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委託業務仕様書 

１ 業務名   

アイヌ食文化発信デジタルサイネージシステム構築等業務 

 

２ 履行期間  

契約締結日から令和 2年 3月 31日（火）まで 

  なお、業務内容に応じ、別途履行期限を設定しているため留意すること。 

 

３ 業務概要 

札幌市アイヌ文化交流センター（住所：札幌市南区小金湯 27 番地、以下「センター」

という。）のレストコーナーにデジタルサイネージシステムを構築するため、以下の業務

を実施すること。なお、大型ディスプレイ（65型）、タッチパネル（65型用）、ディスプ

レイスタンド及びサイネージ機器収納ボックス：各 2台（以下、「委託者支給備品」とい

う。）については、委託者が用意する。 

（1）使用するサイネージプレイヤー等について 

  当該業務で使用する機器等については、マイクロ SDカードでデータの移行が可能であ

り、以下の性能を有した機種を委託者の承認を受けたうえで用意すること。なお、上述

のとおり委託者支給備品は各 2 台用意するため、それぞれが独立したサイネージシステ

ムとして稼働できるように機器等を用意すること。 

ア 対応ビデオフォーマット 

a 最大解像度：3840x2160x60p,4096x2160x60p 

b 対応ビデオコーデック 4K Video：H.264, H.265, VP9 

c 対応ビデオコンテナ 4K：ts, mov, mp4, mkv 

d 対応ビデオコーデック Full HD：H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 

e 対応ビデオコンテナ Full HD： ts, mpg, vob, mov, mp4, m2ts 

f 最大ビットレート：70～80Mbps（CBR) 

イ 対応画像フォーマット 

静止画：BMP, JPEG, PNG  

ウ 対応オーディオフォーマット 
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オーディオ:MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV（AC3 パススルー） 

    エ その他のメディアフォーマット 

   HTML5 

  オ その他 

a 4K60pデュアルデコードの再生エンジンを搭載していること。 

b 同期再生、ネットワーク配信が可能であること。 

c PoE+に対応できること。 

d GPIOオプション機器の接続に対応できること。 

e 動作環境温度 0°C ～ 50°C 、電源 12V/3.0A 

f サイネージプレイヤーが推奨するマイクロ SDカードを付属すること。 

g 調達したサイネージプレイヤー専用のソフトウェア（無償）が汎用機器（WindowsPC）

で使用できること。 

  カ 委託者支給備品の組立・設置 

   委託者支給備品をセンター内の指定場所で組立・設置すること。その際、電源供給

に必要な配線等については、受託者が用意すること。 

   ※委託者支給備品の型式等は、令和 2年 2月下旬頃までに受託者へ通知する予定。 

    キ サイネージプレイヤーの設置 

   委託者が用意するサイネージ機器収納ボックス（幅 380mm×奥行 300mm×高さ 120mm

程度）内に設置し、委託者支給備品と配線を行うこと。 

   ※上記カ、キの履行期限については後述（4）の期限までとする。 

（2）デジタル映像の編集・翻訳等 

  公益財団法人アイヌ民族文化財団所有の下記 DVD 映像を提供するので次のとおり、編

集・加工しデジタルコンテンツ化すること。 

 【DVD映像】 

  ① アイヌ文化再現マニュアル食べ物「～春から夏へ～」 

  ② アイヌ文化再現マニュアル食べ物「～秋から冬へ～」 

   ※音声は、BGM、ナレーション、出演者の語り（日本語）及び出演者の語り（アイヌ

語）で構成されている。（構成時間帯は、別紙のとおり） 

   ※地名・料理名等は、予めテロップが表示されている。 
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  ア デジタイズ化 

   a 映像及び音声データを改編することなくデジタル抽出すること。なお、大型ディ

スプレイでの再生を予定しているため、可能な限り高精細な映像を保存すること。 

   b 画面比率（4：3）からサイネージシステム用の画面比率へ編集すること。 

c DVD映像の既存チャプターごとに編集すること。 

  イ 音声等の文字起こし(日本語) 

別紙「構成時間帯」に示している音声時間帯に併せて以下のとおり文字起こし（日

本語）すること。 

   A「ナレーター」及び「演者」と記した音声時間帯 

   b アイヌ語・固有名詞等の参考として、委託者が別途用意する「アイヌ生活文化再

現マニュアル（冊子）発行：公益財団法人アイヌ民族文化財団」を確認すること。 

   c 上記 bに掲載されている以外のアイヌ語・固有名詞等の確認には、アイヌ語辞典

等の文献を参照すること。 

   d 地名・料理名等の既存テロップも文字データ化すること。 

   e 上記の原稿について、電子データ（Microsoft Wordデータ）を提出し委託者の承

認を得ること。 

    【提出期限：令和 2年 1月 17日（金）17時まで】 

  ウ 文字起こし後の原稿の英訳翻訳 

   上記イで承認を得た原稿について、以下のとおり翻訳（英語）すること。 

a 施設名称等の固有名詞は札幌市の外国語表記ガイドラインに従うこと。また、外

国語の翻訳を日本人が行う場合には、英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。 

b 英訳した原稿は、日本語原稿と併記し、DVD映像別に電子データ（Microsoft Word

データ）を提出し委託者の承認を得ること。 

    【提出期限：令和 2年 2月 7日（金）17時まで】 

エ 字幕化作業 

   ナレーション、出演者の語り等に併せて、それぞれ日本語・英語の字幕を追加した

映像を WindowsPCで再生可能な形式で提出し、委託者の承認を得ること。なお、1シー

ンに字幕を収めることができない場合（文字数が多い場合等）は、委託者に要約の協
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議をし、指示に従うこと。 

    【提出期限：令和 2年 2月 28日（金）17時まで】 

  オ その他 

上記作業で編集した映像について、関係機関の確認が必要となる場合があるため、

作業完了後すみやかに DVD映像としてデータを提供すること。  

 

（3）プログラムの構築等 

  映像等をインストールし、サイネージプレイヤー専用のソフトウェアを使用し、タッ

チパネル形式で視聴者がコンテンツを選択できる仕組みを以下のとおり構築すること。  

また、当該プログラムの設計概要を委託者に提出し、承諾を得てからプログラムの構

築を進めること。 

   【提出期限：令和 2年 1月 17日（金）17時まで】 

  ア メニュー画面のデザイン・作成（日本語版・英語版） 

   a 言語選択（日本語・英語）ができること。なお、映像再生中の字幕切り替えは不

要である。※メニュー画面の構成は別添イメージとする。 

   b DVD 映像に付属するメインメニューの映像を参考にし、アイヌ食文化の発信にふ

さわしいデザイン性を持たせること。 

   c 今後映像コンテンツの追加を行う場合に委託者の職員が、容易にメニュー画面の

編集ができるような仕組みとすること。（操作マニュアルを提供すること。） 

      d 公益財団法人アイヌ民族文化財団の DVD映像のメニュー画面には、同財団の映像

である旨を表示すること。 

  イ コンテンツのインストール 

   a 上記（2）で制作した映像をインストールすること。 

   b 今後映像コンテンツの追加を行う場合に委託者の職員が、容易に新たなコンテン

ツを追加できるような仕組みとすること。（操作マニュアルを提供すること。） 

  ウ プログラムの構築 

以下のプログラムを構築し、動画の再生、スライドショー（BGM 付）、音楽の再生を

可能にすること。 

   a 放映スケジュールは、センターの開館日（休館日は、月曜、祝日、毎月最終火曜
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日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日。）にシステムが自動で起動・シャットダウン

する仕組みとすること。なお、稼働時間帯については、委託者が別途指示する時間

帯とし、稼働日ごとによって、稼働時間を指定できること。 

   b システムがフリーズした場合に容易に再起動できる仕組みを構築すること。 

    c 一定時間動作しない場合にスクリーンセイバー等が作動し、画面焼け等を極力防

止する措置を講じ、再び画面に触れることで再起動する仕組みとすること。 

    d スライドショーを展開できる仕組みを構築し、その場合の BGM は著作権の影響を

受けない BGMを素材として複数用意すること。（これ以外にも、新規追加で音声デー

タを挿入できる仕組みにすること。） 

e 新たなコンテンツ及び関連するメニュー画面等を新規作成する場合、マイクロ SD

カードデータの編集によって、委託者の職員が作業可能な仕組みとすること。 

f 動画は、チャプターもしくは全編を選択して再生可能にすること。 

g 動画再生中に画面に触れることでメニュー画面に戻る機能を付けること。 

     h 設置後は、長期継続的にコンテンツの追加等を予定しているため、OS等のバージ

ョンアップがあった場合でも、対応が可能なソフトウェアを選択すること。（過去の

ソフトウェアの更新実績を参考にすること。） 

 

（4）構築したシステム等の設置及び保守等 

上記（1）～（3）で制作したコンテンツ等をセンター内の指定場所に設置し、サイネ

ージシステムが正常に稼働することを確認すること。 

  ア 設置期限 

   【令和 2年 3月 23 日（月）17時まで】 

   なお、委託者と別途協議の上、詳細な日時を決定すること。 

  イ コンテンツインストール後の保守等について 

a コンテンツ及びシステム・ソフトウェアの動作、セキュリティ対策等における不

具合、故障等に対し、履行期間内において保守業務を行うこと。（機器の故障対応に

対する保障については、メーカー製品の指定日まで） 

なお、上記（2）及び（3）で制作したコンテンツの修正等についても、履行期限内

において、委託者が必要と判断した場合、同様に対応すること。 
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b 保守等の対応については、原則、センターで行うこと。ただし、セキュリティ対

策を講じたうえで、無線 LAN 通信により外部からコンテンツの編集等が可能な場合

は、この限りではない。（回線料・プロバイダ料等にかかる通信費用は、受託者が負

担すること。） 

（5）その他 

成果品の承認について、委託者の承認に時間を要する場合があるため、完了した成果

品は期限前であっても可能な限り、すみやかに提出し、その後のスケジュール調整は綿

密に行うこと。 

    

４ 成果品の納品等 

  上記３業務概要で指定したとおり 

 

５ 著作権等について 

（著作権の譲渡） 

(1) 受託者は、委託者に対し、本件契約に基づく成果物（以下「本著作物」という。）に

関連する著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 27 条及び第 28 条に規定す

る権利を含む。）を、譲渡するものとする。 

（著作者人格権） 

(2) 受託者は、本著作物に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定する第   

三者に対して行使しないものとする。 本著作物の著作者が受託者以外のものであると

きは、受託者は委託者又は委託者が指定する第三者に対して、本著作物に関する著作

者人格権を行使されないよう適正に措置を講ずるものとする。 

（保証） 

(3) 受託者は、委託者に対し、受託者が本著作物を創作したこと又は適正な著作権の譲

渡を受けていること及び第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を

含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証する。本著作物の利用に

ついて、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は、自己の

費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ発注者に何らかの損害を与えた

ときは、その損害を賠償するものとする。 
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(4) 本業務の契約後は、本業務に係るデザイン、意匠、版権及び業務に付随して発生す

る全ての権利は札幌市に帰属し、本業務の受託者は、本市の許可なく無断で使用、情

報提供等を行うことはできない。また、本業務の受託者は、本業務に関連して得られ

た個人及び企業情報等の全てについて、本市及び当該個人並びに当該企業の代表者の

許可なく第三者に情報提供あるいは情報を漏らしてはならない。 

 

６ 環境への配慮について 

本業務においては、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。 

(1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

(3) 両面コピーの徹底等により、紙の使用量を減らすよう努めること。 

(4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリ

ングストップの実施やエコドライブを心掛けるなど環境に配慮すること。 

(5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン

指定品を使用すること。 

(6) 特定業務（設備機器の運転管理、毒物又は劇物の取扱い、特別管理産業廃棄物の保

管又は処理業務）に従事する者は、それを遂行するために要求される十分な知識及び

技能を備えていること。 

  (7) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について

自覚を持つよう、適宜指導すること。 

 

７ 特記事項 

(1) 受託者は、本業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部に漏えいがな

いようにし、目的外に使用しないこと。なお、この契約が終了し、又は解除された後

においても同様とする。 

(2) 役務の性質上、特にやむを得ず第三者に委託し、又は請け負わせる必要がある場合

は、委託者の承認を受けた上で実施すること。 

(3) 本業務に関して生じる問題点及び疑義等は、委託者及び受託者の双方が誠実に協議
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し、処理すること。また、承認及び協議は、原則として書面により行うものとする。  

(4) 本業務におけるデザインや配色にあたっては、札幌市が策定した「広報に関する色

のガイドライン」（http://www.city.sapporo.jp/koho/color/）を参照し、誰にとって

も見やすく分かりやすいものとすること。 

(5) 本業務に関する事故等は、札幌市に速やかに報告するとともに受託者の責任により

適正に処理すること。 

(6) 受託者は、アイヌ文化に関し、既知の知識に留まらず、可能な限り広範に調査・研

究し、積極的に作業を進めること。 


