
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　県単交通安全対策（一種）工事
業者名：　有限会社 松田工業　　　　　　　　　
住　所：　 佐久市八幡１０７４番地３　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
工事内容や過去の実績を参考に経費部分を削減した結果、良質な工事施工が可能と判断したた
め。

佐久市発注　令和2年度　令和元年台風19号浅科御牧原台グランド災害復旧工事

佐久市発注　令和2年度　令和元年東日本台風豪雨災害復旧事業上ノ山農地復旧工事

佐久地域振興局　令和2年度　県単緊急農地防災事業山梨7号ため池地区ため池改修工事

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

　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 佐久地域振興局
令和2年度県単緊急農地防災事業山梨7号ため
池地区ため池改修工事

佐久市桑山 9,350,000 94.5

2 佐久建設事務所 令和2年度1災土木施設災害復旧工事 （一）佐久穂町宮前橋上 17,589,000 94.5

3 佐久市
令和2年度国補令和元年東日本台風豪雨災害
復旧事業上ノ山農地復旧工事

佐久市上ノ山 12,760,000 100.0

4 　　″
令和2年度国補令和元年東日本台風豪雨災害
復旧事業土合農地復旧工事

佐久市桑山字土合 5,258,000 99.0

5 　　″
令和2年度緊急自然災害防止対策事業市道
61-2号線道路改良工事

佐久市矢嶋地区 3,690,000 98.0

6 　　″
令和2年度緊急自然災害防止対策事業普通河
川濁川河川工事

佐久市塩名田地区 3,050,000 100.0

7 　　″
令和2年度特環浅科処理区八幡幹線29号線外
マンホール修繕工事

佐久市甲外 4,345,000 100.0

8 　　″
令和2年度国補令和元年東日本台風豪雨災害
復旧事業川久保農地復旧工事

佐久市蓬田字川久保 2,926,000 100.0

9 　　″ 令和2年度市単58－18号線道路改良工事 佐久市八幡字大平 3,300,000 98.0

10 　　″
令和元年度第1185号土木補助災害復旧事業
（準）女石川台風19号河川災害復旧工事

佐久市桑山字山梨（桑山1） 19,107,000 97.0

11 　　″
令和元年度第1185号土木補助災害復旧事業
（準）女石川台風19号河川災害復旧工事

佐久市桑山字山梨（桑山2） 15,213,000 99.0

12 　　″
令和元年度（繰越）６０－１号線台風19号災害
復旧工事

佐久市桑山字入ノ沢 5,500,000 91.0

13 　　″
令和元年度（繰越）（普）庄ノ上川台風19号災害
復旧工事

佐久市御馬寄字庄ノ上 4,455,000 99.0

14 　　″
平成30年度汚水浅科処理区474－2号線舗装
工事

佐久市八幡字神明 972,000 98.0

15 　　″ 平成30年度市単67－127号線舗装補修工事 佐久市協和字合ノ沢口 950,000 99.0

16 　　″
平成30年度ゼロ市債市単57－13号線用悪水路
改良工事

佐久市甲字大原 1,350,000 98.0

17 　　″
平成30年度農山村地域整備交付金農村基盤
整備促進事業高呂原その1水路工事

佐久市協和字原田（高呂原地区 7,992,000 97.0

18 　　″ 平成30年度市単62－88号線道路改良工事 佐久市望月字東町 853,000 99.0

19 佐久建設事務所 平成28年度28災公共土木施設災害復旧工事 （一）抜井川佐久穂町四ツ谷 7,495,000 94.5

20 佐久市 平成28年度市単57－47号線舗装補修工事 佐久市甲字下原 2,073,000 99.0

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年度県単交通安全対策（一種）　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 883,017 866,337 987,600

共通仮設費 451,960 428,572 405,000

純工事費 1,334,977 1,294,909 1,392,600

現場管理費 434,000 359,847 457,500

工事原価 1,768,977 1,654,756 1,850,100

一般管理費等 341,023 275,244 389,900

工事価格合計 2,110,000 1,930,000 2,390,000 2,240,000

消費税 211,000 193,000 239,000 224,000

工事費計 2,321,000 2,123,000 2,629,000 2,464,000

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 県単交通安全対策（一種）　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 1,016,451 866,337 987,600 増工の為

共通仮設費 427,768 428,572 405,000 数量変更の為

純工事費 1,444,219 1,294,909 1,392,600 増工の為

現場管理費 518,000 359,847 457,500 増工の為

工事原価 1,962,219 1,654,756 1,850,100 増工の為

一般管理費等 427,781 275,244 389,900 増工の為

工事価格計 2,390,000 1,930,000 2,240,000 増工の為

消費税 239,000 193,000 224,000

工事費計 2,629,000 2,123,000 2,464,000

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 県単交通安全対策（一種）工事

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



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 県単交通安全対策（一種）　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）

表層 細粒度アスコン ｔ 0.44 12,600 本久 小諸市加増 通常取引先 5.5 12,600 本久 小諸市加増 通常取引先

同 再〉密粒度AS20F ｔ 6 12,300 本久 小諸市加増 通常取引先 1 12,300 本久 小諸市加増 通常取引先

下層路盤工（車） 再）クラッシャー40mm ㎥ 0.2 3,600 田村砕石商会 佐久市望月 通常取引先 21.5 3,600 田村砕石商会 佐久市望月 通常取引先

下層路盤工（歩） 再）クラッシャー40mm ㎥ 3.75 3,600 田村砕石商会 佐久市望月 通常取引先 0 3,600 田村砕石商会 佐久市望月 通常取引先

上層路盤工（車） 粒調砕石25-0 ㎥ 0.2 4.000 田村砕石商会 佐久市望月 通常取引先 0.7 4.000 田村砕石商会 佐久市望月 通常取引先

縁石工 組合せＬ型 ｍ 6 1.633 相馬商事 佐久市野沢 通常取引先 6 1.633 相馬商事 佐久市野沢 通常取引先

地先境界ブロック ｍ 38 495 相馬商事 佐久市野沢 通常取引先 39 495 相馬商事 佐久市野沢 通常取引先

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 県単交通安全対策（一種）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
コンバイドロ－ラ 6 ｔ 1 ボマーク社 通常使用 1 ボマーク社

ハンドローラ 300 Kg 1 ボマーク社 通常使用 1 ボマーク社
バックホウ小旋回 0.25 ㎥ 1 神戸 通常使用 1 神戸
バックホウ小旋回 0.15 ㎥ 1 神戸 通常使用 1 神戸

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 県単交通安全対策（一種）　工事

道路改良 施工管理 1 1 1
道路改良 土木作業員 6 5 0.830

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 県単交通安全対策（一種）　工事

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

土工 1 3 2 1 7 1 3 1 1 6

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 県単交通安全対策（一種）　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）

アスファルト廃材 4㎥. 10t 自社 10,400 本久小諸 12,500 0ｔ 自社 10,400 本久小諸 1,250

木くず 4ｔ 自社 10,400 東海電設（株） 20,000

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 県単交通安全対策（一種）　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

主任技術者 加藤光弘 2級土木施工管理技士 S63.3.10 62355687 専任 主任技術者 加藤光弘 2級土木施工管理技士 S63.3.10 62355687 専任
現場代理人 加藤光弘 2級土木施工管理技士 S63.3.10 62355687 専任 現場代理人 加藤光弘 2級土木施工管理技士 S63.3.10 62355687 専任

補助技術者 松田康二 2級土木施工管理技士 H13.2.28 C004107546 専任 補助技術者 松田康二 2級土木施工管理技士 H13.2.28 C004107546 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 2,464,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 2,629,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.50%
最終実績率（B/C）←調査表１ 106.70%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


