
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 長野県警察本部体育館等照明LED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 一式 1,665,740 1,534,173 1,534,173

共通仮設費 一式 49,830 45,843 45,843

純工事費 1,715,570 1,580,016 1,580,016

現場管理費 一式 249,000 218,000 218,000

工事原価 1,964,570 1,798,016 1,798,016

一般管理費等 一式 165,430 151,984 151,984

工事価格合計 2,130,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000

消費税 一式 213,000 195,000 195,000 195,000

工事費計 2,343,000 2,145,000 2,145,000 2,145,000

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 長野県警察本部体育館等照明LED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)

器具 1 式 1 1,254,298 1,254,298 1 1,254,298 1,254,298

直接工事費 1 式 1,665,740 1 1,534,173 1,534,173 1 1,534,173 1,534,173

共通仮設費 1 式 49,830 1 45,843 45,843 1 45,843 45,843

純工事費 1 1,715,570 1 1,580,016 1,580,016 1 1,580,016 1,580,016

現場管理費 1 式 249,000 1 218,000 218,000 1 218,000 218,000

工事原価 1 1,964,570 1 1,798,016 1,798,016 1 1,798,016 1,798,016

一般管理費等 1 式 165,430 1 151,984 151,984 1 151,984 151,984

工事価格計 1 2,130,000 1 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1 1,950,000 1,950,000

消費税 1 式 213,000 1 195,000 195,000 195,000 1 195,000 195,000

工事費計 1 2,343,000 1 2,145,000 2,145,000 2,145,000 1 2,145,000 2,145,000

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 長野県警察本部体育館等照明LED化工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

無し

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 長野県警察本部体育館等照明LED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）

電気 LEDJ-25005N-LD2　　相当品 台 8 87,676 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-12 取引会社 8 87,676桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-12 取引会社

電気 LEDX-20052W-500 個 8 4,140 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-13 取引会社 8 4,140桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-13 取引会社

電気 LEDB83913　　 台 18 5,354 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-14 取引会社 18 5,354桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-14 取引会社

電気 LDM10SS・N/5/5-01 個 18 3,864 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-15 取引会社 18 3,864桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-15 取引会社

電気 OL291089NR 台 6 8,814 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-16 取引会社 6 8,814桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-16 取引会社

電気 LEDG85915（K） 台 1 5,962 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-17 取引会社 1 5,962桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-17 取引会社

電気 LDF13NH53/C20/1700　　 台 1 4,858 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-18 取引会社 1 4,858桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-18 取引会社

電気 LEKT212084N-LS9 台 2 8,777 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-19 取引会社 2 8,777桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-19 取引会社

電気 NNN12270 台 3 10,322 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-20 取引会社 3 10,322桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-20 取引会社

電気 LDA5N-D-E17/S/Z4 個 3 1,527 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-21 取引会社 3 1,527桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-21 取引会社

電気 LEDG85903 台 1 6,182 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-22 取引会社 1 6,182桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-22 取引会社

電気 LDF13NH53/C20/1700 個 1 4,858 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-23 取引会社 1 4,858桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-23 取引会社

電気 LEDＧ87900Ｎ－ＬＳ 台 1 6,624 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-24 取引会社 1 6,624桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-24 取引会社

電気 LEDＢ83125 台 1 3,588 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-25 取引会社 1 3,588桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-25 取引会社

電気 LDＭ20ＳＳ・Ｎ/10/10-01 個 1 4,416 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-26 取引会社 1 4,416桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-26 取引会社

電気 OP252542NR 台 2 14,382 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-27 取引会社 2 14,382桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-27 取引会社

電気 OP252542NR 台 2 14,382 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-28 取引会社 2 14,382桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-28 取引会社

電気 LEDP88571N 台 1 5,410 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-29 取引会社 1 5,410桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-29 取引会社

電気 LDA4N-G-E17/S/40W2 個 1 2,208 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-30 取引会社 1 2,208桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-30 取引会社

電気 OP252541NR 台 1 15,456 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-31 取引会社 1 15,456桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-31 取引会社

電気 OL251897NR 台 1 14,794 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-32 取引会社 1 14,794桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-32 取引会社

電気 OP252542NR　 台 1 14,352 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-33 取引会社 1 14,352桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-33 取引会社

電気 直付XLX200KPNC　LE9 台 1 9,412 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-34 取引会社 1 9,412桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-34 取引会社

電気 直付XLX430AENP　LE9 台 1 10,847 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-35 取引会社 1 10,847桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-35 取引会社

電気 OL291273NR 台 1 2,705 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-36 取引会社 1 2,705桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-36 取引会社

電気 OL291273NR 台 1 2,705 桜田電気工業㈱ 長野市青木島1-18-37 取引会社 1 2,705桜田電気工業㈱長野市青木島1-18-37 取引会社

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 長野県警察本部体育館等照明LED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
無し

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 長野県警察本部体育館等照明LED化工事

電工 電工 22,600 9.737 22,600 9.737

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 長野県警察本部体育館等照明LED化工事

電工
普通
作業員

特殊
作業員

オペ 電工
普通
作業員

特殊
作業員

オペ

電気設備 電気 9.737 9.737 9.737 9.737

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 長野県警察本部体育館等照明LED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）

鉄屑 2ｍ3 自社 直富商事(株) 2,000 2ｍ3 自社 直富商事(株) 2,000

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 2,145,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 2,145,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.54%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


