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松戸市デジタルミュージアム開設業務委託 仕様書 

 

1. 業務の趣旨 

本事業は、松戸市立博物館、戸定歴史館で所蔵している貴重な資料を市民の方々に幅広く公開し、

楽しみながら松戸市の歴史に興味をもってもらうため、デジタルミュージアムを開設します。また、

新たな生活様式の下でも、本事業を活用し、松戸市所蔵資料の鑑賞や体験機会の創出・推進するこ

とも目的とします。 

 

2. 委託業務の名称 

松戸市デジタルミュージアム開設業務委託 

 

3. 業務期間 

   契約締結の日から令和 4年 3月 31日まで 

 

4. 業務内容 

【松戸市立博物館】 

I. 既存資料のアップロード 

 既にリスト化されている資料約 55,000点のアーカイブ化リスト（excelで作成）を IBMUSEUM SaaS

へアップロードすること。 

 既に画像があるもの約 6,500点を IBMUSEUM SaaSへアップロードすること。 

 既にフィルムで画像を保持しているものは、デジタル化し、IBMUSEUM SaaSへアップロードする

こと。すべて、2,000dpiでスキャニングすること。点数は、以下のとおり。 

4×5または 6×7：約 150点 

35mmネガ：約 250コマ 

35mmベタ焼き：約 100コマ 

プリント：約 100点 

 

II. 所蔵資料の撮影 

 所蔵資料の撮影として、立体撮影約 100点、平面撮影約 100点撮影し、IBMUSEUM SaaSへアップ

ロードすること。 

撮影は、デジタルカメラと 6×7リバーサルフィルムで行うこと。 

 デジタルカメラの画素数は 4,000万画素以上とする。ファイル形式は、各資料 TIFFと JPEGで撮

影すること。 

 撮影場所、方法、資料の貸与期間などの詳細は、甲乙で協議し決定すること。 

 本市学芸員立会いのもと、資料の取り扱いに専門的知識を有する者を選定するなど、取り扱いに

細心の注意を払うこと。 

 資料を汚損、棄損した場合、弁償などについて真摯に対応すること。 

 

III. 所蔵資料の加工表現 

 重要な資料は、デジタル化（ＶＲやＡＲ、動画など）および公開方法について工夫すること。 

 当館所蔵の立体物（土器、埴輪、石器、民具、仏像など）、書物（古文書、絵図、近世出版物など）、

模型や野外展示などを候補とし提案すること。採用資料は、甲乙協議すること。 
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【戸定歴史館】 

I. 既存資料のアップロード 

 既にリスト化されている資料約 5,500点のアーカイブ化リストを IBMUSEUM SaaSへアップロード

すること。 

 既に画像があるもの約 1,000点を IBMUSEUM SaaSへアップロードすること。 

 

II. 所蔵資料の撮影 

 所蔵資料の撮影約 400点、撮影したものを IBMUSEUM SaaSへアップロードすること。 

 撮影はデジタルカメラで行い、画素数は、400dpi以上を確保すること。また、一部資料について

は、4K対応画質相当以上であることが望ましいため、600dpi以上とし、詳細は、甲乙で協議し決

定すること。 

 色域は sRGBとすること。 

 撮影データの保存ファイル形式は、TIFF及び JPEG2000とすること。指定する資料 20点以上は 4

枚以上の撮影をすること。 

 撮影場所、方法、資料の貸与期間などの詳細は、甲乙で協議し決定すること。 

 本市学芸員立会いのもと、資料の取り扱いに専門的知識を有する者を選定するなど、取り扱いに

細心の注意を払うこと。 

 資料を汚損、棄損した場合、弁償などについて真摯に対応すること。 

 

III. 所蔵資料の加工表現 

 重要な資料は、デジタル化（ＶＲやＡＲ、動画など）および公開方法について工夫すること。 

 戸定邸、戸定邸内資料、緋羅紗地三葉葵紋陣羽織、紅地雲龍牡丹蓬莱山文様繻珍直垂、脚絆、御

陣笠、金側葵紋付節公肖像入懐中時計、源氏物語屏風などの候補から提案すること。採用資料は、

甲乙協議すること。 

 

【共通項目】 

IV. デジタルミュージアム WEB ページのデザイン、作成 

 ビジュアルを重視したデジタルミュージアム WEBページをデザインし、作成すること。 

 CMSの導入及び構築をすること。簡易な登録、修正、更新などは甲でもできる仕様とすること。 

 本市 HP、SNS との連携や本市 HP 等でも公開しているコンテンツなども活用した工夫も検討する

こと。本市 HPとのすみ分け、差別化などを考慮すること。 

 こどもにも見やすく、楽しめる、わかりやすい内容として工夫すること。 

 本市の歴史などに興味を惹くような工夫を凝らすこと。 

 楽しく利用できるコンテンツや仕組みを作ること。 

 観光分野につながるような工夫を凝らすこと。 

 作成した WEBページには IBMUSEUM SaaSのシステム機能を組み込み、データベースを公開できる

仕様にすること。Web-API 機能を活用した構成とすること。 

 IBMUSEUM SaaSで編集した内容を、任意のタイミングで Webページ上に反映する仕組みとするこ

と。 

 図書管理システムを導入し、WEB ページと連携を図ること。パッケージ型で、買切りタイプでは

なく、月額利用料タイプ（保守管理含む）とすること。 

令和 3年度分の月額利用料は、本業務の範囲に含めること。システムの利用開始は令和 3年 11月

1日より運用開始させること。 

システムの条件は下記のとおり。 

(1)登録できる蔵書件数は 50,000冊以下のものにすること。 

(2)年間サポート契約で、定期訪問及びオンサイト（訪問作業）でのトラブル対応が可能であるこ

と。 

(3)システム利用料は、1ライセンス分を年間払いとし、システムのバージョンアップ費用が利用
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料に含まれていること。 

(4)スタンドアローンでの図書管理システムと、クラウドでの蔵書検索(OPAC)サービスが利用可

能であること。 

(5) 既に持っている TRC-MARCデータ約 20,000件を本システムにアップロードすること。 

(6) 本システムを扱う職員への研修なども含め、導入から運用を開始するまでの必要な環境整備

などを行うこと。バーコードリーダー（ソフト含む）と蔵書点検用ハンディターミナル（ソフト

含む）を導入すること。 

 

V. 多言語化対応 

 デジタルミュージアム Web ページやその他コンテンツは、多言語化対応（英語）させること。ま

た、翻訳作業については、歴史分野など専門的な翻訳の経験があり、間違いのない正確な翻訳を

すること。 

 

VI. デジタルミュージアムの運営・保存・管理 

 更新・修正等の管理ができる仕様であること。 

 パソコン、タブレット、スマートフォンなど、マルチデバイスでの利用を考慮したうえでコン

テンツを制作すること。パソコンサイトとスマートフォンサイトでは同ドメイン・同ページを

使用し、画面サイズによって最適化される構造とすること。 

 Web上では、デジタル化したデータを配信することを基本に運用すること。 

 配信先を新たに構築する場合、市民等が利用しやすい環境を選定すること。 

 特殊なアプリケーションやソフトウェアを利用せず、標準的なパソコンやスマートフォンなど

の環境でも閲覧できるようデータ形式等を検討、実施すること。 

また、操作性にストレスなく、拡大、縮小表示などができるようにすること。 

 デジタル化したデータは、資料のアーカイブとしての機能も有することから、禁転載措置を講じ

るなど、Webページの構築にあたっては、高いセキュリティ性を有するものとすること。 

 サーバーは適切な容量を選択し、維持管理費は必要最低限のもので構築し、適正な費用で運営、

管理していくこと。 

 本事業において必要となるサーバー等のハードウェア、ネットワーク、ソフトウェアなど

（IBMUSEUM SaaSは除く）については、乙の負担ですべて用意すること。 

 

VII. その他 

 打ち合わせや協議を実施する際、日程調整や協議記録等の作成を行うこと。 

 その他、本業務における必要経費は乙の負担とする。 

 

5. 履行場所 

 松戸市立博物館 松戸市千駄堀 671 

 戸定歴史館 松戸市松戸 714番地 1など 

 

6. 提案の上限額 

 35,802,000円（消費税及び地方消費税含む） 

 

7. 成果物 

本業務で作成した全成果物を納品すること。松戸市立博物館と戸定歴史館に各一式ずつ納品すること。 

I. アーカイブ化したデータ一式（データの提供方法や形式については甲乙協議のうえ、決定する） 

II. Webページ（デザイン含む）、図書管理システムなど 

III.Web上での配信に係るシステム一式（運用マニュアルなど含む） 
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8. 留意事項 

I. 本仕様書に定めのない事項および本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、協議を行うことと

する。 

II. 契約締結後、速やかに事業計画書を提出すること。 

III.本事業実施にあたり、個人情報を取り扱う場合は、松戸市個人情報保護条例等の関係規定を遵守

すること。 

IV. 本事業の実施にあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用するこ

とはできないこと。また、業務終了後も同様とする。 

V. 本業務で製作した納品物等の所有権、著作権は原則として甲に無償で譲渡する。ただし、第三者

の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。

本件業務の成果物については、画像、映像等に付随する諸権利について確実に処理した上で納品

すること。それらに関する紛争が生じた場合、受託者の責任において対応するものとし、本市は

責任を負わない。 

 

9. 問い合わせ先 

 松戸市立博物館 担当 染野・武井 

松戸市千駄堀 671番地 

Tel 047-384-8278 

Fax 047-384-8194 

Mail mchakubutsukan@city.matsudo.chiba.jp 

 

 戸定歴史館 担当 青木・小川 

松戸市松戸 714番地 1 

  Tel 047-361-0056 

   Fax 047-361-0056 

   Mail mctojourekishi@city.matsudo.chiba.jp 
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