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一橋大学国際学生館景明館管理室業務仕様書 

 

Ⅰ．目的 

   この管理業務は、一橋大学国際学生館景明館の入居者に快適な居住生活、教育研究活動を

提供するために、環境整備、施設管理、経費管理、生活相談等を行い、もって大学の円滑な

運営に資することを目的とする。 

 

Ⅱ．業務概要 

 １．業務場所 

東京都国立市東３－７－１ 

      一橋大学国際学生館景明館（以下「景明館」という。） 

  

 ２．管理業務の種類及び対象施設 

景明館における宿舎管理業務及びそれに付随する同業務のその他全般を行うこととする。 

   管理対象施設は景明館敷地内全域とする。 

 

 ３．業務の概要 

    学生支援課（以下「担当課」という。）その他関係者からの指示に基づき、次の業務を行

う。 

    ① 入居者情報の管理 

      入居者情報を作成しその管理を行う。 

    ② 入居者募集業務 

      入居者募集に関する各種業務を行う。 

    ③ 入居時業務 

      入居許可者の入居時に必要な各種業務を行う。 

    ④ 施設管理業務 

      日常点検・管理として各種業務を行う。 

    ⑤ 清掃衛生管理業務 

      日常及び定期の清掃衛生管理として各種業務を行う。 

    ⑥ 巡回業務 

      館内の安全・保全のため各種業務を行う。 

    ⑦ 管理室業務 

      管理室としての各種業務を行う。 

    ⑧ 入居者生活支援業務 

      入居者の生活全般をサポートする各種業務を行う。 

    ⑨ 入居費、使用料及び共益費等の請求、徴収、督促及び入金業務 

      入居費、毎月の使用料及び共益費等の請求、徴収及び未納者に対する督促及び徴収

した入居費、毎月の使用料及び共益費等を大学から交付する銀行通帳の口座へ入金を
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行う。 

    ⑩ 退去時業務 

      退去時に必要な各種業務を行う。 

    ⑪ 洗濯機及び乾燥機の設置、メンテナンス業務 

  洗濯機及び乾燥機の設置、メンテナンス業務を行う。 

⑫ その他の業務 

      景明館敷地内で発生した全ての事柄、問い合わせ、苦情等に対して誠意をもって対

応を行う。 

 

 ４．業務人員及び時間 

    ①管理室 

 １名、午前 9時 00分から午後 6時 00分まで 

休憩 午後 0時 00分から午後 1時 00分まで 

    ②臨時対応 

例年、３月、４月、８月及び９月は相当数の入退去者が見込まれるので、それに対

応するための応援体制をとるものとする。 

  その他、交換留学生及びサマースクール開催時における外国人留学生の多数入居時

等には、コンシェルジュの派遣（英語対応）を行うものとする。 

    

 ５．業務従事者 

    業務に従事する者は次の能力を有するものとし、履歴書を担当課に予め提出し承認を得

るものとする。やむを得ず交代する場合は、１週間前までに書面で通知し承認を得るもの

とする。 

    また、交代制勤務等により配置される場合は、勤務予定表（１ヶ月毎）を当該月の３日

前までに提出するものとする。提出後にやむを得ず変更する場合には当該業務開始３日前

までに変更後の勤務予定表を提出するものとする。 

    (1)全ての業務従事者はパソコンに精通し、担当課から作成を依頼される業務を行えるよ

う、Word及び Excel、E-mailを支障なく操作できること。 

    (2)日本語及び英語による会話、文書作成（E-mail 含む）ができること。ただし、外国人

留学生対応（コンシェルジュ派遣等）を別途行う場合、その限りではない。 

    (3)設備・機器の簡易な修理が行える技能を有していること。 

   

 ６．業務期間 

    平成 30年４月１日から平成 32年３月 31日までとする。 

    ただし、土曜日・日曜日・休日及び 12月 29日から１月３日までは除く。 

※ 休日及び時間外の非常時対応は、Ⅲ．業務内容の⑧入居者生活支援業務の(3)におけ

る 24時間トラブル対応において行うものとする。 

       なお、請負者が変更となる場合は、契約締結手続き完了後、上記業務期間開始前ま

でを引継期間とし、業務開始前までに必要な引継、環境整備等を行うこと。 
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 ７．業務日報 

    業務日報を作成し、処理事項を記入し担当課に提出すること。 

    なお、緊急を要する処理事項については担当課に速やかに連絡すること。 

 

 ８．契約の履行 

    請負者はこの仕様書及び担当課の指示に従い、景明館全般の適切な管理及び入居者の生

活環境を常に良好な状態に保全するように信義及び誠実をもって業務を履行しなければな

らない。 

 

９．そ の 他 

    管理室において大学側から提供する備品等は以下のとおりである。その他業務遂行に必

要な備品・消耗品・釣り銭等は請負者が用意するものとする。 

    管理人室設置備品等：机（片袖）（１台）、椅子（２脚）、キーケース（１個）、キャビネッ

ト（１台）、ロッカー（３人用）（１台）、冷蔵庫（１個）、Ｚライト（１個）、傘立て（１個）、

電話（１台）、プリンタ（１台）、Ｆａｘ（１台）、台車（１台）、脚立（１台）、金庫（１台）、

手提げ金庫（１台）、ゴミ箱（１個）、掲示板（１台）、懐中電灯（１個）、掛け時計（１個）、

モップ（２個）、バケツ（２個）、箒（１個）、ちりとり（１個）、掃除機（１台） 

※ 電話の使用については、本学関係者との業務連絡及び景明館に関する各種問い合わ

せ及び警察、消防等外部への緊急連絡のみとする。 

 

Ⅲ 業務内容 

    担当課その他関係者からの指示に基づき、次の宿舎管理業務を行う。 

    ① 入居者情報の管理 

入居状況、入居者の内容（入居者特定番号、氏名、性別、国籍、連絡先、入居期間等

の情報を含む）についてのリストを作成し担当課へ提出。入退居者に変更が出た場

合、その都度リストを修正し担当課へ提出する。 

※ 入居者個人に特定の番号を振り、各提出書類に記載を行い、入居者個人を特定出

来るようにする。 

  

    ② 入居者募集業務 

      (1)入居関係書類の配布を行う。 

      (2)募集基準、募集条件、応募期間等各種入居者募集に関する問い合わせについて、

担当課が作成する入居者募集要項を基に対応する。 

      (3)入居希望者の見学に対応する。 

      (4)再募集を行う場合は(1)～(3)の業務を同様に再度行う。 

 

 

    ③ 入居時業務 

(1) 入居許可者の各種手続き、提出書類の配布、回収を行う。 
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(2) 入居費請求（請求書発行）、徴収及び未納者に対する督促ならびに徴収した入居

費の大学への払い込みを行う。 

(3) 入居予定の居室を点検（清掃、電気・照明、エアコン、電気温水器、浴室、トイ

レ、換気扇、設備・備品、シーツ・ベッドパッド等）し、入居可能な状態にする。 

(4) 入居時点検：入居者と共にチェックリストに基づき点検を行う。汚れや破損部分

がある居室については、退去時点検に問題とならないよう必ず確認してもらう。 

(5) 居室の鍵を貸与する。 

(6) 入居者へ規則及び基本的ルール、諸注意事項、居室及び家具・家電及び什器の利

用についての説明、告知を行う。（日本語及び英語対応） 

(7) 入居説明書の作成（日本語及び英語対応）及び景明館に関する本学諸規則の英文

作成を行う。 

(8) 家具・家電及び生活リース・レンタル商品の斡旋を行う。 

(9) インターネット利用方法の案内を行う。 

(10) 入居者の状況（外国人の多数の入居時期等）に基づきコンシェルジュの派遣（英

語対応）を行う。 

(11) 再入居する入居者がいる場合、郵便ポストの暗証番号を変更する作業を行う。 

(12) その他、新規入居に必要な業務を行う。 

 

    ④ 施設管理業務 

     ・日常点検、管理として以下のことを行う。 

(1) 建物外壁等、建物内部及び屋上等の景明館建物全般の目視点検。 

(2) 管理室における設備遠隔監視業務（消防、給水、エレベーター、火災報知、管理

室）。 

(3) 共用部の照明点検。 

(4) ゴミ集積所の整理整頓・清掃、排水溝等の点検。 

(5) 共用部エアコンの空調・換気・排煙及び換気扇の点検。必要に応じてフィルター

清掃。 

(6) 火災受信機の発報の際は、現地確認を必ず行う。 

(7) 駐輪場の管理。 

(8) 駐車場の管理。違法駐車への対応等。 

(9) その他、施設・設備・備品（居室・管理室等の家電品を含む。）等関係する全て

の故障、破損、汚損、詰まり、電球切れ等が発生した場合、軽微なものについて

は迅速に対応し、対応不可能な場合は本学財務部施設課（以下「施設課」という。）

及び担当課に連絡する。なお、軽微な対応としての業務の一例は下記のとおりと

する。 

照明（電球・蛍光灯）の交換（在庫チェック）、流しパイプの詰まり、洗面台パ

イプの詰まり、トイレ詰まり、居室・管理室等の家電品の修理、その他、修理と

名のつくもの。対応不可の場合は，施設課及び担当課へ連絡をする。 

外部業者へ修理依頼等を行った場合はそれに立会い、状況を担当課へ報告する。 
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修理等に対応したものについては、業務日誌への記載を行う。 

     ・以下の機器の保全業務を定期点検及び法定点検を行うこととする。 

エレベーター、自動ドア（年３回）、火災報知器設備、防犯カメラ（年２回）、 

宅配ボックス（年１回） 

 

⑤ 清掃衛生管理業務 

     ・日常業務として以下のことを行う。 

(1) 衛生消耗品の補充。トイレットペーパー及び石鹸水の補充。 

  トイレットペーパー及び石鹸水については担当課にて都度購入を行う。 

(2) 共用部（トイレ、洗濯機、乾燥機含む）の清掃。 

(3) 外構清掃。 

(4) 各階等設置ゴミ箱のゴミを集積所へ運ぶ。分別の上、ゴミ収集日に所定の収集場

へ運ぶ。 

なお、違法な粗大ゴミ等を発見した場合、速やかに担当課へ連絡を行う。 

     ・定期清掃（年２回）として以下のことを行う。 

      (1)共用部床面の機械清掃（高圧洗浄）。 

(2)テーブルラウンジのワックスがけ。 

※ 日常及び定期清掃については、清掃業務仕様書を作成すること。 

     ・雑排水管高圧洗浄作業（年１回）として以下のことを行う。 

      (1)居室（浴室排水口、洗面台、キッチン） 57室 

      (2)ランドリー室（洗濯機排水口）      2室 

      (3)共用管（外部枡、共用縦管、共用横引き管） 一式 

 

    ⑥ 巡回業務 

     ・日常業務として以下のことを行う。 

(1) 管理人勤務時間内に定期的に巡回。 

(2) 防犯カメラの監視、チェック。 

    

    ⑦ 管理室業務 

(1) 窓口での各種対応を行う。 

(2) 居室その他景明館に関係するすべての鍵の管理、貸与、紛失時の対応（再作成等）

を行う。 

(3) 一橋大学国際学生館景明館規則等の違反者への対応を行う。 

(4) 入居者及び近隣住民等からの問い合わせについて対応を行う。 

軽微な問い合わせ、苦情には即対応し、複雑・重大な事件には守衛所と連絡を取

ると共に、担当課に連絡する。 

(5) 緊急時に対応した連絡網の策定を行う。 

(6) 消防計画・防火管理者補助者設定・防災訓練を行う。 

(7) 災害時等における入居者の安否確認を行う。 
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(8) 拾得物の取り扱い。景明館敷地内での拾得物については、管理室で一定期間（１

ヵ月）保管・管理した後、担当課へ引き渡す。 

        所有者が判明した場合は、本人確認を厳正に行ったうえ返却を行う。 

 

    ⑧ 入居者生活支援業務 

(1) 生活全般及びイベント等の活動をサポートする。 

(2) 生活相談：病院、図書館その他、公共施設の案内を行う。 

(3) 災害・トラブル、入居者の傷病、エレベーター内の緊急通報、トイレ呼出表示器

及び火災報知器の発報の対応を行う。管理人不在時にも対応出来る体制を構築

（各種緊急呼出及び発報については、管理人室まで回線が引かれている。電話回

線等を利用し請負者へ緊急通報及び発報が伝わるようにする。）し、トラブル対

応（連絡体制）について各居住者に周知を行う。（※24時間トラブル対応） 

※夜間等におけるコールセンターによる対応も可。但し、英語対応が必ずできる

こと。 

(4) 物品管理：入居者への生活に必要な備品・消耗品の払出を行い、管理簿を作成す

る。また、在庫管理をして不足した場合は、担当課に連絡する。 

  

    ⑨ 入居費、使用料及び共益費等の請求、徴収、督促及び入金業務 

      入居費、毎月の使用料及び共益費等の請求、徴収及び未納者に対する督促及び徴収

した入居費、毎月の使用料及び共益費等を大学から交付する銀行通帳の口座へ入金を

行う。 

              ※ 入居者は請負者発行の請求書に基づき、請負者の指定する銀行口座（大学か

ら交付する銀行通帳の口座）（以下「銀行口座」）へ振込みを行うか又は管理人

室にて支払いを行う。入居者が管理人室にて支払いを行った現金は速やかに銀

行口座へ入金することとする。請負者は指定日までに入居費等を徴収した入金

記録を入居者情報に記録、徴収金額を計算し、合わせて大学の定める月次入出

金報告書を作成し担当課を通じて経理調達課へ提出する。 

(1) 入居費、使用料及び共益費等の請求書発行 

・短期滞在者の電気メーターの検針。毎月１日（休日の場合は前後の適当な日）

に行う。短期入居者の検針日については滞在日程に合わせて対応する。入居者

情報に記録を行う。 

・入居費、使用料、共益費及び短期滞在者の電気料の請求書を発行し、入居者の

郵便ボックスに投函する。 

※ 各居室の電気料金については電気会社との個別契約のため、個別契約を行わ

ない短期滞在者のみ請求書の発行を行う。また、水道料は共益費から定額を徴

収する。） 

(2) 振込確認及び現金納入業務 

振込確認：入居者の振込み状況を銀行口座にて確認し、入金情報を記録する。 

現金納入：入居者が管理人室にて現金納入された場合、銀行口座へ速やかに入
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金し、同時に入金情報を記録する。 

        (3) 督  促 

滞納者へ随時督促を行う。 

       (4) 報   告 

指定日までに担当課を通じて経理調達課へ銀行口座の金額の内訳を記載した月

次入出金報告書（入居者個人特定番号、氏名、部屋番号、振込（支払）月日、振

込（支払）費目毎の金額、該当月、備考等）を提出する。 

(5) 会計報告。毎月預り金の増減について預り金月次報告書及び半期・年度の収支決

算報告書を作成し、その根拠となる証拠書類を添付の上、担当課に提出する。 

(6) 会計監査。毎年４月、５月及び随時に会計監査を受けなければならない。それに

必要な帳票等の資料を作成する。 

    

    ⑩ 退去時業務 

(1) 退去予告：入居期限の１ヶ月前に退去予定者に「退去届」を配布し期限到来の通

知をする。退去届受理後、退去予定者から「退去届」の提出を受け、必要な場合、

退去日程の調整を行う。 

(2) 当月分までの入金を確認し担当課に報告を行う。 

(3) 未納の入居費、使用料及び共益費等があった場合、督促を行う。 

(4) 居室点検：入居者と相談の上、予定の日時に居室に出向き、入居者立会いの

下、設備・備品、照明の点灯及び使用状況を確認する。通常のハウスクリーニ

ングでは対応できない状態の場合は別途清掃費を請求する。ただし、居室の原

状復旧については、入居費を超えた場合のみ請求を行う。 

(5) 居室修繕（家具・什器、電化製品等）及び清掃。居室点検完了後、担当課へハウ

スクリーニングの依頼を行う。 

(6) その他、退去に必要な業務を行う。 

なお、使用料等の滞納者に対して、強制退去を行うことがあるので、担当課立会

いの下、執行に協力する。 

 

⑪ 洗濯機及び乾燥機の設置、メンテナンス業務 

  (1) 洗濯室１及び洗濯室２に洗濯機及び乾燥機を各々４台設置する。 

洗濯機については下記仕様を満たすこと。 

    ・洗濯方式 渦巻式とすること。 

    ・洗濯容量 4.5 kg～5.5kgとすること。（乾燥機の乾燥容量と合わせること。） 

       ・洗濯機置き場のサイズは W73.5cm×D63.5cm×H6cm。このサイズに収まる

こと。 

乾燥機については下記仕様を満たすこと。 

    ・乾燥熱源 電気とすること。ガスは不可。 

    ・乾燥容量 4.5 kg～5.5kgとすること。（洗濯機の洗濯容量と合わせること。） 

なお、洗濯機及び乾燥機の設置するランドリー室の天井は 220cm。この高さに
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収まる洗濯機及び乾燥機を設置すること。 

(2) 洗濯機及び乾燥機のメンテナンス業務を行う。 

 

⑫ その他の業務 

(1) 担当課、国際課及び施設課から入居者に対する周知（掲示・文書配布・メール配

信等）を行う。また、和文には適宜英訳を行う。 

(2) 入居者の使用する備品・消耗品の管理・補充に必要がある場合は、担当課に連絡

する。 

(3) 関係書類の整理・保管・廃棄を行う。 

(4) 関係機関への対応 

・国立郵便局対応：居室名簿の提供及び居室の問い合わせへ対応する。 

        ・国立消防署対応：毎年１回の消防訓練を実施する。 

        ・立川警察署対応：各種依頼に対応する。 

・近隣自治会、小学校等に対応する 

(5) その他、景明館敷地内で発生した全ての事柄、問い合わせ、苦情等に対して誠意

をもって対応する。 


