
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　国補道路災害関連工事
業者名：　株式会社　三六組　　　　　　　　　
住　所：　飯田市 本町 4丁目7番地2　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費
当該同種工事での当社施工実績と協力業者の実績を勘案し、設計内容を精査し計上しました。

②共通仮設費
当該同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮し余裕ある計上をして
あります。

③現場管理費
施工実績を基に当該工事内容を検討し計上してあります。

④一般管理費
当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しています。

以上の理由により、今回の入札金額を決定いたしました。

令和2年度　県営中山間総合整備事業　豊丘地区　防火水槽設置工事

令和2年度　林道改良工事

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

　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



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26年度　国補ダム建設(治水ダム)工事 飯田市　松川ダム　7工区 84 71,990,000 64,790,000 90.0%

2 飯田建設事務所 平成29年度　国補ダム建設(治水ダム)工事 飯田市　松川ダム　2工区 84 184,670,000 170,820,000 92.5%

3 飯田建設事務所
平成30年度　公共土木施設災害復旧・県単道
路橋梁維持（災害関連）合冊工事

(一)上飯田線 下伊那郡喬木村石
樽橋上ほか

83 27,800,000 25,720,000 92.5%

4 飯田建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金 応急対策工事 (一)源長川　飯田市　大久保町他 84 4,270,000 4,270,000 100.0%

5 飯田建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金　橋梁補修工事
(国)152号　飯田市　天神大渡橋他
（程野橋）

82 16,020,000 16,020,000 100.0%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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　国補道路災害関連工事

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 式 112,911,287 112,828,317

共通仮設費 式 15,791,050 13,627,690

純工事費 式 128,702,337 126,456,007

現場管理費 式 40,026,000 33,412,000

工事原価 式 168,728,337 159,868,007

一般管理費等 式 24,241,663 20,231,993

工事価格合計 式 192,970,000 180,100,000

消費税 式 19,297,000 18,010,000

工事費計 式 212,267,000 198,110,000

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　国補道路災害関連工事

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)

本工事費
道路改良 1 112,828,317
　法面工 1 100,522,845
　　排土工 1 29,746,580
　　　掘削（C1) 310 15,690 4,863,900
　　　掘削（C2) 2,300 6,510 14,973,000
　　　掘削（C3) 320 15,690 5,020,800
　　　アンカー移動 1 1,624,100 1,624,100
　　　掘削（C4) 400 5,122 2,048,800
　　　掘削（C5） 150 1,053 157,950
　　　転石破砕 310 3,413 1,058,030
　　法面整形工 1 21,345,030
　　　法面整形（切土部） 6,720 3,144 21,127,680
　　　法面整形（切土部） 230 945 217,350
　　法面吹付工 1 49,431,235
　　　コンクリート吹付 7,313 6,470 47,315,110
　　　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工 855 2,475 2,116,125
　落石雪害防止工 1 6,467,960
　　落石防止網工 1 6,434,976
　　　ロックネット再利用撤去 60 2,770 166,200
　　　ロックネット再利用設置 60 4,120 247,200
　　　ロックネット撤去 285 2,130 607,050
　　　ロックネット設置 500 6,780 3,390,000
　　　ロックネット（アンカー設置） 36 15,700 565,200
　　　ロックネット（支柱撤去） 11 10,666 117,326
　　　ロックネット（支柱設置） 20 67,100 1,342,000
　　運搬処理工 1 32,984
　　　現場発生品運搬 4 8,246 32,984
　構造物撤去工 1 674,492
　　構造物取壊し工 1 553,404
　　　吹付法面取壊し　機械施工 186 601 111,786
　　　吹付法面取壊し　人力施工 178 2,481 441,618
　　運搬処理工 1 121,088
　　　殻運搬　吹付ﾓﾙﾀﾙ 36 2,808 101,088

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



工事費内訳書
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

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

　　　殻処分（ラス殻） 36 4,000 144,000
　　　殻処分（スクラップ） 8 -15,500 -124,000
　仮設工 1 5,163,020
　　任意仮設工 1 5,163,020
　　　索道仮設工 1 4,938,500
　　　　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 1 4,938,500 4,938,500
　　　足場工 1 224,520
　　　　足場工 60 3,742 224,520
直接工事費 112,828,317

　準備費 2,695,690
　　準備費 2,695,690
　　　支障木伐採・集積 1 2,454,000 2,454,000
　　　木くず運搬 1 54,040 54,040
　　　処分費 1 187,650 187,650
共通仮設費率計算額 10,932,000
共通仮設費計 13,627,690

純工事費 126,456,007

現場管理費 33,412,000

工事原価 159,868,007

一般管理費等 20,231,993

工事価格計 180,100,000

消費税 18,010,000

工事費計 198,110,000



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　国補道路災害関連工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

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



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　国補道路災害関連工事

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）

法面吹付工、落石防止網工の関係資材については、下請負契約（材工）に含むため購入資材は有りません

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　国補道路災害関連工事

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
手持ち機械は有りません

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　国補道路災害関連工事

排土工 大昌建設（株）
　掘削（C1) 土木一般世話役 23,200 6 協力会社（0）

大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 23 協力会社（0）

大昌建設（株）
法面工 25,600 45 協力会社（0）

排土工 大昌建設（株）
　掘削（C2) 土木一般世話役 23,200 14 協力会社（0）

大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 70 協力会社（0）

大昌建設（株）
法面工 25,600 138 協力会社（0）

排土工 大昌建設（株）
　掘削（C2) 土木一般世話役 23,200 7 協力会社（0）

大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 24 協力会社（0）

大昌建設（株）
法面工 25,600 46 協力会社（0）

排土工 大昌建設（株）
　アンカー移動 土木一般世話役 23,200 8 協力会社（0）

大昌建設（株）
法面工 25,600 40 協力会社（0）

排土工 北陽建設（株）
　掘削（C4) 普通作業員 19,700 104 協力会社（30）
排土工 大昌建設（株）
　掘削（C5) 普通作業員 19,700 6 協力会社（0）

大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 1 協力会社（0）

排土工 大昌建設（株）
　転石破砕 特殊運転手 21,700 12 協力会社（0）
法面工 北陽建設（株）
　法面整形（切土部） 土木一般世話役 23,200 128 協力会社（30）

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 437 協力会社（30）

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



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

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
北陽建設（株）

特殊作業員 22,800 343 協力会社（30）
法面工 大昌建設（株）
　法面整形（切土部） 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（0）

大昌建設（株）
普通作業員 19,700 5 協力会社（0）

大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 2 協力会社（0）

法面吹付工 北陽建設（株）
　コンクリート吹付 土木一般世話役 23,200 175 協力会社（30）

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 292 協力会社（30）

北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 153 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 563 協力会社（30）

法面吹付工 北陽建設（株）
　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬 普通作業員 19,700 80 協力会社（30）

北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 20 協力会社（30）

落石防止網工 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ再利用撤去 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 7 協力会社（30）

落石防止網工 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ再利用設置 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 14 協力会社（30）

落石防止網工 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ撤去 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 18 協力会社（30）

落石防止網工 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ設置 土木一般世話役 23,200 5 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 37 協力会社（30）

落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（ｱﾝｶｰ設置） 土木一般世話役 23,200 6 協力会社（30）



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

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
北陽建設（株）

法面工 25,600 30 協力会社（30）
落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱撤去） 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 11 協力会社（30）

落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱設置） 土木一般世話役 23,200 5 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 23 協力会社（30）

運搬処理工 北陽建設（株）
　現場発生品運搬 普通作業員 19,700 1 協力会社（30）

北陽建設（株）
特殊運転手 21,700 1 協力会社（30）

構造物取壊し工 大昌建設（株）
　吹付法面取壊し(機械) 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（0）

大昌建設（株）
普通作業員 19,700 1 協力会社（0）

大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 2 協力会社（0）

構造物取壊し工 北陽建設（株）
　吹付法面取壊し(人力) 土木一般世話役 23,200 4 協力会社（30）

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 5 協力会社（30）

北陽建設（株）
特殊運転手 21,700 1 協力会社（30）

北陽建設（株）
法面工 25,600 9 協力会社（30）

運搬処理工 (株)栄和
　殻運搬 一般運転手 18,900 4 協力会社（40）
仮設工 (株)ダイリン
　索道仮設工 土木一般世話役 23,200 15 協力会社（15）

(株)ダイリン
普通作業員 19,700 55 協力会社（15）

(株)ダイリン
特殊作業員 22,800 7 協力会社（15）

(株)ダイリン
特殊運転手 21,700 1 協力会社（15）



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

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
(株)ダイリン

とび 24,100 41 協力会社（15）
仮設工 北陽建設（株）
　足場工 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30）

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 1 協力会社（30）

北陽建設（株）
とび 24,100 5 協力会社（30）

共通仮設費 (株)ダイリン
　準備費 特殊運転手 21,700 42 協力会社（15）

(株)ダイリン
法面工 25,600 28 協力会社（15）

南信ﾁｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
一般運転手 18,900 2 協力会社（20）



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　国補道路災害関連工事

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 法面工 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 法面工

排土工 掘削（C1) 6 23 45 74

掘削（C2) 14 70 138 222

掘削（C3) 7 24 46 77

アンカー移動 8 40 48

掘削（C4) 104 104

掘削（C5) 6 1 7

転石破砕 12 12

法面整形工 法面整形（切土部） 128 437 343 908

法面整形（切土部） 2 5 2 9

法面吹付工 コンクリート吹付 175 292 153 563 1183

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬 80 20 100

落石防止網工 ロックネット再利用撤去 1 7 8
ロックネット再利用設置 2 14 16

ロックネット撤去 2 18 20

ロックネット設置 5 37 42
ロックネット（アンカー設置） 6 30 36
ロックネット（支柱撤去） 2 11 13
ロックネット（支柱設置） 5 23 28

運搬処理工 現場発生品運搬 1 1 2
構造物取り壊し工 吹付法面取壊し（機械） 1 1 2 4

吹付法面取壊し（人力） 4 5 1 9 19

運搬処理工 殻運搬 4 4

仮設工 索道仮設工 15 55 7 1 41 119

足場工 1 1 5 7

共通仮設費 準備費 42 2 28 72

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)



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　国補道路災害関連工事

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）

Con塊 ﾓﾙﾀﾙ 36m3 （株）栄和 2,808 木下建設（株） 4,000
枝葉、幹 2t 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 7720 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 13,950
根株 5t 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 7720 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 31,950
スクラップ 8ｔ 前田産業 -15500

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　国補道路災害関連工事

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

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 幾島　隆 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8922067号 専任
現場代理人 幾島　隆 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8922067号 専任

補助技術者 片桐　茂昭 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9109326号 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


