
工事調査様式－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　2災公共土木施設災害復旧工事
業者名：　 小木曽建設株式会社　　　　　　　　　
住　所：　　長野県飯田市座光寺6663番地5　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

・令和元年度 南沢治山事業(緊急自然災害防止対策） 南沢（豊丘村発注）

・令和元年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事

　(国)151号 下伊那郡下條村粒良脇ﾄﾝﾈﾙ1工区(飯田建設事務所発注)

・令和2年度 社会資本整備総合交付金事業道路築造工事

　市道座光寺282号線　飯田市 座光寺（飯田市発注）

・令和2年度 社会資本整備総合交付金事業道路改良工事

　市道座光寺95号線　飯田市 座光寺（飯田市発注)

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

　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

①直接工事費について
事前に施工現場を踏査し、当社実施予算と下請業者からの見積りに基づき検討した結果、今回
の入札金額で施工可能であると判断し入札致しました。
②諸経費（共通仮設費,現場管理費,一般管理費）について
同種工事の経験が豊富であり、工期短縮が見込めるため、人件費、法定福利費、光熱費、通信
交通費等縮減できると考えました。また、工事量確保のため、薄利でも受注したいと考え入札金額
を決定致しました。



工事調査様式－１（別紙）

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 飯田建設事務所
平成30年度 防災・安全交付金（交通安全）
緊急対策工事

（一）市田（停）上市田線
下伊那郡高森町　下市田（2）

85 36,970,000 34,140,000 92.3

2 南信州地域振興局
平成30年度
県営林道大島氏乗線(1工区)開設工事

下伊那郡 喬木村 字 氏乗 84 37,900,000 34,790,000 91.8

3 飯田建設事務所
平成30年度 防災・安全交付金（道路）
（緊急対策事業）工事

（一）新井伊那八幡（停）線
飯田市　水城

85 37,240,000 34,450,000 92.5

4 南信州地域振興局
平成30年度 県営中山間総合整備事業
高森地区 千早原南工区道路工事

下伊那郡高森町出原 83 16,800,000 15,490,000 92.2

5 南信州地域振興局
平成29年度 県営中山間総合整備事業
高森地区 千早原横工区道路工事

下伊那郡高森町出原 86 19,100,000 17,670,000 92.5

6 南信州地域振興局
平成28年度 県営中山間総合整備事業 花桃の
里地区 矢越中ノ瀬工区 区画整理工事

下伊那郡阿智村浪合 88 133,280,000 123,270,000 92.5

7 下伊那地方事務所
平成27年度 県営農村地域防災減災事業
恩田井水地区 日の入工区農地保全工事

下伊那郡 阿智村 伍和 79 31,170,000 28,440,000 91.2

8 飯田建設事務所 平成26年度 県単道路改築工事
(一)長沢田村線
下伊那郡　豊丘村　ヨキトギ

85 15,500,000 13,870,000 89.5 低入札調査

9 飯田建設事務所
平成25年度
社会資本整備総合交付金(住宅)工事

(主)飯島飯田線
飯田市 切石～北方1工区

84 62,260,000 56,270,000 90.4

10 下伊那地方事務所
平成25年度 奥地保安林保全緊急対策事業
(漁場)第8号工事

阿智村　清内路 73 18,910,000 17,460,000 92.3

11 下伊那地方事務所
平成25年度 県営林道大島氏乗線
(2工区)開設工事

喬木村　字　大島 85 23,890,000 21,100,000 88.3 低入札調査

12 飯田建設事務所 平成24年度 県単道路改築工事(ゼロ県債）
(一)大島阿島線　下伊那郡喬木村
豊詰～中平2工区

81 19,180,000 17,140,000 89.4

13 飯田建設事務所
平成24年度
社会資本整備総合交付金(住宅)工事

(主)飯島飯田線
飯田市 切石～北方

82 35,170,000 31,720,000 90.2

14 飯田建設事務所 平成24年度 地域自主戦略交付金(道路)工事
(国)151号 下伊那郡阿南町
新野峠ﾊﾞｲﾊﾟｽ1工区

78 22,010,000 19,260,000 87.5

15 飯田建設事務所
平成24年度 社会資本整備総合交付金
(全国防災)橋梁補修工事

(国)151号 飯田市
新川橋他(駒沢橋2工区)

82 7,350,000 6,600,000 89.8

16 下伊那地方事務所
平成24年度
県営住宅上新井団地駐車場改修工事

下伊那郡松川町　元大島 80 8,640,000 7,390,000 85.5

17 飯田建設事務所 平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事
(急)羽場2号
飯田市　羽場赤坂

82 25,780,000 22,700,000 88.1

18 飯田建設事務所 平成22年度県単道路改築工事
(一)米川飯田線　飯田市
尾林上～堀廻(安戸2工区)

71 44,150,000 38,360,000 86.9 低入札調査

19 下伊那地方事務所  平成23年度 県営ため池等整備事業恩田井水地区深沢道路工事下伊那郡阿智村　智里 84 62,420,000 53,150,000 85.1 低入札調査

20 飯田建設事務所
平成22年度社会資本整備総合交付金
(活力創出基盤整備)交通安全工事

(一)市田(停)線　豊丘村　田村 84 25,920,000 22,880,000 88.3

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

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 76,803,021 76,803,255

共通仮設費 12,463,830 11,912,820

純工事費 89,266,851 88,716,075

現場管理費 22,459,000 22,744,000

工事原価 111,725,851 111,460,075

一般管理費等 17,144,149 6,059,925

工事価格合計 128,870,000 117,520,000

消費税 12,887,000 11,752,000

工事費計 141,757,000 129,272,000

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



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

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)

千代橋上

 築堤・護岸 1 41,786,185
  法覆護岸工 1 33,309,581
   作業土工 1 4,286,090
    掘削（床掘り） 870 1,847 1,606,890
　　盛土 140 5,241 733,740
　　埋戻し 380 917 348,460
　　法面整形(切土部) 1,000 727 727,000
　　土砂等運搬 300 2,900 870,000
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（Coﾌﾞﾛｯｸ積） 1 23,249,751
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 204 11,716 2,390,064
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 853 21,250 18,126,250
　　 胴込・裏込材（砕石） 263 8,309 2,185,267
　　 天端コンクリート 205 2,674 548,170
　　小口止工・隔壁工 1 3,518,480
　　 小口止工・隔壁工 1 3,518,480 3,518,480
　　根固め工 1 1,263,138
　　 ｶｰﾃﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置 10 8,068 80,680
　　 ｶｰﾃﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去・新設 1 184,676 184,676
　　 ｶｰﾃﾝﾌﾞﾛｯｸ設置 4 156,807 627,228
　　 捨石工 2 917 1,834
　　 元付工 1 368,720 368,720
　　護床工 1 992,122
　　 木工沈床工 2 56,221 112,442
　　 ふとんかご 64 12,200 780,800
　　 底張工(復旧) 1 98,800 98,800
　 構造物撤去工 1 3,880,111
　  構造物取壊し工 1 2,723,970
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 303 8,990 2,723,970
    運搬処理工 1 1,156,141
　　 Co殻運搬 299 2,559 765,141
　　 処分費 無筋Co 391 1,000 391,000
　 雑工 4596493

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



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

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)

　　すり付け工（ﾌﾞﾛｯｸ積) 1 4,596,493
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 15 11,716 175,740
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 178 21,250 3,782,500
　　 胴込・裏込材(砕石) 53 8,309 440,377
　　 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 74 2,674 197,876
　仮設工 1 27,338,145
　 任意仮設工 1 27,338,145 27,338,145
直接工事費 69,124,330
　役務費 1 132,000
　　借地料 1 132,000 132,000
　運搬費 1 4,510,000
　　仮設材運搬費 1 4,510,000 4,510,000
　共通仮設費率計算額 5,460,000
　共通仮設費計 10,102,000
　純工事費 79,226,330
　現場管理費 20,448,000
　工事原価 99,674,330
　一般管理費等 5,475,670
　工事価格 105,150,000
　消費税等相当額 10,515,000
　工事費 115,665,000
小園 7,678,925
 築堤・護岸 1 5,659,650
　河川土工 1 747,634
　 作業土工 1 625,494
　　掘削 80 1,041 83,280
　　床掘り 80 1,847 147,760
　　埋戻し 40 917 36,680
　　盛土 3 3,258 9,774
　　土砂等運搬 120 2,797 335,640
　　整地 120 103 12,360
　 法面整形工 1 122,140
　　法面整形（切土部） 160 727 116,320

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



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

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)

　　法面整形（盛土部） 10 582 5,820
　法覆護岸工 1 4,733,717
　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 1 2,053,725
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 27 11,716 316,332
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 1工区･2工区 76 18,520 1,407,520
　　胴込・裏込材（砕石) 28 8,309 232,652
　　 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 27 3,209 86,643
　　 目地板 6 1,763 10,578
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 1 1,429,038
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 14 5,858 82,012
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 3工区 41 21,250 871,250
　　 胴込・裏込材（砕石） 14 8,309 116,326
　　 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 14 25,675 359,450
　　小口止工 1 669,167
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(1・2工区 1号) 1 68,722 68,722
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(1・2工区 2号) 1 69,693 69,693
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(1・2工区 3号) 1 68,398 68,398
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(1・2工区 4号) 1 68,074 68,074
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(1・2工区 5号) 1 68,722 68,722
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(1・2工区 6号) 1 69,369 69,369
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(3工区 1号) 1 70,017 70,017
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(3工区 2号) 1 69,693 69,693
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(3工区 3号) 1 58,401 58,401
　　 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(3工区 4号) 1 58,078 58,078
　　雑工(すり付け工)ﾌﾞﾛｯｸ張工 1 323,100
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 2 11,716 23,432
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張1工区・2工区 13 18,520 240,760
　　 胴込・裏込材（砕石） 4 8,309 33,236
　　 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 8 3,209 25,672
　　雑工(すり付け工)ﾌﾞﾛｯｸ積工 1 258,687
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 1 5,858 5,858
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 3工区 10 21,250 212,500
　　 胴込・裏込材（砕石） 3 8,309 24,927

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



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

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)

　　 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 6 2,567 15,402
　 構造物撤去工 1 178,299
　　大型土のう撤去工 1 35,479
　　 大型土のう撤去 30 608 18,240
　　 殻運搬(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 1 2,239 2,239
　　 処分費 廃ﾌﾟﾗ(土のう袋) 1 15,000 15,000
　　構造物取壊し工(練石積) 1 97,275
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 9 6,916 62,244
　　 殻運搬(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 9 2,559 23,031
　　 処分費 無筋Co 12 1,000 12,000
　　じゃかご取壊し工 1 45,545
　　 じゃかご取壊し 19 2,233 42,427
　　 殻運搬（鉄線） 1 4,368 4,368
　　 処分費 じゃかご 0.1 -12,500 -1,250
　仮設工 2,019,275
　 任意仮設工 1 2,019,275
　　工事用道路設置工 1 1,026,580 1,026,580
　　水替工 1 830,045 830,045
　　足場工 1 162,250 162,250
直接工事費 7,678,925
　役務費 1 44,900
　 借地料 1 44,900 44,900
　運搬費 1 997,920
　 仮設材運搬費 81 12,320 997,920
　共通仮設費率計算額 768,000
　共通仮設費計 1,810,820
純工事費 9,489,745
現場管理費 2,296,000
工事原価 11,785,745
一般管理費等 584,255
工事価格 12,370,000
消費税等相当額 1,237,000
工事費 13,607,000

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



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

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)

工事価格計 117,520,000
消費税等相当額計 11,752,000
工事費計 129,272,000

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



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持資材はありません

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
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



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

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）

資材については下請契約に含みます

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



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

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
手持機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

千代橋上

 築堤・護岸

　法覆護岸工
(有)矢沢建設

　 作業土工 一般運転手 18,900 27 協力会社（10）
(有)矢沢建設

土木一般世話役 23,200 6 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 44 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊作業員 22,800 3 協力会社（10）
(有)矢沢建設

普通作業員 19,700 74 協力会社（10）
(有)矢沢建設

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 型枠工 22,900 26 協力会社（10）
(有)矢沢建設

土木一般世話役 23,200 29 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 8 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊作業員 22,800 19 協力会社（10）
(有)矢沢建設

普通作業員 19,700 158 協力会社（10）
(有)矢沢建設

ブロック工 23,600 60 協力会社（10）
(有)矢沢建設

　　小口止工・隔壁工 型枠工 22,900 41 協力会社（10）
(有)矢沢建設

土木一般世話役 23,200 14 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 4 協力会社（10）

(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

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 6 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 41 協力会社（10）

(有)矢沢建設
　　根固め工 型枠工 22,900 7 協力会社（10）

(有)矢沢建設
土木一般世話役 23,200 4 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 2 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 4 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 9 協力会社（10）

(有)矢沢建設
　　護床工 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 2 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 2 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 12 協力会社（10）

(有)矢沢建設
   構造物撤去工 協力会社（10）

(有)矢沢建設
　　構造物取壊し工 土木一般世話役 23,200 15 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 12 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 24 協力会社（10）

(有)矢沢建設
　　運搬処理工　　 一般運転手 18,900 15 協力会社（10）

(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）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(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



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

　 雑工
(有)矢沢建設

　　すり付工(ﾌﾞﾛｯｸ積) 型枠工 22,900 3 協力会社（10）
(有)矢沢建設

土木一般世話役 23,200 5 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 2 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊作業員 22,800 3 協力会社（10）
(有)矢沢建設

普通作業員 19,700 31 協力会社（10）
(有)矢沢建設

ﾌﾞﾛｯｸ工 23,600 12 協力会社（10）
(有)矢沢建設

　仮設工 とび工 24,100 49 協力会社（10）
(有)矢沢建設

一般運転手 18,900 103 協力会社（10）
(有)矢沢建設

土木一般世話役 23,200 23 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 65 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊作業員 22,800 24 協力会社（10）
(有)矢沢建設

普通作業員 19,700 92 協力会社（10）

小園

  築堤・護岸

　 河川土工
(有)矢沢建設

　  作業土工 一般運転手 18,900 11 協力会社（10）

(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）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(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



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 6 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 3 協力会社（10）

(有)矢沢建設
　  法面整形工 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 2 協力会社（10）

　 法覆護岸工
(有)矢沢建設

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 型枠工 22,900 4 協力会社（10）
(有)矢沢建設

土木一般世話役 23,200 2 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 6 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊作業員 22,800 6 協力会社（10）
(有)矢沢建設

普通作業員 19,700 16 協力会社（10）
(有)矢沢建設

ﾌﾞﾛｯｸ工 23,600 2 協力会社（10）
(有)矢沢建設

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 型枠工 22,900 4 協力会社（10）
(有)矢沢建設

土木一般世話役 23,200 3 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊作業員 22,800 2 協力会社（10）
(有)矢沢建設

普通作業員 19,700 10 協力会社（10）

(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）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(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



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

(有)矢沢建設
ﾌﾞﾛｯｸ工 23,600 3 協力会社（10）

(有)矢沢建設
　　小口止工 型枠工 22,900 9 協力会社（10）

(有)矢沢建設
土木一般世話役 23,200 2 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 7 協力会社（10）

　　雑工(すり付け工) (有)矢沢建設
　　ﾌﾞﾛｯｸ張工 型枠工 22,900 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
土木一般世話役 23,200 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 2 協力会社（10）

(有)矢沢建設
ﾌﾞﾛｯｸ工 23,600 1 協力会社（10）

　　雑工（すり付け工） (有)矢沢建設
　　ﾌﾞﾛｯｸ積工 型枠工 22,900 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
土木一般世話役 23,200 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 2 協力会社（10）

(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）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(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



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

(有)矢沢建設
ﾌﾞﾛｯｸ工 23,600 1 協力会社（10）

　 構造物撤去工
(有)矢沢建設

　　大型土のう撤去工 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）
(有)矢沢建設

特殊作業員 22,800 1 協力会社（10）
(有)矢沢建設

普通作業員 19,700 1 協力会社（10）
　　構造物取壊し工 (有)矢沢建設
　　（練石積） 一般運転手 18,900 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
土木一般世話役 23,200 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
　　じゃかご取壊し工 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 1 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 1 協力会社（10）

　仮設工
(有)矢沢建設

　　任意仮設工 とび工 24,100 4 協力会社（10）

(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）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(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



工事調査表ー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　2災公共土木施設災害復旧工事

(有)矢沢建設
土木一般世話役 23,200 3 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊運転手 21,700 7 協力会社（10）

(有)矢沢建設
特殊作業員 22,800 6 協力会社（10）

(有)矢沢建設
普通作業員 19,700 9 協力会社（10）

(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）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(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



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
とび工 型枠工

ﾌﾞﾛｯｸ
工

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
とび工 型枠工

ﾌﾞﾛｯｸ
工

千代橋上
法覆護岸工 作業土工 6 74 3 44 27 154

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 29 158 19 8 26 60 300
小口止工・隔壁工 14 41 6 4 41 106

根固め工 4 9 4 2 7 26
護床工 2 12 2 2 18

構造物撤去工 構造物取壊し工 15 24 12 51
運搬処理工 15 15

雑工 すり付け工 5 31 3 2 3 12 56
仮設工 任意仮設工 23 92 24 65 103 49 356
小園
河川土工 作業土工 3 6 11 20

法面整形工 1 2 1 4
法覆護岸工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 2 16 6 6 4 2 36

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 3 10 2 1 4 3 23
小口止工 2 7 1 1 9 20

雑工　ﾌﾞﾛｯｸ張工 1 2 1 1 1 1 7
雑工　ﾌﾞﾛｯｸ積工 1 2 1 1 1 1 7

構造物撤去工 大型土のう撤去工 1 1 1 1 4
構造物取壊し工 1 1 1 1 4
じゃかご取壊し工 1 1 1 1 4

仮設工 任意仮設工 3 9 6 7 4 29

(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)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－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　2災公共土木施設災害復旧工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 403 矢沢建設 2,559 シブキヤ建設 1,000
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1 矢沢建設 2,239 シブキヤ建設 15,000

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



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（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）

配置予定技術者名簿
工事名 令和2年度　2災公共土木施設災害復旧工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

現場代理人
監理技術者

小林比呂志 一級土木施工管理技士 H13.2.28 C001014102 専任

補助技術者 所澤政光 一級土木施工管理技士 H4.3.10 9108499 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


