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仕様書【総則】 

 

本仕様書【総則】は港都区内の施設等管理業務に関する共通事項であり、業務実施に当

たっては各業務項目の仕様（仕様書【業務項目】）を定めるものとする。 

 

１ 業務名 

港区内の施設等管理業務 

２ 履行場所 

本業務の履行場所は下表に記載の物件とする。 

建物概要 

建物名称 南青山フューチャービルディング 建物用途 店舗 

地番 港区南青山三丁目328、323、327 
敷地面積 

※登記情報記載 
346.69㎡ 

家屋番号 港区南青山三丁目328 
床面積 

※登記情報記載 
99.32㎡ 

住居表示 港区南青山三丁目３－１３－９ 

構造 鉄骨造陸屋根平屋建 

（注）現況優先とする。 

 

３ 業務内容等 

(1) 本業務の履行期間は、令和元年７月30日から令和２年７月29日までとする。 

(2) 委託者及び受託者は、業務の履行に当たって、実施内容、体制、手順、改善を要する

点等委細について事前に協議を行うものとする。 

  

４ 総則 

(1) 受託者は、本契約、本仕様に従い、建築基準法（昭和25年法律第201号）、電気事業

法（昭和39年法律第170号）、電気事業法に基づく電気保安規定及び電気設備技術基準、

水道法（昭和32年法律第177号）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭

和45年法律第20号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、消防法（昭和23年法律

第186号）、警備業法（昭和47年法律第117号）、フロン類の使用の合理化及び管理の適

正化に関する法律（平成13年法律第64号）等の当該業務に関係する法令（以下総称し

て「関係法令等」という。）に則して本物件の管理等を行うことができるよう、信義に

則って誠実にこれを履行するものとする。 

(2)  上記の目的を果たすため、受託者はこれらの関係法令等を遵守するとともに、現況

を踏まえつつ、施設及び設備等の機能が適切に維持・管理されるよう委託者に助言、
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協力し業務を実施するものとする。 

 

５ 使用人に関する受託者の責任 

(1) 受託者は、業務を履行するために使用している使用人若しくは再委託等（受託者が

委託等により従事させる者を含み、以下「使用人等」という。）による業務上の行為に

ついては、一切の責任を負う。 

(2) 受託者は、関係法令等に基づき資格の定めのある業務に従事させる受託者の使用人

等について、氏名、資格及び所属等について委託者に通知しなければならない。 

 

６ 指示者・委託業務責任者 

(1) 委託者は、本業務の履行に当たり、受託者との打合せ等を行う指示者を定め、受託

者に通知するものとし、指示者を変更したときも同様とする。 

(2) 受託者は、本業務の業務責任者を定め、その氏名、所属等を委託者に通知するもの

とし、業務責任者を変更したときも同様とする。 

 

７ 業務の報告等 

(1) 受託者は、原則として各月の業務の履行状況を翌月10日までに委託者に文書により

報告し、委託者の確認を受けなければならない。なお、報告書は２部作成するものと

する。 

(2) 委託者は、前項の報告の他、必要に応じて、受託者に対して業務の履行状況及びそ

の結果について報告を求めることができる。 

(3) 受託者は、業務の履行に伴う契約書類（仕様書、図面類を含む。）、出納帳、その他

必要な簿冊等（以下「保管書類」という。）を自らの事務所に保管しなければならない。 

(4) 受託者は、委託者から依頼があった場合には、保管書類を受託者又は受託者の指定

する者に提出しなければならない。 

 

８ 秘密の保持等 

 受託者は、業務の実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。３の履行期間満了後も同様とする。 

 

９ 費用負担等 

(1) 受託者は、業務を履行するための一切の費用について、委託者が別に支給又は負担

すると決定した物を除き全て負担するものとする。 

(2) 受託者は、本仕様書において実費精算により委託者が負担するとしている業務を実

施する場合には、事前（緊急措置については事後とする。）に委託者に業務内容及び当
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該業務に係る見積書を提示したうえで、協議を行うものとする。 

 

10 損害賠償 

(1)  受託者は、業務の履行に関して委託者に損害を与えたときは、直ちに委託者に報告

し、委託者の指示に従い損害を賠償しなければならない。 

(2)  受託者は、業務の履行に関して第三者に損害を与えたときは、速やかに委託者に報

告し、受託者の責任において適切に損害を賠償するものとし、委託者に対して一切の

迷惑を及ぼさないものとする。 

 

11 委託費の計算 

履行期間の変更等に伴い、履行期間に１か月未満の端数が生じたときの月額委託費は、

１か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に１円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

12 月額委託費等の支払い 

(1)  受託者は、各業務実施月毎の業務の履行状況について、７(1)の委託者の確認を得た

後に、委託者に対して委託費（実費精算分を含む。）の請求を行うものとする。なお、

委託者からの各業務実施月の確認結果に係る通知は行わない。 

(2)  委託者は、受託者の請求に基づき、(1)の請求日から起算して30日以内に委託者の定

める方法により支払うものとする。 

 

13 事務代行業務 

(1)  受託者は、本仕様の規定する事務代行業務の履行に当たって、委託者の指示に従い、

速やかに出納用の金融機関口座を設置し、委託者に通知しなければならない。 

(2)  本業務に基づく委託費と、本仕様の規定する事務代行業務における精算は、それぞ

れ分離して会計する。 

 

14 全館閉館日他 

(1) 本物件の閉館日は予定しない。 

(2)  本業務は、本物件における使用人等の常駐を要しない。 

 

15 その他 

(1)  本仕様書に定めのない事項についても、関係法令等に基づき必要となる事項、建物

又は機器等の機能的に必要となる事項については、当然に本業務の対象として取り扱

うものとする。 
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(2)  委託者及び受託者は、(1)の措置に要する費用のうち、委託費の範囲内に含めること

が適当でないと認められる部分については、協議のうえその負担額を定めるものとす

る。 

(3)  本契約及び本仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者は協議のうえ

決定するものとする。 

以 上  
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仕様書【業務項目】 

 

１ 保安保全業務 

(1)  総則 

本業務は、本物件の用途、形状、収容人員等を踏まえ、建物及び敷地の事故・異常、

故障等（以下「異常等」という。）に伴う賃借人及び施設利用者等（以下「テナント等」

という。）への影響を軽減するための警戒を行うとともに、万一の異常等に際しては迅

速に対応し、施設の保安保全維持を図ることを目的とする。 

 (2)  業務体制等 

① 受託者は、テナント等からの異常等の通報（以下「異常等通報」という。）に対し

て、委託者が別に定める体制をとること。 

② 受託者は、テナント等が異常等通報するための緊急連絡先は開通後、直ちに委託

者に通知するとともにテナント等に周知すること。 

③ 受託者は、緊急連絡先への異常等通報を受信したときは、委託者が別に定める初

期対応を行うこと。 

④ 異常等通報の受信及び急行の内容は日誌等書面により委託者に報告すること。施

設全体への影響が大きいと想定される緊急時にあっては、受託者の判断で随時、委

託者に報告をすること。 

⑤ 毎月１回以上、本物件を巡回し、建物等の異常の有無を確認すること。 

(3)  秩序維持業務 

① 受託者は、建物及び敷地において、他人に迷惑を及ぼす行為や管理上好ましくな

い事態の発生を阻止・改善する。又、禁止行為を発見した場合は、違反者に対して

注意・指導を行う。 

② 受託者は、衛生清掃状況及び廃棄物処理状況を確認し、異常発見時には必要な対

応を行う。 

 (4) 建物保全管理業務 

① 受託者は、突発的に発生する汚損・破損・事故等及び経年により発生する摩耗・

汚損・破損等発見時における委託者への報告及び初期対応を行う。 

② 受託者は、地震発生時において、地震鎮静後、必要に応じて点検を行い、異常の

有無を確認した後、委託者への報告及び初期対応を行う。 

 (5) その他 

初期対応に要した費用については、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認

められる部分については実費精算によるものとし、委託者及び受託者が協議のうえ、

その負担額を定めるものとする。 

２ 施設修繕等に関する業務 
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 (1)  緊急措置・営繕 

① 受託者は、建物及び敷地について、破損・汚損等が発生した場合の緊急措置・修

理又は営繕（緊急措置・修理又は営繕に伴い必要となる消耗品等の取得を含む。）を

実施する。 

② 受託者は前項の場合において、事前（緊急に措置・修理を実施する必要があった

場合には事後とする。）に委託者に対して報告を行い、委託者が負担すべき費用につ

いて協議するものとする。 

③ 前項の協議により確定した委託者が負担すべき費用については、実費精算による

ものとし、委託者が受託者に対し、委託者の指定する方法により支払うものとする。 

  

３ 事務代行業務 

(1) 総則 

① 本業務は、建物賃貸借契約等に関する請求、入出金等を行い、委託者の事務を代

行することを目的とする。 

② 本業務には賃借人の入退去工事等の監督業務は含まないものとする。 

(2)  請求・入金管理等業務 

① 建物賃貸借契約等に基づく賃借人に対する賃料等請求・入金管理、滞納金の督促・

回収を行う。本業務の対象となる区画は、１区画。 

【賃借人の業態】 

飲食 

② 賃借人において滞納金がある場合は、賃借人に対し督促し、回収を図るものとす

る。受託者は、賃借人の滞納金の回収が困難な場合は、委託者と対応を協議するも

のとする。 

 (3) 収納・支払代行業務 

① 受託者は、本業務の収納・支払代行を実施するための出納用口座を金融機関に設

置するものとする。出納用口座の維持に要する費用は委託者の負担とする。また、

当該通帳及び登録印鑑は受託者の事務所で保管するものとする。 

② 受託者は、委託者に代わり、賃借人に対して毎月、建物賃貸借契約等に基づく賃

貸料等の請求を行い、入金管理を行うものとする。 

  

(4)  台帳・帳簿作成等 

① 収入・支出に関する明細表を作成すること。 

② 明細表は証憑資料とともに受託者の事務所に保管すること。 

(5) 精算等 

① 委託者との間で徴収又は交付すべき金額を定め、委託者に通知するとともに、委
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託者の定める方法により徴収又は交付の事務を行う。この精算は月毎に行うものと

する。 

【交付の場合の振込先口座】 

    金融機関・支店等名：みずほ銀行 本店 普通預金 

    名義：独立行政法人都市再生機構（ドクリツギヨウセイホウジントシサイセイキ

コウ） 

② 精算のため要する振込手数料は委託者の負担とする。 

(6) 賃借人からの連絡事項又は苦情等の受付・対応 

賃借人から、事務連絡又は苦情等があった場合には、委託者に報告するものとし、

対応について委託者と協議を行うものとする。 

 (7) 業務実施に係る調整 

   本仕様書に定める業務を実施するに当たっては、官公庁等の関係者と調整を行うと

ともに、適宜委託者と協議を行うものとする。 

 (8) 業務報告書の取りまとめ 

   毎月１度、業務の履行状況を取りまとめ、報告書を作成するものとする。 

 

４ その他 

(1)  敷地境界の侵害及び無断使用並びに無断増築・用途変更等を発見した場合、委託者

に報告するものとし、対応について委託者と協議を行うものとする。 

(2)  エネルギー使用の合理化に関する法律、環境情報の提供の促進等による特定事業者

等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律、都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例等の関係法令、条例等に基づく報告等のため必要となるエネルギー使用

量等諸元の収集及び整理に協力するものとする。 

(3)  毎月１回以上実施する巡回時に建物等の異常が確認された場合には、委託者へ報告

するとともに、必要な措置について委託者に提案を行うものとする。 

   

（4）  その他、本物件の施設管理において必要な事項があれば、委託者に提案を行うも

のとする。 

以 上  


