
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２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事
業者名：　 株式会社 柳澤組　　　　　　　　　
住　所：　　佐久市田口４８９３　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 ・当社積算に対して94.5％で応札。

・地域貢献等簡易型総合評価方式で、評価点の地域精通の加点があり応札。

・ 佐久建設事務所　令和２年度　防災・安全交付金　災害防除（緊急対策事業）工事

　　（主）下仁田臼田線ほか　佐久市ほか　田口ほか（田口）

・ 佐久市　令和２年度　緊急自然災害防止対策事業　市道42-108号線他1路線　道路防災工事

　　佐久市　下町地区２工区

・ 佐久市　令和２年度　１災　市道46-2号線外　台風１９号　災害復旧工事

　　佐久市　入澤　字　中権現通　（入澤区）

・ 佐久市　令和２年度　ゼロ債務　国補令和元年東日本台風豪雨災害復旧事業田口用水第１頭首工復旧工事

　　南佐久郡　佐久穂町　大字　高野町［3153/24］

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 佐久建設事務所 令和２年度　県単河川維持工事
佐久北部管内一円
（一）千曲川佐久市鍛冶屋

- 25,960,000 24,420,000 94.1

2 佐久建設事務所 令和元年度　県単河川改修工事 （一）千曲川　佐久市　鍛冶屋 79 22,520,000 21,250,000 94.4

3 佐久建設事務所 平成29年度　県単河川改修工事 （一）志賀川　佐久市　潜岩橋上 80 13,330,000 12,340,000 92.6

4 佐久建設事務所
平成29年度　防災・安全交付金（修繕）
災害防除（地方道）工事

（一）上野小海線
北相木村　ぶどう峠２工区

81 6,900,000 6,380,000 92.5

5 佐久建設事務所
平成27年度　防災・安全交付金（修繕）
災害防除工事

（主）下仁田臼田線
佐久市　田口２工区

82 8,310,000 7,690,000 92.5

6 佐久建設事務所 平成27年度　県単道路防災工事
（一）三分中込線
佐久市　常和南

83 4,540,000 4,200,000 92.5

7 佐久建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（修繕）
災害防除工事

（一）上野小海線
北相木村　ぶどう峠２工区

82 17,960,000 16,610,000 92.5

8 佐久建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（修繕）
災害防除工事

（一）上野小海線
北相木村　ぶどう峠

72 30,470,000 27,390,000 89.9

9 佐久地方事務所
平成25年度　県営林道田口十石峠線
（２-３工区）開設工事

佐久市　字　大槌 72 31,600,000 27,490,000 87.0 低入調査

10 佐久建設事務所
平成25年度　防災・安全交付金（修繕）
災害防除工事

（一）上野小海線
北相木村　ぶどう峠

75 27,710,000 24,940,000 90.0

11 佐久建設事務所 平成24年度　県単河川改修工事 （一）相木川　小海町　大州 77 8,800,000 7,940,000 90.2
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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

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 13,470,640 13,470,640

共通仮設費 3,214,000 3,005,554

純工事費 16,684,640 16,476,194

現場管理費 5,936,000 5,140,194

工事原価 22,620,640 21,616,388

一般管理費等 4,079,360 3,533,612

工事価格合計 26,700,000 25,150,000

消費税 2,670,000 2,515,000

工事費計 29,370,000 27,665,000

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

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

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 式 1 13,470,640  
　河川修繕 式 1 13,402,240  
　　樹木除去工 式 1 140,500      
　　　伐木除根工 式 1 140,500      
　　　　伐木・伐竹 ｍ2 500 55 27,500        
　　　　除根整地 ｍ2 500 38 19,000        
　　　　集積積込み ｍ2 500 61 30,500        
　　　　伐木伐竹運搬 ｍ2 500 37 18,500        
　　　　処分費　幹 ｔ 1 20,000 20,000        
　　　　処分費　根 ｔ 1 25,000 25,000        
　　堆積土除去工 式 1 13,261,740  
　　　土砂搬出工 式 1 13,261,740  
　　　　掘削 ｍ3 4,500 301 1,354,500    
　　　　積込 ｍ3 60 194 11,640        
　　　　土砂等運搬 ｍ3 4,600 2,479 11,403,400  
　　　　整地 ｍ3 4,600 107 492,200      
　仮設工 式 1 68,400        
　　任意仮設工 式 1 68,400        
　　　仮設道路築造工 式 1 41,160        
　　　仮設道路撤去工 式 1 27,240        
直接工事費 式 1 13,470,640  

　　　準備費 式 1 1,530,000    
　　　現場環境改善費 式 1 170,589      
　　　共通仮設費率 式 1 1,304,965    
共通仮設費計 式 1 3,005,554    

純工事費 式 1 16,476,194  

現場管理費 式 1 5,140,194    

工事原価 式 1 21,616,388  

一般管理費等 式 1 3,533,612    

工事価格計 式 1 25,150,000  

消費税 式 1 2,515,000    

工事費計 式 1 27,665,000  

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

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

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

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

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

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

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）

該当なし

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

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

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
該当なし

（リースにて対応）

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

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

樹木除去工
伐木除根工 土木一般世話役 (23,200) (2.3) 直営

特殊運転手 (21,700) (2.3) 直営

特殊作業員 (22,800) (1.5) 直営

普通作業員 (19,700) (1.5) 直営

一般運転手 (18,900) (1.0) 直営
堆積土除去工 （株）来光

土砂搬出工 特殊運転手 21,700 42.0 協力会社5年
（株）来光

一般運転手 18,900 160.0 協力会社5年
仮設工 （株）来光
仮設道路築造撤去工 特殊運転手 21,700 2.0 協力会社5年

（株）来光
一般運転手 18,900 2.0 協力会社5年

(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

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時



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

世話役
特殊

運転手
特殊

作業員
普通

作業員
一般

運転手
世話役

特殊
運転手

特殊
作業員

普通
作業員

一般
運転手

樹木除去工 伐木除根工 2.3 2.3 1.5 1.5 1 8.6
堆積土除去工 土砂搬出工 42.0 160.0 202.0
仮設工 仮設道路工 2.0 2.0 4.0

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

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

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）

木屑　幹 1.0ｔ 自社 （有）アクア 25,000
木屑　根 1.0ｔ 自社 （有）アクア 25,000

令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

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


