
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 防災・安全交付金　交通安全工事　　　　（国）１４８号　　　大町市　借馬～木崎
業者名：　  株式会社　長屋組　　　　　　　　
住　 所：　　長野県大町市大町３３５３番地イ　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

①直接工事費は、長野県公表単価、公表歩掛等により積算しました。

②過去の同種工事の実績で共通仮設費の削減が可能と判断しました。

③フレックス工期契約制度により積雪期の施工が無いため、現場管理費の削減が可能と

　判断しました。

④一般管理費においても弊社の運営に必要最低限の経費を計上しました。

以上を踏まえた上で、今回の入札額で安全で良質な施工ができるものと判断しました。

①令和２年度　県単河川改修（補正）工事　　（一）高瀬川　　北安曇郡松川村　細野

②令和２年度　県単道路改築工事　　（主）大町麻績インター千曲線　　大町市　明日香荘下

③令和２年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事　（一）有明大町線　安曇野市～北安曇郡松川村　宮城北２工区

④令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事　　大町管内一円　管内一円　　（一）高瀬川　大町市　大出橋工区

⑤令和２年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）工事　　（一）高瀬川　大町市　中之郷～平（松川工区）

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

１　その価格により入札した理由



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 平成２９年度　県単道路改築（ゼロ県債）工事
（一）白馬岳大町線　　大町市　源
汲～西原

80 27,370,000 24,630,000 89.98%

2 大町建設事務所 平成２９年度　県単道路改築工事
（一）白馬岳大町線　　大町市　源
汲～西原１工区

83 42,610,000 38,480,000 90.30%

3 大町建設事務所 平成２９年度　県単道路橋梁時（舗装修繕）工事 （国）１４８号　　大町市　稲尾 84 23,650,000 21,380,000 90.40%

4 大町建設事務所
平成２９年度　防災・安全交付金（修繕）災害防
除（地方道）工事

（主）大町麻績インター千曲線
大町市　清音の滝上

81 16,060,000 14,580,000 90.78%

5
北アルプス地域振興
局

平成２８年度　予防知さん事業　第４１号工事 大町市　平　源汲 82 19,220,000 17,580,000 91.46%

6 大町建設事務所
平成３０年度　３０災故郷土木施設災害復旧工
事

（一）高瀬川　　北安曇郡松川村
細野他

83 55,940,000 51,380,000 91.84%

7 大町建設事務所
平成２９年度　２９災公共土木施設災害復旧工
事

（一）鹿島川　　大町市　岩鼻頭首
工下流

82 57,450,000 52,900,000 92.08%

8 大町建設事務所
平成３０年度　防災・安全交付金（修繕）雪寒・防
雪工事

（主）長野大町線　　大町市　三日
町

83 43,930,000 40,580,000 92.37%

9 大町建設事務所 令和元年度　県単道路改築工事
（一）白馬岳大町線　　大町市　木
崎

82 20,220,000 18,680,000 92.38%

10 大町建設事務所
平成３０年度　３０災公共土木施設災害復旧工
事

（一）高瀬川　　大町市　須沼グラン
ド横

85 61,960,000 57,380,000 92.60%

11 大町建設事務所
平成２８年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工
事

（国）１４７号　　北安曇郡松川村
北細野

85 18,810,000 17,420,000 92.61%

12 大町建設事務所
平成３０年度　３０災公共土木施設災害復旧工
事

（一）高瀬川　　北安曇郡池田町
高瀬川大橋下

84 16,260,000 15,090,000 92.80%

13 大町建設事務所
平成３０年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（一）有明大町線　　北安曇郡松川
村　細野～常盤（大町市常盤工区）

82 14,540,000 13,560,000 93.25%

14 大町建設事務所
平成２９年度　防災・安全交付金（修繕）雪寒・防
雪工事

（主）長野大町線　　大町市　三日
町

82 20,410,000 19,050,000 93.33%

15 大町建設事務所
令和元年度　社会資本整備総合交付金（広域
連携）工事

（一）有明大町線　　安曇野市～北
安曇郡松川村　宮城北

84 17,430,000 16,280,000 93.40%

16
北アルプス地域振興
局

令和元年度　経営体基盤整備事業　会染西部
地区　１工区区画整理工事

北安曇郡池田町　大字　会染 81 122,120,000 114,200,000 93.51%

17 大町建設事務所
平成２９年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（一）有明大町線　　北安曇郡松川
村　細野～常盤（大町市常盤工区）

80 19,350,000 18,100,000 93.54%

18 大町建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（一）有明大町線　　北安曇郡松川
村　細野～常盤（大町市常盤工区）

84 23,420,000 22,170,000 94.66%

19 大町建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（国）１４７号　　北安曇郡松川村
北細野２工区

82 56,070,000 53,380,000 95.20%

20 大町建設事務所
令和２年度　防災・安全交付金　交通安全（緊急
対策事業）工事

（国）１４８号　　大町市　借馬～木
崎１工区

86 28,370,000 27,150,000 95.69%

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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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 24,576,255 24,519,895

共通仮設費 式 4,028,000 3,550,524

純工事費 式 28,604,255 28,070,419

現場管理費 式 10,506,000 9,261,587

工事原価 式 39,110,255 37,332,006

一般管理費等 式 6,979,745 6,157,994

工事価格合計 式 46,090,000 43,490,000

消費税 式 4,609,000 4,349,000

工事費計 式 50,699,000 47,839,000

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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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 24,519,895 

　道路改良 式 1 15,382,490 

　　道路土工 式 1 1,392,040 

　　　掘削工 式 1 38,640 

　　　　掘削 ｍ3 120 322 38,640 

　　　路体盛土工 式 1 1,252,000 

　　　　路体（築堤）盛土 ｍ3 400 725 290,000 

　　　　盛土材搬入 ｍ3 370 2,600 962,000 

　　　法面整形工 式 1 101,400 

　　　　法面整形（盛土部） ｍ2 260 390 101,400 

　　法面工 式 1 223,860 

　　　植生工 式 1 223,860 

　　　　植生シート ｍ2 260 861 223,860 

　　擁壁工 式 1 3,682,898 

　　　ﾌﾟﾚキャスト擁壁工 式 1 3,682,898 

　　　　L型擁壁（L型畦畔) ｍ 121 11,498 1,391,258 

　　　　ﾌﾟﾚキャスト擁壁 ｍ 52 44,070 2,291,640 

　　カルバート工 式 1 2,448,680 

　　　ﾌﾟﾚキャストカルバート工 式 1 2,448,680 

　　　　ボックスカルバート ｍ 52 47,090 2,448,680 

　　排水構造物工 式 1 6,419,264 

　　　作業土工 式 1 687,500 

　　　　床掘り ｍ3 280 294 82,320 

　　　　埋戻し ｍ3 290 1,772 513,880 

　　　　基面整正 ｍ2 220 415 91,300 

　　　側溝工 式 1 4,431,894 

　　　　自由勾配側溝 ｍ 161 10,210 1,643,810 

　　　　自由勾配側溝 ｍ 58 12,570 729,060 

　　　　横断用自由勾配側溝 ｍ 12 25,740 308,880 

　　　　自由勾配Co蓋 枚 174 1,537 267,438 

　　　　自由勾配グレーチング蓋 枚 22 11,240 247,280 

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



工事名 令和３年度　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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)
　　　　横断自由勾配グレーチング蓋 枚 6 14,840 89,040 

　　　　ベンチフリューム ｍ 93 8,652 804,636 

　　　　ベンチフリューム用箱形暗渠 ｍ 5 39,985 199,925 

　　　　導水工 ｍ 6 7,289 43,734 

　　　　異形掛口 ｍ 3 23,750 71,250 

　　　　異形掛口鉄板 枚 3 8,947 26,841 

　　　集水桝・マンホール工 式 1 1,299,870 

　　　　現場打ち集水桝（５００型） 箇所 1 41,070 41,070 

　　　　現場打ち集水桝（９００型） 箇所 6 129,660 777,960 

　　　　集水桝蓋 枚 6 80,140 480,840 

　　構造物撤去工 式 1 1,215,748 

　　　構造物取壊し工 式 1 781,050 

　　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 ｍ3 20 15,050 301,000 

　　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 ｍ3 30 7,389 221,670 

　　　　コンクリート構造物取壊し 二次 ｍ3 8 15,050 120,400 

　　　　舗装版切断 ｍ 240 561 134,640 

　　　　舗装版破砕 ｍ2 20 167 3,340 

　　　運搬処理工 式 1 434,698 

　　　　殻運搬　As殻 ｍ3 1 4,514 4,514 

　　　　殻運搬　有筋 ｍ3 20 1,748 34,960 

　　　　殻運搬　無筋 ｍ3 30 1,748 52,440 

　　　　殻運搬　二次 ｍ3 8 1,748 13,984 

　　　　殻処分　As殻 ｔ 5 1,200 6,000 

　　　　殻処分　有筋 ｍ3 49 2,400 117,600 

　　　　殻処分　無筋 ｍ3 69 1,900 131,100 

　　　　殻処分　二次 ｍ3 19 3,900 74,100 

　舗装 式 7,403,205 

　　舗装工 式 3,373,445 

　　　舗装準備工 式 87,150 

　　　　不陸整正　補足材なし ｍ2 210 415 87,150 

　　　アスファルト舗装工　車道 式 1,180,834 

　　　　下層路盤 ｍ2 131 2,805 367,455 

　　　　上層路盤 ｍ2 131 2,153 282,043 

　　　　基層 ｍ2 131 1,355 177,505 

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



工事名 令和３年度　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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)

　　　　表層 ｍ2 131 2,701 353,831 

　　　アスファルト舗装工　歩道 式 1,852,450 

　　　　凍上抑制層 ｍ2 425 1,262 536,350 

　　　　上層路盤 ｍ2 428 1,026 439,128 

　　　　表層 ｍ2 428 2,049 876,972 

　　　アスファルト舗装工　乗入 式 253,011 

　　　　凍上抑制層 ｍ2 33 2,475 81,675 

　　　　上層路盤 ｍ2 33 2,414 79,662 

　　　　表層 ｍ2 33 2,778 91,674 

　　排水構造物工 式 1,066,968 

　　　路面排水桝工 式 1,066,968 

　　　　鋼製路面排水桝 本 24 37,867 908,808 

　　　　コンクリート削孔 箇所 24 6,590 158,160 

　　縁石工 式 2,206,784 

　　　縁石工 式 2,206,784 

　　　　PLガッター両面RB　L2000 ｍ 192 8,766 1,683,072 

　　　　PLガッター両面RB　L600 ｍ 27 9,795 264,465 

　　　　地先境界ブロック ｍ 43 6,029 259,247 

　　防護柵工 式 559,000 

　　　防護柵工 式 559,000 

　　　　転落（横断）防止柵 ｍ 52 10,750 559,000 

　　区画線工 式 126,483 

　　　区画線工 式 126,483 

　　　　ペイント式区画線 式 1 126,483 126,483 

　　道路付属施設工 式 70,525 

　　　境界工 式 70,525 

　　　　境界杭 本 13 5,425 70,525 

　仮設工 式 1,734,200 

　　任意仮設工 式 1,734,200 

　　　　交通管理工 式 1 1,734,200 1,734,200 

直接工事費 式 1 24,519,895 

共通仮設費 式 1 3,550,524 

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



工事名 令和３年度　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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)

純工事費 式 1 28,070,419 

現場管理費 式 1 9,261,587 

工事原価 式 1 37,332,006 

一般管理費等 式 1 6,157,994

工事価格計 43,490,000

消費税 4,349,000

工事費計 47,839,000

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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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

本工事において、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３年　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国１４８号　　大町市　借馬～木崎

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）

舗装

　アスファルト舗装 再生粗粒度As(20) t 1.7 12,000 （株）本久 長野市桐原 協力会社(30)

細粒度As(13) t 30.8 13,300 （株）本久 長野市桐原 協力会社(30)

再生密粒度As(20F) t 21.3 12,500 （株）本久 長野市桐原 協力会社(30)

アスファルト乳剤PK-3 L 749.3 92 長野ニチレキ（株） 長野市北長池 協力会社(15)

アスファルト乳剤PK-4 L 56.5 92 長野ニチレキ（株） 長野市北長池 協力会社(15)

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

その他の資材については、協力業者の見積りに含まれます。（見積書添付）



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年年度　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

本工事において、手持ち機械はありません。



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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　　（国）１４８号　　大町市～木崎

道路改良 （有）伊藤建材

　　道路土工 運転手（特殊） 23,100 9.70 協力会社（10）
（有）伊藤建材

土木一般世話役 25,200 0.52 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 2.79 協力会社（10）
（有）伊藤建材

　　法面工 土木一般世話役 25,200 1.30 協力会社（10）
（有）伊藤建材

特殊作業員 24,045 2.34 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 1.30 協力会社（10）
（有）伊藤建材

　　擁壁工 運転手（特殊） 23,100 22.44 協力会社（10）
（有）伊藤建材

土木一般世話役 25,200 5.51 協力会社（10）
（有）伊藤建材

特殊作業員 24,045 4.72 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 11.25 協力会社（10）
（有）伊藤建材

　　カルバート工 土木一般世話役 25,200 5.96 協力会社（10）
（有）伊藤建材

特殊作業員 24,045 3.96 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 12.91 協力会社（10）
（有）伊藤建材

　　排水構造物工 運転手（特殊） 23,100 4.82 協力会社（10）
（有）伊藤建材

土木一般世話役 25,200 11.36 協力会社（10）
（有）伊藤建材

特殊作業員 24,045 14.84 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 59.12 協力会社（10）

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



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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　　（国）１４８号　　大町市～木崎

（有）伊藤建材

型枠工 24,360 13.61 協力会社（10）
（有）伊藤建材

　　構造物撤去工 運転手（特殊） 23,100 2.69 協力会社（10）
（有）伊藤建材

土木一般世話役 25,200 3.85 協力会社（10）
（有）伊藤建材

特殊作業員 24,045 3.52 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 7.67 協力会社（10）
（有）伊藤建材

運転手（一般） 20,055 1.89 協力会社（10）

舗装 （有）伊藤建材

　　舗装工 運転手（特殊） 11.62 協力会社（10）

土木一般世話役 (25,200) (3.44) 自社
（有）伊藤建材

特殊作業員 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 協力会社（10）
（有）伊藤建材

　　排水構造物工 運転手（特殊） 23,100 1.85 協力会社（10）
（有）伊藤建材

土木一般世話役 25,200 1.12 協力会社（10）
（有）伊藤建材

特殊作業員 24,045 3.68 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 2.52 協力会社（10）
（有）伊藤建材

　　縁石工 運転手（特殊） 23,100 4.26 協力会社（10）
（有）伊藤建材

土木一般世話役 25,200 6.12 協力会社（10）
（有）伊藤建材

特殊作業員 24,045 7.09 協力会社（10）

工種 職種

入札時 (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

工事完成時

(B)/(A)

(23,100)231,00

(24,045)24,045

(20,790)20,790

(15.08)6.18

(13.72)14.98



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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　　（国）１４８号　　大町市～木崎

（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 13.62 協力会社（10）
（有）伊藤建材

型枠工 24,360 1.21 協力会社（10）
中信測機（株）

　　防護柵工 土木一般世話役 25,200 2.69 協力会社（3）
中信測機（株）

特殊作業員 24,045 2.69 協力会社（3）
中信測機（株）

普通作業員 20,790 8.07 協力会社（3）
中信測機（株）

　　区画線工 土木一般世話役 25,200 1.00 協力会社（3）
中信測機（株）

特殊作業員 24,045 1.00 協力会社（3）
中信測機（株）

普通作業員 20,790 1.00 協力会社（3）
（有）伊藤建材

　　道路付属施設工 土木一般世話役 25,200 0.79 協力会社（10）
（有）伊藤建材

普通作業員 20,790 1.00 協力会社（10）

仮設工 （株）グローバル警備保障

　　任意仮設工 交通誘導警備員A 13,760 46.00 協力会社（6）
（株）グローバル警備保障

交通誘導警備員B 11,970 92.00 協力会社（6）

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



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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

型枠
一般
運転
手

交通
誘導A

交通
誘導B

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ
交通

誘導A
交通

誘導B

道路改良

　　　道路土工 0.52 2.79 9.70 13.01

　　　法面工 1.30 1.30 2.34 4.94

　　　擁壁工 5.51 11.25 4.72 22.44 43.92

　　　カルバート工 5.96 12.91 3.96 22.83

　　　排水構造物工 11.36 59.12 14.84 4.82 13.61 103.75

　　　構造物撤去工 3.85 7.67 3.52 2.69 1.89 19.62

舗装

　　　舗装工 3.44 29.38 21.54 11.62 65.98

　　　排水構造物工 1.12 2.52 3.68 1.85 9.17

　　　縁石工 6.12 13.62 7.09 4.26 1.21 32.30

　　　防護柵工 2.69 8.07 2.69 13.45

　　　区画線工 1.00 1.00 1.00 3.00

　　　道路付属施設工 0.79 1.00 1.79

仮設工

　　　任意仮設工 46.00 92.00 138.00

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－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　）

（うち自社従事者配置計画）
工事名 令和３年度　防災・安全交付金　交通安全　工事　　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

型枠
一般
運転
手

交通
誘導A

交通
誘導B

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ
交通

誘導A
交通

誘導B

舗装

　　　舗装工 3.44 13.72 15.08 32.24

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　種 種別



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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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）

Co殻（有筋） 49ｔ （有）伊藤建材 452 
大北骨材事業協同組合

大北建材（株） 2,400 

Co殻（無筋） 69ｔ （有）伊藤建材 760 
大北骨材事業協同組合

大北建材（株） 1,900 

Co殻（二次） 19ｔ （有）伊藤建材 760 
大北骨材事業協同組合

大北建材（株） 3,900 

As殻 5ｔ （有）伊藤建材 760 （株）大町アスコン 1,200 

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　防災・安全交付金　交通安全　工事　　　（国）１４８号　　大町市　借馬～木崎

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

監理技術者・現
場代理人兼任 赤沼　浩和 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9103188 専任

主任技術者 白澤　忠洋 一級土木施工管理技士 H15.2.28 C021007410 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


