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千葉市動物公園入園等に係るオンラインチケットシステム導入業務仕様書 

 

１ 業務名称 

千葉市動物公園入園等に係るオンラインチケットシステム導入業務 

 

２ 履行期間 

令和４年１１月上旬頃から令和５年３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

本業務は、入園者の利便性向上を図るため、事前にオンラインにより入園券の購入やベビ

ーカーの予約を可能とし、入園時にスマートフォン端末等により QR コード等を提示する

ことで、チケットレスかつ待ち時間なく入園、若しくはベビーカーのレンタルが受けられる

ことを可能とするシステムを導入するものである。 

 

４ 委託業務の内容 

千葉市動物公園（以下、動物公園という。）の入園等におけるオンラインチケット販売に

係るシステム導入および販売業務とする。 

 

（１） ＱＲコード等情報の連携 

 

 本項目は本契約には含まれないが、将来的に連携が可能となるよう下記項目を満たすこ

と。実施時期については本市と協議の上、決定する。システム連携に係る費用は、本市の負

担とする。 

 

ア チケット収納・発券・管理・精算等の機能を持った「千葉市動物公園入園管理システ

ム」（以後「入園管理システム」）保守業者と仕様の調整及び連携を行い、オンライン

チケットの券面にＱＲコードを掲載すること。 

イ 「入園管理システム」の管理サーバと受託事業者が有するサーバを専用回線（ＩＰＶ

ＰＮ）にてダイレクト接続し、ＡＰＩ等で連携すること。※ 専用回線は、本市にて準

備する。または、ID・パスワード等を用いたログイン設定と複数のアカウントを作成

できる管理システムを準備すること。なお、アカウントごとに情報の閲覧権限の設定

を可能とし、セキュリティを担保すること。 

※ ＡＰＩ：外部アプリケーションの機能を共有するシステム。 

ウ 販売情報は「入園管理システム」に速やかに連携すること。 

エ 入場数は「入園管理システム」と 1 時間に 1 回以上連携し、システム内の入園者数概

況に反映すること。 
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（２）ハードウェアの条件 

  別途調達を行うハードウェアおよび設置場所、想定している機器の要件は下記のとお

り。ただし、「入園管理システム」用の機器（別紙）との共有が可能な場合、調達は必要

なくなるため必ず提案書に記載すること。 

ア オンラインチケットシステム管理用 PC 

   設置場所：動物公園西口ゲート事務室 

   台数：１台 

分類 区分 仕様 

本体 
筐体 デスクトップまたはノート型端末 

キーボード JIS 標準配列（英数・かな）であること。 

ディスプレイ 画面サイズ 11～14 インチ程度 

ソフトウェア 
基本 OS 

Windows10 Pro 相当 

・契約時点での最新のプログラムを適用すること。 

その他ソフトウェア Microsoft office word および excel が使用できること  

インターフェイス 使用環境 温度摂氏 5～35 度、湿度 20～80%RH 

その他 
CPU 

Intel Celeron 同等以上 

搭載 OS が支障なく動作するもの 

メモリ 4GB 以上 

ストレージ 64GB 以上 

セキュリティ 
ホワイトリスト型ウイルス対策ソフトを導入している

こと 

付属品 
・AC アダプタ 

・キーボード（デスクトップ型の場合） 

その他 

・PC ラック（デスクトップ型の場合） 

・停電対応用外付け汎用型 UPS(15 分相当) 

・セキュリティワイヤー 

 

イ QR コード読み取り機器 

   設置場所：動物公園正門、西口、北口（以下各ゲート）各事務室内 

台数：３台 

   ・QR コードによるチケット情報を読み取ることができる端末 

   ・OS は問わないが、最新版が問題なく動作すること 

   ・将来的に、入場者数のデータを「入園管理システム」に反映することができる端末 

   ・何らかの落下防止対策を取れること 
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（３）操作研修 

  受注者はオンラインチケットシステム稼働前に操作研修を実施すること。研修対象者

は入園料徴収を行う委託業者およびその監督員及び担当主査、管理職等約 20 名とし、新型

コロナウイルス感染拡大防止に配慮すること。 

  ア 研修に必要となる機器やデータ及び研修資料は受注者が必要部数準備することと

し、本契約に含めること。なお、研修会場は本市で用意する。 

  イ 受注者はそれぞれの業務フローに則したマニュアルを必要数(5 部程度)作成し納

品すること。Ａ４版ファイル、日本語、横書きを基本として簡易製本し、併せて、

電子データとして、Microsoft Word、Microsoft Excel 又は Microsoft PowerPoint

及び PDF の 2 種類の形式により提出すること。 

 

（４） オンラインチケットの販売 

ア オンラインチケット販売について 

 動物公園公式ウェブサイト（https://www.city.chiba.jp/zoo/）（以下公式ウェブサイ

ト）の入園券案内からのリンクにより、受託者が作成する動物公園専用のオンラインチ

ケット販売サイト（以下「オンラインチケット販売サイト」）において、動物公園のオ

ンラインチケットの販売を行うこと。なお、公式ウェブサイト内の案内及びリンク先へ

のバナー制作は本市による負担、リンク先の販売サイトの制作は受託者の負担により

実施すること。また、販売サイトの制作にあたっては、本市のチェックを受け、運用後

においても本市の指示に従い、受託者の負担において適宜修正を行うこと。 

イ チケット券種について 

(ⅰ) 多様なセット券の設定ができ、一つの決済で複数回の着券ができる機能を有す

ること（例：入園とベビーカーの貸出セット券を販売し、着券を分けて行うこと

ができる）。なお、子ども用など無料チケットの発券も行うこと。 

(ⅱ) 販売券種の増減および料金改正に対応すること。 

(ⅲ) 券種ごとに有効期間（最長３箇月間）を設定でき、その有効期限を掲載する 

こと。ただし有効期間は協議の上決定する。 

(ⅳ) 自社サイトのチケット情報の更新については、３営業日以内に対応すること。 

ウ 販売について 

(ⅰ) 商品販売画面に、購入時及び使用時における注意事項等を表示すること。 

(ⅱ) ＱＲコードはブラウザ表示すること。また、プリントアウトした状態でも利用

可能であること。 

(ⅲ) 本システムは国内向けの販路を想定する。 

(ⅳ) 期間、時間単位、曜日等による販売実績の集計を行うこと。年齢、性別及び居

住地等の販売データも得ることができる際は、提案書に記載すること。また、2

ヶ月に１度、販売実績及び購買層のデータの提出を本市に提出し、誘客について
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のミーティングを実施するほか、収集した基礎データを元に具体的な誘客案に

ついて実績をもとに提案できること。なお、提出データは、個人情報の特定がで

きないデータとすること。 

(ⅴ) チケットのキャンセル手続きが必要となる場合は、本市と調整し、対応するこ

と（台風等の自然災害による休園、無料公開等）。ただし、来園者都合のキャンセ

ルは認めないこととする販売方法を想定しています。 

（ⅵ）購入者からオンラインチケットに関する問い合わせを電話にて受け入れる体制

を置くこと。 

エ 購入者の支払方法について 

(ⅰ) 購入者のチケット購入に係る支払方法は、クレジットカード決済等によること。 

(ⅱ) 購入者がクレジットカード等による支払いを完了した際は、支払完了の旨を通

知すること。 

オ サポート体制について 

(ⅰ) 開園時間中に障害が発生した場合、電話対応によるサポート対応ができること。

開園時間は 9 時半から 16 時半、水曜日(祝日は開園)、12 月 29 日から 1 月 1 日

を除く期間とする。 

(ⅱ) 販売サイトにおける購入時の操作方法、操作中の不明点及びトラブルに対する 

対応は、受託事業者において行うこと。 

(ⅲ) 入園システム障害時など千葉市動物公園から販売停止を指示した際は、 

即座に販売を停止できるようにすること。 

 

（５）各種テスト 

  ア QR コード読取 

イ 着券テスト 

ウ 管理画面への反映確認など 

  エ 公式ウェブサイトとオンラインチケット販売サイトの連携 

 

（６） 売上金の収納 

ア 収納サイクルは、当月末締め、翌月中入金とすること。 

イ 売上金は、当月着券分を月ごとに入金することとする。 

ウ 売上金は、手数料を差し引きせずに収納することとする。 

エ 売上金は、入園料分とベビーカー分を分けて収納することとする。 

難しい場合、協議の上明細を分けるものとする。 

 

（７）手数料の精算 

前月分の販売実績を基に手数料を積算し、請求書（本市所定様式）を本市へ送付するこ
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と。なお、手数料の支払いに関する事項に関しては受注者と協議し契約を締結する。 

 

（８）その他 

オンラインチケット販売に係る入園料等の納付について、決済処理を行うクレジット

カード会社等を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項及び

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５７条の２の規定に基づく「指定納付

受託者」に委託することができる。受託事業者は、本市とクレジットカード会社等との調

整が速やかに進行するよう最大限の協力をすること。 

 

５ 作業スケジュール 

契約日から設置およびシステムの稼働が完了してから年度末までを契約期間とする。な

お、想定している導入スケジュールは次のとおり。 

 

作業内容 実施時期 

作業スケジュールの作成 契約締結後速やかに実施 

システム準備およびテスト 契約後から 11 月頃まで 

操作研修の実施 稼働テスト完了後、運用開始までの間 

システム運用開始 令和４年 12 月頃から随時 

 

6 提出物 

本契約にあたって作成する提出物について、提出期限までに本誌に提出し承認を得ること。 

区分 提出物 提出期限 

進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・プロジェクトの概要 

（目的・目標、範囲） 

 ・プロジェクト実施体制 

 ・スケジュール 

 ・品質管理（品質基準等） 

 ・リスク管理 

 ・課題管理 

 ・システム構成管理 

 ・情報セキュリティ対策 

（システム導入作業における 

情報漏えい対策等） 

契約締結後２週間以内 

会議等に必要な資料及び議事録 随時 

データ関連 

 

テスト実施計画書 本市と協議の上決定 

テスト結果報告書 
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研修資料 

マニュアル 

その他 来園者への説明用パネル 

（３ゲート分・ラミネート済） 

 

７ 情報セキュリティ要件・対策 

 

（１）権限設定 

   対象システムは、権限のない者による機密情報へのアクセスやデータの改ざんが行

われないよう必要なアクセス権限設定ができること。 

 

（２）情報セキュリティ対策 

  ア 本システムの設計、開発、運用、保守については「千葉市情報セキュリティポリシ

ー」を確実に遵守すること。なお、対策にあっては総務省が発行する「総務省 地

方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に記載さ

れる内容と同等以上の内容であること。 

  イ なりすましや管理者権限の不正取得などができないような措置を施すこと。 

  ウ 情報漏えい等の事故が発生した場合は取得したログをもとに、原因を調査し可能

な措置を施すこと。 

    エ オンラインチケット販売サイトは、千葉市のドメイン「chiba.jp」とは別のドメイ

ンを使用する場合、そのドメインが千葉市のものとは異なるものの確かに千葉市

が提供する Web サイトであることをオンラインチケット販売サイトに表示するこ

と 

  オ オンラインチケット販売サイトの使用を終了した後も、一定期間ドメインを管理

して不正利用されないようにすること 

カ ＱＲコード及び送信情報は暗号化を行うこと。 

キ 購入者の個人情報の取扱いについては、ＳＳＬ対応、プライバシーマークや 

ＩＳＭＳの取得等情報の適正な保護及び管理のための必要な措置を講じること。 

 

8 収納機関への収納について 

オンラインチケット売上金については本市の公金として扱うため、次のことを遵守す 

ること。 

 

（１）入園料等は、領収後、払込書によって翌月の末日までに本市が指定する収納機関に

払い込むこと。なお、入金に関する手数料は受託者の負担とする。 
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（２）受託事業者が決済処理を行うクレジットカード会社等から入園料等の払込みを受

けたときは、「収納金報告書」を作成し、千葉市へ提出すること。 

 

（３） 収納金出納簿を作成し、出納の状況を明らかにしておくこと。また、保存年限は

文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の４月１日から起算して５年とする。 

 

9 付加価値 

 

（１） クレジットカード決済機能は、PCI DSS 準拠であり、クレジットカード情報 

   の非保持化が実現されていること。また、クレジットカード決済情報の管理のため、

カード決済には、カード番号・有効期限・セキュリティコードの他、パスワードに

よる本人認証（３D セキュア）を実装すること。 

 

（２） 多言語対応していること。 

 

（３） 利用者の利便向上のため、受託者のウェブサイト等においてオンラインチケッ

トの販売を行うことができること。なお、販売の開始・拡大においては、逐次、

事務所に報告し許可を受けた上で実施すること。 

 

（４） 対応しているキャッシュレス決済方法が多岐にわたること。 

 

（５） システムおよび別途調達した機材の保守は契約に含んでいること。 

 

（６） 任意でのアンケート取得が可能など、千葉市動物公園の魅力向上に資する機能

を有していること。 

 

 

9 個人情報の保全及び保護に関する事項 

 

（１）個人情報の機密保持 

   受注者は「千葉市個人情報保護条例」等を遵守するとともに、システム機器設置場所

の立ち入り又はその他の条件により知り得た市の業務上の機密を漏洩してはならない。こ

れは、業務完了後も同様とする。 

 

（２）再委託の禁止又は制限 

  ア 個人情報の漏えいを防止するため、受注者は本受託業務を第三者に再委託しては
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ならない。ただし、当該業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、

あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容、業務執行場所を本市に書面で提出し、本市の

承認を得なければならない。 

  イ 受注者は再委託を受けた者に対してもこの仕様書を厳守させなければならない。 

 

（３）個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止 

  ア 受注者は、本業務に係る個人情報を本業務以外の用途に使用してはならない。 

  イ 受注者は、本業務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。 

 

（４）個人情報の取り扱い 

   受注者は、作業場所、個人情報等の保管場所、個人情報等の搬送方法について、あら

かじめ本市の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。 

 

（５）個人情報の複写及び複製の禁止 

  ア 受注者は、本業務に係る個人情報を本市の許可なく複写又は複製してはならない。 

  イ 受注者が本市の許可を受けて複写又は複製したときには、本受託業務の終了後、直

ちに複写又は複製した個人情報を消去し、再生又は再利用ができない状態にし、本

市に個人情報の消去に関する報告書を提出すること。 

 

10 その他 

 

（１）本市及び本市が受託する「入園管理システム」保守業者および機器調達業務受注業

者と十分調整のうえ、業務を行うこと。 

 

（２）本市の写真等の利用を希望する場合には、本市が有するデータを提供する。なお、

本データに係る著作権等は本市に帰属する。 

 

（３）本業務中、受注者は、関係法規、規則等諸法令を遵守することはもとより、発注者

と常に密接な連絡をとり業務を遂行するものとする。本仕様書に記載のない事項又は仕様

書に疑義が生じた場合は、本市と協議し、その決定に従うこと。 

 

（４）本業務中、受注者は、常に中立性を堅持するよう努め、業務の遂行にあたり、知り

得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

（５）受注者は、本調達を完了した時は、速やかに発注者に報告し、納入品について本仕

様書並びに関係法規、要綱等に基づき完了検査を受けるものとする。受注者の責に帰すべき
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理由による納入品の不良箇所等が発見された場合は、完了検査後においても、速やかに訂正

又は補足その他の処置をとらなければならない。 

 

（６）納入後１年間は保証期間とすること。また、問い合わせなど、電話、メールなどの

手段により適切に対応すること。機器・装置の故障が発生した場合、メーカーと連携し速や

かに対応すること。 

 

（７）支払い方法  毎月払い 


