
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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　
業者名：　岡谷組・小池建設特定建設工事共同企業体　代表者　株式会社　岡谷組　　　　　　　
住　所 ：　代表者　長野県岡谷市幸町６番６号　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
１、工事内容について、過去の同種工事における施工経験と実績から、当社及び協力業者によ
り、充分に施工が可能であると考えました。

２、労務・機械についても、当社及び協力業者による実績の蓄積と連携から確保が可能であると
考えました。

平成２９年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事（雨中２号トンネル）　ＪＶ構成員

令和元年度　県単道路建設受託工事　（大平東工区）

令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事　伊那バイパス１０工区

R１国道１９号塩尻市九里巾交差点改良工事

令和元年度　１９号桜沢トンネル整備工事

雨宮及び野高場護岸災害復旧工事

Ｒ１国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山地区改良３工事

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

別紙の通り

　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

３、入札価格について、積算内容を精査し、長野県「低入札価格調査試行要領」を鑑み充分に検
討をした上で決定をしました。
よって、本工事を構成する各管理費についは、その確保と施工が充分に可能であると考えます。
以上から災害工事への貢献、長野県発注における道路トンネル工事施工への強い意欲をもって
入札を致しました。



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２０年度　国補道路改築工事
（国）１５２号　飯田市上村向井万場拡
幅（豆嵐トンネル）

９０点 1,340,680,000 839,000,000 62.6 低入調査

2 中野建設事務所 平成２０年度　国補地すべり対策工事 落合　山ノ内町　落合 ８４点 476,060,000 308,000,000 64.7 低入調査

3 木曽建設事務所
平成２３年度　社会資本整備総合交付金（活力創出
基盤整備）工事

（主）開田三岳福島線　木曽郡木曽町
川合（川合トンネル）

８９点 742,000,000 601,800,000 81.1 低入調査

4 木曽建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（道路）工事
（一）上松南木曽線　木曽郡上松町～
大桑村　登玉～和村（和村トンネル）

８９点 1,110,840,000 930,000,000 83.7 低入調査

5 諏訪建設事務所
平成２６年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）
工事

（主）諏訪辰野線　諏訪市　高島 ９４点 258,020,000 219,600,000 85.1

6 飯田建設事務所
平成２３年度　社会資本整備総合交付金（活力創出
基盤整備）工事

（国）１５２号　飯田市　小道木バイパス
（小道木１号橋Ａ１橋台）

８９点 178,030,000 151,800,000 85.3 低入調査

7 伊那建設事務所 平成２９年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）１５３号　伊那市　伊那バイパス
（野底福島トンネル）

７７点 1,147,440,000 979,000,000 85.3

8 諏訪建設事務所
平成２６年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）
工事

（主）諏訪辰野線　諏訪市　高島３工区 ９４点 202,940,000 173,200,000 85.3

9 諏訪建設事務所
平成２５年度　防災・安全交付金（治水）総合流域防
災工事

（一）大川　岡谷市　中央町２工区 ８９点 270,110,000 230,800,000 85.4

10 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）工事

（国）１５２号　飯田市南信濃和田バイ
パス２工区（白岩大橋上部工）

７７点 190,380,000 167,000,000 87.7

11 諏訪地域振興局
平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田
地区　南ため池改修工事

諏訪郡　原村　中新田 ９０点 172,534,913 151,700,000 87.9 低入調査

12 上伊那地方事務所
平成２２年度　国補県営ため池等整備事業　美和地
区水路トンネル工事

伊那市長谷 ８４点 184,470,000 163,800,000 88.8

13 諏訪建設事務所
平成２５年度　社会資本整備総合交付金流域下水道
工事

諏訪湖流域　白樺湖幹線　茅野市ちの
白樺湖３８工区

８７点 135,240,000 120,880,000 89.4

14 諏訪建設事務所 平成２４年度　地域自主戦略交付金（道路）工事 （国）２９９号　茅野市　糸萱拡幅１工区 ８１点 76,070,000 68,200,000 89.7

17 諏訪建設事務所 平成２９年度　防災・安全交付金（火山砂防）工事 （砂）蓮井沢　茅野市　柏原２工区 ８６点 169,930,000 157,060,000 92.4

15 松本建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（街路）工事 （都）内環状南線　松本市　中条２工区 ８９点 131,680,000 121,850,000 92.5

16 諏訪建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（街路）工事
（都）岡谷川岸線　岡谷市　成田町２工
区

８７点 46,240,000 42,850,000 92.7

17 諏訪建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（街路）工事
（都）岡谷川岸線　岡谷市　成田町１工
区

８７点 92,180,000 85,830,000 93.1

18 木曽建設事務所 平成２７年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事 （砂）初沢　木曽郡木祖村　蒲沼 ８０点 102,200,000 96,200,000 94.1

19 諏訪建設事務所 平成２５年度　災害対策等緊急事業推進費工事 （一）塚間川　岡谷市　神明町・郷田 ８９点 139,590,000 131,800,000 94.4

20 長野地方事務所
平成２６年度　県営中山間総合整備事業　信州高山
地区　中山工区水路トンネル工事

上高井郡高山村大字中山 ９２点 373,930,000 366,000,000 97.9

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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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 1,347,539,005 1,347,533,439

共通仮設費   式 123,215,782 110,921,832

純工事費   式 1,470,754,787 1,458,455,271

現場管理費   式 443,236,000 398,930,000

工事原価   式 1,913,990,787 1,857,385,271

一般管理費等   式 163,979,213 54,334,729

工事価格合計   式 2,077,970,000 1,911,720,000

消費税   式 207,797,000 191,172,000

工事費計   式 2,285,767,000 2,102,892,000

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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

1,347,533,439

    トンネル（ＮＡＴＭ） 1,126,836,990

        トンネル工（発破
工法） 860,093,250

            掘削・支保工 594,014,772

                掘削・支保
工  全断面  ＣＩ

掘削～支保工～集塵
機運転・ずり１次運搬 330 542,820 179,130,600

                掘削・支保
工  全断面  ＣⅡ-ｂ

掘削～支保工～集塵
機運転・ずり１次運搬 240 789,210 189,410,400

                掘削・支保
工  上半  ＤⅠ-ｂ

掘削～支保工～集塵
機運転・ずり１次運搬 120 859,260 103,111,200

                掘削・支保
工  下半  ＤＩ-ｂ

掘削～支保工～集塵
機運転・ずり１次運搬 120 324,530 38,943,600

                掘削・支保
工  上半  ＤⅢ

掘削～支保工～集塵
機運転・ずり１次運搬 59 1,070,000 62,916,000

                掘削・支保
工  下半  ＤⅢ

掘削～支保工～集塵
機運転・ずり１次運搬 59 348,690 20,502,972

            覆工コンクリー
ト・防水工 266,078,478

                覆工コンク
リート・防水  ＣⅠ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉 330 362,630 119,667,900

                覆工コンク
リート・防水  ＣⅡ-ｂ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉 240 346,640 83,193,600

                覆工コンク
リート・防水  ＤⅠ-ｂ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉 120 334,100 40,092,000

                覆工コンク
リート・防水  ＤⅢ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉 58.8 346,555 20,377,434

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１６  トンネ
ル内作業 5.73 143,700 823,401

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１９  トンネ
ル内作業 13.39 143,700 1,924,143

        掘削補助工 23,115,000

            掘削補助工Ａ 23,115,000

                フォアパイリ
ング  ＤⅢ  起点部

注入式長尺先受工  坑
内二方 2 5,637,300 11,274,600

                フォアパイリ
ング  ＤⅢ  終点部

注入式長尺先受工  坑
内二方 2 5,785,800 11,571,600

                小口径長尺
先受工 技術指導 ＤⅢ  起点部・終点部 4 67,200 268,800

        道路土工 133,799,400

            ずり処理工 133,799,400

                土砂等運搬
軟岩

標準  DID区間なし
15.5km以下 10,800 2,132 23,025,600

                土砂等運搬
中硬岩

標準  DID区間なし
15.5km以下 35,400 3,000 106,200,000

                整地 46,200 99 4,573,800

        インバート工 36,724,738

            インバート掘削
工 10,740,657

                インバート掘
削  ＤⅠ-ｂ 120 58,126 6,975,120

                インバート掘
削  ＤⅢ 58.8 62,805 3,692,934

                インバート掘
削  坑門部 1.2 60,503 72,603



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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

            インバート本体
工 25,984,081

                インバート
ＤⅠーｂ

18-8-40(BB)  60%
C=230kg以上 120 112,483 13,497,960

                インバート
ＤⅢ

18-8-40(BB)  60%
C=230kg以上 58.8 127,274 7,483,711

                インバート
坑門部

18-8-40(BB)  60%
C=230kg以上 1.2 109,150 130,980

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１６  トンネ
ル内作業 9.16 143,700 1,316,292

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１９  トンネ
ル内作業 24.74 143,700 3,555,138

        坑内付帯工 49,060,794

            作業土工
中央排水工・横断排水
工 1,894,800

                掘削 400 1,837 734,800

                土砂等運搬 400 2,900 1,160,000

            裏面排水工 1,350,000

                裏面排水工 φ３０×３ 1,500 900 1,350,000

            地下排水工 43,989,215

                中央排水工
インバート有

高密度ポリエチレン管
φ３００  有孔管 180 9,233 1,661,940

                中央排水工
インバート無

高密度ポリエチレン管
φ３００  有孔管 570 8,337 4,752,090

                横断排水工
φ１５０  単粒度砕石４
号 5 23,113 115,565



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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                円形水路工
φ２００  歩車道境界ブ
ロック含む 1,440 23,069 33,219,360

                円形水路用
集水桝

φ２００用  歩車道境界
ブロック含む 60 70,671 4,240,260

            箱抜工 1,826,779

                箱抜工  Ｃ
Ⅰ

消火器(押ボタン式通報
装置付) 7 49,702 347,914

                箱抜工  Ｃ
Ⅱ

消火器(押ボタン式通報
装置付) 5 68,847 344,235

                箱抜工  Ｄ
Ⅰ

消火器(押ボタン式通報
装置付) 2 74,320 148,640

                箱抜工  Ｄ
Ⅲ

消火器(押ボタン式通報
装置付) 1 106,100 106,100

                箱抜工  Ｃ
Ⅰ

消火器(押ボタン式通報
装置付)＋非常電話 4 68,383 273,532

                箱抜工  Ｃ
Ⅱ

消火器(押ボタン式通報
装置付)＋非常電話 3 108,509 325,527

                箱抜工  Ｄ
Ⅰ

消火器(押ボタン式通報
装置付)＋非常電話 1 118,210 118,210

                箱抜工  Ｄ
Ⅲ

消火器(押ボタン式通報
装置付)＋非常電話 1 145,586 145,586

                現場発生品
運搬 1 17,035 17,035

        坑門工  起点側 12,237,751

            作業土工 280,200

                掘削 軟岩  障害なし 120 292 35,040

                土砂等運搬
標準  DID区間なし
15.5km以下 120 1,944 233,280



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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                整地 残土受入れ地での処理 120 99 11,880

            坑口付工 7,133,191

                坑口付工
起点側 1 7,133,191 7,133,191

            坑門本体工 4,824,360

                坑門本体工
起点側

２４-１２-４０ＢＢ
(W/C=55%以下) 1 4,824,360 4,824,360

        坑門工  終点側 11,806,057

            作業土工 233,500

                掘削 軟岩  障害なし 100 292 29,200

                土砂等運搬
標準  DID区間なし
15.5km以下 100 1,944 194,400

                整地 残土受入れ地での処理 100 99 9,900

            坑口付工 7,052,943

                坑口付工
終点側 1 7,052,943 7,052,943

            坑門本体工 4,519,614

                坑門本体工
終点側

２４-１２-４０ＢＢ
(W/C=55%以下) 1 4,519,614 4,519,614

    舗装 65,648,498

        舗装工 65,648,498



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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

            コンクリート舗
装工 本線車道 55,343,869

                上層路盤
（車道・路肩部）

車道、厚２３．６ｃｍ（平
均） 4,880 1,655 8,076,400

                コンクリート
舗装 車道、厚２５ｃｍ 4,880 9,092 44,368,960

                縦目地 加熱施工  高弾性 75 6,767 507,525

                側目地 加熱施工  高弾性 1 818,070 818,070

                切削目地 加熱施工  高弾性 50 21,649 1,082,450

                打込目地 加熱施工  高弾性 24 20,436 490,464

            すりつけ版工 本線車道 1 656,544 656,544

            側帯工 監査歩廊部 1 9,648,085 9,648,085

    仮設工 155,047,951

        指定仮設工 155,047,951

            作業ヤード整
備工 1,868,000

                掘削 軟岩  障害なし 800 292 233,600

                土砂等運搬
標準  DID区間なし
15.5km以下 800 1,944 1,555,200

                整地 残土受入れ地での処理 800 99 79,200

            防護施設工 1,776,000



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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                仮囲い設
置・撤去

丸パイプ土中打込式
Ｈ＝３.０ｍ 150 11,840 1,776,000

            電力設備工 10,894,300

                受電設備 1 10,894,300 10,894,300

            仮設電力設備
工 高圧受電設備 17,356,250

                高圧受電設
備工事 引込・受変電・坑内外 1 8,405,300 8,405,300

                坑外幹線及
び動力設備工事 1 1,101,150 1,101,150

                坑内低圧幹
線設備工事 1 4,536,700 4,536,700

                照明設備工
事 1 1,990,800 1,990,800

                セントル・防
水台車設備工事 1 1,213,100 1,213,100

                モルタル注
入車電装設備工事 1 109,200 109,200

            トンネル仮設備
工 1 118,365,281 118,365,281

            足場工 1 1,347,120 1,347,120

            交通管理工 1 3,441,000 3,441,000

＊＊直接工事費＊＊ 1,347,533,439

    役務費 4,373,103

        役務費 4,373,103



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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

            役務費 4,373,103

                電力基本料
金 1 4,141,941 4,141,941

                借地料
起点側  ヤード借地Ａ
＝２８４０ｍ2 17.7 13,060 231,162

    運搬費 2,926,400

        運搬費 2,926,400

            運搬費 1 2,926,400 2,926,400

    技術管理費 5,187,829

        技術管理費 5,187,829

            技術管理費 5,187,829

                水質管理費 小口径長尺先受工 6 159,975 959,850

                土壌試験費
土壌分析

含有量試験  トンネル
掘削土 53 35,000 1,855,000

                土壌試験費
土壌分析

溶出試験  トンネル掘
削土 53 41,900 2,220,700

                業務用自動
車運転（試料の持込み） ライトバン  １５００cc 59 2,581 152,279

    営繕費 2,483,200

        営繕費 2,483,200

            営繕費 1 2,483,200 2,483,200



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
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

工事名

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場
合その理由を記

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

    安全費 2,551,300

        安全費 2,551,300

            安全費 1 2,551,300 2,551,300

    ＊＊現場環境改善
費（率分）＊＊ 3,550,000

    ＊＊共通仮設費率
計算額＊＊ 89,850,000

＊＊共通仮設費計＊＊ 110,921,832

＊＊純工事費＊＊ 1,458,455,271

＊＊現場管理費＊＊ 398,930,000

＊＊工事原価＊＊ 1,857,385,271

＊一般管理費等＊ 54,334,729

＊＊工事価格計＊＊ 1,911,720,000

＊＊消費税＊＊ 191,172,000

＊＊工事費計＊＊ 2,102,892,000



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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

本工事において、手持ち資材はありません。



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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）

笹島建設（株） 東京都港区南青山2-22-3 協力会社（10年）　

小木曽建設（株） 長野県飯田市座光寺6663-5 協力会社（１年）　

資材については、下請契約（材工）に含む

資材については、下請契約（材工）に含む

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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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

本工事において、手持ち機械はありません。



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と
の関係等

トンネル（NATM)

　トンネル工（発破工法）

　　掘削・支保工 トンネル作業員 26,107 447 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル世話役 35,654 893 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル特殊工 35,437 2,673 笹島建設㈱
協力会社（10年）

　　　覆工コンクリート・防水工 トンネル作業員 24,700 462 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル世話役 33,700 289 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル特殊工 33,400 1,253 笹島建設㈱
協力会社（10年）

　　掘削補助工 技術指導員 40,000 9 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル作業員 26,107 9 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル世話役 35,654 18 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル特殊工 35,437 46 笹島建設㈱
協力会社（10年）

　　　道路土工 一般運転手 18,900 2,255 ㈱正木重機
協力会社（10年）

特殊運転手 21,700 243 ㈱正木重機
協力会社（10年）

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



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

(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

　　　インバート工 型枠工 22,900 14 笹島建設㈱
協力会社（10年）

土木一般世話役 23,200 4 笹島建設㈱
協力会社（10年）

特殊運転手 21,700 6 笹島建設㈱
協力会社（10年）

普通作業員 19,700 4 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル作業員 24,700 51 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル世話役 33,700 51 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル特殊工 33,400 201 笹島建設㈱
協力会社（10年）

　　　坑内附帯工 一般運転手 18,900 25 笹島建設㈱
協力会社（10年）

土木一般世話役 23,200 12 笹島建設㈱
協力会社（10年）

特殊運転手 21,700 23 笹島建設㈱
協力会社（10年）

特殊作業員 22,800 3 笹島建設㈱
協力会社（10年）

普通作業員 19,700 46 笹島建設㈱
協力会社（10年）

溶接工 26,400 4 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル作業員 24,700 10 笹島建設㈱
協力会社（10年）



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

(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

トンネル世話役 33,700 3 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル特殊工 33,400 15 笹島建設㈱
協力会社（10年）

型枠工 22,900 30.600 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

土木一般世話役 23,200 89.080 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

特殊運転手 21,700 47.860 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

特殊作業員 22,800 106.648 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

普通作業員 19,700 195.696 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

　　　坑門工　起点側 型枠工 22,900 27 笹島建設㈱
協力会社（10年）

土木一般世話役 23,200 6 笹島建設㈱
協力会社（10年）

特殊運転手 21,700 1 笹島建設㈱
協力会社（10年）

特殊作業員 22,800 1 笹島建設㈱
協力会社（10年）

普通作業員 19,700 142 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル作業員 24,700 1 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル作業員 26,107 9 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

(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

トンネル世話役 33,700 1 笹島建設㈱
協力会社（10年）

トンネル世話役 35,654 9 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）
トンネル特殊工 33,400 1 笹島建設㈱

協力会社（10年）
トンネル特殊工 35,437 42 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）
一般運転手 18,900 5 ㈱正木重機

協力会社（10年）
特殊運転手 21,700 1 ㈱正木重機

協力会社（10年）
　　　坑門工　終点側 型枠工 22,900 24 笹島建設㈱

協力会社（10年）
土木一般世話役 23,200 6 笹島建設㈱

協力会社（10年）
特殊運転手 21,700 1 笹島建設㈱

協力会社（10年）
特殊作業員 22,800 1 笹島建設㈱

協力会社（10年）
普通作業員 19,700 140 笹島建設㈱

協力会社（10年）
トンネル作業員 24,700 1 笹島建設㈱

協力会社（10年）
トンネル作業員 26,107 9 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）
トンネル世話役 33,700 1 笹島建設㈱

協力会社（10年）



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

(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

トンネル世話役 35,654 9 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）
トンネル特殊工 33,400 1 笹島建設㈱

協力会社（10年）
トンネル特殊工 35,437 42 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）
一般運転手 18,900 4 ㈱正木重機

協力会社（10年）
特殊運転手 21,700 1 ㈱正木重機

協力会社（10年）
　　舗装工

　　　舗装工 左官 23,000 33 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

土木一般世話役 23,200 46 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

特殊運転手 21,700 97 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

特殊作業員 22,800 124 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

普通作業員 19,700 302 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

トンネル特殊工 33,400 15 小木曽建設㈱
協力会社（1年）

　　仮設工

　　　指定仮設



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

(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

　　　　作業ヤード整備工 一般運転手 18,900 30 ㈱正木重機
協力会社（10年）

特殊運転手 21,700 5 ㈱正木重機
協力会社（10年）

　　　　防護施設工 土木一般世話役 23,200 7 ㈱正木重機
協力会社（10年）

普通作業員 19,700 37 ㈱正木重機
協力会社（10年）

　　　仮設電力設備工 とび工 24,100 98 笹島建設㈱
協力会社（10年）

一般運転手 18,900 53 笹島建設㈱
協力会社（10年）

設備機械工 23,000 127 笹島建設㈱
協力会社（10年）

設備機械工 24,012 416 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）

電工 21,600 62 笹島建設㈱
協力会社（10年）

電工 22,593 416 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）
土木一般世話役 23,200 46 笹島建設㈱

協力会社（10年）
特殊作業員 22,800 88 笹島建設㈱

協力会社（10年）
配管工 21,200 1 笹島建設㈱

協力会社（10年）
普通作業員 19,700 201 笹島建設㈱

協力会社（10年）



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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)

(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

普通作業員 20,763 416 笹島建設㈱
トンネル（16ｈ） 協力会社（10年）
溶接工 26,400 5 笹島建設㈱

協力会社（10年）
交通誘導警備員B 11,100 310 ㈱グローバルガード

協力会社（3年）
　　間接費

　　　運搬費 特殊作業員 22,800 5 笹島建設㈱
協力会社（10年）



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

トンネル
作業員
（16ｈ）

トンネル
世話役
（16ｈ）

トンネル
特殊工
（16ｈ）

技術指
導員

一般運
転手

特殊運
転手

型枠工
土木一
般世話
役

普通作
業員

トンネル
作業員

トンネル
世話役

トンネル
特殊工

溶接工
特殊作
業員

左官 とび工
交通誘
導警備
員B

設備機
械工

設備機
械工（16
ｈ）

電工
電工（16
ｈ）

配管工
普通作
業員（16
ｈ）

トンネ
ル作
業員
（16ｈ）

トンネ
ル世
話役
（16ｈ）

トンネ
ル特
殊工
（16ｈ）

技術
指導
員

一般
運転
手

特殊
運転
手

型枠
工

土木
一般
世話
役

普通
作業
員

トンネ
ル作
業員

トンネ
ル世
話役

トンネ
ル特
殊工

溶接
工

特殊
作業
員

左官 とび工

交通
誘導
警備
員B

設備
機械
工

設備
機械
工（16
ｈ）

電工
電工
（16ｈ）

配管
工

普通
作業
員（16
ｈ）

トンネル（NATM)
　トンネル工（発破工法）

掘削・支保工 447 893 2,673 4,013
覆工コンクリート・防水工 462 289 1,253 2,004

掘削補助工 9 18 46 9 82

道路土工 2,255 243 2,498

インバート工 6 14 4 4 51 51 201 331

坑内付帯工 25 71 31 101 242 10 3 15 4 110 612

坑門工　起点側 9 9 42 5 2 27 6 142 1 1 1 1 246

坑門工　終点側 9 9 42 4 2 24 6 140 1 1 1 1 240

舗装工
舗装工 97 46 302 15 124 33 617

仮設工
指定仮設工

作業ヤード整備工 30 5 35

防護施設工 7 37 44

仮設電力設備工 53 46 201 5 88 98 310 127 416 62 416 1 416 2,239

　間接費
運搬費 5 5

配置予定人数

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）

計
(A)

計
(B)

配置予定人数



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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）

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

入札時、該当物無し



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　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

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

監理技術者
現場代理人

武田　孝弘 一級土木施工管理技士 平成18年2月24日 C051005310 専任

別途配置技術者 府後　晃一郎 一級土木施工管理技士 平成29年2月17日 C161004498 専任

主任技術者 片桐　幸裕 一級土木施工管理技士 平成7年3月10日 9407092 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


