
令和３年１０月１２日 
 

文 化 市 民 局 動 物 園 
担 当  総 務 課 

 

京都市動物園におけるクレジットカード，電子マネー及びＱＲコー

ド決済の取扱業務に係る機器調達・設置に関する公募型プロポーザ

ルに関する質問に対する回答 
 

質問１ 仕様書 P1 5.業務内容 

「集計システム構築業務及びインフラ設備整備業務」とあるが、プロポーザル

前に現地調査は可能でしょうか。 

回答 プロポーザル前に現地調査は可能です。事前に本市担当者に連絡のうえ来庁し

てください。 

質問２ 仕様書 P2 6.システム概要 (2) 

京都市セキュリティ対策基準に記載の CISO(最高情報セキュリティ責任者)は資

格がないといけませんか。 

回答 資格は不要です。京都市セキュリティ対策基準に記載の CISO(最高情報セキュ

リティ責任者)は，本市の組織体制についての記載であり，本業務受託業者に求

める体制についての記載ではありません。 

質問３ 仕様書 P2 7.調達機器及び仕様 (1)自動券売機 (ウ)発券仕様 

「券サイズ幅 57.5 ㎜×長さ 90 ㎜」とあるが、印刷済みロール紙の長さが 90 

㎜ということでしょうか。ミシン目は必要でしょうか。 

回答 券売機から発券された入園券の長さが 90mm ということです。また，発券済みの

入園券にミシン目は不要です。 

質問４ 仕様書 P2 7.調達機器及び仕様 (1)自動券売機 (エ)販売券種～ 

「販売券種は普通入園券とし、その他任意に設定可能なこと」とは、お客様側

で設定を変更するという意味でしょうか。 

回答 
販売券種の設定について，本業務受託業者のみ設定可能な仕様でも問題ありま

せん。 

質問５ 仕様書 P2 7.調達機器及び仕様 (1)自動券売機 (オ)多言語対応～ 

「多言語対応が可能であること」とは、具体的に何カ国語必要か。また、翻訳デ

ータを提供して頂けますか。 

回答 日本語，英語，中国語（簡体字/繁体字），韓国語を含む５言語以上必要です。ま

た，本市から翻訳データは提供いたしません。 



質問６ 仕様書 P2 7.調達機器及び仕様 (1)自動券売機 (カ)音声ガイダンス 

「音声ガイダンス機能を有すること」とは、具体的に何カ国語必要か。また、音

声データを提供して 頂けますか。 

回答 日本語，英語，中国語（簡体字/繁体字），韓国語を含む５言語以上必要です。ま

た，本市から音声データは提供いたしません。 

質問７ 仕様書 P3 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (ア)機器構成 ④自動釣銭機 

「紙幣 3 金種以上（1 万円、5 千円、千円）」とあるが、釣札は千円のみ、非還

流でも問題ないでしょうか。 

回答 問題ありません。ただし，プロポーザルでは釣札補充の手間等，機器の使いや

すさも含めて採点します。 

質問８ 仕様書 P3 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (ア)機器構成 ⑦チケット発

券プリンタ 

「128 ㎜以内の用紙幅に対応すること」との記載は、幅ではなく、長さの間違

いでしょうか。 

回答 仕様書 P3 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (ア)機器構成 ⑦チケット発

券プリンタ『128mm 以内の用紙幅に対応すること』の記載は誤りです。当記載は

無視してください。 

質問９ 仕様書 P3 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (ウ)使用金種～ 

「使用金種は自動券売機と同様とする」とあるが、④自動釣銭機の仕様と相違

がございます。 

回答 『仕様書 P3 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (ウ)使用金種』の記載は誤り

です。当記載は無視してください。 

質問１０ 仕様書 P3 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (ウ)発券仕様～ 

「発券仕様は自動券売機と同様とする」とあるが、券売機【幅 57.5mm ×長さ

90mm 】・窓口機チケットプリンタ【 128mm 以内の用紙幅に対応すること】とそ

れぞれの仕様と相違がございます。ご教示願います。 

回答 仕様書 P3 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (ア)機器構成 ⑦チケット発

券プリンタ『128mm 以内の用紙幅に対応すること』の記載は誤りです。当記載は

無視してください。 

質問１１ 仕様書 P4 7.調達機器及び仕様 (1)窓口機 (カ)データの蓄積～ 

「データの蓄積機能を備えており～」とあるが、何日間および何件蓄積する必

要がございますか。 

回答 窓口機のデータ蓄積期間と蓄積件数については定めていません。 

質問１２ 仕様書 P4 7.調達機器及び仕様 (2)窓口機 (サ)納品する～ 

「納品する機器 1 式の高さ等を～専用台を選定すること」とあるが、専用台の

具体的な寸法および材質 は業者に任せるという意味でしょうか。 

回答 本業務受託決定後，本市と打合わせの上，選定してください。 

質問１３ 仕様書 P6 8.情報セキュリティ要件 (4)バックアップの取得 (イ) 



「障害発生から目標復旧時間 3 時間以内」とあるが、弊社営業時間外の対応は

留守電での受付を行い、翌日以降の折り返しの連絡でも問題ないでしょうか。 

回答 問題ありません。 

質問１４ 仕様書 P7 11.保証 (1)納品検査後～ (イ)機器の修理～ 

「納品検査後５年間は～（券売機、窓口機、事務所機）通常使用で故障した場

合、無償保証とし～」とあるが、保守契約との違いをご教示願います。 

「修理に時間要する場合、代替機を用意すること」とあるが、どのような機器

でしょうか。 

回答 本業務委託契約とは別に保守委託契約を締結する予定です。 

無償保証の対象範囲は通常使用での自然故障とし，経年劣化への対応は含みま

せん。保守契約は定期的なメンテナンスや，経年劣化への対応を意味します。

なお，無償保証範囲については，本市と本業務受託業者で協議します。 

また，代替機は本業務で導入された機器と，同等の性能を有する機器とします。 

質問１５ 仕様書 P7 12.研修・サポート体制 (1)職員研修 

システムの設計書等の提出は必要でしょうか。 

必要であれば具体的な納品物をご教示願います。 

回答 システムの設計書については基本設計書（仕様書に記載された内容を実現する

ために，実装すべき機能，画面や帳票などの操作や入出力に関する事項，生成

及び保管されるデータの概要など，基礎的な事項をまとめたもの）と，詳細設

計書（基本設計書で定められた内容を実現するために，プログラムやシステム

としてそれをどう実現するかを具体的に定める。機能別の設計書や内部のプロ

グラムの仕様など，技術的な事項をまとめたもの）を提出願います。 

質問１６ 仕様書 P2 7.調達機器及び仕様 (1)自動券売機 (ア)キャッシュレス 

(2)窓口機 (イ)キャッシュレス 

納品時にすべてのキャッシュレス決済が使用できないといけませんか。 

各ブランド毎に申込完了までに掛かる期間が異なります。 

最短約 3.5 ヶ月程度掛かり、特に楽天 Pay はそれ以上となります。 

回答 本業務契約期間内（令和４年３月末まで）にすべてのキャッシュレス決済が使

用できるようにお願いします。 

質問１７ 募集要項 P4 機器の導入時期令和 4 年 2 月末を予定 

コロナ禍、半導体部品供給不足に伴い、一部部 品の調達が遅れております。 

導入時期の変更は可能でしょうか。例：令和 4 年 3 月末 

回答 導入時期の予定（令和４年２月末）から遅れても問題ありません。本業務契約

期間内（令和４年３月末まで）にすべての業務が完了するようにお願いします。 

質問１８ 7-(1)-(ｱ)-②で電子マネーの中に QUICPay が含まれますが、こちらはシステム

稼働開始時点で利用できなければならないという事でしょうか？ 

回答 本業務契約期間内（令和４年３月末まで）にすべてのキャッシュレス決済が使

用できるようにお願いします。 



質問１９ 7-(1)-(ｹ)で「背面による操作が可能であること」とありますが、これは筐体の

背面に保守用ドアが装備されているという理解でよろしいでしょうか？ 

回答 その通りです。 

質問２０ 7-(1)-(ｵ)で「多言語対応が可能」とありますが、英語以外で対応が必要な言語

は決まっておりますでしょうか？ 

回答 日本語，英語，中国語（簡体字/繁体字），韓国語を含む５言語以上必要です。 

質問２１ 8-(2)-(ｱ)で「SSL/TLS を利用」とありますが、これは全ての機器の間の全ての

通信が対象となりますでしょうか？ 

回答 その通りです。 

質問２２ 10-(4)で「VPN 環境整備は受注者側が行う」とありますが、VPN 構築用に新たに

引き込む回線の工事費及び通信費も見積もりに含むという事でしょうか？ 

回答 その通りです。 

質問２３ 募集要項 

４ 参加申込 について （３）参加申し込み エ 導入及び業務内容に関する提案

書に関して 

質問内容： 

キャッシュレス手数料のお見積は必要ないですか。 

回答 必要ありません。 

質問２４ 募集要項 

８ 面接 に関して 

質問内容： 

何名まで参加可能ですか。 

回答 定員は定めておりません。 

質問２５ 仕様書 

７．調達機器及び仕様（２）窓口機 に関して 

質問内容：パソコン本体とキャッシュレス端末は、連動が必要との認識で宜し

いですか。 

回答 仕様書においてパソコン本体とキャッシュレス端末の連動を必須事項にはして

おりません。ただし，プロポーザルでは発券までの手間等，機器の使いやすさ

も含めて採点します。 

質問２６ 仕様書 

１０．特記事項（３）に関して 

質問内容：正門及び東門のインターネット回線の現状について、それぞれに、 

インターネットが接続できる環境はございますか。 

回答 インターネットが接続できる環境はありません。 

質問２７ 仕様書 

１０．特記事項（３）に関して 



質問内容： 

上記質問４において、整備されていない場合、敷設工事が可能という前提でお

見積すれば宜しいですか。 

回答 その通りです。 

質問２８ 仕様書 

１０．特記事項（３）に関して 

質問内容：インターネット環境構築について、基本的に回線工事（回線終端装

置含む）と、ご利用で、契約者を別にすることができませんので、回線工事業者

（キャリア）とのご契約は京都市様で締結頂き、回線工事費は受注者で負担、

月額利用料等ランニング費は京都市様で負担する、との認識で宜しいですか。 

回答 その通りです。 

質問２９ 仕様書 

１０．特記事項（３）に関して 

質問内容：インターネット環境構築について、インターネット回線終端装置の

二次側（ルーター／ HUB などの LAN 設備および配線工事）は受注者準備とい

う認識で宜しいですか。インターネット回線（終端装置含む）の契約は、利用者

とプロバイダとの直接契約となり、受注者側での見積ができないため。 

回答 その通りです。 

質問３０ 仕様書 

１０．特記事項（４）に関して 

質問内容：正門と東門間で構内 LAN 又は通信線（光ケーブルなど）は通ってお

りますでしょうか。 

回答 通っていません。 

質問３１ 仕様書 

１０．特記事項（４）に関して 

VPN の環境設定は、正門と東門に VPN ルーターを設置し、インターネット回線

を経由して接続するイメージを想定されていますか。 

回答 その通りです。 

質問３２ その他 

質問内容：キャッシュレスの精算は、京都市様ご指定の口座に送金し、事後手

数料を請求する方式となるでしょうか。 

回答 その通りです。 

質問３３ その他 

質問内容：クレジットカードのブランドレギュレーションでは、２０２１年１

０月以降に新規設置する場合、 NFC 対応が必須であることから、今回対応する

ことで宜しいですか。 

回答 当該レギュレーションについて，本市は内容を把握しておりません 


