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札幌市交通局交通資料館展示物制作等業務 

仕様書 

 

１ 設置場所 

札幌市交通局交通資料館 住所：札幌市南区真駒内東町１丁目（１階部分） 

展示面積概算：約 471㎡ 

床面積：約 815 ㎡ 

 

２ 展示物の内容 

札幌市交通資料館展示基本計画書（公表版）（別添１）の「第２章 施設整

備に向けた基本的な考え方」及び「第３章 展示計画」に沿った展示物の内容

とすること。 

なお、「第３章 展示計画」のうち、11ページの「豊富な資料を適切に保存

し、積極的に公開・活用」に関する内容及び 12 ページの「【屋外展示】」につ

いては、企画提案は不要とする。 

また、12 ページ「新交通資料館施設構成表」にある各コーナーの設置は必

須とするが、14 ページ以降の各コーナーにおける展示物の内容は、あくまで

例示であり、掲げる全ての展示物の設置を求めるものではないこと。 

ただし、以下の要件を満たすこと。 

 (1) 全体に関する留意点 

ア 建築工事図面（別添２）のとおり建物が建築されることを踏まえ、棚、

展示スペース、展示物等、開館に必要な造作における企画、設計、制作、

設置を行うこと。 

イ 電気設備工事図面（別添３）のとおり電灯設備及びコンセント設備が整

備されることを踏まえ、展示物等の企画、設計を行うこと。 

ウ 交通資料館屋内での作業は、建物建設工事竣工後（令和５年９月 30 日

予定）となること。 

エ 子どもや障がい者など、様々な市民が利用することを考慮し、安全面を

含め、機器の操作などについて配慮すること。 

オ 子どもを対象とする機器では、子どもの目線に応じた高さに機器を設置

するなどの配慮をすること。 

カ 展示物に使用する部品及び機器は JIS規格のものを使用し、後年次に修

繕可能な制御装置等を使用すること。展示内容によって消耗品が必要な場

合は、汎用物品での補充が容易なものを採用するなど、保守管理において、

できるだけ経費や労力がかからないよう配慮すること。 

キ 展示物の操作に関しては、無人運営を基本として、常時配置の維持管理

要員が不要となるようにすること。 
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ク 主要な展示物について、概要を示す解説パネル等を設置するとともに、

外国人対応のため、２言語（日本語、英語）以上の表記を行うこと。また、

小学生等に配慮し、漢字部分にはふりがなを付けること。 

 (2) ヒストリーコーナー（15ページ）   

ア 木製 22 号車（別添４）の搬入は、令和５年 10 月下旬を予定しており、

設置に係るレール、犬釘、枕木の取り付けは、委託者が行う。 

イ 木製 22 号車の設置位置は、別添２の「重量展示エリア」を参考に定め

ること。 

ウ 市営交通の歴史を伝える展示資料として、「札幌市交通資料館展示資料

目録」（別添５）に掲載のある、平成 29年に閉館した旧札幌市交通資料館

の展示物を活用すること。なお、活用する展示物の選定にあたっては、受

託者が案を作成し、案にある展示物の保存状態を受託者と委託者が確認し

た上で、委託者が展示物の最終決定を行う。 

エ 旧札幌市交通資料館の展示物については、定期的に入替することを想定

して、展示方法を検討すること。また、防塵対策について、十分に考慮し

た展示内容とすること。 

(3) 体験コーナー（16ページ） 

ア シュミレーター等の注目を集めやすい展示物の設置にあたっては、市内

の類似施設の状況を踏まえ、他施設と同様の展示内容とならないよう、配

慮すること。 

イ 長期使用を前提として、保守管理・修繕が容易であり、操作部及び可 

動部は、十分な耐久性を持たせること。また、コンピュータシステム等の 

変更・更新が必要な装置はソフトウエアの変更・更新が簡単に行え、OS 

等については長期使用に適するよう、十分に考慮すること。 

(4) 札幌市営交通の誇りコーナー（16ページ） 

ア 来館者に市営交通を身近に感じてもらえるよう、交通局職員の業務を伝

える展示内容とすること。 

イ 協力企業から借用する展示資料について、借用の時期及び内容は未定で

あり、協力企業との借用に係る調整は委託者が行う。なお、当該展示スペ

ースについては、最低４㎡の面積を確保すること。 

ウ 屋外展示場を紹介し、誘導する案内を設置すること。 

 (5) イベント・休憩コーナー（17ページ） 

ア DVD、Blu-ray 視聴、地上波テレビ視聴が可能なモニター及び再生機器

を設置すること。 

イ イベントコーナーでは、20 名程度が座ってモニター視聴できるよう、

いす、机等の備品を納入・設置すること。 
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(6) ミュージアムショップ（17ページ） 

ア ミュージアムショップの位置は、札幌市交通資料館展示基本計画書（公

表版）13ページの「５ 展示構成」に示す位置とする。 

イ ミュージアムショップでは、一般財団法人札幌市交通事業振興公社が取

扱う市営交通グッズの販売を想定した、陳列棚を設置すること。 

（参考 URL：https://www.stsp.or.jp/goods/goods-list/） 

(7) その他の留意点 

ア 運営職員２名が常駐できるインフォメーションコーナーを設置するこ

と。また、同コーナーの位置は、札幌市交通資料館展示基本計画書（公表

版）13ページの「５ 展示構成」に示す位置とする。 

イ 出口近くの箇所に、アンケートスペースを設けること。また、同スペー

スで利用する、いす、机の備品を納入・設置すること。 

 

３ 保証期間等 

(1) 保証期間 

制作した展示スペース、制作展示物、設置に係る保証期間は、引渡し完 

了日から１年間とする。 

ただし、通常想定され得る使用方法によらずに発生した不具合・故障な 

どについては、この限りではない。 

(2) 不具合等 

制作した展示物について、保証期間中に不具合・故障などが発生した場 

合は速やかに補修・修繕を行うか又は新品と交換し、札幌市交通資料館の 

業務に支障が生じないようにすること。 

 

４ 留意事項 

(1) 著作権等 

   展示物の著作権等は札幌市交通局に帰属する。 

   また、展示物に関する資料や素材等に著作権が含まれるものについては、

その一切の使用許可も含めて制作すること。 

(2) 打合せ 

   定期的に打合せを行い、進捗確認を行うものとする。その他、必要に応

じて適宜打合せを行う。 

(3) 作業時間 

   交通資料館内における作業時間は、原則９時から 17時までとするが、火

器類を使用して作業を行う場合など、作業日時に制限が生ずる場合につい

ては、別途担当者と協議のうえ、作業時間を決定することとする。 
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(4) シックハウス対策 

  揮発性有機化合物等の少ない材料、又は含有していない材料の使用に努め 

ること。使用する材料は、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同

解説（令和 2年 9月）」の別表で示されている 13物質の含有や使用の有無を

安全データシート（SDS）等で確認し、関係書類を担当者に提出すること。 

 材料等の現場受け入れ時には、事前に書類で確認した製品と現物が同一の

ものか納品書と共に再確認を行い、確認結果を搬入記録写真と共に業務の着

手に先立ち担当者に提出すること。 

 ６物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、

エチルベンゼン、スチレン）のうち、いずれかの１物質でも含まれる材料を

使用した場合は、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説（令

和 2 年 9 月）」に基づき室内濃度測定を行い、厚生労働省の指針値以下であ

ることを確認すること。 

URL 

https://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/sickhouse_anzen/sickhou

se_taisakushishin/documents/202009shishin.pdf 

(5) 消防計画 

  作業においては、消防計画書等の書類作成を行うとともに、その計画に 

基づき安全面に十分配慮した作業を行うこと。 

(6) 清掃 

  作業後は、不要物・残材等を撤去し、清掃を十分に行うこと。 

 (7) 疑義の解釈 

   本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または、本仕様書に

定めのない場合は、委託者と受託者とで協議のうえ、これを定める。 

 (8) 費用の負担 

   業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであって

も、原則として受託者の負担とする。 

(9) 法令等の遵守 

   受託者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければなら

ない。 

   なお、レイアウト等によって法令に基づく届出が必要な場合は、受託者

において実施すること。 

(10)秘密の保持 

   受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

 

 

https://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/sickhouse_anzen/sickhouse_taisakushishin/documents/202009shishin.pdf
https://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/sickhouse_anzen/sickhouse_taisakushishin/documents/202009shishin.pdf
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５ 設計について 

 (1) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受託者と委託者

は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければなら

ない。 

 (2) 設計上の疑義が生じた場合は、担当者と協議のうえ、これらの解決に当

たらなければならない。 

 (3) 設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければな

らない。 

 (4) 委託者は、業務に必要な関連資料等を貸与する。 

 (5) 設計業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を

明記しなければならない。 

(6) 受託者は、業務を実施するうえで技術資料等の諸情報を活用し、十分な 

比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、

さらに審査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。 

 

６ 主任技術者及び技術者 

 (1) 受託者は、主任技術者及び技術者をもって、秩序正しい業務を行わせる

とともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術

者を配置しなければならない。 

 (2) 主任技術者は、業務の全般にわたり技術的監理を行わなければならない。 

 (3) 受託者は、業務の進捗をはかるため、十分な数の技術者を配置しなけれ

ばならない。 

 

７ 成果品の審査 

 (1) 受託者は、業務完了時に委託者の成果品審査を受けなければならない。 

 (2) 成果品審査において訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければな

らない。 

 (3) 業務完了後において、明らかに受託者の責にともなう業務上の瑕疵が発

見された場合、受託者は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。 

 

８ 引渡し 

  成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出書類一式を納品し、委

託者の検査員の検査をもって業務の完了とする。 
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９ 提出書類 

  受託者は、業務の着手及び完了にあたって、下記の書類を提出しなければ

ならない。 

 (1) 着手時 

  ア 着手届                 １部 

  イ 主任技術者指定通知書          １部 

  ウ 経歴書                 １部 

  エ 受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（健康保険証

の写し等）                １部 

  オ 業務日程表               １部 

 (2) 令和５年３月 31日までに完了するもの 

ア 展示計画書（イメージパース図を含む）  １部 

イ 展示設計書及び図面           １部 

  ウ 上記の電子データ           正副１枚（PDF形式の電子

データを CD-R、DVD等電子媒体にて提出） 

  エ その他担当者が必要と認めるもの 

 (3) 完了時 

 ア 完了届            １部 

イ 業務報告書            ２部 

ウ 作業写真            １部 

エ 取り扱い説明書           ２部 

オ 機器一覧及び図面            １部 

カ 上記の電子データ            正副１枚（PDF形式の電子 

データを CD-R、DVD等電子媒体にて提出） 

キ その他担当者が必要と認めるもの 


