
 

 仕 様 書 

 

１  業務の名称 

    技術管理分室警備業務 

２ 業務の実施場所 

独立行政法人都市再生機構 技術・コスト管理部 技術管理分室 

３ 業務実施日及び時間 

365日（土日、祝日及び年末年始（12月 29日から 1月 3日）を含む毎日） 

(1) 平日（発注者の休日を除く）午後 5時 20分から翌日の午前 9時 20分までの間 16時間 

(2) 発注者の休日        午前 9時 20分から翌日の午前 9時 20分までの間 24時間 

４ 目的 

 当該事務所における各種の事故の発生を警戒し、未然に防止することに努め、安全な環境を確

保して、事務所の円滑な管理運営に寄与することを目的とする。 

５ 関連法令等の遵守 

 警備業法、消防法、労働安全衛生法、火災予防条例等の関連法令及び発注者が定めた消防計画、

その他諸規則を遵守し、業務を行うものとする。 

６ 基本方針 

(1)  守衛室を拠点として、３に定めた業務実施日及び時間において、有人管理を行う。 

(2)  業務遂行にあたり関係機関・各部署（消防機関、警察機関、管理者、設備責任者、清掃

責任者等）と綿密に連携して行う。 

(3)  防犯の基本である犯罪を惹起させない環境を形成する。 

(4)  事故等が発生した場合、発注者又は発注者の指定する者に直ちに報告し、適切な措置を  

講ずる。 

(5)  事故等が発生した場合、防災設備等を活用すると共に、関係機関・各部署と協力して被

害の拡大の防止に努める。 

７ 警備員の資格 

(1)  防火管理上の知識を有し、適切な行動が取れる者であること。 

(2)  警備の専門家意識と旺盛な責任感及び信頼される誠実な気質を保ち、かつ、心身ともに

健全な状態で勤務できる者であること。 

(3)  外国人を雇用する場合は、日本語によるコミュニケーションに支障がないこととし、事

前に就労資格を証明できる書類を提出すること。 

(4)  警備員指導教育責任者（1 号業務）取得者が定期的に警備員（本案件従事者）の教育・

指導をすること。 

(5)  防災センター要員（自衛消防業務講習）の資格を取得している者を、配置業務従事者に 

１名以上配置すること。 

(6) 事務所内への出入者の応接並びに電話対応の際に、不快な印象を与えない接遇マナー 

や身だしなみ、適切な応対が出来る様、配置業務従事者に十分な教育・指導をすること。 
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（教育内容を事前に提出すること。） 

(7) 配置業務従事者は業務遂行に支障のない基礎体力を有すること。 

（文部科学省「新体力テスト」によりテストし、各年齢に応じた総合評価基準「Ｃ」段 

階以上の基礎体力を有すること。）なお、受注者は発注先確定後、証明できる書類を提出す

ること。 

８ 警備業務の対象範囲 

  当該事務所及び当該敷地とする。（別添１「建物全体配置図」及び別添２「建築物棟別概要書」

の範囲） 

９ 実施体制等 

主要業務の概要 

■平日

■甲の休日

休憩 休憩 休憩

巡回（各建物出入り口の開閉、不審者（物）等の発見対応）

巡回（各建物出入り口の開閉、不審者（物）等の発見対応）

24時間 16時間

12:00 13:00 14:00 15:00

業務場所
ポスト数
（ポスト）

業務時間
拘束時間 実働時間

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 7:00

守衛室（受付）

1:00 2:00 3:00 4:00

1

5:00 6:00

16時間 11時間休憩 休憩（仮眠）

11:00 23:00
業務場所

ポスト数
（ポスト）

業務時間
拘束時間 実働時間

8:00 9:00 10:00 16:00 17:00 4:00 5:0018:00 19:00 20:00 21:00 22:00

1 休憩（仮眠）

6:00 7:000:00 1:00 2:00

休憩  休憩及び仮眠は巡回等を考慮の上、適切に取ることとする。ただし、緊急時は即時に対応すること。

休憩

休憩  休憩及び仮眠は巡回等を考慮の上、適切に取ることとする。ただし、緊急時は即時に対応すること。

守衛室（受付）

3:00

 

(1) 競争参加者は、上表における「拘束時間」、「実働時間」、を十分に考慮し、従業員の休憩 

を加味した 1日のタイムテーブル（ 様式８勤務シフト表）を提出すること。 

(2) 発注者及び発注者の関連業者から通報、連絡がある場合にも即応できる体制を取る。 

(3) 受付、設備及び清掃の各責任者等との情報交換、相互協力体制を確立する。 

(4) 緊急時又は事故等により現人員で対処が出来ない場合は、受注者の全社のバックアップ体 

制により対応を行う。（バックアップ体制が確認出来るものを提出すること。） 

なお、当日従事予定者はバックアップ体制により対処が可能な時間に受注者の本部等と必

ず出勤確認の連絡を取ることとする。（現地までの移動に 1時間を有する場合は 1時間前） 

１０ 業務内容 

(1)  一般管理業務 

① 事務所内への出入者の応接及び監視並びに電話対応 

② 不審者・変質者・浮浪者等の発見及び進入阻止等の対応 

③ 事務室内の秩序維持 

④ 専用執務室、各建物出入口の鍵の保管 

⑤ 拾得物・遺失物の処理 

⑥ 警備実施計画の作成等 

⑦ 警備日誌の記録・作成・整理及び発注者への日誌提出 

⑧ 巡回業務記録の作成 

⑨ その他、発注者が必要と認めた報告事項 



(2)  巡回業務 

① 避難設備（非常口、通路、廊下、階段等）における避難障害物の有無の確認と排除 

② 門の扉、玄関、通用門及び専用執務室の開錠及び施錠 

③ 各建物出入口の施錠状況の確認 

④ 侵入者、不退去者、不審な物品の発見と対応 

⑤ 各建物における不要場所の消灯 

⑥ 各建物施設等の破損・異常個所の発見と対応及び報告 

(3)  その他業務 

① ケガ人等への救急処置 

② 残業者の人数確認 

③ その他発注者又は発注者の指定する者が必要と判断した業務    

(4)  緊急事態対応業務 

    イ 侵入者等発生時 

① １１０番への通報と警察官に対する情報提供等 

② 侵入者等の人相、着衣、年齢、身長、体型等の特徴の把握 

③ 侵入者等の現行犯の警察への速やかな引き渡し 

    ロ 火災発生時 

① 消防計画に基づく初動措置（火災通報、初期消火、避難誘導等）、自衛消防組織

の一員としての初動措置 

② １１９番等定められた官署への通報 

③ 消防隊に対する情報提供、火災箇所への進入口誘導及び付近警戒 

    ハ 地震発生時 

① 身体安全確保等の初動措置（火災通報、初期消火等） 

② 人的・物的被害状況の調査報告 

(5)  その他付帯業務 

  発注者に対する警備上の改善事項の提案 

１１ 警備業務遂行上の留意点等 

(1)  警備に関する月間及び年間の実施計画を事前に発注者に提出し、承諾を得なければなら

ない。 

(2)  警備業務の実施状況等を警備日誌に記録し、発注者に毎日提出しなければならない。 

(3)  警備員は、建物特性、警備上の重要点及び危険箇所等に精通して敏速かつ適切に業務を

遂行する。なお、事務所内への出入者への応対は、親切、丁寧を旨としなければならない。 

(4)  警備員は、服装を整え、常に清潔にしなければならない。 

(5)  敏速かつ適正に業務を遂行できない者を配置してはならない。 

(6)  巡回は、事故等の未然防止に留意し、定時に計画的な巡回を行うとともに、通報等によ

り適宜巡回しなければならない。 

(7)  残業者がいない執務室については、速やかに消灯し、節電に努めなければならない。 

(8)  局所的、突発的な汚損等で簡便な清掃により汚損等を除去できる場合には、速やかに処



置しなければならない。 

(9)  守衛室は、常に整理整頓された清潔な室内環境とするように努めなければならない。 

(10) 管球切れ・漏水などの施設の不具合・異常等、又は不審者・不審物を発見したときは、

その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。 

１２ 業務の引継ぎ 

(1) 受注者は、次の各事項に留意して、現に当機構から警備業務を請負っている者（以下「前

請負会社」という。）から業務の引継ぎを受けること。 

① 引継ぎは前請負会社との間で遺漏のないように行うこと。 

② 当該引継ぎに係る一切の費用は受注者の負担とする。 

③ 引継ぎ期間は、１週間（適切なスケジュールにて）程度とし、前請負会社と協議のうえ

業務履行開始までに行うこと。 

(2)  当該契約が終了するときは、発注者の指定する者へ引継ぎを行うこと。 

以 上 



  技術管理分室建物全体配置図                                                 （別添１） 
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（別添２）

技術管理分室　建築物棟別概要書

○敷地面積 26,331.05㎡

○施設概要
施設名 構造 階数 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 備考

本館（本館） RC造 地上２階 603.68 998.08
本館（別館）資料情報館 〃 地上２階 163.19 265.75
2 ＫＳＩ住宅実験棟 RC造 地上２階 334.17 502.73
3 環境共生実験ヤード 屋外工作物
4 地震防災館 RC造 地上２階 144.47 203.20
5 振動実験棟 S造 地上１階 268.54 313.20

6 すまいと環境館 RC造
地下１階、
地上２階

615.14 1,353.03

7 シックハウス実験棟 RC造 地上３階 323.00 750.00
（旧：建設ｺｽﾄ低減実験
棟）

8 仕上材料・給排水実験棟 地上４階 339.05 697.31 （旧：第3実験室）
9 構造材料実験棟 S造 地上１階 206.68 206.68
10 超高層住宅実験タワー 工作物

SRC造 地上２階 480.70 549.00 旧：人工気象実験施設
RC造・S造 地上２階 330.20 466.10

12 音響実験棟 RC造 地上３階 53.16 150.94
13 居住性能館 RC造 地上３階 587.00 1,132.79 旧：環境工学実験館
14 内装実験棟 Hｂ-RC造 地上２階 224.29 347.46
15 集合住宅歴史館 SRC造 地上２階 604.93 1,164.20 旧：ＫＥＰ総合実験住宅
16 材料実験ヤード

9,100.47 ①(1～16施設〕合計

1

11 風洞実験棟


