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令和３年度全国ロケーションデータベースの利用促進等のための調査 

仕様書 

 

１．事業名 

令和３年度全国ロケーションデータベースの利用促進等のための調査研究 

 

２．目的 

「全国ロケーションデータベース(以下：JL-DB)」では，全国各地域のフィルムコミッション（以下：

FC）が保有・蓄積しているロケーション情報をインターネット上に集約して検索性を高めることで，

日本国内における映画撮影の促進及び日本映画の創造活動の活性化を図ること，また，日本の魅力あ

るロケーションの発信を行うことを目的としている。 

本事業については，昨年度のシステム改修で利用者向けインターフェイスの変更や掲載情報の充実

化を行ったところ，令和 3 年度は主に登録者（各地域の FC）向けの機能開発・実装を行う。並行して

データベースに掲載する国内ロケ地情報及び撮影に関わる許認可関係の情報等を調査し更なる充実を

図るとともに，国内の撮影環境の改善に向け，FC 体制強化につながる研修の実施や地域間連携体制強

化の促進，FC の現状に係る調査業務を行うことで，より活用しやすい魅力的な唯一のデータベースに

するための調査研究を行う。 

 

３．事業の内容及び実施方法 

ア．業務実施上の留意点 

競争入札の対象となる令和３年度全国ロケーションデータベースの利用促進等のための調査研究

（以下「本業務」という）は，以下イ～オの業務から構成されている。事業者は業務の実施に当た

り，以下のことに注意すること。 

a) 本業務の実施に当たり，作業フロー及び総括責任者，事業担当者等の作業体制，役割分担等を

明確にし，文化庁に報告すること。 

b) 本業務の業務ごとの作業方針，スケジュール，各支援の予算配分を４月中に策定し，文化庁に

報告し，同意を得ること。 

c) 本業務における支援対象団体及び支援対象者からの問合せや苦情等に対する対応を適切に行

うこと。 

d) 事故等（例：第三者に損害が生じた場合，不測の事態により本業務の履行に影響を生じた場合

を含むがこれに限られない。）が発生した場合は，速やかに文化庁に報告し，指示を求めること。 

e) 他省庁や他団体との連携が必要な場合は，文化庁に報告し，同意を得ること。 

 

イ．JL-DB システム機能追加のための調査・実装，及びシステム運営保守・利用分析調査に関する業

務 

a) システム機能追加に向けた旧機能の見直しと新規機能の検討 

事業者は，登録者たる各地域の FC側の使い勝手を向上させることで JL-DB の利用促進を行う
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べく，現行システムの機能見直し，新システムに必要な機能や項目に関する調査を実施する。 

 

b) 新機能追加に関する業務 

事業者は，a)に基づき，新機能の設計，構築，切替作業を行う。その際は，添付の「全国ロ

ケーションデータベースの運用保守業務調達仕様書」（令和３年 月文化庁参事官（芸術文化担

当））に基づくこと。また，システム仕様書等，開発に伴う成果物を納品する。 

 

c）システムの運用保守業務及びサイト分析調査 

事業者は，添付の「全国ロケーションデータベースの運用保守業務調達仕様書」（令和３年 月

文化庁参事官（芸術文化担当））に基づき，契約期間内の JL-DB のシステム運用保守業務を行う。

また，サイト分析によってシステムの利用状況を調査し，より一層の利用促進に向けた取り組

みを実施する。 

 

ウ．JL-DB 登録データ充実のための調査等に関する業務 

a) JL-DB の利用促進に向けた FC に対する情報収集方法等の調査 

事業者は，国内のロケ地情報をより充実させ，利用を促進するため，情報収集方法やどのよ

うな項目を増やすべきかについて各 FCに調査すること。 

 

b)許認可手続きに関する最新情報の収集と共有方法 

事業者は，ロケ撮影に係る行政機関等への許認可手続き（道路使用・占有，ドローン撮影等）

に関する法令・通知を調査し，リスト化すること。また，リスト化した法令についての収集及

び JL-DB への掲載方法について利用者の観点から検討すること。 

 

エ．撮影環境改善のための FC 体制強化に係る調査及び検証 

a) FC 体制強化につながる研修の実施 

事業者は，各地の FC の体制強化につながるよう，過去の活動事例やロケ撮影に関する最新情

報等を記載したマニュアルを作成するほか，地域ブロック毎の研修会を開催し，各 FC と共有す

ること。 

 

b) FC の地域間連携体制強化の促進 

事業者は，各 FC の地域間連携体制強化の促進のため，海外対応等を広範囲で担当するエリア

マネージャーの設置をモデル事業的に実施し，エリア内外の連携や海外からのロケ誘致とその

対応に関し，効果の調査及び検証を行うこと。 

 

c)FC の現状に係る調査業務 

ロケ地情報を有する者の基礎情報として，各 FCの現状（数，組織体制，職員数，予算，初任

者の意識，過去の活動事例等）について調査するほか，各 FCの活動に関する情報を JL-DB に反
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映させること。 

 

オ．文化庁への報告及び JL-DB 機能強化に向けた提言等 

事業者は，上記イ～エの調査について随時文化庁へ報告すること。また，同調査結果を踏まえた

JL-DB 機能追加案を文化庁に示し，協議した上で，サンプルとして JL-DB の機能追加を行い，当該サ

イトを文化庁へ提示すること。 

 

４．実施期間（委託期間） 

  委託契約の契約期間は，契約日から令和４年３月３１日までとする。 

 

５．成果物の提出 

・報告書（紙媒体 ２０部，電子媒体 １部） 

・システム仕様書等，開発に伴う成果物（電子媒体 １部） 

※ 報告書には必要に応じて，理解しやすい図，表等も盛り込むこと。 

※ 電子媒体は，報告書作成の為に作成した全てのデータを章立てごと等に分類・整理して提出する

ものとする。 

 

６．成果物の納入期限 

令和４年３月３１日 

 

７．成果物の納入場所 

東京都千代田区霞が関３－２－２ 旧文部省庁舎５階 文化庁参事官（芸術文化担当）映画振興係 

 

８．検査 

発注者は，受注者が納入した納入品につき，仕様書記載事項が満足されていることを，発注者，受

注者双方の立会いのもので確認したことをもって検査とする。 

 
９．著作権，成果物等の取り扱い 

委託業務において文化庁に納入する著作物の著作権については，文化庁と協議の上その帰属を別途

定めるものとする。 

 
１０．守秘義務 

（１）受注者は，本調査業務の実施で知り得た非公開の情報を第三者に漏洩してはならない。 

（２）受注者は，本調査業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して，善良な管理者の注意義務を

もって管理し，本調査業務以外に使用しないこと。 
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１１．応札者に求める要求要件 

（１）要求要件の概要 

①本委託事業に係る応札者に求める要求要件は，「（２）要求要件の詳細」に示すとおりである。 

②要求要件は必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。 

③「＊」の附してある項目は必須の要求要件であり，最低限の要求要件を示しており，技術審査にお

いてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格として落札決定の対象からも除外され

る。 

④必須以外の要求要件は，満たしていれば望ましい要求要件であるが，満たしていなくても不合格と

ならない。 

⑤これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等は，「令和３年度全国

ロケーションデータベースの利用促進等のための調査技術審査委員会」において行う。なお，総合

評価落札方式に係る評価基準は別添の「令和３年度全国ロケーションデータベースの利用促進等の

ための調査 総合評価基準」に基づくものとする。 

 

（２）要求要件の詳細 

 １ 業務の実施方針 

1-1 内容の妥当性，独創性 

＊1-1-1 仕様書記載の業務内容について全て提案されていること。〔仕様書に示した内容以外

の独自の提案がされていればその内容に応じて加点する。〕 

＊1-1-2  偏った業務内容となっていないこと。 

1-2 方法の妥当性，独創性 

＊1-2-1  作業内容が妥当であること。〔作業方法に事業成果を高めるための工夫があればその

内容に応じて加点する。〕 

＊1-2-2  作業項目・手法が明確であること。 

1-3 計画の妥当性，効率性 

＊1-3-1  作業の日程・手順等に無理がなく目的に沿った実現性があること。〔作業の日程・手

順等が効率的であれば加点する。〕 

 

２ 組織の経験・能力 

2-1 組織の類似業務の経験 

＊2-1-1 過去にデータベースの運用等類似の業務を実施した実績があること。〔地域フィルム

コミッションの活動調査・連携や関連分野に係る業務の実績内容により加点する。〕 

2-2 組織の事業実施能力 

＊2-2-1 事業を遂行する人員が確保されていること。 

     2-2-2 幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。 

＊2-2-3 事業を実施する上で適切な財務基盤，経理能力を有していること。 

2-3 事業実施に当たってのバックアップ体制 
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2-3-1 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれていれば加点する。 

３ 業務従事予定者の経験・能力 

3-1 業務従事予定者の類似業務（データベースの運用等）の経験 

＊3-1-1 過去にデータベースの運用等類似の業務をした実績があること。〔業務従事予定者が

過去に行った地域フィルムコミッションの活動調査等類似の業務に従事した実績があれ

ば加点する。〕 

3-2 業務従事予定者の担当業務に関する専門知識・適格性 

＊3-2-1 業務で取り扱う内容に関する知識・知見を有していること。〔これらに関する人的ネ

ットワークを有していれば加点する。〕 

４ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

4-1 ワーク・ライフ・バランス等の取組 

4-1-1 以下のいずれかの認定等があること。〔ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する

認定内容等により加点する。〕 

○  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定

（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）を受けていること。又は，一般事

業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る） 

○  次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチ

ナ認定企業）を受けていること。 

○  青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定を受けている

こと。 

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については，相当する

各認定等に準じて加点する。 

 

１２．届出義務 

   受注者は，女性の職業生活における活躍の促進に関する法律に基づく認定など技術提案書に記載

した事項について，認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況となった場合には，速

やかに発注者へ届け出ること。 

 
１３．その他 

（１）報告書等の提出後に受託機関の責任による誤り等が判明した場合には，当庁の指定する日時ま

でに指示内容を提示修正するものとする。 

（２）提出した報告書等について即時説明のできる体制を整えること。 

（３）当事業のすべてを再委託することはできない。当該事業の一部を再委託する場合，再委託先と

の明確な責任と役割を示すことができ，適切に遂行できる企業等を選定していること。 

（４）仕様書に定めの無い事項がある場合，または疑義が生じた場合には，担当官の指示に従うこと。 

（５）予算執行上，全ての支出には領収書等の厳格な証明書が必要であり，支出額，支出内容が適切

かどうかも委託費支払に際し，厳格に審査され，これを満たさない場合は当該委託費の支払が行
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えないため，厳格な経理処理が必要であることを前提とし調査研究の受託可否を検討すること。 

また，契約書に定める期日までに報告書等の提出が必要となる。 

（６）本事業は令和３年度予算の成立を前提としており，予算の成立状況によっては変更する場合が

ある。 
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1. 調達の背景 
文化庁では、日本映画の創造活動を活性化させるとともに、海外に向けても日本を魅力ある

撮影場所として発信するため、各地のフィルムコミッション等が有するロケ候補地に関する

情報をインターネット上に集約し、国内外の人々がデータを閲覧・検索することを可能とす

る「全国ロケーションデータベース」（以下「システム」という。）の運営を行っている。 
本調達は、システムの運営に必要な運用保守業務を行うものである。 

2. 目的 
本サイトをセキュリティレベルの高いサーバ上で継続して保守・運用することを目的とする。 

3. 業務・ウェブサイトの概要 

3.1 全体構成 

 

 

 

運用環境（ソフトウェア構成） 

区分 ソフトウェア 

オペレーティングシステム Linux（Cent OS 7 または Redhat 

Linux7） 

WEB アプリケーション Apache 2.4.46 以降 

スクリプト言語 PHP 7.3.22 以降 

DB アプリケーション Mysql 8.0.21 以降 

メール配信アプリケーション Postfix 

ウイルス対策ソフトウェア Clamav 

SSL サーバ証明書 ※公開鍵の鍵長2048bit以上 

※いずれのソフトウェアも脆弱性が発見された場合に、それに対する対策が取られるものを

選定すること 
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運用環境(ハードウェア構成) 
サーバ等 数量 機能要件等 

Firewall 1 式 サービスに必要なポートへのアクセス以外を制限機能 

フラグメントパケット攻撃防御機能 

接続数上限設定機能 

1 日あたり 2 万ページビューに対応 

WEB サーバ 1 式 OS：Linux（Cent OS 7 または Redhat Linux7） 

CPU：性能要件を満たす処理能力 

メモリ：4GB 以上 

ディスク容量：80GB 以上 

DB サーバ 1 式 OS：Linux（Cent OS 7 または Redhat Linux7） 

CPU：性能要件を満たす処理能力 

メモリ：4GB 以上 

ディスク容量：80GB 以上 

 
本システム（現行）を構成するソフトウェア・ハードウェアの保守・運用管理を行うにあたり、

基本的な要求要件は次のとおりとする。 
・調達物品は信頼性を有する製品であること。 
・本システムの性能は現行システムにて構築しているサーバ構成と同等以上の性能を満たすこと。 
・現行システムが保有する機能、表示デザイン等のシステム要素及びデータを全て維持すること。 
・OS 以外のミドルソフトウェア及びそのバージョンは現行システムを踏襲すること。 

【運用保守業務内容】 
・レンタルサーバ（サーバ環境の新たな構築も含む）及びデータの保守運用管理 
・アクセス解析（月１回文化庁へ報告すること。） 
・定期的なコンテンツ更新（特集記事、トピックス等） 
（更新頻度は月あたり A4 換算２枚を１０回程度） 

・当該 JL-DB 利用促進等業務受託者への各種技術的情報の提供 
（月１〜２回程度の協議、議事録の作成等） 

4. 契約期間 
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

既存環境からのシステム移行を計画する場合は、移行作業を令和３年４月３０日までに終了

し、構築したロケーションデータベースシステムは令和３年５月１日を以て稼働を開始する

こと。 

5. 作業スケジュール 
作業月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
             

 

レンタルサーバ及びデータの保守運用管理、アクセス解析、 
定期的なコンテンツ更新、各種技術的情報の提供 

移行作業 
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6. 要求要件 

6.1 システム設計要件 

6.1.1 サーバ要件 

1) 機能要件 
(1) Ｗｅｂ／ＡＰサーバとデータベース（ＤＢ）サーバを分離した構成とし、インターネッ

トからの脅威に晒されるＷｅｂ／ＡＰサーバとデータベース（ＤＢ）のセグメント間

で、不適切な通信を拒否するようアクセス制御を行うこと。 

(2) ウェブサイトを設置、運用するサーバは本業務のみで使用する専用サーバとし、他のサ

イトの混在、共有はしないこと。（独立した仮想サーバであれば可とする。） 

(3) Web Application Firewall（WAF）を設置してウェブサイトへの攻撃に対する防御を行

い、WAF のシグネチャは随時速やかに更新を行うこと。（WAF を導入できない場合

は、導入時及び定期的にセキュリティ診断を行ったうえで、脆弱性の対策を行うこ

と。） 

(4) サーバのネットワーク疎通、ＣＰＵ使用率、メモリ使用率、ディスク使用率等、サーバ

の監視機能を付け、２４時間３６５日異常検知できるようにすること。ただし、異常

検知ふまえての対応については、平日の営業時間内のみとする。なお、障害発生時又

は重大なセキュリティインシデント発生時には速やかに復旧作業を実施すること。 

(5) ウェブサイトのシステムバックアップについては、７日間以上保存可能であること。 

(6) CGI 機能を用いるスクリプト等は必要最低限のものに限定し、CGI 機能を必要としない 

場合は設定で CGI 機能を使用不可とすること。 

(7) 改ざん検知機能及びウイルス対策ソフトウェアを導入すること 

(8) 本件業務に不要な機能、初期状態で用意されるサンプルのページ、プログラム等は削除

すること。 

(9) サーバ上で動作するソフトウェアは、全て導入時点で最新のものを利用し、既知の脆弱

性が解消された状態とすること。 

(10) ウェブサーバ上のウェブコンテンツに関して、作成や更新に必要な者以外に更新権限

を与えないようアカウントを厳格に管理するとともに、更新の際は、専用の端末を使

用して行い、ウェブサーバに接続する接続元の IP アドレスを必要最小限に制限する

こと。 

また、当該アカウントの識別コードや主体認証情報は、情報セキュリティを確保し 

た管理を行うこと。 
(11) ディレクトリインデックスの表示を禁止すること。 

また、公開を想定していないファイルをウェブ公開用ディレクトリに置かないこと。 
(12) 本システムの運用を終了する際には、サーバにおける電磁的記録媒体の全ての情報を

抹消すること。 

(13) 本件 Web サイトの全てのページについて、常時 SSL 化（https 化）の対応を行うこ

と。SSL/TLS 機能のために必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明

書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局（証明書発

行機関）により発行された電子証明書を用いること。 

(14) 暗号の利用に際しては、電子政府推奨暗号アルゴリズムを用いること。 
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2) セキュリティ要件 
(1) サーバ装置のセキュリティに影響がないか確認した結果、影響が認められた場合は、新

たな管理策を追加すること。 

(2) サーバにおけるアクセスログ等の証跡を保存し、文化庁からの要求があった場合は事業

者より提示すること。 

(3) サーバ環境において必要な脆（ぜい）弱性対策の実施し、文化庁の要求に応じて説明を

行うこと。 

(4) 本業務取り扱う全ての情報について、完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及

び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。 

(5) 文化庁が、自らの意思により、取り扱う情報を確実に回収、移行、及び抹消できるよ

う、システム設計及び運用設計を行うこと。 

(6) 機密性の高い情報を開示する場合は、文化庁において、当該情報を審査又は本業務以外

の目的で利用しないよう適切に取り扱うため、事業者は、当該情報に取扱制限を明記

するなどの措置を講じること。 

(7) 本 Web サイトを運用する全てのサーバには、ウイルス対策ソフトウェア（最新のバージ

ョン及びパターンファイル）を導入していること。 

(8) 係争の際には、国内法が適用されること。また、係争の際の所管裁判所は東京地方裁判

所とする。 

(9) 情報セキュリティを考慮したアプリケーションの開発手順、手法及び環境について定め

ること。 

(10) アプリケーションの運用開始後に想定されうるセキュリティリスクを考慮するととも

に、本アプリケーションで取り扱う情報の格付・取扱制限に応じて、必要なセキュリ

ティ機能を検討して資料館に提示して了承を得た上で、セキュリティ設計を行い設計

書に明記すること。 

(11) コーディングに当たっては、セキュアコーディングの手法を用いるとともに、コーデ

ィングに関する規定を整備すること。 

(12) ソースコードが不正に変更されることを防ぐために、以下の事項を含むソースコード

の管理を適切に行うこと。 

・ソースコードの変更管理 
・ソースコードの閲覧制限のためのアクセス制御 
・ソースコードの滅失、毀損等に備えたバックアップの取得 

(13) 情報セキュリティを考慮したアプリケーションの開発手順、手法及び環境について定

めること。 

(14) 開発工程において意図しない変更が行われないことを保証するため、管理が一貫した

品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認でき

ること。 

(15) 意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった場合に、追跡調査や立入検査等、

資料館と連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制

を書類等で確認できること。 

6.1.2 Web サイト保守・運用要件 

1) 機能要件 
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(1) ウェブサイト構築にあたっては、以下の最新版の資料を必要に応じて参照し、準拠した

ものであること。 

① 日本語版 Web サイトガイド（https://cio.go.jp/guides） 

② 英語版 Web サイトガイド（https://cio.go.jp/guides） 

③ 政策目的別 Web サイトガイド（https://cio.go.jp/guides） 

④ 子ども向け Web サイトガイド（https://cio.go.jp/guides） 

⑤ 安全な Web サイトの作り方（IPA） 

(2) ウェブサイト構築にあたって、取得するドメインについては、○○○.bunka.go.jp を

取得すること。また、ドメイン管理に関しては、内閣官房 IT 総合戦略室作成の最新

版のドメイン管理ガイドに準拠すること。 

① ドメイン管理ガイド（https://cio.go.jp/guides） 

2) セキュリティ要件 
(1) ウェブサイトと利用者端末の通信は TLS 等によって暗号化され、盗聴、情報窃取等の行

為を防止するようにすること。 

(2) ウェブサイトのシステムフォルダやシステムファイルに適切なパーミッションを設定す

るとともに、ディレクトリインデックスの表示を禁止する等、不正アクセスや非公開

情報の意図せぬ公開等を防止すること。 

(3) ソフトウェアバージョン情報等、攻撃者に利する不要な情報の公開や通知は、行わない

こと。 

(4) ＯＳやミドルウェア、アプリケーションのインストール時に標準で作成されるアカウン

トやテスト用アカウント等、不要なアカウントは削除すること。 

(5) 脆弱性が判明し、修正プログラムが提供されていないソフトウェアは採用しないこと。 

(6) 最新のバージョンを用いること。 

(7) システムの認証ログを取得すること。 

(8) システムの操作ログを取得すること。 

(9) Web サイトにおけるアクセスログを取得すること。 

(10) 管理運用環境へ接続する端末を限定し、IPアドレス等による接続制限をすること。 

(11) パスワードを用いた認証を行う場合は、複数の文字種を組み合わせつつ一定数以上の

文字数にする等、推測が困難な値を設定すること。 

(12) 不正プログラム対策ソフトを導入すること。 

(13) サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるな

どの機能が組み込まれることがないように開発すること。 

6.1.3 役務要件 

(1) アクセス管理 

本サイトでのアクセス状況を統計的に測定し、月に一度文化庁に報告する。アクセス状

況は下記項目とする。 
・ページビュー数 
・ページ別訪問数（国内、都道府県、海外の内訳を含む） 
・ユーザー環境（モバイル、PC） 
・アクセス数上位ページ 
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・ロケ地登録件数（※報告は３月末とする） 
(2) 保守に関する役務要件 

サーバの設定やデータ移行等サーバ保守に係る役務の全般を行うこと。サーバの監視、

バックアップ、修正バッチの適用、問合せ対応、障害時の対応など。 
 

6.2  成果物に関する要件 

6.2.1 納品成果物及び納品期限 

(1) 月次運用報告書（報告書には下記項目を記載すること）……毎月末 

・ページビュー数 
・ページ別訪問数（国内、都道府県、海外の内訳を含む） 
・ユーザー環境（モバイル、PC） 
・アクセス数上位ページ 
・ロケ地登録件数（※報告は３月末とする） 

(2) 作業体制図及び作業員名簿……契約締結後１週間以内 

(3) プロジェクト計画書……契約締結後１週間以内 

7. 作業実施体制・方法に関する事項 

7.1 作業実施体制 

受託者は本件業務の作業体制図及び作業員名簿を作成し以下の管理者を配置すること。（体制

に変更があれば、１か月前までに文化庁に知らせるとともに、速やかに新規体制について報告す

ること。） 
・プロジェクト管理者（機密情報の管理責任者を兼ねる。） 
・コンテンツ管理者 

7.2 作業要員に求める資格等の要件 

受託者は以下の要件を満たしていること。 
(1) プロジェクト管理者 

＜主な業務＞ 
 ・本プロジェクトの円滑な推進を行うとともに、システム維持・リスク管理（セキュリ 

ティ対策含む）を主たる業務とする。 
＜必要スキル＞ 
 ・情報処理の促進に関する法律（昭和 45 年 5 月 22 日法律第 90 号）に基づき実施され 

る情報処理技術者試験の資格もしくは、それと同等の資格を有していること。 
 ・文化庁職員と日本語で円滑なコミュニケーションがとれること。 
 ・プロジェクトマネジメントの経験・知識を有すること。 
(2) コンテンツ管理者 

＜主な業務＞ 
・事務局窓口業務及びサイト保守業務を主たる業務とする。 

＜必要スキル＞ 
 ・文化庁職員と日本語で円滑なコミュニケーションがとれること。 
 ・ウェブサイトの運用・保守等が円滑に行えること。 
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7.3 受託者に対する作業の実施に当たっての遵守事項 

7.3.1 情報セキュリティ確保のために参照すべき関連文書 

(1) 本件業務の遂行にあたっては、情報セキュリティの確保のために、以下の文書の最新版

を必要に応じて参照すること。 

① 「文化庁情報セキュリティポリシー」 

② 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成 30年度版）」※ 

※ 詳細については内閣官房セキュリティセンターホームページ

（https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html）を参照すること。 

 

7.3.2 機密保持及び情報セキュリティの取扱い 

(1) 受託者は、本件業務着手前に機密情報のアクセスする業務従事者の名簿及び当該作業者

全員分の機密保持誓約書を文化庁に提出すること。また、人事異動等により変更が生

じた際においても、速やかに変更事項を書面にて提出すること。 

(2) 受託者は、文化庁から開示された機密情報を機密として保持し、また文化庁の書面によ

る事前の承諾を得ることなく、業務従事者名簿に記載されていない第三者に機密情報

を開示、漏洩、公表してはならない。 

(3) 前項にかかわらず機密情報が、受託者により以下に該当する情報である旨を証明する通

知が書面によりなされ文化庁が当該通知の内容が適正であるものと判断した場合に

は、当該情報の機密保持義務を負わないものとする。 

① 開示後、受託者のせめによらず公知、公用となった情報 

② 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなしに受託者

が入手した情報 

③ 法令により開示することが義務付けられた情報 

(4) 受託者は、機密情報を機密として保持しておくために、施錠管理等適切な対策を施すな

ど合理的な安全保証の予防措置を取らなければならない。 

(5) 機密情報の目的外利用については、一切を禁止する。 

(6) 機密情報の引渡し及び受領については、日時、種類、受取人等を記録すること。なお、

機密情報を電子メールにて送受信する際は、パスワード等による漏洩防止対策を行う

こと。 

(7) 機密情報の複写については、原則禁止とする。ただし、事前に書面にて文化庁の許可を

得た場合については、この限りではない。 

(8) 受託者は、本件業務に係る情報セキュリティ事故やその予兆が確認された場合は、必ず

文化庁に報告すること。 

(9) 受託者は、受託者において情報セキュリティ事故が発生した場合は、必ず文化庁に報告

すること。 

(10) 受託者は、文化庁からの要求に応じて、本件業務の情報セキュリティが確保されてい

ることを確認できる資料を提供すること。 

(11) 受託者は、文化庁が本件業務の情報セキュリティが確保されていないことを理由に受

託者に対する改善を要求された場合は対応すること。 
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(12) 受託者は、文化庁の求めに応じて本件業務に関わる情報セキュリティ監査を受け入れ

ること。 

7.4 契約不適合責任 

・本業務における全ての納入成果物等について、受託者は契約不適合責任を負うものと

し、その責任期間は検収を行った日を起算日として一年間とする。ただし、この期間経過

後であっても、不具合が受託者の故意又は重大な過失に基づく場合は、その責任を負うも

のとする。 
・その契約不適合が文化庁の指示によって生じた場合を除き、受託者はその責任及び負

担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納入するものとする。な

お、修正方法等については、事前に文化庁の承認を得てから着手するとともに、修正結果

等についても文化庁の承認を受けること。 
・文化庁は、前各項の場合において、契約不適合の修正等に代えて当該契約不適合によ

り通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、契約不適

合を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。 

7.5 再委託に関する事項 

受託者は、本業務の実施に当たり、原則として受託者が自ら実施することとし、その 

全部を一括して又は主要な部分を再委託してはならない。なお、その一部についての再

委託を行う場合には、予め書面にて、再委託の相手方、再委託する業務の範囲、再委託

を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴取その他運営管理の

方法（以下、「再委託等」という。）について記載し、文化庁の承認を得ること。ま

た、再委託者の行為について、受託者が責任を負うものとする。 

7.6 知的財産権の帰属 

(1) 成果物に関する知的財産権は文化庁に帰属するものとする。 

(2) 成果物に既存著作物等が含まれる場合は受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の

負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 

7.7 損害賠償 

(1) 受託者が本件調達に基づく契約に違反して、文化庁及び関係機関が損害を被った場合に

は、文化庁は受託者に対して損害賠償を請求し、かつ、文化庁が適当と考える必要な

措置をとることを請求できる権利を有するものとする。 

7.8 検収 

(1) 以下の基準に基づき文化庁職員による検収を行う。検収の完了をもって上記 5.2.1 に記

載する納品物が納品されたものとする。 

7.9 その他 

(1) 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、ある

いは本仕様書に記載のない事項については、文化庁と協議し、両者協議の上で決定す

る。 

 



【別紙1】 サーバ構成 作成：文化庁参事官（芸術文化担当）

１.サーバ構成
１．１　仮想サーバ

本システムで構築する仮想サーバは、以下表のとおりです。

表.1　仮想サーバの構成
項番 サーバ等 数量 単位 仕様要件等

1 WEBサーバ 1 式
OS：Linux（Cent OS 7 あるいは Redhat Linux7）
CPU：性能要件を満たす処理能力、メモリ：8GB、ディスク容量：100GB

2 DBサーバ 1 式
OS：Linux（Cent OS 7 あるいは Redhat Linux7）
CPU：性能要件を満たす処理能力、メモリ：8GB、ディスク容量：100GB

１．２　その他システム
表.2　共有サーバの構成

項番 サーバ等 数量 単位 仕様要件等

1 Firewall 1 式

サービスに必要なポートへのアクセス以外を制限機能
フラグメントパケット攻撃防御機能
接続数上限設定機能
1 日あたり2 万ページビューに対応
送信元IPアドレス、送信元ポート番号、送信先IPアドレス、送信先ポート番号
で不要なパケット送受信を防止する。

2 WAF 1 式
SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングへの対策
シグネチャの随時速やかな更新

3 バックアップ 1 式
本システムのデータベースのデータやロケ候補地画像データをバックアップ
する



【別紙2】 現行ソフトウェア一覧 作成：文化庁参事官（芸術文化担当）

１.現行ソフトウェア一覧
現行稼働しているシステムにて使用されているソフトウェアについては、以下表のとおりです。

WWW DB

1 オペレーティングシステム Amazon Linux2 ○ ○

2 WEBアプリケーション Apache 2.4.46 ○ -

3 スクリプト言語 PHP 7.3.22 ○ -

4 DBアプリケーション Mysql 8.0.21 - ○

5 メール配信アプリケーション Postfix ○ ○

6 ウイルス対策ソフトウェア clamav ○ ○

7 SSLサーバ証明書 ※公開鍵の鍵長2048bit以上 ○ -

インストール対象機器
項番 区分 ソフトウェア



【別紙3】 全国ロケーションデータベース保守管理作業　運用作業項目と担当 作成：文化庁参事官
（芸術文化担当）

中項目 小項目 文化庁 本調達業者
1 ｳｨﾙｽﾜｸﾁﾝｿﾌﾄのﾊﾟﾀｰ

ﾝﾌｧｲﾙ取得
ﾊﾟﾀｰﾝﾌｧｲﾙ更新状況の確認 各サーバのパターンファイル更新状況を確認す

る。
1ヶ月に1度

○

2 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ後のｴﾝｼﾞﾝ入手 Trendmicroより提供されるﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ後のｴﾝ
ｼﾞﾝを入手する。 ○

3 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ作業 各ｻｰﾊﾞにﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟを実施する。 適宜（自動）
○

4 サーバ稼動管理 外部サーバにより自動監視を行う。 適宜（自動）

5 ディスク容量空き状況の確認 全ディスク容量の90%以上を使用している場
合、一時ファイルの削除等の対策を講じる。

1ヶ月に1度
○

6 リブート作業 リブート 再起動を行う（メンテナンス日を設定する必要
有）

必要に応じ
て ○

7 利用者データ管理 利用者データ管理 管理者、情報提供者、委託者の利用者データを
管理する。

1ヶ月に1度
△ ○

8 ＦＣ一覧管理 ＦＣ一覧修正 ＦＣ一覧の修正を行う。 随時 ○

9 マスタデータ変更 フリーメールドメインの登録を行う。 1ヶ月に1度
△ ○

10 動作確認 間違いなく修正したマスタデータが反映されて
いるか確認する。

項番21
変更後 ○

11 不要ファイル削除 不要ファイル削除 システム運用に不要なファイル（バックアップ
済みのログ）を削除する。

1ヶ月に1度
○

12 ｻｰﾊﾞの時刻補正 時刻同期サーバの時刻あわせ ntpd等の常駐プログラム（デーモン）を動作さ
せ時刻同期を行う。

1ヶ月に1度

○

13 文化庁HPを用いてｼｽﾃﾑ停止のｱﾅｳﾝｽを数日前よ
り行う。 ○

14 本ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞを用いてｼｽﾃﾑ停止のｱﾅｳﾝｽを数日前
より行う。

停止数日前
○

15 ｼｽﾃﾑ停止（本ｼｽﾃﾑ以外） 作業手順書及びﾁｪｯｸﾘｽﾄを元に、ｻｰﾊﾞ、LAN機器
等を停止する。 ○

16 ｼｽﾃﾑ再起動（本ｼｽﾃﾑ以外） 作業手順書及びﾁｪｯｸﾘｽﾄを元に、ｻｰﾊﾞ、LAN機器
等を再起動し、動作確認を実施。 ○

17 ﾊﾟｯﾁ情報の収集と分析 本システムに適用されているOS及びｿﾌﾄｳｴｱの
ﾊﾟｯﾁ情報を収集

ﾊﾟｯﾁ:随時
適用可否:
適宜 ○

18 ﾊﾟｯﾁ情報の適用 ﾊﾟｯﾁ情報を各ｻｰﾊﾞに適用する 随時
○

19 動作確認 システム動作確認を実施する。 １ヶ月に1
度

○

20 ﾊﾟｯﾁ情報の収集と分析 メーカーが公開しているﾊﾟｯﾁ情報を収集し、適
用可否を判断する。
※Webｻｰﾊﾞｿﾌﾄｳｪｱ（Apache)に関しては適用の実
績を見て判断する。

ﾊﾟｯﾁ:２週
間に１度
適用可否:
１ヶ月に1
度

○

21 ﾊﾟｯﾁ情報の適用 ﾊﾟｯﾁ情報を各ｻｰﾊﾞに適用する。 １ヶ月に1
度 ○

22 動作確認 システム動作確認を実施する。 １ヶ月に1
度 ○

バナー表示内容の修正 システム内に掲載中のバナー内容に修正を加え
る必要が生じた際、修正内容を協議の上対応す
る。

随時

○

動作確認 システム動作確認を実施する。 随時
○

25 システム利用停止
のアナウンス

システム利用停止のアナウンス 文化庁HPを用いてシステム利用ができない旨の
アナウンスを行う。 ○

26 障害復旧のアナウ
ンス

システム復旧のアナウンス 文化庁HPを用いてｼｽﾃﾑ起動の旨のアナウンスを
行う。 ○

27 システム復旧のアナウンス（本
システム原因の場合）

本ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞを用いてｼｽﾃﾑ起動のｱﾅｳﾝｽを数日間
行う。 ○

28 切り分け 障害発生原因の切
り分け

障害発生原因の切り分け 手順書により障害発生原因の切り分けを行う。
※ｿﾌﾄｳｪｱ開発業者とも適宜連携をとる。

△
(本ｼｽﾃﾑが原
因の場合)

29 ハードウェア部品
交換

ハードウェア部品交換 障害発生原因に該当する部品を交換する。
△

30 サーバやLAN機器の
定義情報等を回復

サーバやLAN機器の定義情報等
を回復

必要に応じてサーバやLAN機器の定義情報を回
復する。 △

31 システム再起動 システム再起動 システムを再起動する。
○

32 動作確認 動作確認 システムが正常に動作するかを確認する。
△ ○

33 ソフト障害回復 ログ等による原因
調査

ログ等による原因調査 ログを解析し、障害発生原因を調査する。
○

34 そ
の
他

データ提供 データ取得 データ取得 本番環境からのデータ取得依頼に対し対象デー
タの取得を実施する。

四半期に1
度 ○

※　○：担当、△：支援

・作業発生頻度は目安であり、緊急時は適宜対応する。

23 バナー表示修正

ｼｽﾃﾑ停止・再起動

障
害
系

システム障害発生
時の対応

ハード障害回復

ウィルス対策

項番
作業項目

作業概要

システム監視

運用

ｼｽﾃﾑ停止のｱﾅｳﾝｽ保守

OSﾊﾟｯﾁ適用

ｿﾌﾄｳｪｱﾒｰｶﾊﾟｯﾁ適用

担当
大項目

ｳｨﾙｽﾜｸﾁﾝｿﾌﾄのｴﾝｼﾞ
ﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ

システム監視

作業発生
頻度

マスタデータ変更



【別紙４】 データベース保守管理作業　運用作業項目と担当 作成：文化庁参事官
（芸術文化担当）

1 データ提供

2 移行スケジュール等の調整

3 打ち合わせ参加

4 障害切り分け

5 不具合発生時の作業支援

6 システムに関する問合せ対応

No 現行業者の支援が必要と想定される作業


