
調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区
業者名：　　株式会社　丸山建設　　　　　　　　
住　所：　　 長野市　大岡　乙　　148-1　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

　　　別紙1

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

　　　別紙2

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

　本案件は平成29年に施工実績があります。現場条件も把握しており、実績及び経験のある当社
協力会社と共に、、スムーズな工程・施工管理が可能であると考え応札しました。



別紙1　　　　契約工事に関連する手持ち工事の状況
発注者 工事名

長野地域振興局 令和2年度　地すべり対策事業　長岩地区　地すべり防止工事
　工期　令和2年7月7日～令和2年11月20日



別紙2

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 長野地域振興局
令和元年度地すべり対策事業塩本地区地すべ
り防止その2工事

長野市信州新町竹房 84 15.500,000 14,650,000 94.5

2 長野建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（道路）工事
（主）丸子信州新線長野市大岡4工
区

86 31,180,000 33,410,000 92.3

3 長野建設事務所
平成30年度　県単河川改修・河川受託合併工
事

（一）犀川長野市信州新町（八幡
沢）

86 61,270,000 54,270,000 88.57 低入調査

4 長野建設事務所
平成29年度防災・安全交付金（河川）総合内水
対策工事

（一）浅川　長野市長沼～吉島4工
区

81 71,790,000 65,090,000 90.66 低入調査

5 土尻川砂防事務所
平成29年度　防災・安全交付金（地すべり対策）
工事

(地)日時　長野市信州新町　日時2
工区

84 59,820,000 64,750,000 92.4

6 長野建設事務所 平成29年度　公共土木施設災害復旧工事 （一）小川長野線　長野市　小手屋 67 34,400,000 31,810,000 92.5

7 土尻川砂防事務所
平成29年度　防災・安全交付金(急傾斜地崩壊
対策)工事

(急）大畠　長野市中条　中条 80 20,410,000 18,860,000 92.4

8 土尻川砂防事務所
平成28年度防災・安全交付金（地すべり対策）
工事

長野市大岡　栗尾2工区 87 46,020,000 42,570,000 92.5

9 長野建設事務所 平成29年度防災・安全交付金（交通安全）工事 長野市中条　中条宮 86 45,800,000 42,340,000 92.4

10 土尻川砂防事務所 平成28年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 長野市信州新町竹房 86 31,650,000 29,320,000 92.6

11 長野建設事務所
平成28年度国補治水ダム建設事業に伴う地下
水排除工事

長野市浅川 83 16,090,000 14,870,000 92.4

12 土尻川砂防事務所 平成27年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 長野市信州新町竹房 85 73,830,000 68,520,000 92.8

13 土尻川砂防事務所
平成27年度防災・安全交付金（地すべり対策）
工事

長野市大岡栗尾 82 36,700,000 33,950,000 92.5

14 土尻川砂防事務所
平成27年度防災・安全交付金（地すべり対策）
工事

長野市信州新町大河 85 29,760,000 27,540,000 92.5

15 長野建設事務所 平成26年度県単道路改築工事 長野市信州新町牧野島 86 22,900,000 20,610,000 90.0

16 土尻川砂防事務所 平成26年度地すべり対策工事 長野市大岡栗尾2工区 85 51,410,000 46,270,000 90.0

17 長野地方事務所 平成25年度林地荒廃防止事業第7-2号工事 長野市信更町三水-2 82 22,810,000 20,530,000 90.0

18 土尻川砂防事務所 平成25年度地すべり対策工事 長野市信州新町下川 80 22,840,000 20,560,000 90.0

19 土尻川砂防事務所 平成25年度地すべり対策工事 長野市大岡栗尾 84 41,710,000 37,550,000 90.0

20 土尻川砂防事務所 平成24年度通常砂防工事
長野市信更町三水（清水神社）3工
区

82 24,660,000 22,390,000 90.8



調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 39,381,691 39,384,339

共通仮設費 式 4,956,600 4,957,600

純工事費 式 44,338,291 44,341,939

現場管理費 式 13,793,000 10,480,000

工事原価 式 58,131,291 54,821,939

一般管理費等 式 9,828,709 7,698,061

工事価格合計 式 67,960,000 62,520,000

消費税 式 6,796,000 6,252,000

工事費計 式 74,756,000 68,772,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

＊＊＊本工事費＊＊＊ 39,384,339

　斜面対策 36,929,202

　　地下水排除工 35,111,827

　　　集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(集水井) 8,360,028

　　　　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ m 72 9,677 696,744

　　　　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ m 468 15,420 7,216,560

　　　　　　保孔管 m 810 514 416,340

　　　　　　保孔管 m 36 844 30,384

　　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(集水井) 8,786,736

　　　　　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　集水井内 粘性土 m 36 13,547 487,692

　　　　　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　集水井内 ﾚｷ質土 m 234 35,466 8,299,044

　　　排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 816,048

　　　　　　排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　集水井内 ﾚｷ質土 m 36 18,630 670,680

　　　　　　保孔管　集水井内 SGP80 m 36 4,038 145,368

　　　集水井工 8,435,934

　　　　　　床掘り「　土砂 小規模 m3 20 1,871 37,420

　　　　　　土砂等運搬 m3 20 2,517 50,340

　　　　　　整地 残土受け入れ地での聖地 m3 20 103 2,060

　　　　　　固定ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般養生 m3 4 28,990 115,960

　　　　　　集水井掘削 式 1 6,096,420 6,096,420

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



　　　　　　土砂等運搬 小規模DID区間なし10㎞以下 m3 110 2,517 276,870

　　　　　　整地 m3 110 103 11,330

　　　　　　昇降用設備設置工 ｍ 13 7,990 103,870

　　　　　　昇降用設備費 式 1 407,800 407,800

　　　　　　井戸蓋 基 1 386,400 386,400

　　　　　　底張ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般養生 m3 10 26,980 269,800

　　　　　　底張ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 一般型枠 m2 8 10,480 83,840

　　　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1 394,450 394,450

　　　　　　防護施設ﾄ工 式 1 199,374 199,374

　　　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 5,185,604

　　　　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｍ 257 8,202 2,107,914

　　　　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｍ 171 13,140 2,246,940

　　　　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｍ 23 15,250 350,750

　　　　　　保孔管 ｍ 600 800 480,000

　　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 2,868,706

　　　　　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 粘性土 ｍ 86 11,482 987,452

　　　　　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾚｷ質土 ｍ 57 30,222 1,722,654

　　　　　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 軟岩 ｍ 8 19,825 158,600

　　　導水管 19,272

　　　　　　導水管 ｍ 24 803 19,272

　　　孔口保護工(配管) 38,796

　　　　　　孔口保護工(配管) 箇所 12 3,233 38,796

　　　孔口保護工 577,903



　　　　　　床掘り(掘削) m3 20 1,871 37,420

　　　　　　埋戻し m3 3 3,277 9,831

　　　　　　土砂等運搬 小規模DID区間なし10㎞以下 m3 10 2,517 25,170

　　　　　　整地 m3 10 103 1,030

　　　　　　ふとんかご設置 ｍ 24 19,920 478,080

　　　　　　止杭工「地すべり」 本 8 1,474 11,792

　　　　　　吸出防止ｼｰﾄ m2 27 540 14,580

　　　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工孔口標識 22,800

　　　　　　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工孔口標識 枚 1 22,800 22,800

　　山腹水路工 1,817,375

　　　山腹排水路工 式 1 1,817,375 1,817,375

　仮設工 2,455,137

　　任意仮設工 2,455,137

　　　　工事用道路工 式 1 1,320,020 1,320,020

　　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 式 1 983,700 983,700

　　　　掘削作業設備据付・解体 式 1 71,630 71,630

　　　　足場工（横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 式 1 79,787 79,787

直接工事費 39,384,339

共通仮設費 4,957,600

純工事費 44,341,939



現場管理費 10,480,000

工事原価 54,821,939

一般管理費等 7,698,061

工事価格計 62,520,000

消費税 6,252,000

工事費計 68,772,000



調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

該当なし



調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

※材料は協力業者に材工込
にて契約します。

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 　　令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

該当なし



調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

斜面対策

　地下水排除工
北陽建設㈱

　　集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(集水井) 土木一般世話役 23,200 30 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 30 同上

普通作業員 19,700 60 同上
北陽建設㈱

　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(集水井) 土木一般世話役 23,200 31 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 31 同上

普通作業員 19,700 62 同上
北陽建設㈱

　　排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 土木一般世話役 23,200 3 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 3 同上

普通作業員 19,700 5 同上

配管工 21,200 2 同上
北陽建設㈱

　　集水井工 土木一般世話役 23,200 12 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 13 同上

普通作業員 19,700 20 同上

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 33,400 29 同上

型枠工 22,900 3 同上

特殊運転手 21,700 2 同上

一般運転手 18,900 11 同上
北陽建設㈱

　　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 土木一般世話役 23,200 20 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 24 同上

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



普通作業員 19,700 40 同上
北陽建設㈱

　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 土木一般世話役 23,200 10 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 10 同上

普通作業員 19,700 21 同上
北陽建設㈱

　　導水管 土木一般世話役 23,200 1 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 1 同上

普通作業員 19,700 1 同上

　　孔口保護工(配管) 土木一般世話役 23,200 0 材料のため計上なし

特殊作業員 22,800 0

普通作業員 19,700 0
北陽建設㈱

　　孔口保護工 土木一般世話役 23,200 2 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 2 同上

普通作業員 19,700 7 同上

特殊運転手 21,700 3 同上

一般運転手 18,900 1 同上

　　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口標識 土木一般世話役 23,200 0 材料のため計上なし

特殊作業員 22,800 0

普通作業員 19,700 0

　山腹水路工
更水建設工業㈱

　　山腹排水路工 土木一般世話役 23,200 7 協力会社(30年)

特殊作業員 22,800 5 同上

普通作業員 19,700 17 同上

型枠工 22,900 2 同上

鉄筋工 23,800 1 同上

特殊運転手 21,700 6 同上



一般運転手 18,900 2 同上

仮設工

　任意仮設工
更水建設工業㈱

　　工事用道路工 土木一般世話役 23,200 1 協力会社(30年)

　 特殊作業員 22,800 2 同上

普通作業員 19,700 22 同上

とび工 24,100 1 同上

特殊運転手 21,700 6 同上
北陽建設㈱

　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 土木一般世話役 23,200 7 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 7 同上

普通作業員 19,700 14 同上

特殊運転手 21,700 6 同上
北陽建設㈱

　　掘削作業設備据付・解体 土木一般世話役 23,200 1 協力会社(20年)

特殊作業員 22,800 1 同上

普通作業員 19,700 1 同上

特殊運転手 21,700 1 同上
北陽建設㈱

　　足場工（横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 土木一般世話役 23,200 1 協力会社(20年)

普通作業員 19,700 2 同上

とび工 24,100 1 同上

特殊運転手 21,700 1 同上



調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

土木世
話役

特殊
作業員

普通
作業員

とび工
ﾄﾝﾈﾙ

特殊工
型枠工 配管工 鉄筋工

特殊運
転手

一般運
転手

土木世
話役

特殊
作業員

普通
作業員

とび工
ﾄﾝﾈﾙ

特殊工
型枠工 配管工 鉄筋工

特殊運
転手

一般運
転手

斜面対策

　地下水排除工

　　集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(集水井) 30 30 60 120

　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(集水井) 31 31 62 124

　　排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 3 3 5 2 13

　　集水井工 12 13 20 29 3 2 11 90

　　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 20 24 40 84

　　ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 10 10 21 41

　　導水管 1 1 1 3

　　孔口保護工(配管) - - - - - - - - - - 0

　　孔口保護工 2 2 7 11

　　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口標識 - - - - - - - - - - 0

　山腹水路工

　　山腹排水路工 7 5 17 2 1 6 2 40

仮設工

　任意仮設工

　　工事用道路工 1 2 22 1 6 32

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



土木世
話役

特殊
作業員

普通
作業員

とび工
ﾄﾝﾈﾙ

特殊工
型枠工 配管工 鉄筋工

特殊運
転手

一般運
転手

土木世
話役

特殊
作業員

普通
作業員

とび工
ﾄﾝﾈﾙ

特殊工
型枠工 配管工 鉄筋工

特殊運
転手

一般運
転手

　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 7 7 14 6 34

　　掘削作業設備据付・解体 1 1 1 1 4

　　足場工（横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 1 2 1 1 5

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和2年度　防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事　(地)日時　長野市　信州新町　日時2工区

数量 数量 備考

（t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

該当なし


