
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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事
業者名：　有限会社　建高総備　　　　　　　　
住　所：　　長野市　稲里町　中氷鉋　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

契約工事に関連する手持ち工事はありません。

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

・入札時点において、技術職員に余裕があり仕事確保のために応札しました。
・これまでの長野県企業局様発注工事の施工経験と合わせ、現場周辺の諸状況を把握した技術
者の配置が可能となり、十分な品質を保ちながら工事を円滑に行うことができると判断いたしまし
た。
・当該価格については、県公表単価および歩掛り等を参考に積算し、直接工事費は品質確保を得
るために低減はせず、当社における施工可能な予算を計上し、当該工事を誠実に完成できる価
格と判断し入札いたしました。



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 川中島水道管理事務所 平成24年度更埴地区屋代１工区配水管布設工事 千曲市大字屋代 2,830,000 2,460,000 86.9 低入調査

2 川中島水道管理事務所
平成27年度篠ノ井地区岡田11工区配水管布設
工事

長野市篠ノ井岡田 80 4,640,000 4,150,000 89.4 低入調査

3 川中島水道管理事務所
平成29年度更北地区青木島11工区配水管布
設工事

長野市青木島町大塚 4,340,000 3,900,000 89.9 低入調査

4 川中島水道管理事務所
平成25年度篠ノ井地区会11工区配水管布設工
事

長野市篠ノ井会 1,570,000 1,550,000 98.7

5 川中島水道管理事務所
平成25年度更埴地区倉科12工区配水管布設
工事

千曲市大字倉科 3,100,000

6 川中島水道管理事務所
平成25年度更北地区大塚1工区配水管移設工
事

長野市青木島町大塚 5,470,000 5,350,000 97.8

7 川中島水道管理事務所
平成26年度川中島地区今里11工区配水管布
設工事

長野市川中島町今里 1,650,000 1,630,000 98.8

8 川中島水道管理事務所
平成27年度篠ノ井地区横田1工区配水管移設
工事

長野市篠ノ井横田 78 4,860,000 4,650,000 95.7

9 川中島水道管理事務所
平成27年度更埴地区粟佐11工区配水管布設
他工事

千曲市大字粟佐 2,510,000 2,340,000 93.2

10 川中島水道管理事務所
平成28年度更北地区大塚11工区配水管布設
工事

長野市青木島町大塚 76 5,010,000 4,550,000 90.8

11 川中島水道管理事務所
平成28年度川中島地区今井11工区配水管布
設工事

長野市川中島町今井 1,930,000 1,820,000 94.3

12 川中島水道管理事務所
平成29年度篠ノ井地区岡田11工区配水管布設
工事

長野市篠ノ井岡田 1,750,000 1,610,000 92.0
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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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

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 2,697,871 2,692,613

共通仮設費 405,546 338,172

純工事費 3,103,417 3,030,785

現場管理費 1,180,000 909,000

工事原価 4,283,417 3,939,785

一般管理費等 1,006,583 830,215

工事価格合計 5,290,000 4,770,000

消費税 529,000 477,000

工事費計 5,819,000 5,247,000

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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

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)

配水管布設工
土木 1.0 式 487,892
舗装工 1.0 式 1,057,528
区画線設置工 1.0 式 87,424
配水管布設工Φ150 1.0 式 61,825
配水管布設工Φ75 1.0 式 775,644
任意仮設工 1.0 式 222,300
直接工事費 1.0 式 2,692,613

共通仮設費 1.0 式 338,172

純工事費 1.0 式 3,030,785

現場管理費 1.0 式 909,000

工事原価 1.0 式 3,939,785
一般管理費等 1.0 式 830,215

工事価格計 1.0 式 4,770,000

消費税 1.0 式 477,000

工事費計 1.0 式 5,247,000

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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

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

特にございません



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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

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）

材料費及び管布設工 メカ型PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落管φ150x75 個 1.0 56,600 ㈱本久 長野市 協力業者

 EF片受直管φ75 本 14.0 10,000 〃 〃 〃

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ75ｘ22° 1/2 個 2.0 11,000 〃 〃 〃

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ75ｘ45° 個 9 11,600 〃 〃 〃

PE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75 個 1.0 19,900 〃 〃 〃

不断水割T字管 個 1 165,000 〃 〃 〃

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙﾍ弁仕切弁 基 1 76,300 〃 〃 〃

県水中型仕切弁 組 1.0 55,700 〃 〃 〃

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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

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
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

特にございません



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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

配水管布設工 24,900 4.058 自社労務

23,800 6.412 自社労務

20,400 17.423 自社労務

22,700 3.751 自社労務

19,800 2.677 自社労務

22,300 3.002 自社労務

11,700 19.0 (株)ZeroｲﾝﾌｨﾆﾃｨF
協力会社

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

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

特殊運転手

一般運転手

配管工

交通誘導員



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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

土木
世話
役

特殊
作業
員

普通
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

配管
工

その他
土木
世話
役

特殊
作業
員

普通
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

配管
工

その他

配水管布設工
土木 1.658 1.42 5.48 1.156 1.437 11.15
舗装工 2.399 4.722 6.12 2.594 1.24 17.08
配水管布設工Φ150 0.109 0.109 0.218
配水管布設工Φ75 0.27 5.437 2.615 8.322
任意仮設工 誘導員→ 19 19
技術管理費 通水試験 0.278 0.278 0.556

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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

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）

アスファルト殻 36 未定 1,200

　

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４年度　更北地区　稲里１１工区　配水管布設工事

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

主任技術者 長尾直樹 二級管工事施工管理技士 H13.2.14 P002005750 専任
現場代理人 久保敬吉 二級管工事施工管理技士 H24.2.28 C112102059

＊「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


