
自然史博物館分館展示物等設計製作業務委託仕様書 

 

１．目的 

本業務は、福井市自然史博物館分館基本計画（以下「基本計画」という。）に基づいて、展示物等

の設計と製作を行うことを目的とする。 
 

２．委託業務の概要 

（１）本業務は次の計画、方針等を参酌し、その具現化に向けた取り組みを行うものである。 

・福井市自然史博物館分館基本計画 

・自然史博物館分館基本計画（素案）パブリック・コメント募集の結果 

・福井駅西口中央地区市街地再開発事業における市施設の基本方針 

・福井駅西口全体空間デザイン基本方針 

・西口再開発ビルに導入する市関連施設に対する意見募集の結果 

・再開発事業との責任分解点の考え方 

その他本市Ｗｅｂページ掲載の都市戦略部所管福井駅西口中央地区市街地再開発事業関連情

報及び教育委員会事務局文化課所管福井市自然史博物館分館関連情報 

（２）委託業務名  自然史博物館分館展示物等設計製作業務 

（３）業務履行期間 契約日から平成２８年３月３１日まで 

 

３．業務内容 

受注者は、本業務の着手に先立ち、全体の行程表を提出し、発注者の承諾を得ること。 

３－１．施設の設計 

基本計画の「Ⅲ 施設計画」で示した自然史博物館分館（以下「分館」という。）の施設、設備

等の設計を行うこと。設計にあたっては以下の点に留意すること。 

（１）施設の設計に関する留意点 

ア 基本計画の整備方針や事業計画に合致した設計をすること。 

イ 福井駅西口中央地区市街地再開発準備組合特定業務代行者と協議を行い、調整を図りな

がら施設の設計を実施すること。 

ウ 分館全体の調和を考慮すること。 

エ 来館者及び職員の動線を考慮すること。 

オ ユニバーサルデザイン、バリアフリーを考慮すること。 

カ 設備、機器類のライフサイクルコストの低減と省エネルギーを考慮すること。 

 

（２）設計対象施設 

ア 管理施設 

      ①事務室の配置、設計 

      ②準備室（什器倉庫）の配置、設計 

イ 導入・サービス施設 

① 入り口、エントランスホールの配置、設計 

参考仕様書 
この仕様書は参考資料であり、プロポーザル等の結果を踏まえ、契約時までに一部変更することがある。 



      ②ミュージアムショップの配置、設計 

      ③受付の配置、設計 

      ④サービス付帯施設（休憩コーナーなど）の配置、設計 

ウ 教育普及施設 

      ①キッズルームの配置、設計 

      ②情報サービス施設の配置、設計 

      ③ドームシアター工房の配置、設計 

エ 展示施設 

①展示室の配置、設計 

オ ドームシアター施設 

      ①ドームシアター施設の設計 

     ②ドームシアター付帯施設（サーバー室、番組編集室）の配置、設計 

 

３－２．展示物等の設計及び製作 

   基本計画の「Ⅱ事業計画」中の「１．展示事業」、「２．ドームシアター事業」及び「Ⅲ 施設

計画」を参考にして、展示施設の展示物、ドームシアター工房及びドームシアター施設の設備装

置類を設計し、製作すること。 

（１）展示物等の設計及び製作に関する留意点 

ア 安全面及び衛生面、バリアフリーに配慮したものを設計し、製作すること。 

イ 小中学校で学ぶ天体学習内容に沿った内容を含むものを設計し、製作すること。 

ウ 来館者の好奇心を刺激するような魅力あるものを設計し、製作すること。 

エ 展示物は映像、情報機器を使用し内容（コンテンツ）を切り替え可能にするなど、容易

に陳腐化しないよう工夫したものを設計し、製作すること。 

オ 展示照明にＬＥＤ照明を使用するなど、省エネルギーを考慮して設計し、製作すること。 

カ ドームシアター工房の機器装置類は別添の「ドームシアター工房の要求水準」を満たす

ものを設計し、製作すること。 

キ ドームシアター施設の設備装置類は別添の「ドームシアター施設の要求水準」を満たす

ものを設計し、製作すること。 

ク 平成２６年１０月１日までに基本設計（イメージパース、展示スペースの配置とドーム

シアターのイメージを示す簡易な模型を含む）を発注者に提出し、提案書を提出した際

の担当者が継続して当該業務を行うこと。 

ケ 設計図書（基本設計を含む）、機器・使用資材承認図、ミルシート、出荷証明書、完成

図書、打合せ記録、試験成績書、写真、機器リスト、メンテナンス連絡先一覧、保証書

その他必要なものについて、紙ベースのファイル及び福井市電子納品ガイドライン（案）

工事編及び業務編に準拠した電子データ（ＣＤ‐Ｒ又はＤＶＤ‐Ｒ）各３部を納品する

こと。 

 

３－３．展示物等の設置及び各施設の設置 

福井駅西口中央地区市街地再開発準備組合特定業務代行者と協議を行い、調整を図りながら、



製作、設置を行うこと。また、設置した各展示物及び設備装置類全体が一つのシステムとして

狙い通りに確実に動作するよう調整と確認を行うこと。 

 

４．現場管理 

（１）適用基準 

本業務は、国土交通省 大臣官房 官庁営繕部が公表している次の基準を準用し、受注者の責

任において履行するものとする。ただし、より優れた技術等により業務を行う場合は、本市担

当職員と協議の上、当該基準によらないことができる。 

・公共建築設計業務委託共通仕様書 

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

・公共建築工事標準仕様書（平成 25年版）（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 

・公共建築工事標準書式 

・官庁施設の環境保全性基準 

・営繕工事写真撮影要領（平成 24年版） 

（２）担当職員の立会い等 

（１）の基準により、必要に応じて本市担当職員の立会い、承諾、協議、報告、検査を受け

ること。特に隠蔽箇所、足場等の必要な箇所については、必ず本市担当職員の立会いを求め、

確認を行うこと。 

（３）学術的監修 

市が別途監修者を置き、展示物等に関して監修が必要と認める場合は、監修者と協議を行い、

本市担当職員の指示に従うこと。 

（４）官公署への届出及び検査等 

業務の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅

滞無く行うこと。届出手続等を行うに当たっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報

告すること。関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査においては、その検査に必要

な資機材、労務等を提供し、官公庁との打合せ及び申請等を含め、一切の費用は、受注者の負

担とする。 

（５）関係法令の遵守 

本業務の履行に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な進行及び福井駅西口

中央地区市街地再開発事業の推進を図ること。 

 

５．その他 

（１）設備の取扱い研修の実施 

履行期間完了までに分館を運営する者の研修期間を充分に設け、万全の準備を行うこと。（研

修の内容は、設備装置類の取扱いのほか、軽微な部品の交換方法、トラブル時の対処方法等を

含む。） 

また、設備装置類の操作マニュアルを紙ベースのファイル及び電子データ（ＣＤ‐Ｒ又はＤＶ

Ｄ‐Ｒ（ＰＤＦ形式））各 3部納入すること。 

（２）分館の事業運営計画策定への協力 



展示物やドームシアターの機能を活かすため展示物等の設計製作業者として、市が平成２６年

度中に策定する分館の事業運営計画の策定に協力すること。 
（３）一括再委任の禁止及び一部再委任の承諾 

業務の全部又は市が指定した部分の業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。た

だし、他の業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、予めその部分及び第三者

の名称と所在地を明らかにしたうえで市の承諾を得ること。 

（４）地元経済への貢献 

   本業務の実施に当たり、登記簿上の本店（個人の場合は、主たる営業所をいう。）が福井市内

にある事業者への業務の一部委任や物品の発注を考慮すること。（平成 25年 4月 1日付け入札

参加資格登録業者各位宛福井市長要請「下請負等における市内業者の活用促進について」参照） 

（５）維持管理 

納入をする機器等について納入後に必要な交換部品、消耗品、保守点検、機器更新等の内容、

時期、経費等を記載した維持管理計画書を作成すること。維持管理計画書には、機器等の長寿

命化を図るための方策やライフサイクルコストも併せて示すこと。 

（６）設置機器類のモデルチェンジ等について 

設計の時点において設置を想定していた機器等が、モデルチェンジ等により納入時点で後継

機種に変わっている場合は、改めて協議のうえ機器を決定する。ただし、その性能は設計時点

のものと同等以上のものとする。 

（７）鍵、予備品等は、リストを添えて一括管理できるよう適宜ボックス等に収めて引き渡しする

こと。 

（８）受注者は、本業務の履行に当たり、第三者の施工する他の工事等が施工上密接に関連する場

合において、必要があるときは、その施工につき、発注者の意見を聞いて調整を行うものとす

る。この場合において、発注者が調整のため受注者に指示するときは、発注者の指示に従い、

当該第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。 

（９）この仕様書に記載なき事項又は疑義が生じた場合は、検討資料を提示して市と協議するとと

もに、誠実に対応すること。 

（１０）この業務については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭

和３９年福井市条例第１２号)第２条の規定に該当するため、見積り合せにより適正と判断さ

れた場合は仮契約を締結するものとする。この場合においては、議会で可決されたときに限り、

当該仮契約を本契約とみなす。 

（１１）仮契約の締結後、議会の議決までの間に、仮契約の受注者又は一以上の構成員が「自然史

博物館分館展示物等設計製作業務プロポーザル実施要項 第３.参加資格」に掲げる条件を満

たさなくなった場合及び指名停止等の措置又は営業停止の処分を受けた場合は、市は、仮契約

を解除し、本契約を締結しないことができる。この場合において、市は、一切の損害賠償の責

めを負わない。 



ドームシアター工房の要求水準 

 

ドームシアター工房に設置する設備装置等については、次に掲げる水準を満たすものとする。 

 

１．ドームシアター工房の概要 

（１）半球状水平ドーム 

① スクリーンの傾斜角 ０度 

② 映像投影角  ３６０度 

③ 直径  ３メートル 

 

２．設置装置等の要求水準 

（１）ドームスクリーン 

スクリーンの継ぎ目がないもの、または継ぎ目が目立たないもので均質感のある表面とし、投

影装置性能を遺憾なく発揮できるものとすること。 

 

（２）ドームシアター工房投影装置 

（１）のドームスクリーンに適正な映像を投影できる投影装置１台と適正な音響装置１式を設

置すること。 

 

 （３）ドームシアター工房番組編集システム 

① 演出プログラムや映像素材を容易に制作するために、「ドームシアター施設の要求水準」の

（２）全天周デジタル投影装置と互換性のあるソフトウェアをインストールした、コンピュ

ータ１式を設置すること。 

② この番組編集システムで作成した番組を「ドームシアター施設の要求水準」の（２）の全

天周デジタル投影装置及び（７）の番組編集システムへ容易に装填できること。 

③ 映像制作及び編集用ソフトとして、アドビシステムズのフォトショップ、アフターエフェ

クト、プレミアを、プレゼンテーション用ソフトとしてマイクロソフトのパワーポイントの

最新版を含むこと。 

 

 （４）ドームシアター工房撮影装置 

① １台あたり１，６００×１，２００画素以上の解像度のカメラを複数台使用し、カラーで

全天周の１秒間に１５コマ以上の動画を一度に撮影できるカメラ、撮影した動画を編集でき

るソフトウェア及びカメラと（３）ドームシアター工房番組編集システムと接続のための周

辺機器類１式を導入すること。 

 また、このカメラの車載撮影用台座と屋外撮影で使用する制御用ポータブルコンピュータ１

式を併せて導入すること。 

② １，０００万画素以上のＡＰＳ－Ｃの撮影素子を搭載したデジタル１眼レフカメラにオー

トフォーカス機能が連動した魚眼レンズ（対角線上で画角１８０度の円周画像を撮影可能な

もの）を装備したもの１式を導入すること。 



 

（５）その他 

① 設備装置は保守性、メンテナンス性、経済性に優れていること。 

② 映像投影の際には、外部から光が入り込まないように暗室となること。 

③ 契約期間完了までにドームシアター工房の機器取扱いを担当する職員の研修期間を充分に

設け、万全の準備を行うこと。（研修の内容としては、機器の取扱いのほか、軽微な部品の交

換方法、トラブル時の対処方法等を含む。） 

 



ドームシアター施設の要求水準 

 

ドームシアター施設に設置する設備装置等については、次に掲げる水準を満たすものとする。 

 

１．ドームシアターの概要 

（１）半球状水平ドーム 

① スクリーンの傾斜角 ０度 

② 映像投影角  ３６０度 

③ 大きさ  スクリーン裏側に設置する予定の機器等の寸法やメンテナンス性を考慮した上

で、最大限空間を有効に活用できる大きさとすること。 

④ 座席数  一般席１５０席以上、車椅子席（スペース）３席以上とすること。 

⑤ 座席の配置  １方向配列とし、シアター後部の座席が若干高くなる車椅子が移動可能な

スロープ構造とする。 

 

２．設置装置等の要求水準 

（１）ドームスクリーン 

経年変化によっても、スクリーンの継ぎ目や吸音孔のないもの又は継ぎ目や吸音孔が目立たな

いスクリーンを採用する等、投影装置性能を遺憾なく発揮できるものとすること。 

 

（２）全天周デジタル投影装置 

① デジタルプラネタリウム機能を有し、利用者の視点を擬似的に移動して、地球上以外の任

意の点から恒星や銀河を観察することができるとともに、天体の３次元データを持ち、太陽

系や銀河系等の飛行シミュレーションも図れるソフトウェア（データベース）を稼働できる

こと。また、ソフトウェア及び必要なデータの更新は、随時可能であること。 

② 投影機器は１台当たり画素数４，０００×２，０００ピクセル以上のものを使用し、投影

機器を複数台使用することにより、画素数７，０００×７，０００ピクセル以上の高精細な

デジタル映像を投影できること。なお、各投影機器から投影される画像の明るさが均一で、

分割部分の継ぎ目が目立たないものとすること。 

③ 地球上や宇宙空間の任意の場所から任意の日時（紀元前１０万年～西暦１０万年）の星空

や太陽系、各惑星の動きを正確に投影できること。 

④ 恒星や惑星の固有の色の再現、自転による満ち欠けを再現できること。また、恒星のまた

たきの再現ができること。 

⑤ ８８星座の星座絵、星座線、各種座標系、星空軌跡等を投影できること。 

⑥ 太陽系惑星やＭ天体、星団、星雲、銀河等の撮像画像を拡大して投影できること。 

⑦ 散在流星や流星群を投影できること。 

⑧ マニュアル投影や講演会等でパワーポイント等のプレゼンテーションソフトや種々の画像、

映像、文字情報等を簡単に投影できること。 

⑨ 天文現象や天体の説明に使用できるコンピュータ・グラフィックス（ＣＧ）などの映像を

標準コンテンツとして含むこと。（例：探査機や観測衛星の運行データ（軌跡）と動画及び静



止画、日食・月食、土星の環、変光星、超新星爆発、系外惑星、ブラックホールなど） 

⑩ 動画の再現に関しては、コマ落ちがなく１秒間に３０コマ以上の動画を滑らかに再現でき

ること。 

⑪ インターネット回線を使用し天体等のライブ映像を取り込み、投影できること。 

⑫ 各種デジタル映像のインストールについては、投影を担当する職員（以下「担当者」とい

う。）が、専門的な知識を有しなくても容易に行えるものとする。また、インストールした映

像は、任意の天球上に随時表現できるようにすること。 

⑬ 番組やデータを保存し、担当者が容易に出し入れすることが可能な記憶容量が１０テラバ

イト以上のサーバーを設置すること。また、サーバー又は記憶装置を冗長化するなどの番組

やデータの消失防止対策を施すこと。これらのサーバーを安定して稼動させるための設置ス

ペースと設備を設けること。 

 

（３）音響装置 

① 明瞭な音声、迫力ある効果音を実現させるとともに、デジタル・オーディオ機器に対応し

たものとする。 

② ５．１チャンネル以上のデジタル・サラウンド・システムにより、立体感と臨場感が高い

クリアな音質が得られること。また、音像移動等の演出が明確に再現できること。 

③ 無線タイピンマイク２系統、無線ヘッドセット２系統、有線ヘッドセット１系列及び無線

ハンドマイク２系統のマイクの同時使用を可能とすること。 

④ 音声ミキサーは、プラネタリウムのみならず他の用途でも使用するために、あらかじめ設

定した任意のモードに、１回の操作で切替えができること。多目的利用を想定してチャンネ

ル数には余裕を持たせること。 

⑤ 聴力弱者のために聴力補助設備を導入すること。 

⑥ ドーム構造に配慮した音響設計に基づき、音響効果を最大限発揮できるシステムを選定す

ること。 

 

（４）照明装置 

① ＬＥＤ電球を使用する等の省エネルギーに優れた設備であること。 

② 全ての照明設備は、操作卓からの調光、色の制御が可能であること。 

③ 演出用照明の制御は、演出の効果向上のため、投影機との連動制御および独立制御が可能

であること。 

④ 演出用照明は、見切り線から照射することでスクリーンの奥行き感を演出できる照明配置

とすること。 

⑤ 照明器具については、適宜交換、増設ができること。増設を考慮し、コンセント数及び照

明コントローラーのチャンネル数には余裕を持たせること。 

 

（５）制御装置 

① （２）の「デジタル投影装置」、（３）の「音響設備」及び（４）の「照明装置」とその周

辺機器を安定的かつ確実に制御すること。 



② 操作性が高く、使いやすい制御卓とすること。 

③ 調光については、オン/オフだけでなくフェーダーを有すること。 

④ 操作卓での操作に加え、主要な機能については、ワイヤレスリモコン等による操作ができ

ること。これにより操作卓を離れ、各種の演出や展開が可能なものとすること。 

 

（６）座席 

① リクライニングシートとすること。リクライニングの角度は天頂を見やすい角度とし、機

能については発注者と協議すること。 

② 人体や衣服、手荷物等の挟み込みを防止するなど、安全に配慮した構造とすること。 

③ 車椅子用の観覧スペースを３人分以上設けることとし、安全かつ投影に支障が出ない所に

観覧場所を設け、付き添い介助者の席をその付近に設けること。また車椅子利用者が映像を

見やすい工夫をし、車椅子での観覧者が健常者と同じように楽しめるような工夫を施すこと。 

 

（７）番組編集システム 

① 演出プログラムや映像素材を容易に制作するために（２）全天周デジタル投影装置と互換

性のあるソフトウェアをインストールしたコンピュータ２式を番組編集室に設置すること。 

② この番組編集システムで作成した番組を（２）の全天周デジタル投影装置へ容易に装填で

きること。 

③ ドームマスター形式のデータの生成及び投影用の各種動画素材が編集可能なソフトウェア

として、ドームマスター分割用ソフト、映像制作及び編集用ソフトとして、アドビシステム

ズのフォトショップ、アフターエフェクト、プレミアを、プレゼンテーション用ソフトとし

てマイクロソフトのパワーポイントの最新版を含むこと。 

 

（８）その他 

① 設備装置は、保守性、メンテナンス性、経済性に優れていること。 

② （７）の「番組編集システム」を活用して、他の施設のコンテンツ（番組等）の装填用作

業をすることに制約のないシステムとすること。また、本市が作成するオリジナル番組を他

の施設に配給するなど、このシステムを活用して、担当者によるコンテンツの加工業務を行

うことも可能とすること。 

③ 契約期間完了までに担当者の研修期間を充分に設け、万全の準備を行うこと。（研修の内容

としては、番組編集、機器の取扱いのほか、軽微な部品の交換方法、トラブル時の対処方法

等を含む。） 

④ 通常の投影以外のイベントとプラネタリウム補助投影の兼用を目的とした、汎用プロジェ

クター及び制御システムを別に設置すること。（プレゼンテーションソフトの出力、インター

ネットからのサイト閲覧等に使用する。） 

 


