
 

仕 様 書 

１ 業務の名称 

アイヌ文化交流センター展示解説等の翻訳業務 

 

２ 履行期間 

契約締結日から令和４年３月 31 日（木）まで 

 

３ 業務内容 

  アイヌ文化交流センターの展示物等の解説プレートに掲載するプレート名称及び解

説文の翻訳（英語、中国語（簡体字）、韓国語）を行う。 

解説文（日本語）は、１つのプレートにつき 200～300 字程度、126 種を予定してお

り、詳細は別紙のとおり。 

  受託者は、業務完了までのスケジュールを委託者に示すとともに、翻訳が完了した

解説文から順次、電子メール等により提出することとする。 

業務実施に当たっては、札幌市の外国語表記ガイドラインに従うとともに、外国語

の翻訳を日本人が行う場合には、その言語を母国語とする外国人（ネイティブ）によ

る翻訳のチェックを必ず行うこと。 

  なお、解説文の原稿データは別途委託者から受託者に提供する。 

 

４ 成果品 

Microsoft Office Excel を活用し、完了した翻訳データが原稿データ（日本語資料）

の名称及び解説と比較できる一覧形式として提出すること。（様式は任意） 

  なお、プレートに記載されるタイトルについては、委託者が別途発注する業務で先

行して使用するため、令和４年１月 31 日（月）までに提出すること。 

 

５ 特記事項 

 ⑴ 本契約は、ひとつの解説プレートに記載されるタイトル及び解説文１セットあた

りの翻訳（３か国語）に対して支払う単価契約とし、提出された翻訳文に対して月

ごとに支払うものとする。 



 

⑵ 受託者は、常に業務の進捗管理を行うとともに、その状況について委託者に報告

をすること。 

⑶ 業務に質疑が生じた場合は、委託者及び受託者の協議により決定するものとする。 

⑷ 著作権、肖像権、他の人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。本

仕様書に記載のない事項又は解釈に疑義の生じた事項については、委託者及び受託

者双方の協議のうえ処理するものとする。 

⑸ 業務上知り得た一切の事項について、外部への漏えいがないよう注意すること。

また、委託者又は委託者の関係者から提供を受けた資料等は、本業務にのみ使用す

るもとする。但し、第三者に提供する場合であらかじめ委託者の承諾を得たものに

ついては、この限りではない。 

⑹ 本業務の遂行にあたり、関係法規、規則諸法令を順守すること。 

⑺ 本業務の履行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷

低減に努めること。 

 

６ 担当 

札幌市市民文化局市民生活部アイヌ施策課 英（はなふさ） 

  TEL：011-211-2277（札幌市中央区北 1条西 2丁目 札幌市役所 13 階） 

 



展示品等リスト
※　１～５０は昨年度作成のため省略

番号 プレート名称 対象展示物 摘要

タンパクオプ 煙草入れ

ニキセリ 木のキセルのセット

52 チポロニナプ チポロニナプ 筋子つぶし

サカエナムテプ 酒粥ざまし

サカエカスプ 酒粥杓子

テクンペ 手甲

アットゥシテクンペ 手甲(アットゥシ)

55 オキタルンペ オキタルンペ 大きい文様付きゴザ

トマ ゴザ

エニヌイペ 枕

57 レプニ レプニ 拍子棒

58 モウル モウル 女の肌着

59 ニンカリ ニンカリ 耳飾

60 テクンカニ テクンカニ 腕輪

61 キトピロ キトピロ ギョウジャニンニク

62 オハウキナ オハウキナ 二輪草

63 ピヤパ ピヤパ ヒエ

64 ムンチロ ムンチロ アワ

65 シプシケプ シプシケプ イナキビ

66 イサパキクニ イサパキクニ 魚叩き棒

チンル 堅雪用かんじき

テシマ 軟雪用かんじき

68 チェンパコ チェンパコ 箱膳

69 チャソリ チャソリ 柴ソリ

ヤシヤ すくい網

アパリ 網針

71 オプ オプ 槍

72 キテ キテ/キテオプ/キテトゥシ 銛/銛の柄/銛の綱

73 タシロ タシロ 山刀

74 ヘコカリプ ヘコカリプ 女性用鉢巻

75 イタタニ イタタニ 肉切り台

76 メノコイナウ メノコイナウ 女のイナウ

77 レクトゥンペ レクトゥンペ 首飾り

マンタリ 前掛け

アットゥシマンタリ 前掛け(アットゥシ)

79 ラウンクッ ラウンクッ 女のお守り紐

80 シトペラ シトペラ 団子ベラ

チャサイマニ はさみ串

イペニッ 熊肉を配る串

イマニッ 刺し串

82 ペラパスイ ペラパスイ ひらさじ

イソノレアイ 仕留め矢

マカニッアイ 仕掛け矢

ルム 仕留め矢の矢じり

84 スルクキクスマ スルクキクスマ 矢毒臼

85 ポンヤラチプ ポンヤラチプ 樹皮の船(縮小版)

86 トゥムシコッパスイ トゥムシコッパスイ 木鈴付き箸

イペパスイ 箸

パスイオプ 箸入れ

88 ホイヌアクペ ホイヌアクペ テン捕りわな

89 ヤラニマ ヤラニマ 樹皮の器

ポンイユタニ 小さい杵

サマッキニス 横臼

サヨカスプ 粥杓子

ルルカスプ 汁杓子

51 タンパクオプ/ニキセリ

53 サカエナムテプ/サカエカスプ

54 テクンペ

56 トマ/エニヌイペ

67 チンル/テシマ

70 ヤシヤ/アパリ

78 マンタリ

81 チャサイマニ/イペニッ/イマニッ

83 アイ

87 イペパスイ

90 ポンイユタニ/サマッキニス

91 カスプ



展示品等リスト
※　１～５０は昨年度作成のため省略

番号 プレート名称 対象展示物 摘要

92 ヤラピサック ヤラピサック 樹皮の柄杓

93 ラウォマプ ラウォマプ 簗

コンチ 頭巾(木綿)

アットゥシコンチ 頭巾(アットゥシ)

95 ヤラニヤトゥシ ヤラニヤトゥシ 樹皮の手桶

ヤラムイ 樹皮の箕

ムイ 箕

ヤリカヨプ 樹皮の矢筒

イカヨプ 矢筒

98 イパプケニ イパプケニ 鹿笛

99 エヤミカ エヤミカ カケスわな

100 チンクワ チンクワ 皮張り棒

101 シキナ シキナ ガマ

クワ 杖

エキムネクワ 山杖

カニッ 糸巻き木

イテセカ(アッ) 編み糸玉(オヒョウ)

ハラキカ しな縄

ハラキカサイエプ 縄巻き台

シッタプ 踏み鋤

トンカ 鉄鍬

ムンヌウェプ ほうき

シンケプムンヌウェプ 萩ぼうき

107 アレウェマタプリプ アレウェマタプリプ 熊手

108 イエオマプ イエオマプ おぶい紐

109 テクコクペ テクコクペ おしゃぶり

110 カチョー カチョー 太鼓

111 トッタ トッタ かます

112 テウナ テウナ ちょうな

トゥリ 棹

アッサプ 櫂

114 ヤラコサ ヤラコサ 木の皮笛

115 トゥレプ トゥレプ オオウバユリ

アットゥシホシ 脚絆(アットゥシ)

ホシ 脚絆

サコシ 夏用脚絆(ガマ)

サコシ 夏用脚絆(シナ、オヒョウ)

118 ユクケリ ユクケリ 鹿皮の靴

119 ペカンペ ペカンペ 菱

120 マウ マウ はまなす

121 シケレペ シケレペ キハダ

122 アハ アハ 土豆

123 ラウラウ ラウラウ コウライテンナンショウ

124 イタ イタ 盆

125 ヤライタンキ ヤライタンキ 樹皮の椀

オッカヨタラ 男性用背負い縄

タラ 背負い縄

アッニ オヒョウの木

イテセカ（アッ） 編み糸(オヒョウ樹皮)

イテセカ（ニペㇱニ） 編み糸玉(しなの木)

カタㇰ 糸玉（しなの木）

ニペシ しなの木の内皮

129 サラニプ サラニプ 背負い袋

130 イケマ イケマ イケマ

131 ニエシケ ニエシケ 背負い子

94 コンチ

96 ムイ

97 イカヨプ

102 クワ

103 カニッ/イテセカ

104 ハラキカ/ハラキカサイエプ

105 シッタプ/トンカ

106 ムンヌウェプ

113 トゥリ/アッサプ

116 ホシ

117 サコシ

126 タラ

127 アッニ/イテセカ

128 イテセカ/カタㇰ/二ぺㇱ



展示品等リスト
※　１～５０は昨年度作成のため省略

番号 プレート名称 対象展示物 摘要

カリプ カリプ 輪投げ

カリプペカプ カリプペカプ 輪刺し

133 ヌイトサイエプ ヌイトサイエプ 糸巻き

イピシシ イラクサ

レタルペカ イラクサの繊維

カタㇰ イラクサの糸玉

レタルペ イラクサの布

135 アプ アプ 魚とりかぎ

136 スケマキリ スケマキリ 包丁

137 カシンタ カシンタ 水鳥わな

138 ワッカケプ ワッカケプ あか汲み

139 セイピラッカ セイピラッカ 貝下駄

140 シンニヌプ シンニヌプ ゴザピン

141 キライ キライ 櫛

142 ヘペレトゥシ ヘペレトゥシ 小熊をつなぐ綱

143 ニンケテイエプ ニンケテイエプ 胆のうばさみ

144 タンピ タンピ たび

145 オモンペ オモンペ ももひき

146 モニュメント（トンコリ） モニュメント（トンコリ） モニュメント（トンコリ）

147 ハンチャ ハンチャ 作業着

148 アットゥシサパンペ アットゥシサパンペ 冠(アットゥシ)

キナケリ わらじ

ストゥケリ わらじ

150 アッケリ アッケリ アットゥシの靴

151 チェホッケプ チェホッケプ 褌（ふんどし）

152 アットゥシクッ アットゥシクッ 帯(アットゥシ)

153 ヤラス ヤラス 樹皮の鍋

154 ヒエトシ ヒエトシ ヒエ通し

155 シララニス シララニス ひき臼、石臼

156 トゥンニニセウ トゥンニニセウ かしわの実

157 クトシントコ クトシントコ たがつきシントコ

158 イワリ イワリ 罠

159 イセポカ イセポカ うさぎわな

160 カンニ カンニ 打ち棒

161 ヤス ヤス 魚をとる矢

162 イリマキリ イリマキリ 皮はぎ用小刀

163 ヘペライ ヘペライ 花矢

164 スプキ スプキ かや

165 ストゥカプ ストゥカプ ぶどうつるの皮

パシクルエプ ツルウメモドキ

パシクルエプ ツルウメモドキの糸玉

167 ストゥ ストゥ 制裁棒

キラウシッタプ 角鋤

ニシッタプ 木鋤

169 トゥチ トゥチ 横追

170 ラシサラニプ ラシサラニプ 堅い背負い袋

カロプ 火打ち用具入れ

カラパシシントコ 火つけ炭入れ

172 ポンスオプ ポンスオプ 道具箱

173 イキサカニ イキサカニ もみ錐

174 センピ センピ くさび

175 ヘッチョ ヘッチョ 大網を縫う道具

176 ヘニュード ヘニュード 草笛

166 パシクルエプ

132

134 イピシシ

149 ケリ

168 シッタプ

171 カロプ/カラパシシントコ


