
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　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事
業者名： 株式会社マナテック
住　所：　長野市大字南長池字古新田369-5　　　

項　　　　目 内 　　容

１　その価格により入札した理由
本工事における機器費・資材費・労務費に関しては見積徴収のうえ積算しております。

一般管理費及び現場管理費及び共通仮設費においては農林水産省 土地改良工事積算基準を
基準とし算出、且つ企業努力により一部削減し、今回の価格で入札致しました。

別紙

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
上田水道管理事務
所

令和2年度　坂城地区送水ポンプ取替工事 坂城町大字坂城ほか 79 40,720,000 36,450,000 89.5% 低入調査

2 長野地域振興局
令和元年度　県営畑地帯総合土地改良事業
松北地区　西部揚水機場ポンプ設備工事

上高井郡小布施町大字小布施 83 64,940,000 61,700,000 95.0%

3 長野地域振興局
令和元年度　県営農村地域防災減災事業　千
曲川沿岸篠ノ井地区　ポンプ設備付帯工事

長野市篠ノ井小森 80 8,000,000 7,800,000 97.5%

4 上伊那地方振興局
令和元年度　県営かんがい排水事業　伊那西
部２期地区　花岡工区ポンプ施設更新工事

伊那市　西箕輪 86 27,770,000 25,690,000 92.5%

5 長野建設事務所 平成30年度 防災・安全交付金（道路）工事
（国）４０６号　長野市　村山橋４工
区

88 47,360,000 43,840,000 92.6%

6 上伊那地域振興局
平成30年度県営かんがい排水事業伊那西部２
期地区横山工区ポンプ施設更新工事

伊那市横山 82 20,080,000 18,570,000 92.5%

7 企業局川中島水道 平成29年度信里ポンプ場送水ポンプ設置工事 長野市篠ノ井信里 86 44,700,000 41,400,000 92.6%

8 南信州地域振興局
平成29年度県営中山間総合整備事業（農地耕作条
件改善事業）花桃の里地区中平工区ポンプ設備工
事

下伊那郡阿智村智里 84 27,900,000 25,250,000 90.5%

9
長野県林務部現地
機関

平成29年度　林業総合センター木材試験棟機
械等設置工事

塩尻市大字片丘 77 41,530,000 38,500,000 92.7%

10
長野県林務部現地
機関

平成29年度　林業総合センター木材試験棟恒
温恒湿室設置工事

塩尻市大字片丘 78 44,690,000 41,900,000 93.8%

11 上伊那地方事務所
平成28年度　県営かんがい排水事業　伊那西
部2期地区　長田第2機場圧力タンク更新工事

上伊那郡箕輪町大字中箕輪 81 27,720,000 25,730,000 92.8%

12 上伊那地方事務所
平成28年度　県営かんがい排水事業　伊那西
部２期地区　長田工区ポンプ施設更新工事

上伊那郡箕輪町大字中箕輪 72 30,270,000 29,200,000 96.5%

13 長野地方事務所
平成25年度　県営かんがい排水事業　若穂地
区　取水ポンプ設備工事

長野市若穂綿内 83 65,130,000 57,400,000 88.1% 低入調査

14 長野地方事務所
平成25年度　県営かんがい排水事業　小布施
地区　第一揚水機場電動機改修工事

中野市　立ヶ花 77 33,770,000 32,000,000 94.8%

15 下伊那地方事務所
平成25年度　県営かんがい排水事業　小渋川
地区　揚水ポンプ設備工事

飯田市、下伊那郡喬木村、豊丘村 80 62,820,000 59,000,000 93.9%

16
川中島水道管理事
務所

平成24年度　四ツ屋4号及び8号井戸ポンプ取
替工事

長野市川中島町四ツ屋 75 15,440,000 13,900,000 90.0%

17
上田水道管理事務
所

平成24年度諏訪形浄水場洗浄ポンプ取替工事 上田市諏訪形 78 12,090,000 10,690,000 88.4%

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

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 3,321,999 3,320,333

共通仮設費 605,000 543,000

純工事費 3,926,999 3,863,333

現場管理費 5,682,000 4,671,026

工事原価 88,006,779 81,344,780

一般管理費等 6,183,221 5,135,220

工事価格合計 94,190,000 86,480,000

消費税 9,419,000 8,648,000

工事費計 103,609,000 95,128,000

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

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)

製作工事原価 72,810,421 77841780

輸送費 558,000
労務費 2,209,339
直接経費 552,994

直接工事費 3,320,333

共通仮設費 543,000

純工事費 3,863,333

現場管理費 890,000
据付間接費 1,549,000
据付工事原価 6,302,333
設計技術費 2,232,026
工事原価 81,344,780
一般管理費等 5,135,220

工事価格計 86,480,000

消費税 8,648,000

工事費計 95,128,000

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

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）

水中ポンプ φ700　75kw　 台 1 36,200,000 新明和工業
吐出弁 φ700　0.4kW 台 1 3,199,000 中央建機
ルーズフランジ付き単管 φ700-700L 本 1 661,000 中央建機
両フランジ短管 φ700-1300L 本 1 426,000 中央建機
2号ポンプ盤 面 1 10,600,000 中央建機
自家発電装置 225kVA 台 1 20,600,000 中央建機
材料費[フラップ弁弁棒] FC材　丸形900mm 台 1 155,107 中央建機
材料費[フラップ弁弁体] SS材　丸形900mm 台 1 54,782 中央建機
材料費[フラップ弁弁棒] SUS材　丸形900mm 台 1 2,932 中央建機

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

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
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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

据付労務費
[ポンプ設備本体]

ポンプ設備工 機械設備据付工 中沢工業
24,400 31.12 協力業者(35)

ポンプ設備工 普通作業員 中沢工業
19,800 7.68 協力業者(35)

ポンプ設備工 電工 藤縄電機製作所
21,800 12.8 協力業者(61)

据付労務費
[自家発電設備]
自家発電設備工 機械設備据付工 リサイクル横澤

24,400 19.27 協力業者(6)
自家発電設備工 普通作業員 リサイクル横澤

19,800 4.82 協力業者(6)
試運転調整費
[ポンプ設備]
調整　ポンプ設備工 機械設備据付工 中沢工業

24,400 5.56 協力業者(35)

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

機械設備
据付工

普通
作業員

電工 オペ 世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

据付労務費(ポンプ) 据付工 31.12 31.12
据付労務費(ポンプ) 普通作業員 7.68 7.68
据付労務費(ポンプ) 電工 12.8 12.8

据付労務費(自家発) 据付工 19.27 19.27
据付労務費(自家発) 普通作業員 4.82 4.82

試運転調整費 据付工 5.56 5.56

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

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）

ありません。

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３年度　県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸松代地区　音無川排水ポンプ増設工事

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 祖山良一 実務経験 専任
現場代理人 祖山良一

補助技術者 酒井勇造 実務経験 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




