
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：　　令和元年度　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事
業者名：　 株式会社 東栄興業　　　　　　　　
住　所：　　諏訪郡富士見町富士見248-211　　　

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、長野県公表歩掛、刊行物単価により算出しました。

②共通仮設費
共通仮設費のうち、安全費・営繕費用等は自社保有の資材利用により費用削減算出しました。

③現場管理費
現場付近の環境の把握ができるため、段取り調整等の経費削減を見越して金額計上しました。

④一般管理費
主任技術者が弊社役員であり、社内の現場運営管理体制の実績のもと計上しました。

長年の取引により、信頼できる協力会社がいるため、品質が十分確保できる事と、
①～④を踏まえ、入札しました。

契約工事に関する手持ち工事はありません

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 諏訪建設事務所 平成30年度 30災 公共土木施設災害復旧工事 （一）宮川 諏訪郡富士見町 すずらんのさと下 79 11,690,000 10,810,000 92.5

2 諏訪建設事務所 平成30年度 県単道路防災工事 (国)142号 諏訪郡下諏訪町 東町上 64 16,560,000 15,310,000 92.5

3 諏訪建設事務所 平成29年度 県単河川改修工事 （一）宮川 茅野市 新井 75 6,520,000 6,030,000 92.5

4 諏訪建設事務所 平成28年度 28災 公共土木施設災害復旧工事 （主）諏訪白樺湖小諸線 諏訪市 立石 67 10,350,000 9,550,000 92.3

5 諏訪地方事務所 平成28年度 県営かんがい排水事業 滝之湯堰地区 用水路その8工事 茅野市湖東 76 31,870,000 29,510,000 92.6

6 諏訪地方事務所 平成27年度 県営かんがい排水事業 滝之湯堰地区 用水路その6工事 茅野市湖東 77 35,640,000 31,330,000 87.9 低入調査

7 諏訪建設事務所 平成27年度 県単道路防災工事 (国)142号 諏訪郡下諏訪町 旧和田峠 71 15,650,000 14,560,000 93.0

8 諏訪地方事務所 平成26年度 県営ため池等整備事業 本郷地区 大婦奈ため池その3工事 諏訪郡 富士見町 立沢 79 8,810,000 8,000,000 90.8

9 諏訪建設事務所 平成26年度 県単河川改修工事 （一）上川 茅野市 公園大橋下 79 8,350,000 7,650,000 91.6

10 諏訪湖流域事務所 平成26年度 社会資本整備総合交付金 流域下水道工事
諏訪湖流域白樺湖幹線
茅野市ちの白樺湖49工区

77 18,110,000 17,070,000 94.3

11 諏訪建設事務所 平成25年度 火山砂防工事 (砂)千本木川 諏訪市 大和1工区 72 12,060,000 11,650,000 96.6

12 諏訪地方事務所 平成25年度 県営かんがい排水事業 一ノ瀬汐地区 4工区水路工事 茅野市玉川 76 30,900,000 27,130,000 87.8

13 諏訪建設事務所 平成24年度 火山砂防工事 (砂)千本木川 諏訪市 大和 77 14,430,000 12,650,000 87.7

14 諏訪地方事務所 平成24年度県単緊急農地防災事業 大平地区ため池堰体工事 諏訪郡富士見町富士見 - 3,010,000 2,618,000 87.0

15 諏訪建設事務所 平成24年度 県単道路橋梁維持（歩道リメイク）工事 (一)上槻木矢ヶ崎線 茅野市 泉野小学校 76 5,900,000 5,015,000 85.0

16 諏訪湖流域事務所 平成26年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事
諏訪湖流域白樺湖幹線
茅野市米沢 白樺湖15工区

75 17,960,000 15,840,000 88.2

17 諏訪地方事務所 平成23年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2-1号工事 諏訪市 字 西山（唐沢） 78 12,240,000 10,560,000 86.3 低入調査

18 諏訪地方事務所 平成23年度 県単緊急農地防災事業 坪の端汐地区 水路工事 諏訪郡原村原山 - 3,010,000 2,703,000 89.8

19 諏訪建設事務所 平成21年度 県単交通安全対策（一種）工事 （国）152号茅野市あけぼの隧道坑口 75 17,730,000 15,670,000 88.4

20 諏訪建設事務所 平成21年度 国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 (砂)本沢川 岡谷市 川岸鮎沢本川工区 76 11,440,000 10,123,000 88.5

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 式 3,169,460 3,169,460

共通仮設費 式 541,000 454,719

純工事費 式 3,710,460 3,624,179

現場管理費 式 1,540,000 1,294,396

工事原価 式 5,250,460 4,918,575

一般管理費等 式 1,179,540 991,425

工事価格合計 式 6,430,000 5,910,000

消費税 式 643,000 591,000

工事費計 式 7,073,000 6,501,000

令和元年度　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事　　　　　　　　　　　　　　　

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 令和元年　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事

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)

場内修繕

 融和施設整備

  融和施設整備工

グラウンド整備工 ㎡ 14,400 151 2,174,400

ストック用砂材料 ㎥ 4 4,730 18,920

ゲートボール場整備工 ㎡ 1100 159 174,900

ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ設置ｹﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ場 面 2 69,100 138,200

ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場整備工 式 1 437,720 437,720

砂材料 ㎥ 35 4,730 165,550

締固補足材（塩カル） ㎏ 550 50 27,500

砂積込 ㎥ 35 922 32,270

直接工事費 式 1 3,169,460

共通仮設費 式 1 454,719

純工事費 式 1 3,624,179

現場管理費 式 1 1,294,396

工事原価 式 1 4,918,575

一般管理費等 式 1 991,425

工事価格計 5,910,000

消費税 591,000

工事費計 6,501,000

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 令和元年　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

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

本工事における手持ち資材はありません。



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 令和元年　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事

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）

協力会社

20年以上

協力会社

20年以上

協力会社

20年以上

W=5㎝×L＝150ｍ　ｔ＝1.4㎜ 協力会社

ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ繊維強化ﾃｰﾌﾟ 15年以上

線径2.3㎜×L＝60㎜ 協力会社

3000本入り 15年以上

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

㎥

ラインテープ 2

35 諏訪郡富士見町2427

諏訪市大字上諏訪1738-10

4,730

23,600

塩カル 表面処理材 ㎏ 550 50 (有)米屋金物店 茅野市宮川4430

ストック用砂材料 山砂 4 4,730㎥ (有)岩田屋 諏訪郡富士見町2427

6,700

(有)岩田屋

山本産業㈱

山本産業㈱交換用ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ釘

巻

箱 2

山砂 表面処理材

諏訪市大字上諏訪1738-10



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 令和元年　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事

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
3ｔ

ディーゼル

バックホウ 標準　山0.28㎥　平0.2㎥　

ｸﾛｰﾗｰ型 排対2次

ブレート幅3.1ｍ

排対2次

ﾏｶｯﾀﾞﾑ運転質量10ｔ　締固幅2.1ｍ

排対2次

小型バックホウ 標準　山0.055㎥　平0.04㎥　

ｸﾛｰﾗｰ型 排対1次

前進型　質量40～60㎏

モータグレーダー

振動コンパクタ

台/日 1 25,000

台/日 1 6,000

ﾛｰﾄﾞローラ

ダンプトラック 台/日 1 8,000

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

日野 使用可能

台/日 1 12,000 コマツ 使用可能

使用可能

台/日 1 12,000 カントウ 使用可能

コマツ

台/日 1 2,500 ミカサ 使用可能

コマツ 使用可能



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 令和元年　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事

21,400 0.8333 ㈱東栄興業

22,500 8

㈱東栄興業

㈱東栄興業

㈱東栄興業

18,600 0.44 ㈱東栄興業

普通作業員 19,400 4

運転手（一般） 18,600 8

22,500 0.66 ㈱東栄興業

運転手（特殊） 21,400 2.618 ㈱東栄興業

23,200 0.11 ㈱東栄興業

普通作業員 19,400 1.98 ㈱東栄興業

㈱東栄興業

㈱東栄興業

㈱東栄興業

㈱東栄興業

19,400 20.16

22,500 8.64

21,400 34.272

1.44

砂積込

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

運転手（一般）

ゲートボール場整備工 土木一般世話役

特殊作業員

運転手（一般）

特殊作業員

運転手（特殊）

ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ設置工

土木一般世話役

ﾏﾚｯﾄゴルフ場整備工

18,600 5.76

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

グラウンド整備工 ㈱東栄興業23,200



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 令和元年　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

砂積込 0.833 0.833

8.000 16.000

4.000 4.000

0.440 2.618 5.808

1.440 20.160 8.640 5.760 34.272 70.272

1.980 0.660

8.000

グラウンド整備工

ゲートボール場整備工

ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ設置工

ﾏﾚｯﾄゴルフ場整備工

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)

融和施設整備工

0.110



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 令和元年　諏訪湖流域下水道維持管理　グラウンド整備工事

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）

本工事における該当なし

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


