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質 疑 応 答 書 

事業名 広島平和記念資料館へのキャッシュレス決済導入等業務 

 

基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

全般 ・カード会社や決済代

行事業者が、ＰＯＳ機

能を提供するベンダ

ーとの共同提案を行

うことは可能でしょ

うか。 

・「広島平和記念資料館への

キャッシュレス決済導入

等業務公募型プロポーザ

ル手続開始の公示（以下

「公示」という。）」の「４ 

応募資格」が示すとおり、

本公募型プロポーザルで

は、共同提案は応募資格に

含まれていません。 

 ・また、逆にカード会社

や決済代行事業者が

フロントに立ってＰ

ＯＳ機能も含めて提

案を行うことは可能

でしょうか。 

・もし「フロントに立つ」と

いう表現が、「実質的な業

務の全ては一括して他社

に再委託する」又は「主た

る業務を他社に再委託す

る」という意味を含むとす

れば、それは認められませ

ん。 

・その他の意味の場合、公示

や「広島平和記念資料館へ

のキャッシュレス決済導

入等業務公募型プロポー

ザル応募説明書（以下「応

募説明書」という。）」や「広

島平和記念資料館へのキ

ャッシュレス決済導入等

業務に係る基本仕様書（以

下「基本仕様書」という。）」

等に記載している諸条件

を満たすとともに、関係法

令や本市契約規則等に抵

触しないのであれば、問題

ないと考えます。 

（様式１ 別紙） 
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基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

応募説明書 

８ プレゼンテーシ

ョン 

 ⑴ 実施日 

・プレゼンテーション

の実施日時は１１月

下旬との記載があり

ますが、どのタイミン

グで日時が決定され

ますか。 

・公示や応募説明書に記載の

企画提案書の提出期間後

に、応募件数を踏まえた上

で決定する予定です。 

基本仕様書 

３ 委託業務内容 

 ⑴ キャッシュレ

ス決済に対応し

た端末の提供・

設置 

・ＰＯＳレジ等（決済端

末機を除く。）の機器

代金(初期費用)の請

求者が受注者以外（再

委託先等）とすること

は可能でしょうか。 

・契約の相手方以外の者（再

委託先等）から本市に対し

て代金を請求することは

できません。 

・なお、基本仕様書４－⑵「調

達物品及びその数」に対応

するものとして企画提案

書にて提案された調達物

品について、予定価格が５

万円未満であるなど、広島

市契約規則第２４条第１

項ただし書の規定により、

１人からの見積書の徴取

によることができる場合

の基準に該当する場合は、

当該物品の提供元から本

市が直接調達することは

可能と考えられます。ただ

し、その金額も含めて総額

は公示３－⑶に示す上限

額を下回ることが必要で

す。 
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基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

４ キャッシュレス

決済端末 

 ⑴ 仕様等 

  ケ （略） 

・ＰＯＳ機能及び決済

端末の月額費用は無

償であることとなっ

ておりますが、決済メ

ニューごとに発生す

る決済サービス利用

料（月額）等は発注者

負担とすることは可

能でしょうか。 

（例：再委託先による

サービス利用料等） 

・具体的な企画提案内容（提

供されるサービス）が示さ

れていない中でのお答え

は差し控えたいと思いま

す。ただ、基本仕様書では、

端末及びＰＯＳ機能の使

用に当たり、月額使用料が

生じないことを条件とし

ています。 

・また、現段階では、決済手

数料を除く費用の合計額

が委託契約金額になると

想定しています。 

４ キャッシュレス

決済端末 

 ⑵ 調達物品及び

その数 

・基本仕様書４－⑵に

おける、端末等一式３

セットの記載につい

て、２セットは広島平

和記念資料館、１セッ

トは広島平和文化セ

ンターへの設置との

理解でよろしいでし

ょうか（理由：１セッ

トにて振込先を別々

にすることができな

いため。）。 

・基本仕様書６に記載のとお

り、３セットとも広島平和

記念資料館に設置するこ

とを想定しています。 

 ・ロール紙はＰＯＳレ

ジ及び端末機それぞ

れで使用いたします

が、いずれも消耗品で

あることから費用負

担ついては、貴市の負

担との認識でよろし

いでしょうか。また、

稼働後の消耗品であ

ることから、本件プロ

・ロール紙の購入・使用は想

定していません。 

・所定の料金を支払われた方

には、広島平和記念資料館

条例施行規則第３条第１

項に定める所定の観覧券

を交付します。 
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基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

ポーザル委託料の対

象外との認識でよろ

しいでしょうか。 

 ・現状、広島平和記念資

料館側ではタブレッ

ト端末や通信環境等

は保有していない認

識でよろしいでしょ

うか。 

・お見込みのとおりです。 

 ・また、タブレット端末

は見積もりの範囲内

に入れる前提として

いますが、当該端末は

広島平和記念資料館

にて手配をいただく

ことが可能との認識

でよろしいでしょう

か。 

・公示２に記載しているとお

り、本公募型プロポーザル

は、本市が、本業務にふさ

わしい事業者（契約の相手

方候補）を選定するために

行うものです。広島平和記

念資料館の指定管理者が、

本公募型プロポーザルに

係る端末の購入等の手配

をすることは想定してい

ません。 

９ セットアップ・

保守・研修の実施 

・ＰＯＳレジへのセッ

トアップとして、各種

売上項目や音声ガイ

ド種類の登録等が必

要となり、登録等初期

設定が必要となりま

すが、初期設定費用は

発注者負担との認識

でよろしいでしょう

か。 

 また、ＰＯＳレジの操

作研修等の費用につ

いて、発注者負担との

認識でよろしいでし

ょうか。 

・ＰＯＳ機能のセットアッ

プ・保守・研修を含めた業

務委託を想定しており、受

注者負担となります。 

・なお、基本仕様書２ページ

に記載のとおり、「必要に

応じて減免等に関する任

意の項目を運用開始後に

も追加できるような仕様

とすること」も条件となっ

ております。 
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基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

委託契約書（案） 

第３条 

 

・委託業務を行うため

に必要な経費につい

て、発注者が別に定め

たものについて発注

者が負担する。と記載

がありますが、どのよ

うな経費を想定され

ておりますか。 

また、プロポーザルの

提案においてはその

業務の有無並びにそ

の経費が未確定につ

き、プロポーザル委託

料の対象外であると

の認識でよろしいで

しょうか。 

・広島市委託契約約款（以下

「約款」という。）に関する

御質問として理解し、お答

えします。 

・この約款は、本市が委託契

約を締結する場合に用い

る標準的なものであり、本

公募型プロポーザルにつ

いては、今のところ約款第

３条ただし書きの適用を

想定している経費はあり

ません。 

同 

第４条２項 

・業務委託を行う場合、

貴市からの承諾を得

るには、「いつ」、「ど

のように」承諾を得れ

ばよいでしょうか。 

・約款に関する御質問として

理解し、お答えします。 

・この約款は、本市が委託契

約を締結する場合に用い

る標準的なものであり、約

款に基づく再委託に係る

手続きは、契約締結後に行

います。約款第４条第１項

等の規定により「あらかじ

め」、約款第１条第３項の

規定により「書面により」

承諾を行います。 

・なお、基本仕様書に定める

業務のうち、再委託を行う

ことでより効果的な提案

となる場合は、企画提案書

の該当部分に再委託を行

う相手方企業を記載する

ようお願いします。 

 


