
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　西天竜発電所　発電所大規模改修工事　　
業者名：　　株式会社　倉田工務店　　　　　　　　　
住　所：　　　駒ケ根市赤穂6073番地　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
・労務費について、これまでの経験年数/実績を十分に評価した費用を見込んで入札価格に反映
した。

・手持ち工事は少なく、建築技術者も担当現場が無く空いている状況だった為、品質確保出来て
安全に施工できる入札価格とした。

・手持ち資材/手持ち機械について、各工種ほぼ下請け業者が工事する予定であり、資材/機械
も含めて施工可能金額提出を依頼した。

・直接工事費は各工種の下請業者から提出された金額を反映した工事費内訳書とした。　　　　・
共通仮設費は安全に工事が進められる様に直工費の3.57％+積上げとした。

・現場管理費/一般管理費は工期7～8ヶ月の工期を鑑みて、安全管理/品質管理/工程管理に要
する費用として計上した。

・同種の公共工事は無し。

◎現在手持ちの公共工事

　・駒ケ根市発注の土木工事4件。

　・県高校発注のエアコン設置工事2件。

　・駒ケ根市の建築小工事1件。

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 阿南高等学校長 阿南高等学校　体育館屋根改修工事 下伊那郡阿南町北條 合格 37,810,000 32,500,000 86.0 低入調査

2 長野県知事 道の駅花の里いいじまトイレ棟改修ほか工事 飯島町七久保 80 64,250,000 60,300,000 93.9

3 辰野高等学校長 辰野高校空調設備工事 辰野町大字伊那富 80 69,720,000 58,888,000 84.5 低入調査

4 阿智高等学校長 阿智高校　第二体育館屋根改修工事 阿智村春日2840 82 27,350,000 20,300,000 74.2 低入調査

5
飯田OIDE長姫高等
学校長

飯田OIDE長姫高等学校　大体育館屋根改修工
事

飯田市鼎 80 25,910,000 19,970,000 77.1 低入調査

6
上伊那農業高等学
校長

上伊那農業高等学校　体育館トイレ建設工事 南箕輪村9110番地 79 18,630,000 16,820,000 90.3

7 長野県知事 長野県西駒郷耐震改修工事 駒ヶ根市下平 80 58,220,000 53,860,000 92.5

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4年度　西天竜発電所　発電所大規模改修工事　　

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 59,052,121 50,746,869

共通仮設費 3,913,900 4,050,000

純工事費 62,966,021 54,796,869

現場管理費 8,546,332 8,600,000

工事原価 71,512,353 63,396,869

一般管理費等 9,737,647 9,693,131

工事価格合計 81,250,000 73,090,000

消費税 8,125,000 7,309,000

工事費計 89,375,000 80,399,000

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　西天竜発電所　発電所大規模改修工事　　

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)

直接工事費 1 式 50,746,869

共通仮設費 1 式 4,050,000

純工事費 1 式 54,796,869

現場管理費 1 式 8,600,000

工事原価 1 式 63,396,869

一般管理費等 1 式 9,693,131

工事価格計 1 式 73,090,000

消費税 1 式 7,309,000

工事費計 1 式 80,399,000

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　西天竜発電所　発電所大規模改修工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

特になし

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4年度　西天竜発電所　発電所大規模改修工事

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）

基礎工事 FC18　S18-20 ㎥ 7.2 18,250 マルタ工業 南箕輪村 納入業者 見積による単価
鉄骨工事 式 1 8,930,150 信州中建工業 駒ケ根市 協力業者 見積による単価
外壁工事 式 1 1840780 南信工営㈱ 伊那市 協力業者 見積による単価
防水工事 式 1 289560 南信工営㈱ 伊那市 協力業者 見積による単価
屋根工事 式 1 3029095 南信工営㈱ 伊那市 協力業者 見積による単価
金属工事 式 1 828655 ㈱丸滝 駒ケ根市 協力業者 見積による単価
建具工事 式 1 3361150 ㈱丸滝 駒ケ根市 協力業者 見積による単価
内外装工事 式 1 3361150 ㈱丸滝 駒ケ根市 協力業者 見積による単価
ﾕﾆｯﾄ工事 式 1 3361150 ㈱丸滝 駒ケ根市 協力業者 見積による単価
電気設備工事 式 1 4298620 伊南電工 駒ケ根市 協力業者 見積による単価
機械設備工事 式 1 4700212 駒ケ根管工業 駒ケ根市 協力業者 見積による単価

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　西天竜発電所　発電所大規模改修工事

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
バックホー CAT308CCR／0.28㎥ 台 1 300万 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱 自社土置場
バックホー SK135SR-2／0.5㎥ 台 1 500万 コベルコ建機 自社造成地
ダンプ 4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ／ＦＣ２１ＣＡＤ 台 1 200万 日野 自社造成地
ダンプ 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ／ＰＤＧ-ＦＧ70ＤＤ 台 1 120万 三菱ふそう 工場待機

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4年度　西天竜発電所　発電所大規模改修工事

直接架設工事 普通作業員 18,000 10 南信信和サービス
とび工 22,900 25 協力業者

基礎工事 普通作業員 14,500 35 自社施工

鉄骨工事 鉄骨工 21500 30 信州中建工業

防水工事 防水工 23000 10 南信工営㈱
協力業者

屋根工事 板金工 22100 35 南信工営㈱
協力業者

建具工事 サッシ工 27600 10 ㈱丸滝
ｶﾞﾗｽ工 23,200 5 協力業者

内装工事 内装工 23300 30 ㈱丸滝
協力業者

塗装工事 塗装工 23800 10 南信工営㈱
協力業者

電気設備工事 電工 21000 40 (有)伊南電工
協力業者

機械設備工事 配管工 20300 30 駒ケ根管工業㈱
協力業者

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4年度　西天竜発電所　発電所大規模改修工事

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

直接仮設工事 普通作業員 10 25 35
基礎工事 普通作業員 5 30 35
鉄骨工事 鉄骨工 5 25 30
防水工事 防水工 10 10
屋根工事 板金工 5 30 35
建具工事 ｻｯｼ工/ｶﾞﾗｽ工 15 15
内装工事 内装工 30 30
塗装工事 塗装工 10 10

電気設備工事 電工 10 30 40
機械設備工事 配管工 5 25 30

(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　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



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　西天竜発電所　発電所大規模改修工事

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）

建設発生土 194 自社運搬 自社仮置場

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　西天竜発電所　発電所大規模改修工事

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 松村良一 1級建築士 S61.2.7 第195181号 専任
現場代理人 佐々木博 1級建築施工管理技士 H12.2.29 第995508号 専任

補助技術者 倉田秀紀 1級建築士 H11.2.8 第284053号 非専任

＊「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
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