
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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事
業者名：（株）山城工務店
住　所：埴科郡坂城町大字上五明1020-2

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
1.自社施工によって、現場管理費の削減ができる。

2.自社から作業現場の距離が近く、経費部分の削減ができる。

1．令和3年度坂城地区網掛11工区配水管布設工事

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

記載要領

　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 上田水道管理事務所平成27年度坂城地区南条入横尾11工区配水管布設工事坂城町南条入横尾 3,560,000 3,140,000 88.2 低入調査

2 上田水道管理事務所 平成29年度戸倉地区内川12工区配水管布設工事 千曲市内川 82 4,800,000 4,270,000 89.0 低入調査

3 川中島水道管理事務所 平成27年度更埴地区桜堂11工区配水管布設工事 千曲市桜堂 3,150,000 2,800,000 88.9 低入調査

4 川中島水道管理事務所 平成26年度更埴地区小島1工区配水管布設工事 千曲市小島 74 5,550,000 5,150,000 92.8

5 上田水道管理事務所 平成27年度戸倉地区上徳間11工区配水管布設工事 千曲市上徳間 3,650,000 3,400,000 93.2

6 上田水道管理事務所平成28年度戸倉地区内川11工区ほか配水管布設及び消火栓移設工事千曲市内川ほか 4,980,000 4,650,000 93.4

7 上田水道管理事務所 平成28年度坂城地区上平工区配水管布設工事 坂城町上平 75 5,980,000 5,550,000 92.8

8 上田水道管理事務所 平成29年度戸倉地区内川11工区配水管布設替工事 千曲市内川 2,400,000 2,260,000 94.2

9 上田水道管理事務所 平成30年度戸倉地区小船山11工区配水管布設工事 千曲市小船山 1,820,000 1,700,000 93.4

10 上田水道管理事務所 平成30年度戸倉地区千本柳11工区配水管布設工事 千曲市千本柳 2,450,000 2,280,000 93.1

11 川中島水道管理事務所 平成27年度更埴地区桜堂11工区配水管布設工事 千曲市桜堂 3,020,000 2,800,000 92.7

12 上田水道管理事務所 令和元年度戸倉地区戸倉13工区配水管布設工事 千曲市戸倉 2,900,000 2,690,000 92.8

13 上田水道管理事務所 令和元年度戸倉地区戸倉14工区配水管布設工事 千曲市戸倉 2,350,000 2,110,000 89.8 低入調査

14 上田水道管理事務所 令和2年度戸倉地区検満水道メーター交換工事 千曲市戸倉一円 6,320,000 5,970,000 94.5

15 上田水道管理事務所 令和2年度戸倉地区小船山12工区配水管布設工事 千曲市小船山 2,950,000 2,850,000 96.6

16

17

18

19

## 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。



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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

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 1式 779,585 735,999

共通仮設費 1式 103,000 81,000

純工事費 1式 882,585 816,999

現場管理費 1式 330,000 千円単位 310,000

工事原価 1式 1,215,585 1,126,999

一般管理費等 1式 244,415 203,001

工事価格合計 1式 1,490,000 端数切り捨て 1,330,000

消費税 1式 149,000 133,000

工事費計 1式 1,639,000 1,463,000

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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

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)

本工事費メーター交換
メーター交換
口径13㎜ 90 個 270,900 90 3,010 270,900
口径20㎜ 89 個 324,761 89 3,649 324,761
口径25㎜ 2 個 9,450 2 4,725 9,450
口径30㎜ 8 個 49,768 8 6,221 49,768
口径40㎜ 1 個 7,298 1 7,298 7,298
口径50㎜ 8 個 90,624 8 7,137 57,096
口径75㎜ 2 個 26,784 2 8,363 16,726

直接工事費 779,585 735,999

共通仮設費 103,000 81,000

純工事費 882,585 816,999

現場管理費 333,000 310,000

工事原価 1,215,585 1,126,999

一般管理費等 274,415 203,001

工事価格計 1,490,000 1,330,000

消費税 149,000 133,000

工事費計 1,639,000 1,463,000

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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－３ 手持ち資材一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

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

「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例え
ば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

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

本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が
分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）ま
でに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう
教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の
添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指
定様式をPDFファイルとして提出する。



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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

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）

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－４ 資材購入先一覧
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
　　　　　３．

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

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様
式をPDFファイルとして提出する。

手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績
額又は、製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認で
きる契約書等の写しを添付する。

自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実
績額又は製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付す
る。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに
記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示
をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付
書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等
合理的かつ現実的なものを記載する。
「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書き
で記載する。



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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

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

バックホウ RX-306　0.09m3 日 1 11,000 クボタ 1 11,000 クボタ
RX503　0.21m3 日 1 12,000 クボタ 1 12,000 クボタ

ダンプトラック いすゞエルフ3t車　H25 日 1 7,000 いすゞ 1 7,000 いすゞ
いすゞエルフ3t車　Ｒ2 日 1 7,000 いすゞ 1 7,000 いすゞ

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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

(22,900) (1.0) （自社施工）

(21,700) (24.4) （自社施工）

(19,800) (9.0) （自社施工）

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

メーター交換 特殊作業員

配管工

普通作業員



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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

配管工
特殊運
転手

一般運
転手

交通
誘導
員

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

配管工
特殊運
転手

一般運
転手

交通
誘導
員

メーター交換工事 8.98 1 24.37 34.35

予定人数計 0 8.98 1 24.37 0 0 0 34.35 0 0 0 0 0 0 0 0

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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

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）

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年度坂城地区坂城工区検満水道メーター交換工事

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

現場代理人
主任技術者

飯島　勇一 2級管工事施工管理技士 H17.2.10 第Ｐ042002670号 専任
現場代理人
主任技術者

飯島　勇一 2級管工事施工管理技士 H17.2.10 第Ｐ042002670号 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 ￥　　　　　　　　　　　円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ ￥　　　　　　　　　　　円
落札率（A/a）←調査表１
最終実績率（B/C）←調査表１
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由




