
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　カラマツ採種園新規造成事業
業者名：　(株)岡部建設　　　　　　　　
住　所：　　　　南佐久郡佐久穂町大字高野町2823　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
入札前に内容を確認し、設計図書、県公表単価、販売会社の見積りを参考に積算し、　直接工事
費、諸経費においても施工を完遂できると判断し応札しました。

令和３年度　防災・安全交付金（道路）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 佐久地方事務所 平成24年度　県営林造林事業 佐久市春日字大萱 820,000 557,000 67.9

2 佐久地方事務所 平成25年度　保安林改良事業第5-1工事 佐久市内山 930,000 810,000 87.1 低入調査

3 佐久地方事務所 平成２６年度　県営林造林事業 佐久市春日字大萱 1,530,000 1,360,000 88.9

4 佐久地域振興局 平成３０年度　県営林造林事業 佐久市春日字大萱 910,000 770,000 84.6
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工事調査様式－１（別紙）
１． 過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低

入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の
低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていな
い場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

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　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

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 3,234,018 3,147,021 3,466,953

共通仮設費 181,751 149,111 164,269

純工事費 3,415,769 3,296,132 3,631,222

現場管理費 1,564,422 1,240,722 1,366,855

工事原価 4,980,191 4,536,854 4,998,077

一般管理費等 1,139,809 943,146 1,031,923

工事価格合計 6,120,000 5,480,000 6,120,000 6,030,000

消費税 612,000 548,000 612,000 603,000

工事費計 6,732,000 6,028,000 6,732,000 6,633,000

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　　　　カラマツ採種園新規造成事業

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)

造成基礎工 1 式 3,226,113 1,122 2,798 3,139,488 1,060 2,757 2,922,920 0.985
植栽導入工 1 式 7,905 93 81 7,533 93 81 7,533 1.000
造成基礎工(扉部) 17 31,559 536,500 変更増分

共通仮設費 181,751 149,111 164,269

純工事費 3,415,769 3,296,132 3,631,222

現場管理費 1,564,422 1,240,722 1,366,855

工事原価 4,980,191 4,536,854 4,998,077

一般管理費等 1,139,809 0.208 943,146 1,031,923

工事価格計 6,120,000 5,480,000 6,120,000 6,030,000

消費税 612,000 548,000 612,000 603,000

工事費計 6,732,000 6,028,000 6,732,000 6,633,000

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　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

無し

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3年度　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

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）

獣害防止柵 発注図による ｍ 1122 1,254 ケンショウ 長野県小海町 協力会社（9） 1060 1,182 ㈱カインズ 佐久穂町 協力会社（5）

門戸Ｗ3.0 発注図による 基 5 85,000 ㈱カインズ 佐久穂町 協力会社（5）

門戸Ｗ1.0 発注図による 基 2 42,250 ㈱カインズ 佐久穂町 協力会社（5）

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　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

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
資材運搬車 １トントラック 日 1 6,500 マツダ 待機中 1 6,500 マツダ

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　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

施工計画 土木一般世話役 25,000 4 自社 25,000 4.5 自社 1.125

起工測量 土木一般世話役 25,000 2 自社 25,000 2 自社 1.000

普通作業員 18,000 2 自社 18,000 2 自社 1.000

獣害防止柵設置 土木一般世話役 25,000 2 自社 25,000 2 自社 1.000

普通作業員 18,000 90 自社 18,000 90 自社 1.000

植栽 普通作業員 18,000 1 自社 18,000 1 自社 1.000

書類整理 土木一般世話役 25,000 3 自社 25,000 3.5 自社 1.166

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　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

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

施工計画 4 4 4.5 4.5 1.125
起工測量 2 2 4 2 2 4 1.000
獣害防止柵設置 2 90 92 2 90 92 1.000
植栽 1 1 1 1 1.000
書類整理 3 3 3.5 3.5 1.167

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　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

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）

無し

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　　　　　　カラマツ採種園新規造成事業

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 小金沢伸一 森林整備技術者 Ｈ.15.9.2 14佐久35 専任 主任技術者 小金沢伸一 森林整備技術者 Ｈ.15.9.2 14佐久35 専任
現場代理人 小金沢伸一 専任 現場代理人 小金沢伸一 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



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 6,633,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 6,732,000円
落札率（A/a）←調査表１ 89.54%
最終実績率（B/C）←調査表１ 98.53%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


