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第五回室蘭市入札・契約審議委員会 議事概要 

 
１．開催日時 

  平成２５年３月１日 １３：００ 
 
２．開催場所 

  室蘭市役所本庁舎２階大会議室 
 
３．出席者 

（委員） 
■室蘭工業大学名誉教授 藤間 聰 
■税理士 岡田 建治 
■弁護士 高村 真人 
（室蘭市） 
■ 室蘭市企画財政部長 小泉 賢一 
■ 室蘭市入札・契約審議委員会事務局 
 
４．次第 

(1) 議題 
報告事項 予定価格の事後公表の試行実施結果について 

   審議事項 広報紙の発注について 
 

５．決定事項 

(1) 広報紙の発注について 
  ・入札参加条件を市内に本店のある印刷業者により、単体又は２者の特別共同企業体

とする。 
  ・最低制限価格を試行的に設定する（予定価格の７割）。 
 
６．意見交換・質疑応答等 

(１) 事後公表の結果について 

藤間委員長 最低制限価格の割合が非常に高いものが数件ある。競争という観点

からすると、その幅が非常に狭く、また、落札されても非常に高い金

額と感じられるが、これについてはどうか。 
事務局 No.４は解体工事であるので、材料費等の割合が少なく、人件費や

解体処分費用等が主たる部分となってくる。これに、当市の最低制限

価格の算出式に当てはめるとこのような割合となってしまう。 
企画財政部長 一般の工事と比較すると、解体工事の場合直接工事費の割合が非常

に高く、掛率の関係上、それに引っ張られる形で最低制限価格も高く

なってしまう。 
ただ、解体工事のみ最低制限価格が高く設定されてしまうと、他と

の統一性、整合性が取りづらいということは感じている。国や道等を

調査しながら、解体工事における最低制限価格算出の掛率の在り方を

検討していきたい。 
岡田委員 最低制限価格付近で落札するのであれば、市民も納得できる良い制
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度だと思う。しかし、今回の結果をみると落札率が高く、バラつきも

あり、制度の良さがわからない。 
他都市の事後公表の実施状況を見てみたが、そこでも同様なバラつ

きがあり、また、積算能力の高さなのか、落札率が 94％程度なものも
あり、制度としてうまく機能するのかという判断は非常に難しいと感

じている。 
ただ、全国的な流れもあるので、今後も予定価格の事後公表を継続

して行い、経過を見る必要があると思う。 
高村委員 事後公表を実施する意味合いは何か。 
企画財政部長 予定価格を事前公表してしまうと、積算をせず、落札できそうな金

額で入札をするというケースが想定される。当市としては、しっかり

とした積算に基づいて、入札に参加してもらいたいと考えている。そ

して、しっかり積算をするということは業者の能力向上につながると

いう面もあるため、その両面を考慮し、予定価格を事前公表から事後

公表に切り替えていきたいと考えている。 
高村委員 予定価格の公表は必要なことなのか。 
事務局 入札・契約適正化法の指針には、透明性の確保という観点から入札、

契約に関して公表できるものは公表すべきと示されており、予定価格

は事後であっても公表するようにとされている。 
高村委員 最低制限価格は必要なのか。 
事務局 最低制限価格についても、先ほどの指針で触れられており、適正な

施工という観点から、一定の基準を下回る入札があった場合は工事の

適正な施工が見込まれない、労務費や下請けへの影響が考えられるた

め、同制度の導入が必要であるとされている。 
高村委員 指針においては、最低制限価格を「必ず設けろ」としているのか。 
事務局 指針の拘束力は絶対ではないが、今回の入札制度の見直しにおい

て、当該指針に基づいて制度の見直しを図ったという面がある。 
高村委員 個人的には、極論ではあるが、最低制限価格は必要無いと考えてい

る。元々談合が正当化された理由は、談合をしないと欠陥工事が増え

てしまうというものだった。その理屈がまかり通って談合が行われて

いた訳だが、最低制限価格を設定してもそれは変わらない。十分な金

を渡しても、質の良い工事が行われることを期待するというのはでき

ないと思う。 
だから、最低制限価格は必要ないと思うし、あったとしてもその割

合はもっと下にあって良いと思う。 
企画財政部長 民民の契約であれば、工事施工に係る金額は安ければ安い方が良い

という結論に至るのはわかる。しかし、公共工事の場合、適正な施工

の確保や下請労働者への賃金の適正な支払い等を考えなくてはなら

ないため、当市でも今回の改正で最低制限価格制度を導入した。 
また、最近では最低制限価格の掛率をさらに上げようとする流れに

ある。室蘭市はその掛率を国に併せているが、北海道はそれよりも高

い掛率で最低制限価格を設定している。 
高村委員 最低制限価格を公表しないのは何故か。 
事務局 類似工事に影響を与えるという判断から公表していない。しかし、

他都市では最低制限価格を公表しているという事例もある。 
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高村委員 予定価格を公表して、最低制限価格を公表しないというのは意味が

無いと思う。頑張って積算して、その結果が最低制限価格による失格

というのはかわいそう。予定価格を事前公表するならば、最低制限価

格も事前公表で良いのではないか。 
事務局 最低制限価格の算出方法は公表しているため、予定価格を積算でき

れば、最低制限価格も積算できるという状況ではある。 
高村委員 工事業者は、それらを積算できていないようだが。個人的には、請

負金額が低いから失格という制度はあるべきではないと思っている。 
藤間委員長 この委員会が、室蘭市の入札の執行を後追いで確認するというもの

になっている。 
そもそも当委員会は、指名競争入札を廃止して、誰から見ても透明

性・公平性のある契約を、という市民からの声があり、室蘭市も同様

の見直しを行うということで設立された。 
しかし、現在の委員会の進め方は、入札が予定価格と最低制限価格

の間にあり、入札者が適格な業者であるため落札を認める、というも

の。このやり方で、根にある「社会悪」というようなものを、委員会

で綺麗にしていけるのだろうか。形式的に委員会を開催しているだけ

という印象を持たれるのは免れないと思う。どうすれば良いのかとい

うのは分からないが、施政の後追いの承認だけでは駄目だと思う。 
企画財政部長 この委員会の大きな役割は、半期毎に入札案件を抽出していただき

発注状況をチェックしていただくということ、そして、その結果を踏

まえて、今後の制度のあり方や見直しについて審議・決定していただ

くということにあると考えている。 
藤間委員長 そういった姿勢を室蘭市にも見せていただいて、また、我々も変え

ていきたいと考えている。 
高村委員 今回の入札結果で気になるものは北興工業(株)。案件３と４で落札

しており、案件３では３者の入札で２回入札を行っているが、他の２

者は２回とも北興工業(株)より少しだけ高い金額で、同じ金額でそろ
えて入札している。談合の様に思われる。 
案件４では、１万円差で北興工業(株)が落札しているので、最低制

限価格の情報が漏れているのではないだろうか。また、最低制限価格

によって１万円差で落札できないというのは不合理に感じられるの

で、積算方法や制度そのものを変える必要があると思われる。 
 
（２）予定価格の事後公表の拡大について 

藤間委員長 予定価格の事後公表の「事後」とはいつ、どのように公表している

のか。 
事務局 入札後、室蘭市のホームページ上で入札結果を公表しているが、そ

の中で予定価格についても公表している。 
高村委員 予定価格は事後公表の方が望ましいのであれば、案件を一律事後公

表にすればよいと考えるが、金額で分ける理由はあるのか。 
企画財政部長 今回、予定価格を事後公表に付した５件のうち３件が滞りなく執行

され、１件が再度入札により契約、１件が入札不調に終わり随意契約

により契約を締結、という結果になった。これらを踏まえると、入札

案件すべてを事後公表に付すということには課題や問題等があり、そ
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れを検証してからでないとすべてを事後公表にするということは難

しいと考えている。 
事後公表では、業者側の積算能力がしっかりしていないと入札が成

り立たないという事情があり、今回の試行の拡大についても、ある程

度の積算能力があると思われる業者が参加する３千万円というとこ

ろで線を引いた。これで一年間の経過を見て、今後の拡大を検討して

いきたいと考えている。件数は５０件程度と見込んでいる。 
高村委員 今回の事後公表の結果では、Ｎｏ．３が随意契約により契約を締結

しているため駄目だったという評価か。 
企画財政部長 そのとおり。 
高村委員 入札を何度も行うということは出来ないのか。 
企画財政部長 予定価格を事前公表していたときは一度の入札で執行出来ていた

ものが、事後公表にしたことによって不調に終わったという結果にな

った。その原因が何にあるのかを特定できていないという現状があ

る。偶然この結果になったのか、それを確認するという意味でも事後

公表の件数を拡大して原因を検証、特定していきたい。 
高村委員 予定価格を事前公表するよりも、事後公表の上、入札を何度も行っ

て落札者を決めた方が良いと思う。 
事務局 工期の問題等も出てくるので、何度も入札を行うというのは難し

い。 
高村委員 工期の都合上、何度も入札が出来ないというような案件はどのよう

なものがあるのか。 
企画財政部長 例えば、学校の建設工事であれば、４月１日に開校するため、着工

が遅れれば工期が短くなり結果として間に合わないという事態が想

定される。 
藤間委員長 今回の試行期間はいつまでか。 
企画財政部長 平成２５年度の１年間を考えており、その結果を踏まえて、以降の

拡大等を検討していきたい。 
 
（３）広報紙の最低制限価格制度の設定について 

高村委員 受注機会の拡大と市内業者の育成という目的が、請負金額が低下す

ることによって何故果たせなくなるのか。 
事務局 これまでの広報紙印刷は総額１千７百万円程度であり、印刷の契約

としては大きな金額のものであった。しかし、近年では規模が１千万

円以下と小さくなってきており、今年度も同程度の規模となる見込み

であるため、参加要件を２者による特別共同企業体（以下、ＪＶ）に

限定せず、単体による参加を認めても問題は無いと判断したため。 
藤間委員長 ２者ＪＶによる参加制限を外すということは、２者ＪＶの要件が受

注機会の拡大と業者の育成という目的に効果を発揮しないというこ

とか。 
岡田委員 請負代金が２者ＪＶで請け負うような金額ではなくなってきてい

るというところが本音ではないのだろうか。 
藤間委員長 市内業者の育成を図るために２者ＪＶという制限を設けていた。そ

れを外すためには、明確な理由が必要だと考えるが、室蘭市はそこを

どう考えているのか。 
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企画財政部長 これまでの室蘭市の印刷物の発注を、金額ベースで見ると、その大

部分が広報紙による発注であり、その広報紙を一つの企業で受注して

しまうと、他の企業が受注できる金額がとても小さくなってしまうと

いう事情があった。そのため、受注機会の拡大という観点から２者Ｊ

Ｖによる参加を必須条件としてきた。 
しかし、平成 23 年度から広報紙の単価が１頁当たり約 1/3 と急激

に下がり、広報紙発注の全体の金額も１千７百万円から６百８拾万円

程度、室蘭市の印刷物の発注に占める割合も半分程度まで下がってし

まった。このような状況は、２者ＪＶによる参加で受注機会を拡大し

ていくという水準に達していないという判断から、２者ＪＶだけでな

く単体での参加も認めていきたいと考えた。 
高村委員 入札に参加できる業者は何者いるのか。 
事務局 １５者程度いる。 
高村委員 これまで２者ＪＶだったものを１者で実施するということは、能力

的に大丈夫なのか。 
事務局 問題ないと考えている。 
高村委員 ならば、元々は２者ＪＶで行う必要もなかったということか。 
岡田委員 というよりも、広報紙の受注について、各業者で受注を配分すると

いう必要が無くなったのではないのか。であれば、私は２者ＪＶにす

る必要は無いと考える。 
高村委員 最低制限価格については必要ないと思う。何を気にしているのかが

分からない。低価格になったことによって品質に悪影響があるのか。 
企画財政部長 現在のところ、品質が落ちたということはない。 
高村委員 デメリットが無いのであれば、最低制限価格の制度を設ける必要は

無い。印刷物の発注で問題となるのは、品質の低下や従業員の最低賃

金くらいだと思う。品質の低下であれば広報紙を見ればわかるし、最

低賃金であれば労働基準監督署で対応する。最低制限価格を設けるこ

とによって守られるものが何も無いと思うが。 
企画財政部長 ここ２年の広報紙の発注単価が業者の真剣な競争の結果、価格が急

激に下がった。室蘭市の価格が他都市と同水準であれば問題ないと考

えるが、それらよりもさらに２割下回る水準となっている。ここまで

下がってしまうと、一般の工事と同じように、労働者への賃金の支払

いという問題が懸念されるため、最低制限価格を設定したいと考え

た。 
高村委員 単価を上げることによって労働者への賃金の支払い問題を是正す

るという考えは、将来的に禍根を残すと思う。 
単価が下がったことによって、労働者への賃金支払いも一方的に下

がるとは思えない。業者側が、平成２４年度の単価が安すぎたと考え

れば、次年度の単価を引き上げればよいことなので、発注側が面倒を

みるという問題ではない。賃金の支払いが心配だということであれ

ば、受注業者に従業員の給与明細を提出させて確認すればよい。価格

について、業者が行政に任せるという状態はおかしいと思う。 
藤間委員長 平成２２年から平成２３年を見ると、価格が４割まで下がってい

る。このとき、何かきっかけがあったのか。広報紙を見る限り、平成

２２年から平成２３年で、極端に品質が落ちたり、何か不都合があっ
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たという印象は受けなかった。 
１千７百万円のものが６百８拾万円という金額で出来るならば、そ

こに７割という保障をかける必要があるか疑問に感じる。 
企画財政部長 印刷業務は保有している印刷機によってコスト等が大きく左右さ

れるが、平成２３年度のときは、ある業者が大型の印刷機を導入した

ということもあり、単価が大幅に下がったと考えている。 
平成２４年度の入札では、それに対抗する形で業界内に競争が起こ

り、さらなる価格の下落となった。 
当市の予定価格の算出の仕方だが、市場動向を確認する為に複数者

から事前に参考の見積りをもらい、それらを踏まえた上で予定価格を

決定している。そこに、最低制限価格の掛率を掛ける訳だが、最低制

限価格制度を設けることにより、平成２４年度よりも受注金額が大幅

に高くなるということではない。平成２４年度より過度に下がるのを

抑えておきたい、ということ。 
高村委員 発注側としては価格が下がることは良いことだと思う。 
藤間委員長 現状を見るとＪＶは必要が無く、単体での入札参加が出来るように

する。最低制限価格については、室蘭市は懸念・配慮から設定したい

と考えている。 
ならば、平成２５年度に限り、暫定的に導入し、その懸念等を確か

め、平成２６年度以降についてはその結果を受けて判断するというこ

とでどうか。 
高村委員 落札者の利益率等のコスト構造を把握して、それがダメだというこ

とでなければ、最低制限価格の導入はすべきではないと思う。 
藤間委員長 そういったことも視野に入れて、平成２５年度の最低制限価格の施

行ということでよろしいか。 
企画財政部長 平成２５年度は、あくまで試行で実施し、利益率等を検証した上で、

平成２６年度以降についてまたご審議いただければと思う。 
藤間委員長 ２者ＪＶは、印刷業者の育成を目的として要件に設けていたが、今

回、実勢に合わないということで要件を外すということだが、室蘭市

としてはそれだけを理由として十分だと考えているのか。 
企画財政部長 事前に印刷業界と意見交換させてもらった。印刷業界としても、受

注規模の縮小により単体での受注もやむを得ないという回答はもら

った。そういった意味では、室蘭市の一方的なものではなく、業界も

事情を把握しているという中で改正を図っていきたいと考えている。 
藤間委員長 印刷業界も、設備に沢山投資が出来る企業や、昔ながらの方法で人

の手による作業を主とする企業等、様々であると思う。室蘭市も、し

っかりとした考えを持ったうえで今後の判断をしていただきたい。そ

うすると生きた入札制度になっていくと思う。 
企画財政部長 理論等をもっと整理した上で実施していきたい。 

 
 


