
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　交付金通常砂防（加速化）工事
業者名：　（株）弘法林業　筑北営業所　　　　　　　　　
住　所：東筑摩郡筑北村坂井8583番　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

令和4年度松林健全化推進事業（伐倒駆除ー県単）

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

直接工事費については、効率的に作業が進むと判断し、現場管理費については、専任技術者が
作業員と兼務しており、自社で行うため削減可能と思われました。一般管理費については可能な
限り削減しました。



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 松本地域振興局長 平成２５年度県営林造林事業第１号工事 松本市波田県有林 80点 1,585,500 1,344,000 84.8 低入調査

2
平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業第7-
2号工事

東筑摩郡朝日村野俣沢 78点 4,725,000 4,032,000 85.3 低入調査

3 平成２４年度保育事業第22号工事 松本市梓川穴沢山 77点 1,596,000 1,365,000 85.5 低入調査

4
平成２４年度山地災害総合減災対策治山事業
第2-2号工事

塩尻市洞沢ー２ 78点 1,711,500 1,491,000 87.1 低入調査

5 平成２６年度県営林造林事業　第４号工事 松本市本郷県有林 合格 4,039,200 3,531,600 87.4 低入調査

6 平成２５年度県営林造林事業第６号工事 松本市本郷県有林 78点 3,192,000 2,793,000 87.5 低入調査

7
平成２８年度保安林緊急改良事業事業　第６号
工事

東筑摩郡　筑北村小仁熊 合格 9,342,000 8,175,600 87.5 低入調査

8
平成２９年度　保安林緊急改良事業　第７号工
事

東筑摩郡　山形村　唐沢川 合格 4,860,000 4,255,200 87.6 低入調査

9 平成２９年度保安林緊急改良事業　第４号工事 松本市　　四賀 合格 4,968,000 4,352,400 87.6 低入調査

10 平成２５年度保安林改良事業第3-2号工事 東筑摩郡　朝日村　中俣沢 ７５点 1,231,200 1,080,000 87.7 低入調査

11 平成２５年度保安林改良事業第１０７号工事 東筑摩郡麻績村麻 ７２点 1,963,500 1,732,500 88.2 低入調査

12
令和元年度　奥地保安林保全緊急対策事業
第２号工事

松本市 入山辺Ｃ地 合格 8,030,000 7,390,000 92.0

13 平成２５年度県単治山事業第１６号工事 東筑摩郡麻績村和合 72点 718,200

14 令和2年度県営林造林事業第2号工事 松本市入山辺県有林A工区 70点 3,480,000 3,100,000 89.1 低入調査

15 令和2年度保安林緊急改良事業第4号工事 東筑摩郡朝日村鎖川 合格 6,320,000 5,660,000 89.6 低入調査

16 令和2年度保安林緊急改良事業第9号工事 東筑摩郡山形村唐沢川 74点 7,270,000 6,700,000 92.2

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　交付金通常砂防（加速化）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 7,359,938 7,359,938

共通仮設費 628,000 483,560

純工事費 7,987,938 7,843,498

現場管理費 3,117,000 2,400,090

工事原価 11,104,938 10,243,588

一般管理費等 2,455,062 1,896,412

工事価格合計 13,560,000 12,140,000

消費税 1,356,000 1,214,000

工事費計 14,916,000 13,354,000

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　交付金通常砂防（加速化）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)

直接工事費 7,359,938 7359938

共通仮設費 628,000 483,560

純工事費 7,987,938 7,843,498

現場管理費 3,117,000 2,400,090

工事原価 11,104,938 10,243,588

一般管理費等 2,455,062 1,896,412

工事価格計 13,560,000 12,140,000

消費税 1,356,000 1,214,000

工事費計 14,916,000 13,354,000

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　交付金通常砂防（加速化）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

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 令和３年度　交付金通常砂防（加速化）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）

巻き枯らし工
生分解オイ

ル
Ｌ 5.4 470 ヤマショー 上田市 取引１6年

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　交付金通常砂防（加速化）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
チェーンソー 4300　　H27年式 台 2 140000 ゼノア 可
チェーンソー 550XP R3年式 台 2 142400 ハスク 可

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　交付金通常砂防（加速化）工事

普通作業員 21,420 290

特殊作業員 24,990 40

普通作業員 21,420 1

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

萌芽除去工

巻き枯らし工



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　交付金通常砂防（加速化）工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

萌芽除去工 290 290
巻き枯らし工 1 40 41

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　交付金通常砂防（加速化）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）

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



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　交付金通常砂防（加速化）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

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

現場代理人 白石朋之 林業作業士 R１年1２月２６日 第10935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


