
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　県単治山事業　第4号工事　　　　　　　　
業者名：　　有限会社　小柳建設　　　　　　　
住　所：　　長野県大町市八坂2475番地　　 　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
1. 手持ち工事が少なく、直傭作業員及び技術者の仕事を確保するため。

2.　自社保有の機械・車両を使用して施工できるため。

3.　過去の同種工事の実績で共通仮設費　・一般管理費において当社の運営に必要最低限の
経費を計上しました。

4.　直接工事費は、長野県公表歩掛等により積算しました。

　①　令和3年度　県単治山事業　第3号工事  　大町市八坂塩沢川(矢田川)

　②　令和4年度　県単砂防維持修繕工事　　　　(砂)大平沢　大町市　横瀬

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 大町建設事務所
令和２年度防災・安全交付金（道路）（加速化）
工事

北安曇郡池田町相道寺 82 6,770,000 6,400,000 94.5

2 大町建設事務所 令和元年度　県単橋梁維持（災害関連）工事 大町市切久保 83 11,910,000 11,230,000 94.2

3 大町建設事務所 令和元年度　県単道路防災工事 大町市布川上 82 5,240,000 4,970,000 94.8

4 犀川砂防事務所 平成３０年度　県単砂防工事 北安曇郡池田町相道寺 82 15,680,000 11,440,000 91.8

5
北アルプス地域振
興局

平成２９年度奥地保安林保全緊急対策事業
（漁場）第５号工事

大町市塩沢川 79 6,870,000 6,390,000 93.0

6 犀川砂防事務所 平成２９年度　県単砂防工事 北安曇郡池田町相道寺 79 10,000,000 9,170,000 91.7

7 犀川砂防事務所 平成２８年度　県単砂防工事 大町市　矢下 78 4,640,000

8 大町建設事務所 平成２８年度　県単道路改築工事 大町市　トンネル下 83 12,830,000

9 犀川砂防事務所 平成２４年度　県単地すべり対策工事 大町市　上篭 77 5,209,000

10 大町建設事務所 平成２４年度　県単道路改築工事 大町市　矢下～小菅 78 11,430,000

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3年度　県単治山事業　第4号　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 1,887,149 1,814,373

共通仮設費 1式 298,169 272,000

純工事費 1式 2,185,318 2,086,373

現場管理費 1式 1,059,879 897,000

工事原価 1式 3,245,197 2,983,373

一般管理費等 1式 734,803 616,627

工事価格合計 1式 3,980,000 3,600,000

消費税 1式 398,000 360,000

工事費計 1式 4,378,000 3,960,000

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　県単治山事業　第4号　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)

治山土工 1 式 349,976 1 342,548 342,548
かご土留工 1 式 1,191,408 1 1,185,340 1,185,340
山腹緑化工 1 式 345,765 1 286,485 286,485

直接工事費 1,887,149 1,814,373

共通仮設費 298,169 272,000

純工事費 2,185,318 2,086,373

現場管理費 1,059,879 897,000

工事原価 3,245,197 2,983,373

一般管理費等 734,803 616,627

工事価格計 3,980,000 3,600,000

消費税 398,000 360,000

工事費計 4,378,000 3,960,000

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　県単治山事業　第4号工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

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

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）

かご枠 Ｈ5０・Ｗ1.2 m 74 7,970 伊藤金物商会 大町市 協力会社(40)

詰め石 径2０cm内外 ㎥ 43 5,320 大北骨材組合 池田町 協力会社(10)

吸出し防止材 t=10mm ㎡ 40 420 伊藤金物商会 大町市 協力会社(40)

堰名板 30*40*1mm 枚 1 22,800 伊藤金物商会 大町市 協力会社(40)

唐松丸太 Φ120 本 23 1,230 大北森林組合 大町市 協力会社(10)

唐松丸太杭 Φ100 本 15 520 大北森林組合 大町市 協力会社(10)

養生マット Ｗ=1.0 ㎡ 156 780 伊藤金物商会 大町市 協力会社(40)

令和3年度　県単治山事業　第4号工事　

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 令和3年度　県単治山事業　第4号工事

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 0.28㎥クレーン機能付・ 台 1 小松 空
バックホウ 0.13㎥ 台 2 小松 使用中
ダンプトラック 3t車 台 1 いすづ 使用中
ダンプトラック 4t車 台 1 いすづ 使用中
プレート・ランマー 台 3 三笠 使用中
移動式クレーン 4t車　2.9t吊 台 1 日野 空

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

山腹工事
現場代理人 （13,182） （19） 無

主任技術者 （14,545） （2） 無

特殊運転手 （12,204） （13） 無

普通作業員 （12,204） （27.5） 無

(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3年度　県単治山事業　第4号工事

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
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

掘削工 1.5 1.5 3
盛土 1.5 1.5 3
残土積込 1 1 2
残土運搬処理 3t車 3 3 6
かご枠工 2 7 2 3 14
丸太筋工 1 2 3
階段切付 0.5 0.5 1
法面整形 1 2 3
養生マット 0.5 3 3.5
準備工 10 10 3 23

計 19 27.5 2 13 61.5

令和3年度　県単治山事業　第4号工事

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）

残土処理 82㎥ 自社 役所指定 0

令和3年度　県単治山事業　第4号工事

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



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

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 久保　剛 一級土木施工管理技士 Ｈ22・2・19 91001711 専任
現場代理人 伊多波拡丈 二級土木施工管理技士 Ｈ12・11・30 2106568 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。

令和3年度　県単治山事業　第4号工事
入札時 工事完成時（実績）

備考


