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香東川浄化センター自家消費型太陽光発電設備導入事業に係る公募型プロポー

ザル実施要領 

 

１ 目的 

 この要領は香東川浄化センターにおけるオンサイトＰＰＡ方式※による自家消費型太陽光

発電設備導入事業において、最も優れた事業者を選定するため、必要な事項を定めるもので

ある。 

 

 ※ ＰＰＡ（Power Purchase Agreement:電力購入契約）とは、発電事業者（ＰＰＡ事業者）

が施設に太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理した上で、施設側はその設備で発電し

た電気を購入する契約のこと。施設側は設備を所有しないため、初期費用の負担や設備の

維持管理をすることなく、再生可能エネルギーの電気を使用することができる。 

 

２ 事業の概要 

 (１) 事業名 

香東川浄化センター自家消費型太陽光発電設備導入事業 

(２) 事業内容 

「香東川浄化センター自家消費型太陽光発電設備導入事業仕様書」のとおり 

(３) 事業期間 

    契約締結日から、原則令和５年度中に設備を整備し、運転開始から２０年間の運転期

間とする。 

(４) 事業場所 

高松市香西本町７６２ 香東川浄化センター 

別紙１のとおり 

 (５) 上限単価 

  市は参加表明書等確認後、提案資格があると認めたものに対し、参加資格確認結果通

知書とともに通知する。 

 (６) 国補助事業 

   令和５年度概算要望（環境省、一部総務省・農林水産省・経済産業省連携事業）で示

されている「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうち、「ス

トレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」の活用を目指

し、申請等業務を行うものとする。 

  ただし、他の補助事業の活用が望ましい場合は、提案書において補助事業名を明記し、

その優位性について説明すること。 

  また、補助事業の活用をしない方が料金単価が安価となる場合は、提案書においてそ

の理由を説明すること。 

 

３ 参加資格等 

 (１) 事業者の構成 

  ア 応募者は、本事業を行う能力を有する単独企業又はグループ（複数の企業の共同体）
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とする。 

イ グループの場合、グループの構成員は他のグループの構成員にはなれない。また、単

独での参加もできない。 

ウ グループの場合は、代表となる法人を定め、法人ごとの役割分担を明確にすること。 

エ 参加表明書等の受付期間終了後、グループの構成員の変更及び追加は原則として認め

ない。 

 (２) 参加資格 

   次に掲げる要件をすべて満たしていることを条件とし、参加表明書の提出をもって下

記要件をすべて満たしていることを誓約したものとみなす。なお、グループの場合、ア、

イはグループ総体で要件を満たすこととし、ウ～クはすべての構成員が要件を満たして

いることを条件とする。 

ア 太陽光発電事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。 

イ 過去５年以内に、本事業と類似の契約実績を有すること。類似とは、ＰＰＡ事業（高

圧施設に設置する太陽光発電設備又は５０ｋＷｈ以上の野立ての太陽光発電設備によ

るもの）をいう。なお、実績は公共団体、民間かを問わない。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定に該

当する者でないこと。 

エ 本プロポーザルの公表の日から契約締結の日までの期間に、高松市指名停止等措置要

綱（平成２４年高松市告示第４０３号）による指名停止を受けていないこと。 

オ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始

の申立て（同法附則第３条に規定する申立てを含む。）、会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条に規定する

申立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による

再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

  カ 本プロポーザルへの参加表明書の提出の時点において、国及び市税の滞納がないこと。  

キ 銀行取引停止処分を受けていないこと。 

  ク 高松市発注建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱別表の規定に該当しない

こと。 
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４ スケジュール 

項  目 日  程 

実施要領の公表 令和５年１月１８日（水） 

参加表明に関する質問書の受付 令和５年１月１８日（水）～１月２４日（火） 

参加表明に関する質問書の回答 令和５年１月２５日（水） 

参加表明書等の提出 令和５年１月１８日（水）～１月３１日（火） 

参加資格確認結果の送付 令和５年２月３日（金） 

施設見学 令和５年２月７日（火）、８日（水）予定 

提案書の作成に関する質問書の受付 令和５年２月３日（金）～２月１４日（火） 

提案書の作成に関する質問書の回答 令和５年２月２０日（月） 

提案書の受付 令和５年２月３日（金）～３月７日（火） 

プレゼンテーション 令和５年３月１４日（火）、１５日（水）予定 

選定結果の通知 令和５年３月２２日（水） 

詳細協議 令和５年３月下旬から 

 

５ 書類の提出方法等 

(１) 書類の提出先（事務局） 

    高松市 都市整備局 下水道部 下水道施設課 

    〒７６１－８０１２ 香川県高松市香西本町７６２ 

    電 話：０８７－８４２－５４２１ 

    ＦＡＸ：０８７－８４２－５４２３ 

    E-mail：gesuisisetsu@city.takamatsu.lg.jp 

 (２) 公募要領等の配布方法 

    高松市ホームページ（https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/）からダウンロード

すること。 

    高松市ホームページ → 事業者の方へ → 入札・契約情報 → その他の課（募

集） → ２公募型プロポーザル（コンペ方式を含む） 

 

６ 参加表明に関する質問の受付及び回答 

 (１) 質問の受付 

  ア 応募者は、本プロポーザルの参加表明書の提出に関する質問は、簡潔にまとめ、様式

７の質問書を持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で事務局に提

出すること。 

なお、持参による場合は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び土曜

日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに提出する

こと。 

    また、持参以外の方法による場合は、平日（休日以外の日）の午前８時３０分から午

後５時１５分の間に、電話にて受付の確認を行うこと。 

  イ 電話による質問、質問書受付期間後の質問及び参加表明書の作成に関連がないと事務
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局が判断する事項についての質問は、受け付けない。 

 (２) 質問の受付期間 

    令和５年１月１８日（水）～１月２４日（火）午後５時１５分まで 

 (３) 質問に対する回答 

  ア 質問書受付後速やかに質問書提出者に回答する。また、令和５年１月２５日（水）ま

でに質問内容及び回答の全体をホームページに掲載することとし、掲載の期間は参加表

明書等の提出期限までとする。 

  イ 回答に対する問合せは、受け付けない。 

  ウ 回答の内容は、本要領等の内容の追加又は修正とみなす。 

 

７ 参加表明書等の提出 

 (１) 提出書類及び留意事項 

    本プロポーザルの参加希望者は、次の書類を各１部ずつ提出すること。グループの場

合、イ及びオ～クについては、構成員ごとに提出すること。 

  ア 様式１ 参加表明書 

  イ 様式２ 会社概要書 

  ウ 様式３ 共同企業体結成届 

  エ 様式４ 事業実績書及び類似事業（ＰＰＡ事業）の契約書又は協定書等の写し（要件

を満たしていることが確認できる部分） 

  オ 登記事項証明書（写し可） 

  カ 直近２ヶ年分の賃借対照表及び損益計算書 

  キ 国及び市税の滞納がないことを証明する書類（令和４年１０月１８日以降に発行され

たもの） 

  ク 様式５ 誓約書 

  ケ 様式６ 施設見学希望調査届 

 (２) 提出部数 

    各１部 

(３) 提出期間及び方法 

  ア 提出期間 

    令和５年１月１８日（水）～１月３１日（火）午後５時１５分まで（必着） 

  イ 提出方法 

    提出書類を事務局へ持参又は郵送すること。 

   (ア) 持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出すること。 

   (イ) 郵送する場合は、簡易書留又は一般書留により、最終日の受付時間内必着で郵送

すること。 

 

８ 参加辞退書の提出 

  参加表明後に辞退する場合は、次の項目を記載した参加辞退書（任意様式）を持参又は郵

送にて提出すること。 

  また、参加資格確認結果後に辞退する場合においても、同様に参加辞退書を提出すること。 
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 ・住所 

 ・事業所名 

 ・代表者職氏名 

 ・辞退理由 

 

９ 参加資格確認結果の通知等 

 (１) 結果の通知 

   参加表明書等の提出された書類に基づき、市は参加資格要件を満たすか確認する。参

加資格確認結果及び提案書の提出等について、令和５年２月３日（金）までに、参加表

明書に記載されたメールアドレスに通知し、電話をする。 

  なお、参加資格が認められなかった参加希望者には、参加資格がない旨及びその理由

を通知する。その理由の説明を求める場合には、参加資格が認められなかった者は、通

知の翌日までに、その旨を記載した書面を持参、ＦＡＸ又は電子メールにより提出する

こと。その回答は、提出期限日の翌日から起算して５日以内（休日等を除く。）に、書

面により行う。 

 (２) 参考資料の交付 

    参加資格を認めた事業者には、参加資格確認結果の通知に併せて、次の参考資料を送

付する。 

  ア 施設平面図（電気室位置） 

  イ 単線結線図 

  ウ 主要電路図 

  エ 土質調査報告書 

  オ 現在の契約電力の情報（デマンド） 

  カ 上限単価 

 (３) 施設見学の日程通知 

  参加資格を認めた事業者のうち、施設見学の希望があった事業者に対し、参加資格確

認結果の通知に併せて、詳細を通知する。なお、参加表明書等の受付順で事業者の希望

を優先し、調整する。 

 

10 施設見学 

  ９(３)で通知した日時に実施とするが、緊急の事態が発生した場合は、市は見学を中止又

は延期する場合がある。 

参加資格者は、施設見学にあたって、事務局の指示に従うこと。また、施設見学中の口頭

での質問は受け付けない。施設見学後、「11 提案に関する質問の受付及び回答」によるも

のとする。 

 

11 提案書に関する質問の受付及び回答 

 (１) 質問の受付 

  ア 参加資格者は、本プロポーザルの提案書の提出に関する質問は、簡潔にまとめ、様式

７の質問書を持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で事務局に提
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出すること。 

なお、持参による場合は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び土曜

日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに提出する

こと。 

    また、持参以外の方法による場合は、平日（休日以外の日）の午前８時３０分から午

後５時１５分の間に、電話にて受付の確認を行うこと。 

  イ 電話による質問、質問書受付期間後の質問、審査に支障をきたす質問及び提案書の作

成に関連がないと事務局が判断する事項についての質問は、受け付けない。 

 (２) 質問の受付期間 

    令和５年２月３日（金）～２月１４日（火）午後５時１５分まで 

 (３) 質問に対する回答 

  ア 令和５年２月２０日（月）までに質問内容及び回答をホームページに掲載することと

し、掲載の期間は提案書等の提出期限までとする。 

  イ 回答に対する問合せは、受け付けない。 

  ウ 回答の内容は、本要領等の内容の追加又は修正とみなす。 

 

12 提案書等の提出 

  本プロポーザルの参加資格者は、次の書類を作成し、提出すること。 

 (１) 提出書類 

  ア 様式８ 提案書（実施内容、太陽光発電設備等の設備容量、事業実施体制） 

  イ 様式９ 料金単価 

  ウ 様式 10 事業収支計画 

 (２) 提出部数 

    正本１部、副本８部（副本については、コピーでも可） 

 (３) 提出期間及び方法 

  ア 提出期間 

令和５年２月３日（金）～３月７日（火）午後５時１５分まで 

  イ 提出方法 

    提出書類を事務局へ持参又は郵送すること。 

   (ア) 持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出すること。 

   (イ) 郵送する場合は、簡易書留又は一般書留により、最終日の受付時間内必着で郵送

すること。 

 

13 提案書等の作成 

  別紙２の「香東川浄化センターにおける１年間の電力使用量の３０分値」を参考とし、別

紙３の「一般平面図」に示す設備設置可能区画（以下「区画」という。）の範囲内を利用し

た太陽光発電設備の設置について、次の項目に関し提案するものとする。 

なお、設備設置必要面積に応じて、区画Ａのみで設置が可能な場合は区画Ａを利用するも

のとし、不足する場合は区画Ｂを利用するものとする。区画Ｂでも不足する場合は区画Ａ及

びＢを利用するものとする。 
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 (１) 提案書（実施内容、太陽光発電設備等の設備容量、事業実施体制等） 

  ア 事業概要及び特徴を記載すること。 

  イ 設置設備について、次の内容を考え方等も含めて記載すること。 

   ・太陽光発電設備の設置場所を示す図面と設置面積 

   ・設置方法（架台等）、ＪＩＳＣ８９５５（２０１７）に定められている荷重（風圧、

積雪、地震等）に対する太陽光発電設備の耐荷重を、風速等を用いて記載すること） 

   ・設備のシステム構成図 

   ・太陽光発電設備定格出力（ｋＷ） 

   ・蓄電池の有無、設置する場合は蓄電池容量（ｋＷｈ）とその運転方法 

   ・想定年間発電量（ｋＷｈ/年）（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構の日射量データベース等を参考に求めること） 

   ・想定年間自家消費使用電力量（ｋＷｈ/年） 

   ・温室効果ガス排出削減量（二酸化炭素排出係数は０．５５０ｋｇ-ＣＯ２/ｋＷｈとす

ること） 

   ・設備設置に関し配慮した事項 

   ・停電時に利用可能システム（システム構成図、操作方法（停電時に必要な機器の操作

及び配線作業の要否）、太陽光発電設備等から使用可能な出力（ｋＷ）） 

   ・事業実施体制図（代表事業者、構成関連事業者を示し、各事業者の関係や役割分担を

記載） 

   ・施工計画書（施工計画の概要、実施体制、スケジュールを記載） 

   ・維持管理計画（運転期間における維持管理・メンテナンス等の計画（定期点検、設備

交換計画、遠隔監視の有無等）、実施体制、スケジュールを記載） 

   ・故障、緊急時の対応体制図 

   ・事業実施中のリスクに対する対応（損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等） 

   ・事業者が破綻した場合の対応（処理の枠組み、万一、破産した場合において、市の追

加負担なしに、太陽光発電設備が撤去できる仕組み） 

   ・付加提案を行う場合その内容（実施することによって得られる効果（可能な限り定量

的に表現したもの）、提案者における提案を遂行するための体制、費用負担等の概略、

事業工程） 

 (２) 料金単価 

   ・単価は事業期間中一定とし、設備の設置、運用、維持管理等、その他本事業の目的を

達成するために必要となる一切の諸経費を含めた金額を記載すること。 

・補助金の活用が行えた場合の金額については、令和４年度の国補助事業と同等の（令

和５年度の国補助事業の概算要望も参照のこと）の金額について記載すること。 

・提案単価は、補助金の活用による場合等の一部の例外を除き、候補者決定以降の変更

は原則認めない。 

   ・提案単価（円/ｋＷｈ、税抜き）小数点第２位まで記載すること。 

   ・過去の電力使用実績に基づいた想定年間使用電力料金（円/年、税抜き） 

 (３) 事業収支計画 

資金計画（工事費、運転管理、維持管理及び撤去のための費用、資金調達を含めた事
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業資金計画を記載） 

 (４) 留意事項 

ア 提案書等の作成にあたって、用紙サイズはＡ４版縦長を基本とすること。一部Ａ３版

横長の使用も認めるが、その場合は三つ折りにして綴ること。 

イ 副本は、会社名を類推できる表現や氏名を入れず、会社名については「○○社」、氏

名については「○○」、複数名を記載する場合は、アルファベット表記等、特定できな

い表現で記載すること。ただし、これらが混在しないように留意すること。また、所在

地についても、会社を特定できないように留意すること。 

ウ 言語は日本語、通貨単位は円とすること。 

エ 提案は１案までとし、複数案の提案は認めない。また、１案中の中に複数パターンの

内容が含まれる提案も認めない。 

 

14 プレゼンテーション 

 (１) 実施日 

    令和５年３月１４日（火）又は１５日（水）を予定している。開始時間等については、

参加表明書に記載されたメールアドレスに通知し、電話をする。 

 (２) 実施場所 

    高松市香西本町７６２ 香東川浄化センター 会議室を予定している。 

 (３) 実施方法 

  ア プレゼンテーションは、１参加者当たり６０分以内で、ヒアリングを実施する。提案

書の説明を３０分以内とし、その後に質疑応答を３０分以内で行う。 

  イ プレゼンテーションの順番は、提案書の受付順とする。 

  ウ プレゼンテーションへの参加人数は、１参加者当たり補助員を含め５名以内とし、プ

ロジェクター、パソコン等の機器を利用する場合は、全て参加者が準備するものとする。

ただし、スクリーンは市が用意する。 

  エ プレゼンテーションに用いる資料は、提案書の内容のみとする。 

 

15 参加者の失格又は提案の無効 

  参加資格者又は提案等が、次のいずれかに該当する場合には、提案は無効とする。 

 (１) 提出された書類の提出方法、提出先、期間に示された条件に適合しない場合 

 (２) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

 (３) 提出された書類に虚偽の記載がある場合 

 (４) 提案単価が上限単価を超えた場合 

 (５) 参加申請後に、本業務に係る契約締結までの間に高松市指名停止等措置要綱に基づく

指名停止措置を受けた場合、その他の参加資格要件を満たさなくなった場合 

 (６) その他選定結果に影響を及ぼすような不誠実な行為を行った場合 

 

16 評価・審査及び選定結果の通知 

 (１) 評価 

    提案に係る評価は、香東川浄化センター自家消費型太陽光発電設備導入事業審査委員



9 

 

会（以下「審査委員会」という。）が、「香東川浄化センター自家消費型太陽光発電設備

導入事業に係る評価基準（以下、「評価基準」という。）」により行う。審査委員会は非

公開とし、その内容に係る質問や異議は一切認めない。 

 (２) 審査及び選定 

    審査委員会が、提案内容を評価基準に基づき審査を行い、各委員の持ち点を合算した

値の５割を最低基準点とし、合計得点が最も高い提案者を契約の交渉を行う候補者（以

下「候補者」という。）を選定する。合計得点が最低基準点に満たない者は、候補者と

して選定しない。 

    なお、参加者が１者のみであった場合でも、審査委員の評価項目の料金単価を除く持

ち点を合算した値の５割以上の場合は、有効として取り扱うこととする。 

 (３) 選定結果の通知 

    審査委員会終了後に、プレゼンテーションの参加者全員に、参加表明書に記載された

メールアドレスに通知をする。 

    また、審査の結果については、高松市ホームページに掲載し、公表する。 

 

17 契約に関する事項 

(１) 候補者は、電気料金削減や温室効果ガス排出削減量等を詳細に判定し、契約書を締結

するまでの諸条件について、市との詳細協議を進めるものとする。 

(２) 候補者と協議が整わない場合又は契約が不可能となった場合は、次点の者との詳細協

議を行う。 

(３) 候補者と市との協議が整い次第、契約を締結する。 

(４) 契約相手として決定した者は、契約用見積書その他契約に必要となる書類を作成し、

速やかに提出するものとする。 

(５) 契約書等の作成は、高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号）によるものと

する。 

 

18 その他の留意事項 

 (１) 参加表明書、提案書等の作成、提出、プレゼンテーション等に関する経費、その他本

プロポーザルに参加するための一切の費用は、全て応募者の負担とする。 

 (２) 提出書類等は、理由の如何を問わず返却しないものとする。 

 (３) 提出書類等に記載された内容は、本プロポーザルの実施に関する事務以外には使用し

ないものとする。 

 (４) 提出書類については、提出期限以降の差替え、追加、削除、訂正、再提出等は認めな

い。なお、提出期間内に限り、差替え等を行うことができる。 

 (５) 特許権、実用新案権、その他法令に基づき保護されている権利を侵害し、これにより

第三者に損害を与えたときは、その責任の全てを応募者が負うものとする。 

 (６) 提出書類等の著作権は、応募者に帰属する。ただし、公表その他プロポーザルの実施

について必要があると認めるときは、市は、提出書類等の内容を無償で使用できるものと

する。また、市は、事務の遂行上必要な範囲において、提案書等の複製を作成できるもの

とする。 
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 (７) 選定結果の通知後、契約締結までに参加資格要件を欠く事態を生じた場は、契約を締

結しないものとする。 

 (８) 市は、緊急やむを得ない理由により、本プロポーザルを停止、又は中止する場合があ

るが、その場合において、本プロポーザルの応募者が損害を受けることがあっても市は、

その責めを負わない。 

 (９) 契約締結に向けた詳細協議に関する一切の費用は、全て候補者の負担とする。 

 (10) 市が提供する資料は、応募に係る検討の目的以外で使用しないこと。 

 (11) 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び関係法令の変更に伴い、消費税率及び地

方消費税率が変更された場合、当該変更の内容（経過措置を含む。）による税率を適用す

る。 

 (12) 提案書等については、高松市情報公開条例等関係規定に基づき、公開される場合があ

る。 

 (13) この要領に定めるもののほか、本プロポーザルの実施について必要な事項は、審査委

員会が定める。 

 

19 高松市指名停止等措置要綱別表第２６号の運用基準 

平成２４年６月１日から、高松市指名停止等措置要綱の別表の措置要件第２６号にある

「業務に関し不正又は不誠実な行為」について、これに該当する行為を例示する告示を下記

のとおり定め公表しています、御留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 不当要求行為の排除対策 

市では、受注者（市との契約の相手方）が暴力団等から不当要求行為を受けた場合や当該

不当要求行為による被害を受けた場合の、市への報告と所轄警察署への届出等を契約書にお

いて受注者の遵守事項として定め、市が発注する物品の買入れ等からの暴力団等の排除対策

の強化を進めている。詳しくは、契約監理課ホームページを御参照ください。 

（http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/nyusatsu/keiyaku_kanrika/zenpan/ha

ijo.html） 

高松市指名停止等措置要綱別表第２６号を適用し指名停止をする場合の運用基準(抄) 
１ 要綱別表第26号の「不正又は不誠実な行為」とは、中央公共工事契約制度運用連絡協
議会による「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡
協議会モデルの運用申合せ」の例によるもののほか、有資格業者である個人又は有資格
業者の役員若しくは使用人の、その業務に関する次に掲げる行為その他の著しく信頼関
係を損なう行為をいう。 
(１) 予定価格、最低制限価格等の秘密情報の提供を要求する行為等入札の公正を害す

べき行為 
(２) 入札に参加するに際し担当職員の指示に従わない等入札の秩序を乱す行為 
(３) 監督又は検査の実施に当たり市職員の職務執行を妨げる行為 
(４) 市職員に対する脅迫的な言動又は暴力的な行為 
(５) 執拗な抗議等を行い、市職員の執務を妨害する行為 
(６) 暴力団等から不当要求行為を受けた場合の報告義務違反 

(７) 市職員による経理上の不正又は不当な行為への関与 
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21 周知事項 

売買、貸借、請負その他の契約を市との間で締結し専ら当該契約に係る業務、事務等の履

行中において、法令等に違反する事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、

市の内部公益通報制度により通報することができます（同制度における通報方法：電子メー

ル又は書面を高松市公正職務審査会に提出（原則として提出者の氏名を明らかにする必要が

ある。） 

⇒メールアドレス：naibu.tuho.shinsakai@dune.ocn.ne.jp 

書面提出の場合の宛先：総務局コンプライアンス推進課内高松市公正職務審査会）。 

※市の内部公益通報制度について定めた「高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に

関する条例」と同条例の施行規則（いずれも総務局コンプライアンス推進課所管）は、契

約監理課ホームページに掲載している。 

 

22 適正な労働条件の確保 

労働関係法規を遵守及び適正な労働条件の確保に関しては、次によること。なお、（５）

以外は、法定事項である。 

(１) 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当たって

は、就労の実態を踏まえ、完全週休２日制の導入や１日の労働時間を縮減する等、法定労

働時間の週４０時間（特例措置の適用を受ける事業にあっては、週４４時間）を遵守する

こと。また、時間外、休日及び深夜（午後１０時から翌日の午前５時まで）に、労働させ

た場合においては、同法に定める率の割増賃金を支払うこと。 

(２) 雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に

対して、最低１０日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者につい

ても、所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること。 

(３) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交

付すること。 

(４) 賃金は毎月１回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅

延等の事態が起こらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金法の定めると

ころにより最低賃金額以上の額を支払うこと。 

(５) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法令に

従い加入すること。なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、

国民健康保険及び国民年金に加入するよう指導すること。 

(６) (１)から(５)までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法

規を遵守すること。 

 

23 関係規程について 

上記で引用している市の規則、要綱及びマニュアル並びに市の内部公益通報制度について

定めた「高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例」と同条例の施行規則
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（いずれも総務局コンプライアンス推進課所管）は、いずれも契約監理課ホームページに掲

載している。 
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