
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3年度　保育事業　第1号工事
業者名：　 株式会社　創恒　　　　　　　　
住　所：　　長野県　上田市　古安曽1593-1　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

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

当社で積算した工事価格を落札の可能性が高い金額に経費を調整して対応したところ、契約後
確認調査の対象となってしまいました、積算の差異もありましたが、当社の経費を削減することに
より、応札価格でも良質な工事ができると判断しています。



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 上小地方事務所長 平成22年度　県営林造林事業　第1号工事
上田市前山字沢山他（西塩田・別
所・武石県有林）

1,940,000

2 上小地方事務所長 平成25年度　保安林緊急改良事業　第1号工事 上田市　上田 84 19,340,000

3 上小地方事務所長
平成26年度　保安林緊急改良事業第101号工
事

上田市　丸子 86 12,070,000

4 上小地方事務所長
平成26年度　保安林緊急改良事業第102号工
事

上田市　小泉 81 15,980,000

5 上小地方事務所長 平成27年度　保安林緊急改良事業　第2号工事 上田市　丸子 7,290,000 6,740,000 92.5

6 上小地方事務所長 平成27年度　保安林改良事業　第8号工事 小県郡　青木村青木 10,900,000 10,100,000 92.7

7 上小地方事務所長 平成28年度　保安林緊急改良事業　第1号工事 上田市　小泉1 80 9,550,000 8,870,000 92.9

8 上小地方事務所長
平成28年度　県営林造林（素材生産）事業　第2
号工事

上田市真田町長十ノ原（滝之入県
行造林）

5,490,000 5,270,000 96.0

9 上田地域振興局長 平成29年度　保育事業　第7号工事 上田市　真田 81 2,640,000 2,450,000 92.8

10 上田地域振興局長 平成29年度　県営林造林事業　第2号工事
上田市真田町長十ノ原（滝之入県
行造林）

81 11,590,000 10,430,000 90.0

11 上田地域振興局長 平成30年度　保育事業　第6号工事 小県郡　長和町　大門 84 3,980,000 3,680,000 92.5

12 上田地域振興局長 平成30年度　保安林緊急改良事業　第2号工事 上田市　小泉 13,050,000 12,030,000 92.2

13 上田地域振興局長 平成30年度　県営林造林事業第2号工事
上田市真田町　長　十ノ原（滝之入
県行造林）

21,490,000 19,630,000 91.3

14 上田地域振興局長 令和元年度　保安林緊急改良事業　第2号工事 上田市　小泉（東山地区） 11,660,000 10,930,000 93.7

15 上田地域振興局長 令和元年度　保育事業　第5号工事 上田市　真田 84 4,540,000 4,180,000 92.1

16 上田地域振興局長 令和元年度　保育事業第6号工事 長和町　大門 2,020,000 1,810,000 89.6 低入調査

17 上田地域振興局長 令和2年度　保育事業第3号工事 上田市　沢山 1,780,000 1,590,000 89.3 低入調査

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

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 　　　円 1,368,516 1,368,516 1,598,564

準備費 円 ― ― 14,153

技術管理費 円 ― ― 54,000

共通仮設費 　　　円 76,910 62,541 73,054

純工事費 　　　円 1,445,426 1,431,057 1,739,771

現場管理費 　　　円 669,376 538,506 629,034

工事原価 　　　円 2,114,802 1,969,563 2,368,805

一般管理費等 　　　円 485,198 360,437 411,195

工事価格合計 　　　円 2,600,000 2,330,000 2,780,000 2,780,000

消費税 　　　円 260,000 233,000 278,000 278,000

工事費計 　　　円 2,860,000 2,563,000 3,058,000 3,058,000

令和3年度　保育事業　第1号工事

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

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
　保安林整備
　　保育工
本数調整伐　A地 0.64 ha ― ― ― ― 0.64 359,450 230,048 ― 追加工種
本数調整伐　C地 1.41 ha 599,109 1.41 424,900 599,109 1.41 424,900 599,109 1.00
本数調整伐　D1、D2地 0.48 ha 203,952 0.48 424,900 203,952 0.48 424,900 203,952 1.00
本数調整伐　E地 1.49 ha 565,455 1.49 379,500 565,455 1.49 379,500 565,455 1.00

直接工事費 1,368,516 1,368,516 1,598,564
　準備費 14,153
　技術管理費 54,000

共通仮設費 76,910 62,541 73,054

純工事費 1,445,426 1,431,057 1,739,771

現場管理費 669,376 538,506 629,034

工事原価 2,114,802 1,969,563 2,368,805

一般管理費等 485,198 360,437 411,195

工事価格計 2,600,000 2,330,000 2,780,000 2,780,000

消費税 260,000 233,000 278,000 278,000

工事費計 2,860,000 2,563,000 3,058,000 3,058,000

令和3年度　保育事業　第1号工事　　　　　　　　　　　　　　　

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

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

令和3年度　保育事業　第1号工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価

使用の予定なし



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

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）

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

令和3年度　保育事業　第1号工事

個人持ちの為、会社としての購入の予定なし



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

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

令和3年度　保育事業　第1号工事

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

チェンソーについては個人持ちの為、手持ち機械なし



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

本数調整伐 特殊作業員 22,800 24 22,800 20 1.00

普通作業員 19,700 37 19,700 32 1.00

工種 職種

入札時 工事完成時

令和3年度　保育事業　第1号工事

(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

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

本数調整伐 A地　ヒノキ ― ― ― 7 5 12 ― 追加工種
C地　ヒノキ 16 10 26 11 7 18 0.7 熟練技術者の配置
D1,D2地　ヒノキ 6 4 10 4 2 6 0.6 熟練技術者の配置
E地　スギ 15 10 25 10 6 16 0.6 熟練技術者の配置

令和3年度　保育事業　第1号工事

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

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）

令和3年度　保育事業　第1号工事

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

な し



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ ３，０５８，０００　円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ ３，０５８，０００　円
落札率（A/a）←調査表１ ８９．６　％
最終実績率（B/C）←調査表１ １００　％
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


