
別添資料１ 

 

カテゴリー１の内容 

１ 高精細撮影を行うもの 

資料を所蔵している場所 撮影可否※ 資料分類 
撮影カット数

（想定） 

小田原市郷土文化館 

可 

考 古 102 

歴 史 204 

民 俗 2 

小計 308 

小田原市郷土文化館分館松永記念館 

可 

歴 史 37 

美 術 1,087 

小計 1,124 

小田原市尊徳記念館 

可 

歴 史 2,214 

美 術 39 

小計 2,253 

旧小田原衛生会館 

可 

考 古 6 

美 術 574 

小計 580 

小船文化財収蔵庫 不可 考 古 12 

文化財整理室 不可 考 古 18 

小田原市立中央図書館 可 歴 史 3,410 

小田原城天守閣 

可 

考 古 1 

歴 史 344 

小計 345 

合計 8,050 

※撮影場所の確保ができるかどうかを示している。 

 

２ ３Ｄ撮影を行うもの 

資料を所蔵している場所 撮影の可否 撮影点数 

小田原市郷土文化館 可 5 

小田原市立中央図書館 可 1 

小田原城天守閣 可 10 

合計 16 

 

３ 適切な方法でデジタル化するもの 

・ 郷土文化館研究報告全 58冊 

（B5サイズ、47冊、2,325頁、A4サイズ、11冊、452頁、頁カウント外の図版ページ有） 

・ 二宮尊徳生家（外観、内部） 

・ 二宮尊徳生家・屋根葺き替え工事 



・ 図書資料 約 18,000 冊（書誌データのみ） 

・ 写真プリント 約 6,000枚（郷土文化館分） 

・ 自然科学資料（魚類標本及び植物標本を除く） 約 200点 

・ その他、郷土文化館に所蔵する資料のうち、記録写真を撮影するものについては、本市

と受託者が協議のうえ、決定する。 

 

４ 目録を登録するもの 

 ６６，０００点（想定） 

一部を除き、原則としてエクセルデータで提供予定。 

 

５ 整理、目録整備及び適切な方法でデジタル化するもの 

・ 自然科学資料のうち植物標本（シダ類及び海藻） 約 6,100点 

・ 自然科学資料のうち魚類標本等 約 200点 

※ 魚類標本等については、本市が別に指定した者に従事させること。 

・ 図書資料のうち、未整理のもの 約 2,000冊 

 

６ コンテンツの内容 

コンテンツの内容 留意事項 

小田原の歴史と民俗 テキスト及び写真等のデータあり。 

小学校社会科副読本 

「わたしたちのおだわら」 

小田原市教育研究所のホームページに PDFフ

ァイルあり。 

中学校社会科副読本「郷土読本小田原」 小田原市教育研究所のホームページに PDFフ

ァイルあり。 

中学校理科副読本「小田原の自然」 小田原市教育研究所のホームページに PDFフ

ァイルあり。 

小田原市郷土文化館研究報告 全５８冊

の論文、記事ごとのテキスト化 

OCR 等での読み取り、図、写真等のスキャニ

ング、検索機能、追加機能を有すること。 

（仮称）小田原偉人データベース 小田原の偉人、紙データ約 650人分の新聞記

事等の切り抜きデータのデータベース化。 

検索機能、追加機能を有すること。 

（仮称）小田原歴史年表 小田原市史別編年表 B5 P10-461 までのデ

ータベース化。 

巻末索引 P469-519 までと同様の検索機能、

追加機能を有すること。 

小田原地方新聞記事目録 B5 P37-353までのデータベース化。 

検索機能、追加機能を有すること。 

（仮称）小田原文化財マップ 

 

東京都町田市が作成しているものを参考に

プラットフォームを作成し、まずは現在小田

原市地理情報システムに掲載しているデー

タを使用する。検索機能や追加機能を有する

こと。 



（仮称）小田原の古写真 

 

写真プリント、フィルムからのスキャンデー

タを紹介する。検索機能、追加機能を有する

こと。 

小田原現勢写真帖 アルバム及び掲載写真を紹介する。 

写真 50枚 

動画 二宮尊徳生家屋根葺き替え作業を４Ｋ動画

で撮影。 

ドローン動画 二宮尊徳生家 

高精細写真・３Ｄ画像 高精細写真や３Ｄ画像を見ることができる

コンテンツ。検索機能、追加機能を有するこ

と。 

子どもむけコンテンツ 歴史、民俗等の分野で、動画、アニメーショ

ンなどを用いて親しみやすい内容。 

「磯の生物の観察会」や「土器製作講座」の

内容。 

特別展・企画展 今後開催する、特別展、企画展等を紹介する

ページのプラットフォームの作成。 

職員ブログ 時宜にかなった情報を、迅速に発信すること

ができるシステムを構築。 

図書管理システム システムの公開非公開を選択できること。 

その他のコンテンツ その他の内容について、コンテンツを作成す

るプラットドームの作成すること。 

その他、受託者が提案する魅力的なコンテ

ンツ 

 

 

別添資料２  

 

カテゴリー２の内容 

１ カテゴリー２における業務の優先順位 

優 先

順位 

内容 数量等 所蔵課館 備考 

１ おだわらよいとこ 

35 ﾐﾘフィルム（画像） 

ｵｰﾌﾟﾝﾘｰﾙﾃｰﾌﾟ（音声） 

1,556 ｺﾏ 

63本 

中央図書館 写真データと音声を

合成する。 

２ 郷土の１６ミリ映画フィルム 69本 

1,682分 

中央図書館 公開のためのコンテ

ンツ作成を含む 

３ ガラス乾板 1,580枚 中央図書館 4×5サイズ 

４ 民俗芸能ＶＨＳビデオのデジ

タル化 

14本 

合計 7h14m 

文化財課  

５ 絵葉書・紙焼き写真 

（風景、肖像等） 

750枚 中央図書館 ハガキ、四ツ、4×5等 



 

別添資料３ 作業場所（想定） 

・小田原市郷土文化館本館 小田原市城内７番８号 

・小田原市郷土文化館分館松永記念館 小田原市板橋９４１番地の１ 

・小田原市郷土文化館蓮正寺収蔵庫 小田原市蓮正寺５９０番５先 

・小田原市尊徳記念館 小田原市栢山２０６５番地の１ 

・旧衛生会館（郷土文化館及び文化財課収蔵施設） 小田原市城内１番２２号 

・小田原市文化財整理室  小田原市扇町５丁目８番３１号 

・小田原市中央図書館 小田原市南鴨宮一丁目５番３０号 

・小田原文学館 小田原市南町二丁目３番４号 

・小田原城天守閣 小田原市城内６番１号 

・小田原三の丸ホール 小田原市本町一丁目７番５０号 

・その他、資料の形態等により、業務場所として適切であると市が認めた場所 

 

６ 写真フィルム 

（文化財調査） 

3,857 ｺﾏ 中央図書館 35 ﾐﾘ、ﾌﾞﾛｰﾆｰ、 

4×5 

７ 写真フィルム 

（全国中世文書） 

21,720 ｺﾏ 中央図書館 35 ﾐﾘ、ﾌﾞﾛｰﾆｰ 

８ 写真フィルム 約 1,000本 郷土文化館 35 ﾐﾘ 

９ 松永記念館ドローン撮影  松永記念館  

10 小田原城天守閣ドローン撮影  天守閣  

11 小田原文学館ドローン撮影  中央図書館  

12 小田原民俗芸能保存協会 後

継者育成発表会の映像記録（8

団体） 

会場：小田原三の丸ホール 

R4.11.13 

12:30 ～

16:30 

（ 公 演 時

間） 

文化財課 発表会、会場の外観、

周辺環境、各団体への

インタービューなど

で構成。４K機材で撮

影し、適切なメディア

で納品。 

13 マイクロリール（文書）、 

35 ﾐﾘ 

141リール 

73,320 ｺﾏ 

中央図書館 1リールあたり 520 ｺﾏ

で計算 

14 マイクロリール 

（新聞や文書）、35 ﾐﾘ 

525リール 

248,017 ｺﾏ 

中央図書館 1リールあたり 520 ｺﾏ

で計算 

15 埋蔵文化財発掘調査報告書ほ

かのデジタル化 

B5、76冊、5,911頁 

B4、5冊、422頁 

A4、158冊、19,286頁 

A1、3冊、18 頁 

A0、1冊、1 頁 

243冊 

25,638頁 

文化財課  

16 その他、受託者が提案する魅

力的なコンテンツ 

   



別添資料４ 統一フォーマット 

大

分

類 

考古 歴史 民俗 美術 文化人 

中

分

類 

地域名 資料群名称 資料群名称 資料群名称 資料群名称 

遺跡名称 分類 分類 分類 分類 

遺構名称 資料番号 資料番号 資料番号 資料番号 

分類 資料名称 資料名称 資料名称 資料名称 

資料番号 時代・年代 時代・年代 時代・年代 時代・年代 

資料名称 形態 形態 形態 形態 

時代・年代 材質 材質 材質 材質 

形態 員数 員数 員数 員数 

材質 寸法 寸法 寸法 寸法 

員数 差出者 使用者 制作者 制作者 

寸法 読取者 使用地 制作地 制作地 

製作地 指定 指定 指定 指定 

指定 収蔵年月日 収蔵年月日 収蔵年月日 収蔵年月日 

収蔵年月日 受入種別 受入種別 受入種別 受入種別 

受入種別 寄贈者名 寄贈者 寄贈者名 寄贈者名 

寄贈者名 連絡先 連絡先 連絡先 連絡先 

連絡先 担当所管 担当所管 担当所管 収蔵施設 

担当所管 収蔵施設 収蔵施設 収蔵施設 収蔵場所 

収蔵施設 収蔵場所 収蔵場所 収蔵場所 整理番号 

収蔵場所 整理番号 整理番号 整理番号 写真番号 

整理番号 写真番号 写真番号 写真番号 履歴 

写真番号 履歴 履歴 履歴 特記 

履歴 特記 特記 特記  

特記     

 

別添資料５ 請求記号ラベル及びバーコードの仕様 

 １ 請求記号ラベル 

（１） 数量 3,000 枚 

（２） 仕様 角丸ラベル、ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ、W22×D26mm 

（キハラ（株）製と同等品。） 

 ２ バーコードラベル 

（１） 数量 30,000枚 

（２） 仕様 

・番号  33000001-X～ ※ Xは、チェックデジット 

    ・桁数  9桁、うち末尾 1桁はチェックデジット 

    ・ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ  算式はモジュラス 10分割補数方式 

    ・サイズ 45mm（横）×25mm（縦） 



    ・館名刷色 白地にワインレッド文字 ※白抜きではない。 

    ・館名  小田原市郷土文化館 

    ・参考     （イラスト） 

 

 

 

 

 

 

別添資料６ パーソナルコンピュータにインストールするソフトウェア 

 

・ マイクロソフト社製 Ｗｏｒｄ及びＥｘｅｌ 最新版 

※ これらを含むパッケージソフトでも可 

・ アドビ社製 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ最新版及びＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ最新版 

※ これらを含むパッケージソフトでも可 

・ セキュリティソフト（製造会社は任意） 

 

 


