
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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事
業者名：　島崎建設株式会社　　　　　　　　　
住　所：　長野市大字柳原2363-11　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費　長野県公表単価及び公表歩掛、刊行物単価より算出致しました。

②共通仮設費　過去の現場経験により安全費、営繕費等を無駄なく選定、積み上げを致しまし
た。

③現場管理費　手持ち工事箇所が近距離の為、準備工等の経費削減により経費計上致しまし
た。

④一般管理費　社内規定に基づき経費額を算出致しました。

以上の理由から発注者の求める仕様及び数量に基づきながらも可能と判断し、当該工事の入札
額と致しました。

長野県発注：令和2年度　2災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

長野市発注：令和2年度　市単災　有旅犬石線災害復旧工事

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 長野地域振興局
平成２８年度　県単農地地すべり対策事業
浅野・岡田地区　地すべり防止工事

長野市　信更町氷ノ田他 79 8,580,000 7,900,000 92.1

2 長野建設事務所 平成２９年度　県単道路改築工事
（一）安庭篠ノ井線　長野市　安庭
～十二

73 7,770,000 7,190,000 92.5

3 長野建設事務所 平成２９年度　県単道路改築工事
（一）古屋敷境ノ沢線　長野市　古
屋敷

83 12,130,000 11,220,000 92.5

4 長野建設事務所 平成３０年度　県単交通安全対策（一種）工事
（一）信州新中条線　長野市　中条
宮遺跡前

80 7,990,000 7,390,000 92.5

5 長野建設事務所
平成３０年度　防災・安全交付金　総合流域防
災（緊急対策事業）工事

長野　管内一円　管内一円（（一）斑尾川
上水内郡飯綱町　芋川１工区） 無 11,180,000 10,340,000 92.5

6 長野建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（道路）工事
（一）杉野沢黒姫（停）線　上水内郡
信濃町　上山桑

80 13,630,000 12,620,000 92.6

7 長野建設事務所 令和元年度　県単砂防工事 （砂）三念沢　長野市　石 73 8,260,000 7,770,000 94.1

8 須坂建設事務所 令和元年度　県単交通安全対策（二種）工事 須坂　管内一円　管内一円 70 6,790,000 6,390,000 94.1

9 長野建設事務所 令和元年度　１災公共土木施設災害復旧工事
（一）斑尾川　上水内郡飯綱町　柳
沢

無 14,380,000 13,550,000 94.2
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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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

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 3,570,000 3,486,000

共通仮設費 536,000 464,000

純工事費 4,106,000 3,950,000

現場管理費 1,869,000 1,604,610

工事原価 5,975,000 5,554,610

一般管理費等 1,325,000 1,145,390

工事価格合計 7,300,000 6,700,000

消費税 730,000 670,000

工事費計 8,030,000 7,370,000

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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

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 3,486,268 

　水路工 式 1 2,907,429

　　水路土工 ｍ3 1 699,989 

　　　床掘り ｍ3 8 1,963     15,704 

　　　積込（ルーズ） ｍ3 152 979.1     148,823 

　　　埋戻　まき出し ｍ3 137 1,943     266,191 

　　　積込（ルーズ） ｍ3 96 203.8     19,565 

　　　運搬（特殊） ｍ3 96 735       70,560 

　　　積込（ルーズ） ｍ3 96 979.1     93,994 

　　　小運搬 ｍ3 96 887.0     85,152 

　　水路工 式 1 2,140,569 

　　　出口取付水路 個所 1 406,269  406,269 

　　　P製角型U字溝600型布
設

ｍ 54 18,014   972,756 

　　　自在ｴﾙﾎﾞ布設 個所 2 34,147   68,294 

　　　フィルター材 ｍ3 12 9,264     111,168 

　　　暗渠排水管 ｍ 54 648.6     35,024 

　　　暗渠フィルター材 ㎡ 49 415       20,335 

　　　暗渠底敷ビニール布 ㎡ 43 380       16,340 

　　　現場打水槽 個所 2 179,749  359,498 

　　　面壁工 個所 1 121,037  121,037 

　　　小運搬　不整地運搬車 ｔ 1.4 2,659     3,723 

　　　小運搬　不整地運搬車 ｍ3 14 887       12,418 

　　　積込（ルーズ） ｍ3 14 979.1     13,707 

　　水路付帯工 式 1 66,871 

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



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)

　　　ふとんかご ｍ 4 13,890   55,560 

　　　止杭打込 本 4 1,568     6,272 

　　　小運搬　不整地運搬車 ｍ3 2.7 887       2,395 

　　　積込（ルーズ） ｍ3 2.7 979.1     2,644 

　仮設工 式 1 578,839 

　　任意仮設工 式 1 572,737 

　　指定仮設工 式 1 6,102 

　　　敷鉄板仮設工 ㎡ 9 678       6,102 

　直接工事費 式 1 3,486,000 

　運搬費 式 1 16,320 

　輸送費（敷鉄板） ｔ 1.6 10,200   16,320 

　準備費 式 1 21,610 

　刈払（草類） ha 0.03 304,022  9,121 

　掲示板製作、設置・撤去 式 1 12,489   12,489 

　共通仮設費 式 1 426,000 

　純工事費 式 1 3,950,000 

　現場管理費 式 1 1,604,610 

　工事原価 式 1 5,554,610 

　一般管理費等 式 1 1,145,390 

　工事価格計 式 1 6,700,000 

　消費税 式 1 670,000 

　工事費計 式 1 7,370,000 

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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事の手持ち資材はありません。

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
本工事で
の使用量



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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

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）

水路工
ポリエチレン角型U

字溝
ｍ 54 17,100  ㈱高見澤

長野市赤沼
柳橋2276-2

協力会社
20年

〃　自在エルボ 個 2 32,900  〃 〃 〃

暗渠フィルター材 ㎡ 56.2 415      〃 〃 〃

塩化ビニール管
有孔管、VU75

ｍ 54.5 382      〃 〃 〃

異形棒鋼　D16 ｔ 0.23 78,700  〃 〃 〃

18-8-25（20）-BB
（W/C＝60％以下）

ｍ3 2.8 18,050  長水生コン組合
長野市北長
池1803-3

協力会社
20年

18-8-40-BB（W/C
＝60％以下）

ｍ3 2.1 17,950  〃 〃 〃

21-12-25（20）-BB
（W/C＝55％以下）

ｍ3 3.9 18,400  〃 〃 〃

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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

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

本工事の手持ち機械はありません。

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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

水路工
水路土工 普通作業員 20,790 9.5 自社

特殊作業員 24,045 2.7 自社

特殊運転手 23,100 8.2 自社

一般運転手 20,055 2.1 自社

水路工 土木一般世話役 25,200 3.4 自社

普通作業員 20,790 13.7 自社

特殊作業員 24,045 1.0 自社

特殊運転手 23,100 1.4 自社

型わく工 24,360 9.3 自社

水路付帯工 土木一般世話役 25,200 0.2 自社

普通作業員 20,790 0.7 自社

特殊作業員 24,045 0.2 自社

特殊運転手 23,100 0.2 自社
仮設工

任意仮設 土木一般世話役 25,200 1.5 自社

普通作業員 20,790 5.6 自社

特殊作業員 24,045 3.0 自社

特殊運転手 23,100 5.0 自社

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



工事名 令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

一般運転手 20,055 0.7 自社

指定仮設工 普通作業員 20,790 0.1 自社

特殊作業員 24,045 0.1 自社

特殊運転手 23,100 0.1 自社

準備工 土木一般世話役 25,200 0.1 自社

特殊作業員 24,045 0.1 自社

(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

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

土木一
般世話

役

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

型わ
く工

土木
一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

型わ
く工

水路工 水路土工 9.5 2.7 8.2 2.1 22.5

水路工 3.4 13.7 1.0 1.4 9.3 28.8

水路付帯工 0.2 0.7 0.2 0.2 1.3

仮設工 任意仮設工 1.5 5.6 3.0 5.0 0.7 15.8

指定仮設工 0.1 0.1 0.1 0.3

準備費 0.1 0.1 0.2

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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

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）

受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

本工事の建設副産物の発生はありません。

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分）



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　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事

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 村松文夫 一級土木施工管理技士 H26.2.21 C131002803

現場代理人 村松文夫 〃 〃 〃

＊「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


