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静岡市歴史博物館 

入館管理システム等業務委託発注仕様書  

1 業務名  

静岡市歴史博物館入館管理システム等業務（以下「本業務」という。）  

2 目的 

静岡市（以下「市」という）が運営（指定管理者：公益財団法人静岡市文化振興財団（以下「財団」

という。））する歴史博物館において、入館料等の精算情報の処理及び施設利用管理の効率化を図るた

め、本業務委託を実施する。 

3 対象施設  

静岡市歴史博物館（以下「博物館」という） 

4 本業務の範囲  

・サービス利用開始のためシステム導入、機器の調達  

・サービス利用に係る保守  

・その他の関連作業（説明会の実施・テスト実施支援等）  

5 業務の概要  

5.1 システム導入業務  

・システム環境構築及び検証  

・クライアント側のパソコン設定、プリンタ設定等に必要な情報提供  

5.2 サービス利用に係る保守  

・本システムに必要となるアプリケーション及び動作環境の提供  

・システム障害対応、市及び財団からの問い合わせ対応  

5.3 その他の関連作業  

 ・プロジェクト管理  

 ・システム操作説明  

 ・設計書、操作マニュアルなどの各種ドキュメントの作成  

 ・その他の必要な作業  

6 契約期間  

・システム開発期間：契約締結日から令和５年３月 31 日まで  

・システム運用期間：令和 ５年 ４ 月 1 日 から 

7 入札価格と契約額 

・システム導入業務に係る費用とランニング費用の合算した額を入札価格とすること。  

・入札価格には消費税を含まないものとし、契約額は落札価格に消費税を加えた額とする。  

8 スケジュール  

実施要領のとおり 

9 履行場所 
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受注者が用意するサーバー及び発注者が指定する場所とする。  

なお、これ以外に作業場所が必要となる場合は、受注者の責任と負担において確保することとし、市

との協議によるものとする。  

10 システム要件  

10.1 環境構築  

本業務におけるシステム構成は Web 方式による提供とする。  

・システム構成は、性能・信頼性・保守性を考慮した構成とすること。  

・サーバーの種類・台数・CPU・OS 等によらず本仕様を満たし、かつ十分にレスポンスを考慮し 

た受注者提案構成により環境構築を行うものとし、システム稼動後に著しくレスポンス低下が 

発生した場合には、受注者責任により機器増設等の対策を実施すること。

10.2 システムの利用  

本システムの利用者は市及び財団職員を想定している。  

・入館管理 

別途委託契約にて設置する POS レジからの精算情報を受け取り、各種情報を整理し、任意の様 

式で整理された情報を出力できる仕組みとする。 

・施設利用管理 

施設の空き状況を日次単位で表示する仕組みとし（カレンダー形式の表示）、各利用者権限に 

より施設予約・予約状況・施設管理・利用者管理等ができる仕組みとする。  

・共通 

・本システムの利用にあたって、インターネット接続環境下において、特殊なソフトウェアや 

 機器などを必要とせず、市及び財団職員の職務中（日付は博物館開館日による。想定職員在 

館時間 7：00～20：00 ※業務内容により変更あり）、パソコン操作できること。

・本システムに認証機能を搭載すること。利用者 ID とパスワードで認証すること。

・市及び財団職員は、上記情報管理において必要なメンテナンス等を行うことができることと 

 する。  

10.3 利用環境  

インターネット回線から利用をできるものとし、「Microsoft Edge」、「Google Chrome」 で正常 

動作すること。 

なお、バージョンは契約時における最新のものとすること。  

11 セキュリティ要件  

・ファイアウォール機能やウィルスチェック機能など必要に応じてセキュリティ対策を講じ、十 

分な安全性が確保されていること。  

・パスワードによるユーザー認証が可能であること。

・事故発生時に原因の追跡のためのログを一定期間保存していること。なお、保存する期間は市 

に承認を得るものとする。  

・充分な強度を持った暗号化通信によりサービスが利用可能であること。  

・クラウドサービスを利用する場合は、機密性、完全性、可用性を確保するため、入退室管理や 

室内の監視、情報漏洩対策、データ保護等が適切に行われているデータセンターで構築される 

こと。  

・データセンターの設置場所は、日本国内に限定し、国外のサーバー等にデータが保管されるこ 

とが無いようにすること。  

    ・脆弱性に対するセキュリティ情報の収集と対処を行うこと。 

    ・定期的なバックアップを行うこと。 
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・その他、提案するシステム機能に対し、必要と思われる強度の対策を施すこと。

12 システム機能要件  

以下、システムに求める機能を記す。「必須機能」については必ず実装すること。「任意機能」につ

いては可能であれば実装を求めるものだが、可能な限り近似した機能、もしくは使い勝手で遜色ない

機能を提案すること。その他、有益となりうる機能は自由提案とする。 

12.1 共通事項（必須機能） 

・システム権限 

システム利用者別に下記の権限を設けること。  

・一般職員用権限  

・システム管理者権限  

・ID/パスワード認証機能  

・ID/パスワードによる認証を経なければ、機能が利用できないこと。  

     ・今後必要に応じてシステムの改修対応が可能であること。 

12.2 入館管理 

〇売上情報の記録保管/集計機能 

（必須機能） 

 ・チケット販売、貸館使用料・講座参加料・特別観覧料に関する売上情報を記録保管/集計できる 

こと。 

 ・対象項目は以下を想定すること。 

  ・単品別の販売点数及び金額 

  ・分類階層別の販売点数及び金額 

  ・POS 販売金額における収入種別（現金/キャッシュレス決済等）毎の内訳。 

  ・集計対象期間は単日、単月の他、任意日付期間を指定できること。 

チケットの種別は基本展示と企画展示があり、それぞれに個人/団体区分が存在する。 

基本展示は「一般」「高校生・大学生及び市内に居住する 70歳以上の者」「小学生・中学生」別に 

料金が設定され、個人区分においては更に他施設と同時利用した場合の料金が設定される。 

企画展示の料金は企画展毎に変更されることを想定すること。 

企画展示チケットには基本展示の料金が含まれている。 

  〇集計帳票出力機能 

   以下の集計帳票をファイル出力できること。 

  （必須機能） 

    ・単日/単月/任意日付期間における単品別の販売点数及び金額の集計 

    ・単日/単月/任意日付期間における分類階層別の販売点数及び金額の集計 

    ・単日/単月/任意日付期間における POS 毎の収入種別（現金/キャッシュレス決済等）金額内訳 

の集計 

    ・任意日付期間同士における分類階層別の販売点数及び金額の対比集計 

   （任意機能） 

    ・出力ファイルはエクセル形式（二次加工が可能な形式）及び PDF 形式とする。 

〇POS データに関する機能 

   対象 POS は株式会社寺岡精工製 WebPrime とする。 

  （必須機能） 

   ・POS で登録された各種日計データを集信できること。 

   ・POS で登録された以外のチケット売上情報を画面にて追加手入力できること。 



-4- 

  （任意機能） 

   ・POS に対して設定情報を配信できること。 

   対象 POS に関する設定は、当該 POS 導入事業者と別途協議の上決定する。 

12.3 施設利用管理 

〇予約登録機能 

 下記管理項目を 1レコードとして登録/参照/修正ができること。 

 （必須機能） 

 ・申請者情報（住所・氏名・連絡先等） 

 ・利用申請者情報（申請日・利用目的・時間区分・利用日時（自）・利用日時（至）・利用予定人 

数・備考等） 

 ・利用許可情報（予約/許可区分・許可日・許可条件・使用料・領収日・許可書番号・許可書発 

行区分等） 

（任意機能） 

 ・利用した利用日時に応じて使用料が自動計算されること。 

 ・許可書番号（通し番号）が許可登録時に自動採番されること。 

〇予約確認画面（カレンダー画面） 

（必須機能） 

・登録された複数レコードを、カレンダー形式の画面上に視覚的に表示できること。 

・カレンダー上に表示されるレコードは当該レコードの予約/許可区分に応じて表示色を変えるこ 

と。 

・カレンダー上に表示されるレコードを選択すると、当該レコードの参照/修正画面に遷移するこ 

と。 

・表示する対象期間を選択できること。 

（任意機能） 

・表示するカレンダー形式は月表示及び週表示（日別時間帯表示）とする。 

〇予約確認画面（台帳一覧表示） 

（必須機能） 

・登録された複数レコードを、台帳一覧形式で表示できること。 

・表示されたレコードを選択すると、当該レコードの参照/修正画面に遷移すること。 

・一覧表示するレコードを任意の指定条件で抽出できること。 

〇帳票出力機能 

（必須機能） 

   任意のレコードを選択し、当該レコードの管理項目を以下の帳票形式で出力できること 

   ・様式第６号（第５条関係）「歴史博物館講座室利用許可申請書」 

   ・様式第７号（第６条関係）「歴史博物館講座室利用許可書」及び「歴史博物館講座室利用許可書 

（写）」 

    ・出力ファイル形式はエクセル形式・ワード形式・PDF 形式のいずれか（複数でも可）とする。 

    ・電子公印の画像イメージはファイル内に埋め込むこと。 

    ・帳票の出力有無（許可書発行区分）を管理できること。 

   ※様式は別紙参照 

  〇利用ユーザ認証機能 
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   利用ユーザの認証機能を有すること 

   （必須機能） 

   ・認証方式は ID/PW の組合せによるものとする。 

   ・利用ユーザ毎の操作ログを記録し、管理者権限ユーザは任意に操作ログを確認できるようにす 

る。 

  〇時間区分 

    時間区分は 3区分（午前・午後 1・午後 2）とする。 

   （必須機能） 

   ・時間延長等を考慮すること。時間延長に関する規定は市及び財団職員と協議による。 

   （任意機能） 

   ・時間区分によって使用料を自動算出すること。 

14 性能要件  

・ネットワーク回線はシステムが快適に稼働する帯域を確保すること。  

・サーバー機のリソースは、システム運用に支障がない十分な機能を有するものとし、システムの運 

用に支障のある場合は、受注者の責任において機器増設等の手段を講じること。  

15 運用要件  

下記、運用に関する要件を記す。記載の内容について、最大限配慮した提案を行うこと。 

15.1 システム利用可能時間  

原則として市及び財団職員の職務中（日付は博物館開館日による。想定職員在館時間 7：00～ 

20：00 ※業務内容により変更あり）システム利用できること。やむを得ずシステムを停止さ 

せる必要がある場合は、事前に市の承認を得ること。

15.2 サポート窓口  

市及び財団からの問い合わせに電話/Mail で対応できること。  

15.3 障害発生時の復旧等要件  

・障害発生からの目標復旧時間をおおむね 1 営業日以内として、必要な措置を講じること。  

・障害発生からの復旧目標時点を原則として、障害発生当日の始業時点とすること。  

・障害発生時の連絡受付窓口は、市及び財団職員の職務中（日付は博物館運営日による。想定 

職員在館時間 7：00～20：00 ※業務内容により変更あり）、 

受付可能とすること。  

・復旧が困難なシステム障害が発生した場合は、市の承認のもと、日次バックアップから前日 

終業後の状態まで復元すること。  

・システムメンテナンス等の理由により、計画的にシステムを停止する必要がある場合は、適 

宜に報告すること。  

16 バックアップ要件  

下記、バックアップに関する要件を記す。記載の内容について、最大限配慮した提案を行うこと。 

・日次バックアップを５世代取得すること。

・サービスを停止せずに日次バックアップが実行できること。  

・日次バックアップを利用し、市及び財団が指定する日の始業時点の情報に復元可能であること。  

17 システム導入作業  

・システムの稼働に必要なサーバー設定、ネットワーク設定、ソフトウェア設定を行うこと。  
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・必要に応じてクライアント側のパソコン設定、プリンタ設定等の情報提供を実施すること。  

・クライアント端末設定が必要な場合、作業内容については市と事前に協議すること。  

・ネットワーク設定の変更が必要となる場合、必要な設定情報を提供すること。  

・システムが正常に利用可能であることを検証すること。  

・操作マニュアルを作成し、市及び財団職員への操作説明会を実施すること。  

18 保守要件  

・システムの稼動に必要な情報の提供  

・システムの稼動に必要な環境の範囲内での稼動障害調査及び対応  

・システムに関連する部分のデータ障害調査及び対応  

・システムの瑕疵の修正情報の提供及び修復  

・システムの操作指導及び照会対応  

・システム稼動後の運用変更に伴う問題点の抽出及び助言  

・システムの強化、更新又は改良の情報提供  

・システムのリモート保守の提供  

・システム稼働後の軽微な変更対応（対応範囲は協議による）  

19 その他の関連業務  

・本業務を行うための計画の策定  

・本業務を円滑に遂行するためのプロジェクト管理（進捗管理、品質管理、課題管理など）  

・機能要件の確定や検証、プロジェクト運営のための定期的な打合せの実施  

・本業務を遂行するうえで必要となる事務手続きについて、市の指示を受け代行すること  

・各種打合せ時の資料作成  

・本システムの運用に関する各種ドキュメントの作成  

20 納品物  

（1）操作マニュアル等  

（2）作業完了報告書  

（3）保守・運用体制図（緊急連絡先含む）  

※納品時には、紙媒体に加えて電子データもあわせて提供すること。  

21 その他  

21.1 検査完了条件 

納品物が適正に納入され、本システムの安定稼働確認をもって検査完了条件とする。  

21.2 契約不適合責任  

システムの稼働を妨げる不適合が認められた場合、本稼働後 1 年間は無償で対応すること  

21.3 秘密保持義務  

受注者（退職者を含む）は、受注期間中ならびに受注期間終了後を問わず、本業務において知

り得た情報（周知の情報を除く）を、本業務の目的以外に使用してはならない。また、第三者

に開示又は漏えいしてはならない。  

21.4 再委託について  

本業務のすべてを第三者へ委託することを禁止する。なお、業務の品質や生産性を向上させる

ために業務の一部を再委託する場合、書面にて市の事前承認を得ること。受注者は本契約に基
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づき受注者が負うものと同様の秘密保持義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の行為

について一切の責任を負うものとする。  

21.5 法令遵守  

本業務を履行するにあたり、各種法令・規程等、情報セキュリティポリシー等をはじめとする

関係法令、規則等を遵守すること。  

21.6 費用負担  

本業務の実施にあたって要する費用（人件費、諸手当、消耗品、通信運搬費等）は、すべて受

注者の負担とする。  

21.7 その他  

・本仕様書に明示されていない事項であっても、本業務の履行上当然必要な事項については、

市と協議のうえ、受注者が責任を持って対応すること。  

・本仕様書に明示されていない事項で疑義が生じた場合や業務仕様等の変更が必要となった場

合は、受注者は市との協議に応じて真摯に対応すること。  
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（別紙） 

様式第６号（第５条関係） 

歴史博物館講座室利用許可申請書 

年 月 日  

（宛先）指定管理者 

     名 称 

静岡市歴史博物館条例第13条第１項の規定により静岡市歴史博物館の講座室の利用の許可を受けたいので、

次のとおり申請します。 

利 用 目 的

利 用 日 時    年  月  日   時  分から   時  分まで 

利用予定人数          人 

連 絡 先

 住

 所
 ※使用料 

 氏

 名

 電

 話
 円

※ 備 考

※領収日付印 

 （注）※印欄は、記入しないでください。 

住所
法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

申請者 氏名
法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

電話
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（別紙） 

様式第７号（第６条関係） 

第   号  

年 月 日  

            様 

指定管理者 

名   称 

代表者氏名           ○印

歴史博物館講座室利用許可書 

   年 月 日付けで申請のあった静岡市歴史博物館の講座室の利用については、次のとおり許可します。 

利 用 目 的

利 用 日 時    年  月  日   時  分から   時  分まで 

利 用 予 定 人 数         人 

使 用 料         円 

許 可 条 件

領収日付印 

（注） 

  １ 本書をもって領収書に代えます。 

  ２ 領収印のないものは、無効です。 

３ 利用の際は、本書を係員に提示してください。 


