
 

 

平成２８年度 第２回 室蘭市入札・契約審議委員会 議事概要 

 
１．開催日時 

  平成２８年１１月１５日 １０：００ 
 
２．開催場所 

  室蘭市役所本庁舎３階 議会第 1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 工藤 茂 
■弁護士 阿部 洋介 
（室蘭市） 
■ 室蘭市企画財政部長 和野 泰始 
■ 室蘭市入札・契約審議委員会事務局、建築課長、生涯学習課主幹［施設］、病院事務局

総務課長、同課主査［施設］ 
 
４．次第 

  ・議題 
報告事項 平成２８年度上半期建設工事等に係る入札・契約手続の運用状況等に

ついて 

審議事項 （１）平成２８年度上半期建設工事等に係る抽出事案について 
（２）次期抽出委員の指名について 

その他 

 

５．抽出事案審議結果 

  いずれも適正に執行されていると認める。 

 

６．決定事項 

(１)  次回審議事案の抽出について 

     工藤委員に審議事案の抽出を委任 
 
７．意見交換・質疑応答等 

 (１)  報告事項について 

藤間委員 ２点ほど伺う。まずは１点目、千葉市で官製談合があったというこ

とで非常に残念である。また、最近も札幌市で官製談合防止法違反の

疑いで逮捕者が出ており、どちらも市民としては行政に不審を抱かざ

るを得ない残念な事件である。室蘭市ではそのようなことは無いと思

うが、引き続き市民に誤解を与えぬよう身を引き締めて業務に従事し

て欲しい。 

次に２点目、資料として全道各市の工事等にかかる年度別平均落札

率等の一覧表を提出いただいたところであるが、中身を見ると自身が

思っていたほど、室蘭市の平均落札率は高い方ではないということが



 

 

確認できた。落札率が著しく低い札幌市は入札への参加業者数が多

く、他都市よりも競争性が高くこのような結果になっていると思わ

れ、室蘭市とは事情が違うのだろうが、室蘭市ももう少し低い方が市

民にとっても望ましいように思われる。 

今回の資料作成にあたり、多大な労力をかけ対応していただいたこ

とに感謝する。このような資料を活用しながら、適切に入札・契約業

務に従事していただきたい。 

  

 (２) 抽出事案について 

工事 ４件 

ア 予定価格が高額でかつ落札率が高いもの ３件 

○平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その１工事 
○平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その２工事 
○平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その３工事 

 イ 一者随契に至った理由が不明瞭なもの １件 

○室蘭港西３号埠頭燻蒸上屋屋根災害応急工事（一者随契） 
  

委託 ３件 

ア 予定価格が高額でかつ一者随契であるもの １件 

○（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館新築基本設計委託 

イ 応札者が一者のみでかつ落札率が１００％のもの １件 

○市立室蘭総合病院建物外部等改修一期工事監理委託 
ウ 予定価格が高額でかつ落札率が高いもの １件 

○室蘭港フェリーターミナルビル改修実施設計委託 
 

 

○平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その１工事 

○平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その２工事 

○平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その３工事 

 

 [主な質疑応答] 

工藤委員 それぞれＪＶによる請負工事とのことであるが、室蘭市は各ＪＶ内

での構成出資割合を把握しているのか。 

事務局 入札参加申請時に各ＪＶに協定書を提出させているが、その中に構

成出資割合についての記載があることから事前に把握できている。 

工藤委員 参考として、今回の入札に参加した各ＪＶの構成出資割合を教えて

ほしい。 

事務局 内池・栗林・田渕・住まいのウチイケ特別共同企業体においては、

㈱内池建設が５０％、栗林機工㈱が２０％、㈱田渕建設と㈱住まいの

ウチイケがともに１５％の出資割合となっている。次に藤川・日鋼・

アサヒ・神尾特別共同企業体においては、藤川建設㈱が５０％、日鋼

ＭＥＣ㈱が２０％、㈱アサヒ建設と神尾建設㈱がともに１５％の出資

割合となっている。続いて大内・新和・共成・早坂特別共同企業体に

おいては大内建設㈱が５０％、新和建設㈱が２０％、共成土木㈱と早

坂産業㈱がともに１５％の出資割合となっている。最後に北興・木



 

 

島・興伸・田上特別共同企業体においては北興工業㈱が５０％、木島

建設㈱が２０％、㈱興伸工機と㈱田上組がともに１５％の出資割合と

なっている。他の分割工事２件の入札参加者も全て同一のＪＶであ

り、その構成出資割合も全て同一である。 

工藤委員 それぞれの構成出資割合は各ＪＶの報告によるとのことであるが、

工事竣工後、市はＪＶとしての決算書の提出を求めていないのか。 

事務局 

工藤委員 

 

事務局 

 

工藤委員 

 

 

 

 

建築課長 

 

 

工藤委員 

 

事務局 

 

 

 

 

阿部委員 

 

求めていない。 

通常、ＪＶの代表者が決算書を作成していると思うが、他都市でも

報告を受けている事例は無いのか。 

他都市の状況は把握しておらず、本市においても提出させることは

可能かもしれないが、今のところ検討はしていない。 

承知した。ところでそもそも構成出資割合と実際の工事施工におけ

る分担割合にはどのような関係性があるのか。それぞれの会社に得意

分野があってＪＶを組んでいるのかもしれないが、明確にイメージで

きない。基本的な質問になるがＪＶ工事の仕組みについて教えていた

だきたい。 

あくまでもその工事を施工するためにＪＶを組む際の出資の割合

であって、仕事の分担割合に直結するものではない。そのような内容

はＪＶ内で協議して決定されるものである。 

承知した。可能かどうかわからないが、今後市としてはＪＶの決算

書の提出を求めるべきと感じており、検討を提案する。 

現行では、工事の成果については法律に基づいた検査を行ってお

り、発注通りに出来上がっているかどうかの確認を何よりも優先して

いる。ＪＶとしての財務、例えば金銭の流れについて把握することが

不要であるとは言わないが、その必要性については国や道、他都市の

状況等を確認しながら検討することとしたい。 

これらのような大型の工事は構成員を４者とするＪＶによる入

札・施工が多いように思えるが、例えば５月に入札が執行された室蘭

市立白蘭小学校校舎棟新築建築主体その１工事においては、先ほどの

３件の工事入札で落札できなかった大内建設㈱を代表者とするＪＶ

が落札しているようであるが、残りの応札者もこの３件と同じ構成な

のか。 

事務局 

阿部委員 

 

 

藤間委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

全く同じ構成となっている。 

感覚的な意見になってしまうが、大型の工事となるとこの４者ＪＶ

が順番に落札しているように思える。次回以降、この傾向については

注視したい。 

結果だけを見れば、一つ目の入札においては落札業者以外の業者は

予定価格に非常に近い応札額で予定価格を超過しており、それぞれの

応札額が似通った額となっていながら、落札業者だけが約５００万円

も予定価格を下回った応札となっている。阿部委員から指摘があった

１件を加えれば、客観的に見て、４者の中で順番に落札できるよう何

か協議があったのではないか、と思われても仕方がないような状況に

あると思う。 

追加の１件を除けば、最初の３件には互いに複数落札制限がかかっ

ていたため、落札者が３者に分かれておりそのように見えるのかもし



 

 

 

 

藤間委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

藤間委員 

 

 

 

 

阿部委員 

れないが、本市としては、この制限が無ければ同じＪＶが複数の工事

を落札していた可能性もあると考えている。 

やはり腑に落ちない。繰り返しになるが、これらは共通して “落

札者以外の応札額はどれも同じような額でぎりぎり予定価格を上回

っている”、“落札業者のみ少し離れた額で落札しているが、それでも

落札率は高い”、“４者のＪＶが順番に落札している”という傾向にあ

り、私や阿部委員だけでなく、他の人が見れば同じように不審に感じ

るのではないか。 

落札率が高いことの原因について把握できないが、ＪＶによる施工

を必要とする大規模な工事の実施について、詳細は入札前の公告によ

り明らかになるものであるが、その概要については、前年度に行う予

算編成作業後には議会等でもある程度明るみに出てくるものである。

また、このような工事の基準は室蘭市共同企業体取扱要領にも定めら

れていることから、業者間において事前に工事の概要を把握し、各自

が必要に応じてＪＶの構成に向けて協議すること自体はあり得ると

考える。 

制限付一般競争入札の参加要件として、市内に本店を有する業者で

あるということを定めることは、市内業者の育成という観点から賛成

であるが、その結果落札率が高止まりし、９５％どころか９９％程度

というようなことが続くとなると、予定価格を事前に把握しているの

ではないかと勘繰ってしまうのは私だけではないと思う。 

私も同意見である。先ほども申し上げたが、次回の委員会において

は今回と同じような条件の工事の結果を注視したいと考えている。 

 

○室蘭港西３号埠頭燻蒸上屋屋根災害応急工事（一者随契） 

 [主な質疑応答] 

藤間委員 提示された資料からは一者随契の理由がよくわからない。何か緊急

性があったのか。 

事務局 

 

 

 

藤間委員 

 

 

 

 

事務局 

藤間委員 

建築課長 

 

 

当日の台風により、市内全域で工事や修繕対応が必要な場所が多数

あり、どの工事業者も多忙で、すぐに施工可能な業者を登録業者の中

から時間をかけて探したが、唯一対応できるとの回答があったのが、

今回の施工業者だった。 

確かに、当日は民間のアパートなどでもかなり屋根が剥がれ飛んで

いるところがあったように記憶している。工事の対象物件は中にある

物を燻蒸するための施設であり、雨漏りさせるわけにはいかないとい

うことから対応に緊急を要し、直ちに対応できるのが当該業者のみだ

ったと解釈するがこの認識で間違いないか。 

間違いない。 

どのような経緯でその一者に絞り込んだのか。 

そもそも、当日は何度電話をかけても繋がらない業者が多く、やっ

と繋がっても既に別の対応が入っていて対応できないという回答が

多い中、直ちに対応できるという業者が当該業者のみだった。なお、

当時の緊急性については、今回資料として提示した写真等でご確認い

ただけると思うが、建物の屋根が半分近く剥がれていることと、剥が

れた屋根の一部が電線に掛かっており、２次災害が予見できたという



 

 

ことが十分にご理解いただけると考えている。 

阿部委員 市内にある指名業者数者に連絡したとのことであるが、具体的に何

者連絡したのか、また緊急時に連絡する順番はあらかじめ決まってい

るものなのか。 

建築課長 緊急時だったため、連絡した業者数など詳細な記録は残っていない

が、工事の目的から相応の会社規模で板金作業ができる業者のうち、

市が把握できる限り手持ち工事が少なく、直ちに対応できそうな業者

を重点的に連絡対象とした。 

阿部委員 このような場合において、緊急性を要するための一者随契の選択を

判断する責任者は誰になるのか。 

事務局 例規等で明確に定めたものはないが、運用上、工事発注担当課の課

長が判断している。 

阿部委員 今回のような大きな災害において、安易に緊急性を要するとの理由

で一者随契が横行することなく、十分な検討の上で必要最低限の件数

に留められているということがわかった。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

藤間委員 

 

 

工藤委員 

 

事務局 

 

 

工藤委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

今回の災害復旧に当たっては本市でも２億円弱の補正予算を措置

したところである。先ほど建築課長が申しあげたように当日の被害状

況は相当なもので、当該案件のように電線にかかった屋根のように２

次被害を引き起こす恐れのあったものについては、現場の判断で速や

かに対応してもらった例が他にもあるが、今回の災害で学んだことが

多くあったので、これを機に災害発生後の緊急対応時の発注・契約等

業務について速やかに処理できるよう関係課で意思統一を図ること

を検討したい。 

今回のような災害による工事の緊急性を第三者に理解させるには、

写真を資料として提示することが有効であることがわかった。市民に

対する説明の場においても同様であると考える。 

このような緊急時に対応してくれた受注者にとって、何かメリット

になるようなことはあるのか。 

災害復旧にあたり、夜通しで対応していただいた事例も多々あり、

どれも感謝しているが、現行制度ではそのような取扱いはなく、直ち

にこの部分を見直すのは難しいと感じている。 

今回の災害復旧対応と直接の関係はないが、市道の除排雪業務委託

についても降雪量の多い都市と異なり、稼働回数によらない除雪機材

の期間賃借費用などは受注者側にとって負担が大きくメリットがあ

まりないものと聞いている。 

確かに当該業務委託については、作業のために十分な人材の確保が

困難であることや、社員の高齢化などを理由に受注を敬遠しようとす

る業者も一定数おり、今年度も担当課は受注可能な業者確認等の準備

段階で相当苦慮したと聞いている。ただ、本市としてもそのような実

情を踏まえ、今年度からは降雪量が少ない月に支払われることになる

最低保障の委託料を増額し、業者側の負担軽減を図った経緯もある。 

 

 

 

 



 

 

○（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館新築基本設計委託 

○市立室蘭総合病院建物外部等改修一期工事監理委託 

○室蘭港フェリーターミナルビル改修実施設計委託 

 

 [主な質疑応答] 

阿部委員 一者随契の根拠が公募型プロポーザルによる優先交渉権者の選定

に基づくとはどのようなことなのか。 

事務局 競争入札が価格のみで決定される選定方法であるのに対し、公募型

プロポーザルは実績や専門性、技術力、企画力、創造性などの価格以

外の要素を含め総合的に判断する必要があるときに用いられる選定

方法である。 

阿部委員 その時点で一者随契の候補が決定されるということか。 

事務局 

 

そういうことになる。なお、公募型プロポーザルの審査は選定委員

会を設けて行われているところである。 

 

(３)  その他 

[主な質疑応答] 

工藤委員 

 

 

 

 

 

藤間委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

会議の冒頭にも話題に上がったが、札幌市の平均落札率が突出して

低い状況にある。過去に比べ、近年では専門の職員でなくても市販ソ

フトを使って仕様から設計額を試算することが容易になってきてい

るなど、状況の変化もあるのかもしれないが、公共工事として税金が

使われる以上、室蘭市においても同様に落札率が下がることが望まし

いと考える。 

平均落札率が低いことにおいて札幌市は一つの手本と言える。都市

の規模による競争性の違いは大きいと思うが、室蘭市においても可能

な範囲で落札率が下がるよう努力して欲しい。また、今回の資料作成

にあたり、事務局で気付いた点等があれば教えてほしい。 

先ほどから言われているように、大都市ほど競争相手が多く、落札

率が下がる傾向にあり、本市と同程度の都市においては本市より高い

ところが多いというのが現状のようである。市内業者以外でも参加で

きるよう入札参加要件を緩和すれば、必然的に落札率は下がると思う

が、市内業者の育成の観点から難しいところでもある。 

他都市の平均落札率の変動要因を分析するのは困難であるが、例え

ばここ何年かで落札率が上昇傾向にある都市も含まれており、そのよ

うな都市の担当部署と、どのような対応策を検討しているのかなどの

情報交換ができれば本市としての参考になるのではないかと考えて

いる。 

 


