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「キャッシュレス決済導入業務」に関する質疑応答集 

 

令和４年５月２５日 

小野市総務部ＩＣＴ推進課 

 

01.キャッシュレス機能要件一覧表 ８ ＰＯＳレジ 

 【質問】決済端末一体型（アプリ型）、タブレット型とありますが、それ

以外の形態のＰＯＳレジでのご提案でも問題御座いませんでしょうか？ 

【回答】既存窓口カウンターにキャッシュレス専用ＰＯＳレジ等を設置

するため、省スペースな機器が必要とされます。（別添１参照） 

このため、参加者が４社を超える場合の一次審査の方法は次のとおりと

しています。 

「ＰＯＳレジの形態ごとに、 

①決済端末一体型 → ②タブレット型 の順に、 

運用費用が低い社から参加資格を付与する。」 

このため、タブレット型以外の形態ですと、参加資格の付与順位形態が

③番目になります。ただし、この場合でもタブレット型と同レベルのコ

ンパクトさが要求されますので、ご留意ください。 

なお、一次審査については、審査実施要領の「１.選考方法（３）」に記載

しています。 

02.キャッシュレス機能要件一覧表 １２ ＰＯＳレジ 

 

 

【質問】ＰＯＳレジ集計データはクラウドサービスに長期保管されるこ

ととありますが、長期とはどの程度を想定されておりますでしょうか。 

【回答】前年度以前３年度分の保管を想定していますが、業務に支障が

ない範囲で、契約前に協議可能です。 

03.キャッシュレス決済端末等設置場所・台数一覧 

 【質問】自動釣札機は含まれなく自動釣銭機のみの認識で問題御座いま

せんでしょうか。 

【回答】一般的に「自動釣銭機」とは貨幣と紙幣の両方とも扱うものと

認識しており、今回は紙幣と貨幣の両方が扱える機器を導入いたします。

（貨幣部分と紙幣部分が別ユニットになっている機器があることは認識

しています。） 
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04.キャッシュレス決済端末等設置場所・台数一覧 

 【質問】自動釣銭機のみの運用の場合、紙幣の収納についてはどのよう

な運用を想定されておりますでしょうか。 

【回答】回答③のとおりです。 

 

05.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 ５.提案上限額 

 

 

【質問】上限額はＰＯＳレジ、自動釣銭機、決済端末、初期設定費の認識

で問題御座いませんでしょうか。 

【回答】記載のものだけではなく、その他導入に必要な経費がございま

したら、適切にお見積りください。 

 

06.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０.参加表明書・見積の提出（カ）費用見積 

 【質問】宛名は小野市副市長名でとありますが、ご氏名をお教えいただ

けますでしょうか。 

【回答】副市長の氏名は「藤井 大」です。なお、見積書の宛名は「小野

市副市長」だけでも構いません。 

 

07.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０.参加表明書・見積の提出（カ）費用見積 

 【質問】運用費用にはＰＯＳレジ、決済端末の保守費用は含まれません

でしょうか。 

【回答】機器の保守費用も含め、利用料・保守費用等の運用に必要な例

年費用は全てお見積りください。なお、実施要領の記載不足があったた

め、２０２２年５月２０日に小野市行政サイト上に修正公開しています。 

 

08.キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 ３.業務内容 （２）キャッシュレス決済端末の導入 

 【質問】「（ア）ＰＯＳレジと連動可能なキャッシュレス決済端末の導入」

の連動とは、訂正操作を行う際もＰＯＳレジとキャッシュレス決済端末

で連動が必要でしょうか。 

【回答】訂正・取消操作も連動していることが望ましいです。当該操作

の実装については評価いたしますので、提案をお願いします。 
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09.キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 ４.ＰＯＳレジ等調達の仕様等 （３）消耗品及びその数 

 【質問】 

レシート用ロール紙（１２か月分）とありますが、１台当たり何ロール

を想定されておりますでしょうか。感熱紙を想定しておりますため、１

２か月分を初期導入時に全数納品はお勧めいたしかねますが、手配や納

品のタイミングにつきましては、どのように想定されておりますでしょ

うか。 

【回答】 

ロール数については「別紙 03_歳入項目・件数・金額一覧」を元に算出し

てください。 

納品タイミングについてですが、当市で別業務に使用しているレシート

用ロール紙は２年以上経過しても問題なく使用できているため、このよ

うな仕様といたしました。 

納入いただくものにあわせたご提案をいただければ結構です。ただし、

その場合でも 2023年 3月末までに全数納品をお願いします。 

10.キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 ５.納付業務（４）不正使用への対応 

 【質問】「キャッシュレス決済の不正使用に対し、十分な防止策及び補償

制度を有すること」とありますが、十分なとはどの程度を想定されてお

りますでしょうか。 

【回答】 

（保証）クレジットカードについては全額保証を求めます。 

コード決済についてはシェアが高いブランドについては全額保証、その

他のブランドについては利用状況に合わせた保証を求めます。 

電子マネーについては、無記名式の場合は保証を求めませんが、記名式

の場合は紛失等報告時点の残高保証（シェアが高いブランドのポストペ

イ型は当市での少額な利用額程度を実費保証できる範囲の保証。）を求め

ます。 

（防止策）クレジットカードについては、当市での利用が基本的に少額

であること、カードの現物利用であることから「ＩＣチップ」「不正検知

システム」での対応を求めます。 

コード決済については「一般社団法人キャッシュレス推進協議会」が策

定した各種ガイドラインを遵守していること、新たな手法の不正利用に
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対し可及的速やかに対応することを求めます。 

電子マネーについてカード型は「ＩＣチップ」、スマホ搭載型は「生体認

証ができること」を求めます。 

11.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０.参加表明書・見積の提出（カ）費用見積 

 【質問】各窓口の優先のインターネット通信環境（LAN敷設含む）をご用

意いただけるとのことですが、各窓口の POS/決済端末専用のインターネ

ット回線（ルータ含む）を、市民課と税務課それぞれにご準備いただけ

ると理解して宜しいでしょうか。 

【回答】回線数は１つで、ハブ等で分岐されることを想定しています。 

12.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０.参加表明書・見積の提出（カ）費用見積 

 【質問】LANケーブルの敷設は、当該ルータ場所～機器設置場所（窓口カ

ウンタ付近）まで敷設対応いただけると理解して宜しいでしょうか。 

【回答】当方でカウンター付近まで敷設します。 

13.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０.参加表明書・見積の提出 

 【質問】決済サービス等の提供を行う協力会社にあたる場合、提出書類は

主たる提案事業者が一括して提出する認識で正しいでしょうか。また、協

力会社が提出を必要とする書類は、会社案内・登記事項全部証明書のみで、

見積書など残る書類については、関わる項目のみを主たる提案事業者が作

成する書類に記載するかたちで良いでしょうか。もしくは個別に作成を行

っても良いでしょうか。 

【回答】主たる提案事業者が一括して提出してください。なお、作成は提

案事業者が作成する書類に記載するかたちでも、個別に作成を行っていた

だくかたちのどちらでも結構です。 

14.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０.参加表明書・見積の提出 

 【質問】登記事項全部証明書については、現在・履歴ならびに原本・写し

での指定はありますでしょうか。また、「なお、 当市と協力会社との契約

時には協力会社が当市の物品・役務の提供等登録業者名簿に登録されてい

る必要があること」とございますが、業者登録の申請・完了はいつまでに

必要でしょうか。申請の方法もご教示下さい。 
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【回答】「履歴事項全部証明書（写し可）」をご提出ください。なお、ご契

約までに業者登録を完了していただく想定としております。また、申請方

法等は下記のＵＲＬを参照してください。 

 

（ページ名） 

【物品・役務の提供等】入札等参加資格審査申請のご案内 

（ＵＲＬ） 

https://www.city.ono.hyogo.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku/ 

nyusatsu/nyusatsu_todokede/5719.html 

 

15.キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 ５.納付業務 

 【質問】納付における振込明細について、取引 1件ごとに歳入項目・取扱

金額が判読できる必要はありますでしょうか。 

【回答】取引の明細は売上管理のクラウドサービスで確認することを想定

していますので、ご質問の内容までの明細は求めていません。 

ただし、取引１件ごとの歳入項目・取扱金額等がキャッシュレス決済側で

も確認できるのであれば、有効な機能と考え、評価します。 

16.キャッシュレス決済機能要件一覧表 No.１３ 

 【質問】管理画面から決済１件ごとの明細（手数料等の種類、支払種別、

決済ブランド、収納日等）の検索・閲覧は電子ジャーナルでもいいのでし

ょうか。 

【回答】レジ締め時の突合作業や各種集計作業に必要ですので、ＣＳＶ等

のデータのダウンロードが必要です。 

17.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 ７. 提案方法 

 【質問】キャッシュレスに関してはキャッシュレス事業者と直接契約とな

ってもよろしいでしょうか。 

【回答】提案書に「当市と協力会社との契約時には協力会社（キャッシュ

レス事業者）が当市の物品・役務の提供等登録業者名簿に登録されている

必要があることに留意すること。」と記載させていただいているとおり、

ＰＯＳレジ提案者が決済端末・決済サービスを提供できない場合は、協力

会社（キャッシュレス事業者）と直接契約いたします。 
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18.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 ７. 提案方法 

 【質問】売上管理はクラウドが必須でしょうか。オンプレは不可という認

識で宜しいでしょうか。 

【回答】実施要領「７. 提案方法」の項に記載させていただいているとお

り、「売上管理クラウドサービス」のご提案をお願いします。 

19.キャッシュレス決済機能要件一覧表 

 No.８ 

 【質問】ＰＯＳソフトはクラウドでしょうか。 

【回答】タブレット型についてはとくに記載しておりませんが、ＰＯＳア

プリでオーダーを受け、売上管理をクラウドで行うものが一般的な形態と

認識しています。とくに形態にこだわらずにご提案いただければ結構で

す。 

20.キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 ７. 提案方法 

 【質問】キャッシュレス事業者との契約は複数に分かれても大丈夫でしょ

うか。 

【回答】問題ございません。 

21.キャッシュレス決済機能要件一覧表 

 No.８ 

 【質問】ＰＯＳレジと決済端末は連動型ですが、一体型ではありませんが

宜しいでしょうか。 

【回答】タブレット型であれば、連動型が主流であると認識していますの

で、連動型のご提案で結構です。ただし、キャッシュレス専用レジについ

ては、ＰＯＳレジ、決済端末、周辺機器を含め省スペースであることが求

められます。 

22.キャッシュレス決済機能要件一覧表 

 No.１３ 

 【質問】キャッシュレスは種別ごとの売上把握は必要でしょうか。 

【回答】 

（ＰＯＳレジのクラウドサービス） 

決済手数料の会計処理に使用しますので、キャッシュレス種別ごとの売り

上げ把握が必要です。 
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（決済端末・決済サービス） 

とくに指定はしておりませんが、売上振込時に詳細な明細データの確認が

できるようであれば、評価します。 

23.歳入項目・件数・金額一覧 

 【質問】公金収納のバーコードの読み取り機能は必要でしょうか。 

【回答】証明書発行手数料等の現金収受をキャッシュレス化するもので

す。税・保険料・水道料金等の納付書による支払受付は今回導入するレジ

では行いませんので、納付書のバーコード読み取り機能は不要です。 

24. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 ８.参加資格 

 【質問】ＰＯＳレジ及び売上管理クラウドサービスの提供事業者に 

ついては、入札参加資格者名簿に登録されているもの・・・ 

と記載されているが名簿への登録は参加表明書の提出期限までに必要で

しょうか 

【回答】本プロポーザルは「ＰＯＳレジ及び売上管理クラウドサービス」

の提供を主としています。お手数ですが、参加表明書の提出期限までに入

札参加資格者名簿に登録が完了するようお手続きをお願いします。（申請

書類が当市に届いてから通常１週間以内に登録は完了します。） 

25. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 ８.参加資格 

 【質問】本プロポーザルはＰＯＳレジ及び売上管理クラウドサービスの提

供事業者が主(代表者)となり、決済サービス等の提供をおこなう事業者は

従(協力会社)として参加するように想定されていると思われますがいか

がでしょうか。 

また、決済サービス提供事業者が主となり参加することは可能でしょう

か。その場合でもＰＯＳレジ及び売上管理クラウドサービス提供事業者は

入札参加資格申請をおこなう必要がありますでしょうか。 

 

【回答】前段はお見込のとおりです。決済サービス提供事業者が主となり

参加することを妨げるものではございませんが、本プロポーザルは「ＰＯ

Ｓレジ及び売上管理クラウドサービス」の提供を主としていますので、お

手数ですが、ＰＯＳレジ及び売上管理クラウドサービス提供事業者は、参

加表明書の提出期限までに入札参加資格者名簿に登録が完了するようお

手続きをお願いします。 
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26. キャッシュレス決済機能要件一覧表 No.７ 

 【質問】提案する決済端末に適合し、動作保証されていること。と記載が

ありますが、「動作保証」とはどのような保証を想定されていますでしょ

うか。 

【回答】ＰＯＳレジ、決済端末に実装された連動機能が問題なく動くこと

を「動作保証」というと認識しています。 

27. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０．参加表明書・見積書の提出 （２）提出書類 

 【質問】（ウ）会社案内 7部とありますが、その他の書類については各 1

部の提出で問題ないでしょうか 。 

【回答】問題ございません。 

28. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０．参加表明書・見積書の提出 （２）提出書類 （カ）費用見積 

 【質問】決済端末提供会社とＰＯＳレジアプリ提供会社が個別の場合、費

用見積も別個作成して問題ないでしょうか。また、見積金額の税表記にご

指定は有りますでしょうか。 

【回答】別個作成で問題ございません。税標記に指定はございませんが「税

抜き額合計」「税率」「消費税額」「税抜き額合計と消費税額を合算したも

のをお見積り合計額」として記載をお願いします。 

29. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １１．提案書（ヒアリング資料）の提出 （４）提出方法 

 【質問】企画提案書及び見積書に関しては電子データと郵送のみでの提出

では難しいでしょうか。ＤＶＤでの提出が必須になりますでしょうか。 

【回答】ＤＶＤでの提出を必須とさせていただいております。お手数をお

掛けしたしますが、ご提出よろしくお願いいたします。 

 

30. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １３．契約 （１）契約の締結 

 【質問】一部業務を再委託する際、貴市に届出が必要な書面とは具体的に

どのようなものになりますか。 

【回答】指定の様式はありませんが、事業者からの「再委託承諾願（再委

託業務内容、再委託先を記載）」を受けて当市から「再委託承諾書」を発

行いたします。再委託承諾書については、事業者指定の様式で発行します。 
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31. キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 ４．ＰＯＳレジ等調達の仕様等 （３）消耗品及びその数 

 【質問】レシート用ロール１２か月分とありますが、貴市での消耗頻度が

分かり兼ねます為、弊社基準の算出個数で提示させて頂いて宜しいでしょ

うか。 

【回答】ロール数については「別紙 03_歳入項目・件数・金額一覧」を元

に貴社の基準で算出していただいて結構です。 

32. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０. 参加表明書・見積書の提出 （２）提出書類 

 （イ）会社概要及導入実績書 

 【質問】会社概要及導入実績書は協力会社様分も必要でしょうか。また、

会社概要はパンフレット等に記載の内容になるかと思いますが、そのよう

な内容で問題ないでしょうか。また、導入実績書は自治体様への導入実績

を記載させて頂く形で宜しいでしょうか。 

【回答】協力会社が決済端末及び決済サービスを提供する場合は、協力会

社の会社概要及導入実績書は不要です。ただし、協力会社がＰＯＳレジ及

びクラウドサービス提供事業者である場合には、ご提出をお願いします。 

導入実績書については、自治体への導入実績をご記載ください。 

 

33. キャッシュレス決済導入業務プロポーザル実施要領 

 １０. 参加表明書・見積書の提出 （２）提出書類 

 （ウ）会社案内（パンフレット） 

 【質問】会社案内（パンフレット）7部はデータ提出不可の場合、原本の

郵送のみでも問題ないでしょうか。 

【回答】スキャニング禁止でデータ化することができないのであれば、そ

の旨を送付案内等でご記載ください。とくに禁止されていないのであれば

スキャニング等でデータ化をお願いします。 

 

34. キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 ３．業務内容 （２）キャッシュレス決済端末の導入 （イ）セットアップ 

 【質問】キャシュレス端末の“セットアップ”というのは、“初期設定”

という認識で相違ございませんでしょうか。 

 

【回答】初期設定で相違ございません。 
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35. キャッシュレス決済導入業務仕様書 

４．ＰＯＳレジ等調達の仕様等 （３）消耗品及びその数 

 【質問】レシートロール紙（12 か月分）は、運用開始時に一括でご納品

が必要でしょうか。随時、発注頂きご納品という形でも差支えございま

せんでしょうか。 

【回答】随時購入、随時払いということであれば、初期導入費の中に 12

か月分のレシートロール代を含めてお見積りをお願いします。 

納品タイミングについてですが、当市で別業務に使用しているレシート用

ロール紙は２年以上経過しても問題なく使用できているため、このような

仕様といたしました。 

納入いただくものにあわせたご提案をいただければ結構です。ただし、そ

の場合でも 2023年 3月末までに全数納品をお願いします。 

ただし、月額費用にレシートロール紙等の消耗品費が含まれるのであれ

ば、随時納品でも構いません。 

36. キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 ５．納付事務 （３）手数料等売上の納付方法等 イ． 

 【質問】“決済手数料及び月額使用料については、(中略)受注者の請求に

より支払う”と記載がありますが、売上と相殺した金額での納付にてご

対応頂くことも可能か。 

【回答】仕様書に「この方法に対応できない場合は繰替え払い等の代替方

法を提案すること。」と記載させていただいているとおり、売上と相殺し

た金額での納付（繰替え払い）のご提案も可能です。 

37. キャッシュレス決済機能要件一覧表 No.１ 

 【質問】各決済ブランドの利用について、“必要な登録手続きを代行する

こと”と記載がありますが、どういったお手続きを想定されていますでし

ょうか。（最低限の御申込書等は頂戴する必要があるため） 

【回答】決済ブランドごとにサービスの利用を個別に、それぞれの窓口に

申し込むのではなく、決済サービス提供事業者に申込手続きをまとめてい

ただくことを想定しています。なお、取扱いブランドで別申込が必要なも

のがございましたら、提案書にご記載ください。 

38. 

 【質問】決済端末機・決済サービス提供する事業者が本プロポーザルにお

いて複数のＰＯＳレジ・クラウドサービスの協力会社として、参加し、ご

提案させて頂くことは可能でしょうか。 
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【回答】本プロポーザルは「ＰＯＳレジ及び売上管理クラウドサービス」

の提供する事業者を主たる提案事業者としています。このため、複数の主

たる提案事業者の協力会社として参加いただくことは可能です。 

 

【質疑応答集作成】 

〒675-1380 兵庫県小野市中島町 531 

小野市総務部ＩＣＴ推進課 

電話：0794-63-1000（代表） 

Mail：joho@city.ono.hyogo.jp 

 


