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 利便性向上のためのサイネージシステム構築業務委託仕様書 

 

 

1 業務名 

利便性向上のためのサイネージシステム構築業務委託 

 

２  業務の背景と目的 

「『まるごと博物館構想』を核とした『人』・『地域資源』で紡ぎだすまちの元気創出

事業」は須坂市の文化振興及び地域消費の活性化を図りまちなかの賑わいを創出すること

を目的としている。 

新型コロナウィルスを想定した「新しい生活様式」においては、安全・安心のニーズ

や、デジタルプロモーションの重要性が高まり、ウィズ・コロナ 、アフター・コロナ に

おける 観光のあり方 、観光客の志向や求められるプロモーション手法に変化が現れるこ

とが予想される。 

本事業では、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、観光案内所等においてデ

ジタルサイネージを活用し、非対面・ 非接触 で 観光情報を提供するとともに 、 市内の既

存サイネージの表記を見直し、市民及び観光客双方に向けて文化資源の情報や観光情報、

緊急時の災害情報などを分かりやすく表示し、多様な人々に向け市内の情報を的確に発信

し、回遊を促すことを目的とする。 

 

3    契約期間 

契約締結日から 2022 年３月 31 日までとする。 

 

4    委託見積限度額 

本業務の委託見積限度額は、15,000,000 円（税込）までとする。 

 

5    業務内容 

事業戦略※を参照し、適宜戦略との整合を確認うえ各業務を実施し、進捗状況など委員

会・部会・事務局へ報告すること。 

※事業戦略…2020 年度に策定された「『まるごと博物館構想』を核とした『人』・『地

域資源』で紡ぎだすまちの元気創出事業」事業戦略 

（１）デジタルサイネージ機器の導入 

①   機器の設置に関する要件 

サイネージの設置箇所は以下の５施設を想定している。ただし 、詳細な設置場所

については現地調査及び発注者と協議の上、 決定することとする。工法決定や積算

にかかる事前調査は受注者の責任において行うこと。設置にあたっては、通行人の

安全を確保する十分な措置をとること。なお、設置場所において、新たな電源配線
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工事等が必要な場合、その費用は受注者の負担とする。作業を行うときは、カラー

コーン、カラーバー等で作業帯を明示するとともに安全通路を確保すること。 

サイネージについては発注者と調整を行い、周辺機器も含めて設置空間に相応す

る意匠となる取付けプランを提案したうえで設置を行い、費用は本業務委託に含む

こと。設置場所の占有者は発注者とし、占有に関わる手続きは発注者にて行う。 

＜想定設置場所＞ 

「市立博物館」「観光交流センター」「臥竜公園」「駅前」「長野県立信州医療セ

ンター」（全て屋内を想定） 

 

②   設置場所と機器構成 

次の仕様を満たす機器を納入するものとするが、発注者が想定する用途、設置場

所等を考慮して、より良い機能・サイズ等の提案がある場合は、発注者と協議でき

るものとする。 

 

（機材）非タッチパネル式ディスプレイ 

台数 各１台 

設置場所 「市立博物館」「観光交流センター」「臥竜公園」「駅前」「長野県

立信州医療センター」（全て屋内を想定） 

画面サイズ 30 インチ以上（各設置場所にあわせ可能な限り大きいサイズ） 

向き 縦  or 横 

解像度 FHD(1920×1080)以上 

輝度 350cd/㎡ 以上 

その他 〇専用の放映端末を備えていること。 

〇HDMI 入力端子 1 系統を有すること。 

〇スピーカーを内蔵すること。 

〇設置場所の景観を考慮したディスプレイスタンドを用意して施工す

ること。 

〇利用者の操作は原則想定せず、コンテンツの配信のみを予定。 

○利用者の衝突による怪我や転倒防止のための対策を講じること 
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（２）デジタルサイネージのシステム構築 

①   放映システム構成 

放映端末は小型かつ軽量設計で、24 時間稼働が行えること。 

（ア）OS は管理 PC 等と統一であること。 

（イ）デジタルサイネージ（放映端末）は、インターネットに接続し、外部のクラ

ウドサーバー（コンテンツ管理サーバー）経由で、情報ソースにアクセスするこ

と。 

（ウ）システムの構成は、利用現場での運用を十分考慮し、必要な環境設定を適切

に行うこと。 

（エ）システム設計及びインストール作業については必ず受注者内において行うこ

と。 

（オ）システムの設計に係る費用はすべて受注者の負担とする。 

（カ）配信作業に利用する周辺機器等のネットワークインフラについても併せて設

計し、敷設作業等が必要な場合は本業務にて実施する。 

（キ）タイマーによるオン・オフが営業時間に合わせ、簡単な操作で設定できるこ

と。 

（ク）放映端末がインターネットに接続できなくなった場合でも端末にローカル保

存したデータの放映が可能であること。 

（ケ）先読み（プリロード）機能を有すること。 

（コ）不適切なサイトへのアクセス等を防止するため、コンテンツフィルタやアク

セス可能ページに係る制限の設定を行うこと。設定レベル等については、別途、

発注者と協議を行うこととする。 

（サ）本仕様書に明記の無いハードウェア・ソフトウェアであっても、本システム

を円滑に運用するために必要なものがある場合は、それらも含めたシステムとす

ること。 

（シ）MP3 などの動画やスライドショーを投影できること。 

（ス）表示するコンテンツは原則発注者が提供する。 

（セ）各設置場所により個別の表示も可能であること。 

 

    ②  管理 

（ア）クラウドサービスでデジタルサイネージ管理アプリケーション提供すること。 

（イ）ネットワーク環境については施設の公衆無線 LAN および有線 LAN を活用で

きるが必要に応じて受注者が手配すること。 

    （ウ）将来的な拡張性を考慮し、管理できる放映端末数に制限がないこと。 
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（エ）放映端末は、全端末もしくは一部の端末のみを一覧として表示でき、稼働状

況の確認が行えること。 

（オ）放映端末ごとに、通信ログ・放映ログ・動作ログ等の閲覧が行えること。 

    （カ）管理者の判断により有事・緊急時と判断した場合、管理者の操作により「災    

害情報画面」に切り替えることができること。 

（キ）放映端末の状態改善を目的として、特定の放映端末を指定して放映端末の再

起動の指示が行えること。 

    （ク）デジタルサイネージ稼働時間の変更を考慮して、放映端末ごとに、放映開始   

時刻  および放映終了時刻を設定できること。 

③   その他 

（ア）ネットワークは施設に整備されている Wi-fi に接続し、ネットワーク費用は発

注者が負担する。尚、整備されていない施設については受注者が別途整備し、２

年間のネットワーク費用を受注者が負担する。 

（イ）納品後稼働にかかる電気代は受注者の負担としない。 

（ウ）ネットワーク費用と電気代以外に、保守、維持管理及びシステム使用料など

の費用が発生する場合は設置後５年間の費用を受注者が負担する。 

（エ）各設置場所の担当者により更新する運用を想定している。更新や管理が円滑

に行え、継続して使用できるような管理方法やシステムを提案すること。 

   （オ）（エ）の提案に基づき（２）①及び②に記載の内容よりも優れた代替案があ

る場合は併せて提案すること。 

（カ）現時点では広告枠を設け広告料収入等でシステムの運用経費を賄うことは想

定していないが今後検討の可能性がある。 

 

（３）アナログサイネージの更新 

①  サイネージ規格 

（ア）下に示す各サイネージ掲示範囲内の大きさで作成すること。 

（イ）設置場所全体の雰囲気を考慮した色合い、デザインとすること。 

（ウ）日光や雨風による風化に耐えうる材質と設置方法であること。 

（エ）環境に配慮した材料を使用すること。 

No. 名称 サイズ（㎝） 

１ 臥竜公園正面駐車場看板 001 H115×W277 
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 ②  デザイン 

デザインは発注者と協議の上、決定するが下記の点に留意すること。 

（ア）須坂市の観光ブランドイメージとリンクしたデザインであること。  

（イ）公共施設・災害時の避難場所など防災情報もわかりやすく表示すること。  

（ウ）文字の大きさや配色については、高齢者や色覚障がい者に配慮するなど、ユニ

バーサルデザインを心がけること。 

（エ）可能な限り多言語対応であること。英語対応は必須とする。 

 

③   更新場所（画像は別紙の通り） 

 

 

（４）石柱サイネージの更新 

①   サイネージ規格（別紙参考） 

（ア）天板：ステンレス製 

（イ）土台：石 

②   更新内容 

（ア）天板の更新をする。回遊性を高めるための工夫を盛り込むこと。デザインは発

注者と協議の上、決定する。 

（イ）必要に応じて土台の石部分をクリーニングする。 

③   更新場所（詳細は別紙の通り） 

２ 臥竜公園正面駐車場看板 002 H88×W178 

３ 市営駐車場看板 H117×W197 

（表裏計２枚） 

４ 須坂アートパーク駐車場看板 H115×W277 

５ 田中本家駐車場看板 H111×W192 

６ 東横町銀座通り入口看板 H118×W117 

７ 矢印看板（春木町ポケットパーク） H23×W100 

（上記パネルが３枚） 

８ 矢印看板（笠鉾会館） H17×W65 

９ 矢印看板（横町交番そば） H23×W100 

（上記パネルが２枚） 
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（５）保守管理 

①  本事業において納品したデジタルサイネージについて納品後 1 年間は保守期間と

し、受注者の責任において保守管理および必要に応じて修繕を行う。 

②  納入後 1 年間は上記保守費用は全て受注者による負担を原則とするが、自然災害や

第３者による器物破損など受注者の責めに帰さない事由による修繕は事務局と協議

の上、決定するものとする。 

③  整備した成果物（デジタルサイネージ及びアナログサイネージ）になんらかの維持

管理費が発生する場合は速やかに積算資料を提出し発注者の承認を得ること。 

 

（６）その他 

①  本事業の実施スケジュールを明らかにした業務計画書を作成し、進捗状況について

報告すること。 

②  アナログサイネージ更新におけるデザイン費は 2,000,000 円までを上限とし５-

（３）の業務を実施すること。 

③ デジタルサイネージとアナログサイネージの連動性をもたせた活用イメージを提案

すること。 

 

6    成果物 

本業務完了後、履行期限までに下記の成果物を提出すること。 

紙媒体 2 部と併せて Word 等の電子ファイルについても納品すること。 
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（１）事業完了届 

（２）請求書 

（３）費用明細 

（４）デジタルサイネージの表示コンテンツを保存した DVD 等のメディア 

（５）看板デザイン（ai 形式等編集可能な形式） 

（６）業務完了報告書、設置後写真 

（７）その他発注者発注者が必要と認める書類が必要と認める書類 

 

7    その他 

（１）受注者は、本業務で知り得た情報及び本業務に係る内容を第三者に漏らしたり、

その他の目的に転用してはならない。  

（２）受注者は、本業務での個人情報の取り扱いについて、発注者の指示に従うものと

する。  

（３）受注者は信義を守り、誠実に履行しなければならない。  

（４）本業務の成果品については市が著作権を持つものとし、市が自由に加工、コ 

ピー、ホームページ作成、増刷等を行い、公表できるものとする。  

（５）本仕様書に明記されていない事項又は、疑義が生じた場合は、受注者は事務局と

協議 の上、その指示に従うものとする。  

（６）受注者は、業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはなら

ない。 ただし、あらかじめ書面により委員会の承諾を得たときは、この限りではな

い。 

（７）本事業は国の地方創生推進交付金が活用されており、事業実施後に会計検査院の

検査が実施される可能性がある。このため本事業の実施に係る書類（会計帳簿、支

出伝票、支出の根拠となる資料、写真）については、事業実施後も最低 10 年間は保

管し、必要に応じて提出できるように準備しておくこと。なお処分にあたっては事

前に委員会に相談すること。また書類については誰が見てもわかりやすいようよく

整備しておくとともに、特に疑義がありそうな支出については、書面で理由をわか

るよう明記しておくこと。 

 

8    担当部署 

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂 1528 番地１  

信州須坂まちの元気創出推進委員会（須坂市社会共創部文化スポーツ課内）  

担当：峯村 清一（係長）坂田 亜弥（担当者）  

電話：026-248-9027（課専用）  

ﾌｧｸｼﾐﾘ：026-248-8825（教育委員会）  

電子メール：bunkasports@city.suzaka.nagano.jp  

 


