

ので、全体的な配点率を変更

と感謝の意を表明した。

さらに、ビルメン業界の社

協議」の予算の積算、
「契約内

３点目の障害者雇用促進の

東京ビルメンテナンス協会

会貢献について、
「大変活発に

容の履行確保と入札参加資格

開催方法」について意見を求

庁第一本庁舎で実施された
「各

行っていただいており、私も

審査事項では、令和３・４年度

「 令和３年は東京都議会議員

政治資金パーティー・選挙
種団体等からの東京都予算に

の審査」の積算資料の提出、「障

は令和２年 月 日、東京都

ので、事業計画の後半に、政
等への対応では、対象となる

都立の特別支援学校の生徒に

めた。

策研究会や議員連盟の所属議

対する知事ヒアリング」のＷ

針・事業計画、収支予算です。 選挙と衆議院議員選挙がある

内に必ず実施されますので、 員の推薦等について追加しま 「全政連が支援するビルメン

都議会各会派に提出）の重点

ります」と謝辞を述べた後、「今

が行い、要望内容の検討、実

し、障害者雇用率の比重の拡

会」を開催し、
「令和３年運動

去に推薦料を支出した議員及

項目について強く訴えた。

回は予算編成前のヒアリング

現を強く訴えた。

大を要望します」と訴えた。

テナンス議員連盟議員のうち

令和３年収支予算の提案説
び次回候補を予定している元

知事ヒアリングは、各種団

ということですが、今回だけ

まず１点目の予算の積算に

４点目の新型コロナ感染対

した」と、令和２年の事業計

明は坂野正和会計責任者が担
議員」
、
「都議会自民党ビルメ

体等から直接声を聴いて、現

ついては、
「予算積算時に労務

策での特別な補償等の設定に

政連の果たすべき役割は重要

に設けられた
「協議・確認事項」 をお願いしたい」と、結束力
当。予算額案として、当期収
ンテナンス業振興政策研究会

場の状況やウィズコロナ社会、 でなく、中長期的にウィズコ

単価を適正に計上するととも

関しては、医療施設や軽症者、

方針・事業計画」
「令和３年収

の一層の強化に向けた積極的
入は１４２２万円、前年から
所属議員及び次回立候補を予

ロナの時代、ポストコロナの

に、複数年契約や年度途中の

当政連に関係の深い議員、過 （東京ビル政連としては東京協

な審議を要請した。
の繰越額を含めた当期収入総

定している元議員」
、
「自民党

ポストコロナ社会に向けた取

時代についてのお考えも聞か

労務単価の変更があった際に、 無症状者を受け入れているホ

画からの変更点を挙げた。

令和３年運動方針・事業計
額は３０７８万円、当期支出

都連、東京公友会（都議会公

り組みや、都への提言などを

せていただきたい」と要請し

テルの施設管理の受発注は、

です。しっかりと意思統一を

梶山龍誠理事長は冒頭の挨
画の提案説明は横田英雄幹事
は１５１９万円、次期繰越額

明党）
、都議会立憲民主党・民

共有し、予算等に反映させて

た。これに対し佐々木浩二会

新労務単価への契約変更を認

支予算」の２議案について審

拶で、
「菅内閣が発足して２カ
長が担当し、運動方針につい
は１５５８万円となることを

主クラブ等」への対応を挙げ

「未来の東京」の実現を推進す

長は、ウィズコロナ社会、ポ

についても意見の交換、確認

ど、経済活動の活性化も進ん

トラベルやＧｏＴｏイートな

月弱がたちました。ＧｏＴｏ

の所属議員および国会議員へ

会自民党ビルメン政策研究会

ては「令和２年と同様、都議

の 榎 本 寛 副 理 事 長 が、質 問、

２つの審議事項とも、議長

各科目を挙げて詳しく説明。

田幹事長が、令和２年 月２

報告事項としては、まず横

が行われた。

でおりますが、新型コロナウ
の要望活動や、東京都各種団
意見などを求めた後、採決に

て確認。

イルス感染の拡大は、まだ収
体協議会・全国ビル政連と連

冒 頭、小 池 百 合 子 知 事 は、 ストコロナ社会を見据えた取

るのがねらい。

最低賃金等をベースとした人

束の見込みが立っておりませ

議・確認事項」は、鷲見博史

「建築物の
事務局長のみ参加しました。 の環境変化に言及。

催ということもあり、三役と

「 新型コロナ禍の中での開

の活動報告を行った。

しています」とビルメン業界

な変化が起こっていると想像

業も多いことから、さまざま

の予算・制度等に関する要望」 テレワークを実施している企

んが、管理部門ではテレワー

レワーク等の対応はできませ

従事する従業員に関してはテ

シャルワーカーです。現場で

インフラを維持するエッセン

ルメンテナンス業務は、社会

の委託案件で労務単価の変更

が多大であることから、全て

のビルメン業界にとって影響

務単価の上昇は、労働集約型

認められている。しかし、労

している案件だけ契約変更が

公共工事設計労務単価を使用

労金の交付対象についても、

いしたい」と要望。また、慰

に対する補助等の設定をお願

必要となるので、受託事業者

した契約金額の割り増し等が

る従業員のリスク管理を考慮

ることから、
「施設管理に携わ

移り、全会一致で承認された。 日に実施した「令和３年度国 「今、ビルを取り巻く状況は、 り 組 み に つ い て は、
「我々ビ

事務局長が説明。
「協議・確認

今回は、要望事項の説明の後、 環境・衛生の向上、安全確保

クの実施、会議のオンライン

があった際は、新労務単価へ 「受付等の警備を行う警備員も

ん。コロナ対策、経済対策を、 携し、ビルメン業の利益に資

事 業 計 画 は、
「基本的には

事項は、理事会で確認すべき

ということで、皆様が省エネ

化、時差出勤やローテーショ

今回新たに設けられた「協

令和２年と同様とし、東京協

事項、例えば評議員会の日程

質疑応答ではなく、その他の

対策、防災対策など、多岐に

するような活動を行うという

メン政策研究会と協同して、 等、次回以降の理事会で決定

会と連携、都議会自民党ビル

する案件について意見をいた

補足説明や要望はないかと求

の変更を求めた。

どのように両立させていくの

都所有の建築物の維持管理に

だく内容のものをまとめまし

ン勤務を実施している企業も

内容です」と説明。

関する要望活動を継続するこ

わたって役割を担っているこ

用等をしている企業もありま

におけるスマートグラスの活

備ロボットの導入、設備管理

変革）に関しては、
「清掃や警

を活用したビジネスモデルの

フォーメーション（ＩＴ技術

ま た、 デ ジ タ ル ト ラ ン ス

で落札者となる、という手続

おり、都が内容を確認した上

算内訳書の提出が記載されて

の競争入札参加者心得には積

を求めていないが、試行案件

者に対して積算内訳書の提出

託業務の競争入札では、落札

ついては、現在、一般的な委

２点目の積算資料の提出に

も東京協会と連携して、要望

東京ビル政連では、今後と

検討を訴えた。

様の対応をお願いしたい」と、

従事者に対しても医療機関同

また、陽性者受け入れホテル

して明記していただきたい。

対象となる場合が多い業種と

るため、院内清掃同様、交付
とに、改めて敬意を表したい」 あります」と説明。

すが、まだ一般的に普及して

きが取られていることから、 実現のため粘り強い活動を推

進していく。

いるという段階ではありませ

ん」と業界の現状について説 「試行で行っている内容をすぐ

に対する予算計上や営業補償
をしている事業者に対する支
援策の拡大について要望しま
した」と説明。
このほか鷲見事務局長が、
新型コロナ禍による「令和３
年新年賀詞交歓会の中止」
「東
京協会・政治連盟の役員忘年
会の中止」や、
「令和２年９月
理事会以後の動きと今後の予
定」などについて報告した。

患者との接触を伴う業務であ
められましたので、人手不足

議長をつとめた榎本副理事長

た」と述べ、
「令和３年政治資

理事会の冒頭、挨拶を述 べ る 梶 山 理 事 長

か、今後の動向を注視したい

と思います」と、不透明な経

営環境の先行きに言及。
審議事項については、
「本日

の議案は、令和３年の運動方

10

と、議員の支援活動、機関紙

現 在 は、委 託 案 件 の う ち、 件費や材料費で積算されてい

めていただきたい」と要望。

図りたいので、活発なご審議

東京ビル政連は令和２年

令和 3 年度

害者雇用の促進」の審査事項、 の定期受付から、障害者雇用

15

ｅｂ会議に出席し、「要望事項」 対する清掃訓練を拝見しまし

11

議。審議事項のほか今回新た
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