
善通寺五岳山地域活性化プロジェクトに係るポータルサイト開発等業務委託仕様書	

	

１	 業務名	

善通寺五岳山地域活性化プロジェクトに係るポータルサイト開発等業務委託	

	

	

２	 趣旨	

本業務は、善通寺市に所在する文化遺産情報の紹介、イベント情報の発信、及び SNS と

連動した投稿機能を搭載したポータルサイトの展開と、BLE 機能を活用するアプリケーシ

ョンの提供、当該地域に伝わる文化遺産の普及啓発を目的としたワークショップの実施を

行うことで、善通寺市民はもちろん、国内外の旅行客に対して善通寺市の文化遺産の素晴

らしさを伝えることを通して地域活性化に資することを目的とする。	

	

	

３	 履行期間	

契約締結日から平成３１年３月２２日	

	

	

４	 業務内容	

（ア）	ポータルサイト及びスマートフォン向けアプリケーションの構築	
（イ）	ポータルサイトおよびアプリ向けのコンテンツ制作	
（ウ）	ポスターチラシ制作（サイト・アプリ）	
（エ）	Beacon購入・設置	
（オ）	チラシ制作（ワークショップ）	
（カ）	映像記録制作	
	

	

５	 業務の詳細	

（ア）	ポータルサイト及びスマートフォン向けアプリケーションの構築	

１	 ポータルサイトのシステム概要	

１．１	 ポータルサイトのシステム構築方針	

事業全体の情報の発信、文化遺産・イベント情報の発信、その他 SNS の機能と連動

した投稿機能を搭載したポータルサイトを展開するために以下の機能を持つ。	

1.1.1	 記事、写真投稿／閲覧機能	

SNS の機能と連動させ、本サイトへの記事や写真の投稿ができるようにする。投稿

された記事や写真は、誰でも自由に閲覧、コメントができるようにする。	

1.1.2	 イベント投稿／閲覧機能	

管理者は、イベント情報（ワークショップ、フォーラムなど）への投稿ができるよ

うにする。サイト訪問者は投稿されたイベント情報の閲覧ができるようにする。	



1.1.3	 ブログ投稿／閲覧機能	

管理者は、ブログ（イベントレポート）への記事の投稿ができるようにする。サイ

ト訪問者は投稿されたブログの閲覧ができるようにする。	

	

1.1.4	 文化遺産情報投稿／閲覧機能	

管理者は、善通寺市に関する文化遺産情報への記事や写真、動画の投稿ができるよ

うにする。サイト訪問者は投稿された記事をカテゴリ別（絵画、建造物など）に閲覧

ができるようにする。	

1.1.5	 映像情報投稿／閲覧機能	

管理者は、善通寺市に関する映像情報への映像の投稿ができるようにする。サイト

訪問者は投稿された動画の閲覧ができるようにする。	

	

１．２	 ユーザ	

本システムのユーザは以下の通り。	

1.2.1	 サイト訪問者	

・ユーザは、本サイトから発信されている各種情報を閲覧できる。	

・ユーザは、SNS の機能と連動させ、本サイトに記事や写真の投稿ができる。	

1.2.2	 管理者	

・管理者は、本サイトに記事や画像を投稿することができる。	

	

１．３	 前提条件	

・サイト訪問者は、記事、写真投稿には SNS の機能を用いるものとする。	

・文化遺産情報の一部は、日本語の他に、英語・簡体字・繁体字・韓国語・仏語に対

応する。	

	

１．４	 システムの全体構成	

1.4.1	 本システムは、以下に示すシステム及びサブシステムから構成される。	

・善通寺市文化事業推進委員会	 五岳山地域活性化プロジェクト係（以下、「実行委

員会」という）が行うプロジェクトのポータルサイト	

・BLE 機能を有した情報端末向けに各種情報の配信などを提供するアプリ。	

	

２	 コンテンツ及び機能	

２．１	 コンテンツ	

2.1.1	 SNS と連動した投稿コンテンツ	

SNS と連動し投稿された記事や写真、及び投稿に対するコメント情報	



－記事：140文字以内	

－画像： 大 1枚	

－コメント：100 文字以内	

－コメント投稿名：20 文字以内。任意。	

2.1.2	 イベントコンテンツ	

コンテンツの内容は以下の通り	

—イベントタイトル	

—イベント内容	

—イベント会場カテゴリ：総本山善通寺など	

—関連 URL	

—開催期間	

—開始時間	

—終了時間	

—イベントマップ：googleMAP 情報の埋め込み	

—料金	

—お問い合わせ先	

2.1.3	 ブログコンテンツ	

コンテンツ内容は以下の通り	

—タイトル	

—内容	

—画像：jpg形式	

2.1.4	 文化遺産情報コンテンツ	

登録するコンテンツの内容は以下の通り	

（コンテンツの文字数制限は見やすさを考慮したものでありシステムの制限ではな

い）	

－位置情報：緯度・経度	

－タイトル：30 文字以内	

－タイトルよみがな：50 文字以内	

－メイン画像：PNGまたは JPG 形式。 大 1枚	

－解説：200文字以内	

－指定：重要文化財など	

－時代：平安時代・鎌倉時代など	

－カテゴリ：史跡・建造物など	

－所在地	

－関連キーワード：検索時に利用	

－画像：PNG形式。 大 5つまで	

－画像タイトル：20文字以内	

－動画：mp4形式。 大 5つまで	

－動画タイトル：20文字以内	



	

２．２	 ポータルサイト	 機能	

2.2.1	 記事、写真投稿／閲覧機能	

本サイトに SNS の機能と連動させ記事や写真を投稿できる。また投稿された記事の

情報を閲覧できる。提供する機能は以下の通り。	

1)	記事及び画像を投稿できる。（一度に投稿できる画像は 1枚とする。）	

2)	本サイトに投稿された記事及び画像一覧を閲覧できる。	

3)	本システムに投稿された記事及び画像に付けられたコメントを閲覧できる。	

4)	本システムに投稿された画像を評価できる。	

2.2.2	 イベント情報登録／閲覧機能	

本システムにイベント情報の登録ができる。また登録されたイベント情報を閲覧で

きる。	

1）イベント情報一覧をカレンダー形式で閲覧できる。	

2）イベント情報をカテゴリ別に閲覧できる。	

3）イベントの詳細情報を閲覧できる。	

2.2.3	 ブログ情報登録／閲覧機能	

本システムにブログ情報の登録ができる。また登録されたブログ情報を閲覧できる。	

1）ブログ情報を閲覧できる。	

2）ブログ情報を投稿月別で閲覧できる。	

3）ブログ情報にコメントをつけることができる。	

4）本システムに登録されたブログ情報に付けられたコメントを閲覧できる。	

2.2.4	 文化遺産情報登録／閲覧機能	

本システムに文化遺産情報の登録ができる。また登録された文化遺産情報を閲覧で

きる。	

1）文化遺産情報をカテゴリ別に閲覧できる。	

2）指定した文化遺産情報の詳細情報を閲覧できる。	

3）文化遺産情報の一部は英語・簡体字・繁体字・韓国語・フランス語に対応させ、

言語の切り替えができる。	

2.2.5	 映像情報登録／閲覧機能	

本システムに映像情報の登録ができる。また登録された映像情報を閲覧できる。	

	

３	 アプリのシステム概要	

３．１	 アプリのシステム方針	

文化遺産・周辺施設、その他イベント機能を掲載したアプリを展開するために以

下の機能を持つ。	

1)	 写真、記事閲覧機能	

2)	 文化遺産情報閲覧機能	

3)	 映像情報閲覧機能	

4）BLE 端末機器と連動させた情報閲覧機能	



	

３.２	 ユーザ	

3.2.1 アプリ利用者	

アプリ利用者は、本アプリをダウンロードすれば各種情報を閲覧できる。	

3.2.2 管理者	

管理者は、本アプリに情報を登録できる。	

	

３．３	 前提条件	

1) アプリ利用者は、事前にアプリをダウンロードしているものとする。	
2) アプリは、無料とする。	
3) 	アプリは、多言語（日本語・英語・繁体字・簡体字・韓国語・フランス語）に対応
するものとする。	

	

４	 アプリのコンテンツ及び機能	

４．１	 コンテンツ	

4.1.1	 動画コンテンツ	

文化遺産情報は 50 件。一つの文化遺産に対して、6言語（日本語・英語・簡体字・

繁体字・韓国語・フランス語）ある。	

4.1.2 静止画コンテンツ	
文化遺産情報は 100件。一つの文化遺産に対して、6言語（日本語・英語・簡体字・

繁体字・韓国語・フランス語）ある。	

4.1.3 MAP コンテンツ	
グーグルマップの他、当委員会が提供するイラスト等で作成された MAP。	

	

４.２	 機能	

4.2.1	BLE 端末機器と連動した情報提供	

本アプリを起動させた情報端末を持ったアプリ利用者が、文化遺産の周辺に設置し

た BLE に近づくと、予め登録された情報を情報端末上で提供する。	

4.2.2		図鑑機能	

登録された文化遺産情報を図鑑の形式で提供する。	

4.2.3 周辺施設の情報提供	
アプリ利用者が指定した文化遺産の周辺施設情報を提供する。	

4.2.4 その他	
グーグルマップとGPS情報を連動させた道案内やスタンプラリーサービスを提供す

る。	

	

５	 アプリの OS	

５．１	 運用開始当初の保守稼働環境	

5.1.1	 iOS	8.4	以上	



5.1.2	 Android	5 以上	

	

５.２	 対応 OS（iOS・Android）がバージョンアップした場合アプリが動作できるよう

に、対応を実施する。	

	

６	 成果物	

情報通信システム一式	

	

７	 システムに係る基本方針について	

システムの改良、開発は、以下の方針に沿って行うこと。		

７．１安全性・信頼性	

外部からの不正アクセス防止やデータ漏洩・改ざん防止など安全性に優れたシステ

ムであること。	

	

７．２利便性	

迅速、簡便なコンテンツ検索・表示・配信システムであること。また、国内外の利

用者が利用しやすい機能・サービスの検討を行うこと。	

	

	

（イ）	ポータルサイトおよびアプリ向けのコンテンツ制作	

１	 コンテンツ	

１．１コンテンツ概要	

善通寺市に所在する、国宝、重要文化財、名所史跡などの文化遺産を動画（50 件）

及び静止画（100件）として記録する。それぞれに関連する情報を多言語に翻訳を行い、

DVD、CD-R などの媒体に記録する。	

	

１．２	 動画コンテンツ	

当実行委員会が指定する善通寺市に所在する文化遺産を記録した画像にモーフィン

グ加工を行い、50～100 秒程度の動画コンテンツにする。動画コンテンツは、日本語と、

日本語原稿を元に翻訳した 5言語（英語・簡体字・繁体字・ハングル字・フランス語）

の原稿を、音声データにして、動画に埋め込む。	

	

１．	３	 静止画コンテンツ	

当実行委員会が指定する善通寺市に所在する文化遺産を画像に記録する。静止画コ

ンテンツは、それぞれに関連する情報を６言語（日本語・英語・簡体字・繁体字・ハ

ングル字・フランス語）に翻訳してテキストデータとする。画像とテキストデータは、

CSV ファイルで管理できるようにする。	

	

	



１．４	 コンテンツの関連情報	

登録するコンテンツの内容は以下の通りである。但し、コンテンツの文字数制限は

見やすさを考慮したものでありシステムの制限ではない。また、指定する文化遺産に

よっては下記項目の表記が適切でない場合もありうる。	

－位置情報：緯度・経度	

－タイトル：30 文字以内	

－タイトルよみがな：50 文字以内	

－メイン画像：PNGまたは JPG 形式。 大 1枚	

－解説：200文字以内	

－指定：重要文化財など	

－時代：平安時代・鎌倉時代など	

－カテゴリ：史跡・建造物など	

－所在地	

－関連キーワード：検索時に利用	

－画像：PNG形式。 大 5つまで	

－画像タイトル：20文字以内	

－動画：mp4形式。 大 5つまで	

－動画タイトル：20文字以内	

	

２	 成果物	

DVD－R 又は CD-R などで、各 3セットの納品とする。	

	

	

（ウ）	ポスターチラシ制作（サイト・アプリ）	

１	 仕様及び部数	

・ポスター（B2 サイズ、マットコート 135kg）	 	 	 200 枚	

・チラシＡ（A4 サイズ、両面印刷、マットコート 90kg）		 	 	 2,500 枚	

・チラシＢ（A4 サイズ、両面印刷、マットコート 90kg）		 	 	 1,000 枚	

	

２	 内容	

・ポスター	 	 ポータルサイト及びアプリの PR を目的とするポスター（日本語版）	 	

・チラシＡ	 	 ポータルサイト及びアプリの PR を目的とするチラシ	 （日本語版）	

・チラシＢ	 	 ポータルサイト及びアプリの PR を目的とするチラシ	 （外国語版）	

	

３	 校正	

何れも、３回	

	

４	 納期・納品形態	

納品は何れも 終原稿引渡し日から 7日以内とし、納品は任意の形態とする。	



	

５	 デザインについて	

当実行委員会から提出された原稿を元に、Adobe	Illustrator、Adobe	Photoshop 等の

編集ソフトを用いてイラストの作成等を行いレイアウトすること。デザインに際して

は、閲覧・配布予定者である善通寺市民、国内外の旅行客にとって理解しやすいよう

当実行委員会の意見を取り入れつつ、レイアウトの工夫をすること。チラシ B は、チ

ラシ A の内容を翻訳してデザインを行う。尚、翻訳費用はデザイン費に含むものとす

る。	

	

	

（エ）	Beacon購入・設置	 	

１	 仕様及び台数	

購入・設置する Beacon 機器は、	

・防水防塵型等の耐環境性が高い	

・電池交換無しでの連続使用期間が 1年以上	

・設置／固定が容易で振動等にも強い	

などの条件を満たすものとし、その台数は 50台とする。	

	

２	 設置場所	

善通寺市内の、当実行委員会が定める 50 カ所に設置する。	

	

３	 設置期間	

契約締結日〜平成３１年３月２２日	

	

４	 設置工事について	

設置工事は当委員会の指示に従い、文化遺産の損傷、景観の破壊、通行の妨げ等に	

繋がらないように行うものとする。Beacon 機器が適切に機能し、風雨砂塵等による	

ダメージを負うことのない適切な箇所に設置する。尚、土地所有者との交渉は当委員	

会が行うものとする。	

	

	

（オ）	チラシ制作（ワークショップ）	

１	 仕様及び部数	

・A4 サイズ、両面印刷、マットコート 90kg	 	5 回分	 各 1,000 枚	 	

	

２	 内容	

ワークショップの PRを目的とするチラシ	

	

	



３	 校正	

３回	

	

４	 納期・納品形態	

納品は 終原稿引渡し日から 7日以内とし、納品は任意の形態とする。	

	

５	 デザインについて	

当実行委員会から提出された原稿を元に、Adobe	Illustrator、Adobe	Photoshop

等の編集ソフトを用いてイラストの作成等を行いレイアウトすること。デザインに際

しては、閲覧・配布予定者である善通寺市民、国内外の旅行客にとって理解しやすい

よう当実行委員会の意見を取り入れつつ、レイアウトの工夫をすること。 

	

	

（カ）	映像記録制作	

１	 仕様及び時間	

・映像品質（フル HD：1920×1080）	

	 	 ・音声品質（2ch ステレオ）	

	 	 ・形式（MP4）	

・時間（約 120 分／回）	

	

２	 内容	

・第 1回ワークショップ記録映像	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ・第 2回ワークショップ記録映像	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ・第 3回ワークショップ記録映像	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ・第 4回ワークショップ記録映像	

	 	 ・第 5回ワークショップ記録映像	

	

３	 校正	

何れも、2回	

	

４	 納期・納品形態	

納品は何れも撮影日から 1ヶ月以内とし、映像データは MP4 形式にすること。	

	

５	 撮影・編集について	

撮影・編集は、ポータルサイト利用者である善通寺市民、また善通寺市の文化に関

心のある日本人にとって理解しやすいものとなるよう当委員会の意見を取り入れつつ

行うものとする。撮影映像を元に、Adobe	Premiere 等の編集ソフトを用いて編集を行

なうものとする。 

	



	

６	 委託業務の進め方	

（１）作業スケジュールの調整	

受託者は、業務開始に先立ち、作業の詳細スケジュール表を作成し、当実行委員会

に届け出て承認を得るものとする。	

	

（２）進ちょく状況の報告	

受託者は、本業務の遂行に当たり、定期的に実行委員会との会議を開催し、業務進

ちょく状況その他必要事項について報告を行うこととする。	

		

（３）疑義が生じた場合	

本仕様書に定めのない事項又は業務の遂行に当たり疑義が生じた場合は、実行委員

会と受託者の協議によりその解決を図るものとする。	

	

	

７	 実施報告書の提出について	

受託者は本事業が完了したときは、遅滞なく以下の内容を記載した実施報告書を提出

すること。また、事業終了後５年間保存しておくこと。	

（１）実施事業の概要（任意様式）	

（２）本事業に要した経費の内訳	（任意様式）	

	

	

８	 その他	

（１）受託者は、本業務で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。これは

委託期間終了後も同様とする。	

（２）本業務の制作により生じたデータ及びその権利は、発注者である当実行委員会に帰

属する。また、当実行委員会の許可なく成果品の全部又は一部を使用することができ

ない。ただし、予め制作者が所有していたデータに関してはその限りでない。	

（３）委託業務に伴い、第三者に与えた損害は、当実行委員会の責に帰すべきものを除き、

受託者の責任において処理すること。	

	


