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勝央町キャッシュレス決済対応セミセルフレジシステム等導入業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 公金等収納時における接触機会の低減を図るとともに、多様な支払方法の提供による

町民の利便性の向上等を図ることを目的として、出納室ほか役場窓口へのキャッシュレ

ス決済対応セミセルフレジシステム等の導入を行う事業者を公募型プロポーザルによ

り選考するにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

勝央町キャッシュレス決済対応セミセルフレジシステム等導入業務委託 

（２）委託事業者選定方法 

公募型プロポーザル方式 

（３）業務内容 

別紙「勝央町キャッシュレス決済対応セミセルフレジシステム等導入業務委託仕様

書」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（４）履行期間 

契約締結日から令和 4年 11月 30日(水)まで。 

（５）委託金額 

本業務の事業費限度額は 2,300,000 円(消費税額及び地方消費税額を含む)とする。 

※導入後 1年間の保守費用等は上記費用に含めるものとする。 

※仕様書 5（1）に記載する指定代理納付業務に係る費用は除く。 

※仕様書 5（3）に記載するキャッシュレス決済端末導入業務に係る費用は除く。 

（６）支払い条件 

業務完了確認後の一括払いとする。 

 

３ 担当部署 

勝央町総務部（担当：佐々木貢顕・三好和広） 

所在地：〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田 201番地 

電話：0868-38-3111（内線 112） 

メールアドレス：soumu@town.shoo.okayama.jp 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加するためには、次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

（１）地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４第 1 項の規定に該当し

ない者及び同条第２項の規定に基づく勝央町の入札参加制限を受けていない者で

あること。 
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（２）勝央町建設工事等入札参加資格に係る指名停止等要領（令和 3 年 3 月告示第 29

号）に基づく指名停止又は指名留保を受けていないこと。 

（３）勝央町暴力団排除条例（平成 23 年 6 月条例第 8 号）第 2条第 1号、第 2号又は

第 3号に該当しないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ている者（更生手続開始の決定を受けた者を除く。）ではないこと。 

（５）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ている者（再生計画の認可の決定を受けた者を除く。）ではないこと。 

（６）法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（７）レジ機種(もしくはレジメーカー)が自治体での同様業務の受注実績があること。 

 

５ 選定スケジュール 

公募から事業者選定までのスケジュール(概要)は次のとおりとする。 

（１）参加申込期間（参加表明書提出期間） 

令和 4年 5 月 9日(月)～5 月 27 日(金)午後５時 

（２）提案書等の作成に係る質問の受付期間 

令和 4年 5 月 9日(月)～5 月 20 日(金)午後５時 

（３）提案書等提出期間 

令和 4年 6 月 6 日(月)～6 月 15日(水)午後５時 

（４）審査（プレゼンテーション（ヒアリング）） 

令和 4年 6 月 22 日(水)(予定) 

（５）最優秀提案者の選出・結果通知 

令和 4年 6 月 30日(木)(予定) 

 

６ 参加申込み・資格審査 

このプロポーザルに参加する場合は、参加申込みに必要な書類を提出すること。 

（１）参加申込期間（再掲） 

令和 4年 5 月 9日(月)～5 月 27 日(金)午後５時 

（２）提出書類 

 書類名 注意事項 

①  公募型プロポ

ーザル参加表

明書 

指定様式１ 

②  業務実績書 指定様式２ 

③  法人登記簿全

部事項証明書 

発行３か月以内のもの。複写物でも可 

④  納税証明書 発行３か月以内のもの。複写物でも可 
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・法人税並びに消費税及び地方消費税について 

・町民税若しくは法人町民税又は固定資産税について

（本町による課税がある場合に限る） 

⑤  決算書類 直近の事業年度のもの 

⑥  会社概要等が

分かる書類 

パンフレット等 

（３）提出方法 

持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は郵送（必着）にて総務部へ１部提出。 

（４）参加資格の審査等 

提出資料を基に参加資格の審査を行い、令和 4 年 6 月 3 日(金)までに参加資格の審

査結果について電子メールで通知（予定）する。 

参加資格を有すると確認できた事業者（以下「参加事業者」という。）は、提案書等

の提出及びプレゼンテーションに参加する。 

 

７ 質問の受付 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問票（様式３）を提出すること。 

（１）提案書等の作成に係る質問の受付期間（再掲） 

令和 4年 5 月 9日(月)～5 月 20 日(金)午後５時 

（２）提出方法 

質問票に必要事項を記入し、電子メールに添付して総務部へ提出する。 

※メール送信後、総務部に受信確認の電話をしてください。 

（３）質問への回答 

質問及びその回答の内容は、令和 4年 5月 23日（月）までに本町ホームページ上に

て公表。 

 

８ 提案書等の提出 

参加事業者は、以下のとおり選定に必要な書類を提出すること。 

（１）提案書等提出期間（再掲） 

令和 4年 6 月 6 日(月)～6 月 15日(水)午後５時 

（２）提出書類 

・ 提出部数は、正本１部（①～⑥を一式）、副本８部（②～⑤）とする。 

 書類名 注意事項 

① 公募型プロポー

ザル届出書兼誓

約書 

指定様式４ 

② 実施体制調書 指定様式５ 

③ 業務工程表 任意様式。機器等の調達・設置や運用開始に至るまでの
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想定スケジュールを記載すること 

④ 提案書 任意様式（A4、20 ページ以内） 

提案内容は、文章・表・図面・画像等により簡潔かつ明

瞭に記述してください 

⑤ 見積書（積算内

訳書含む） 

任意様式。（下記を分けて見積を出すこと。） 

① 事業費上限にかかる費用（イニシャルコスト） 

・キャッシュレス決済対応セミセルフレジシステム等

の機器・ソフトの導入に係る費用 

・レジシステムの機器保守・運用等に係る費用（導入後

1年間の保守費用等は導入費用に含めるものとする。） 

② ランニングコスト一式 

・1年間に必要なレジシステムの機器保守・運用等に係

る費用 

⑥ その他 提案する決済端末等の規格や性能が分かるカタログ等 

（提出書類作成に関する注意事項） 

日本工業規格による A4 版の規格、左綴じで作成してください。⑥について

は、サイズを問いません。 

（３）提案書の内容について 

作成にあたっては、別紙「仕様書」「審査基準」を参考にし、本業務の趣旨を理解し

た上で、次の項目について作成すること。 

 項目 概要 

ア POS レジシステ

ム・周辺機器 

 

（ア） 操作端末の POS アプリケーションの機能、デー

タの保持期間、集計機能、データエクスポート機能、レ

シートの表記方法等 

（イ）導入予定の POS システムにおける公金集計手段

の提案（CSV出力フォーマットの提示等） 

（ウ） POS システム、周辺機器の障害時の保守・サポ

ート体制、職員からの問い合わせ対応への体制 

（エ）導入後の運用経費は、見積書に明記すること 

イ 研修等 導入時における機器の操作研修や提供するマニュアル

等についてマニュアル例を用い記載すること 

ウ その他 本業務に対しての工夫、その他仕様書にない有用な提

案があれば記載すること 

 

9 審査（プレゼンテーション（ヒアリング）） 

次のとおりプレゼンテーションを実施すること。 

（１）プレゼンテーション実施日（再掲） 
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令和 4年 6 月 22 日(水)(予定) 

※実施日は変更になることがあります。その場合、参加事業者に別途連絡を行います。 

（２）プレゼンテーション会場等 

時間及び場所等の詳細については別途連絡する。 

（３）プレゼンテーション出席者 

本業務に係る担当者及び営業担当者の参加を含めた３名程度での出席とすること。

また、プレゼンテーションは、本業務を主に携わる者が行うこと。 

（４）プレゼンテーション審査内容 

提出した企画提案書の説明及び実機（POS システムを想定している）を用いたデモ

によるプレゼンテーション（提案書説明 15分・デモ 15分）、提出書類の内容等に関す

る質疑応答（30 分程度。質疑応答の内容により 30 分を超える場合もある）を行う。 

会場準備の関係上、デモ内容は事前に総務部と調整すること。プロジェクター、ス

クリーンは町が用意することから、その他説明に必要なものは、事業者が用意するこ

と。 

（５）その他 

プレゼンテーションは非公開とする。 

 

10 選定方法 

提案書等及びプレゼンテーションに基づき、キャッシュレス決済対応セミセルフレジ

システム事業者審査委員会（以下「委員会」という。）が次のとおり選定を行う。 

（１）契約予定事業者の選定 

各委員が選定基準により採点の上、最高得点者を最優秀提案者（契約予定事業者）

として決定し、次に高かった者を次点の事業者として決定する。最高得点者が複数の

場合は、委員会で協議の上、決定する。また、参加事業者が１者の場合も選定を行う。

ただし、評価点が満点の 60％に満たない場合は、事業者として選定しない。 

（２）選定における評価基準 

別紙「勝央町キャッシュレス決済対応セミセルフレジシステム等審査基準表」のと

おり。 

（３）その他 

委員会は非公開とする。 

 

11 結果の公表 

選定結果については、本町ホームページで公表するとともに、令和 4 年 6 月 30 日

(木)(予定)までに全ての参加事業者宛に郵送で通知する（予定）。 

 

12 契約締結等 

（１）最優秀提案者との契約は、選定された提案内容を基に、細部について町と協議し、

委託上限額内で詳細な業務内容及び契約金額を決定した上で行うものとする。なお、
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指定代理納付業務については、本受託者と協議の上、事業者を指定し、別途契約を締

結する。 

（２）契約保証金は、勝央町契約規則(令和 3年規則第 13号)第 35条の規定により契約

金額の 100分の 10以上の納付となる。ただし、勝央町契約規則第 37条の規定に該当

する場合は、契約保証金は免除する。 

 

13 参加事業者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）「４ 参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（２）見積額が事業費限度額を超えている場合 

（３）提出期限を過ぎて関係書類が提出された場合 

（４）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（５）プレゼンテーションに参加しなかった場合 

（６）選定の公平性を害する行為があった場合 

（７）各前号に定めるものほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、委員会が失

格であると認めた場合 

 

14 その他留意事項 

（１）手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）このプロポーザルに参加する費用は全て参加する事業者の負担とする。 

（３）提出書類の提出後の修正又は変更は認めない。 

（４）提出書類の著作権は参加する事業者に帰属する。ただし、本町がこのプロポーザ

ル結果の報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できる

ものとする。また、組織内で複写・配布を行う場合がある。 

（５）提出された書類は返却しない。 

（６）このプロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、勝央町情報公開条例（平

成 10年 3月条例第 3号）に基づき提出書類を公開することがある。 

（７）「６ 参加申込み」の後に、辞退する場合は「辞退届（様式６）」を提出するものと

する。 

（８）この実施要領に定めのない事項については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、勝央町財務規則（令和 3年規則第 12 

号）、勝央町契約規則(令和 3年規則第 13号)等関係法令の定めるところによる。 


