
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　上田地区　計装盤取替工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

機器費 12,500,000 11,436,550 11,430,000

直接工事費 422,363 423,286 703,286

共通仮設費 103,078 101,335 168,367

純工事費 525,441 524,621 871,653

現場管理費 320,188 314,773 522,992

技術者間接費 96,130 27,705 27,705

機器管理費 1,138,750 1,041,870 1,041,273

工事原価 2,080,509 1,908,969 2,463,623

一般管理費等 469,491 434,481 556,377

工事価格合計 15,050,000 13,780,000 14,450,000

消費税 1,505,000 1,378,000 1,445,000

工事費計 16,555,000 15,158,000 15,895,000

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　上田地区　計装盤取替工事

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)

八木沢ポンプ場計装盤 1 面 4,000,000 1 面 3,620,000 1 面 3,620,000 1.000
八木沢第２配水池計装盤 1 面 4,200,000 1 面 3,820,000 1 面 3,820,000 1.000
舞田配水池計装盤 1 面 4,300,000 1 面 3,996,550 1 面 3,990,000 0.998
直接工事費 422,363 423,286 703,286
共通仮設費 103,078 101,335 168,367
純工事費 525,441 524,621 871,653
現場管理費 320,188 314,773 522,992
技術者間接費 96,130 27,705 27,705
機器管理費 1,138,750 1,041,870 1,041,273
工事原価 2,080,509 1,908,969 2,463,623
一般管理費等 469,491 434,481 556,377
工事価格計 15,050,000 13,780,000 14,450,000
消費税 1,505,000 1,378,000 1,445,000
工事費計 16,555,000 15,158,000 15,895,000

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　上田地区　計装盤取替工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当ありません

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　上田地区　計装盤取替工事

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）

機器費 八木沢ポンプ場計装盤 面 1 3,620,000 メタウォーター(株) 長野県 5年 1 3,620,000 メタウォーター(株) 長野県 5年
八木沢第２配水池計装盤 面 1 3,820,000 メタウォーター(株) 長野県 5年 1 3,820,000 メタウォーター(株) 長野県 5年
舞田配水池計装盤 面 1 3,996,550 メタウォーター(株) 長野県 5年 1 3,990,000 メタウォーター(株) 長野県 5年

材料費 ベース（八木沢ポンプ場） 1 115,000 (株)マルニシ 長野県 5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　上田地区　計装盤取替工事

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
該当ありません

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　上田地区　計装盤取替工事

据付
八木沢ポンプ場 電気通信技術者 31,900 0.90 自社労務 31,900 0.90 自社労務
据付 関根電気
八木沢ポンプ場 電工 21,800 2.28 自社労務 21,800 2.28 協力会社
据付
八木沢第２配水池 電気通信技術者 31,900 0.90 自社労務 31,900 0.90 自社労務
据付 関根電気
八木沢第２配水池 電工 21,800 2.28 自社労務 21,800 2.28 協力会社
据付
舞田配水池 電気通信技術者 31,900 0.90 自社労務 31,900 0.90 自社労務
据付 関根電気
舞田配水池 電工 21,800 2.28 自社労務 21,800 2.28 協力会社
移設
八木沢ポンプ場 電気通信技術者 31,900 1.00 自社労務 31,900 1.00 自社労務
移設
八木沢ポンプ場 電気通信技術員 21,500 1.00 自社労務 21,500 1.00 自社労務
移設
八木沢第２配水池 電気通信技術者 31,900 0.50 自社労務 31,900 0.50 自社労務
移設
八木沢第２配水池 電気通信技術員 21,500 0.50 自社労務 21,500 0.50 自社労務
移設
舞田配水池 電気通信技術者 31,900 0.50 自社労務 31,900 0.50 自社労務
移設
舞田配水池 電気通信技術員 21,500 0.50 自社労務 21,500 0.50 自社労務
撤去 関根電気
八木沢ポンプ場 電工 21,800 0.76 自社労務 21,800 0.76 協力会社
撤去 関根電気
八木沢ポンプ場 電工 21,800 0.76 自社労務 21,800 0.76 協力会社
撤去 関根電気
八木沢第２配水池 電工 21,800 1.27 自社労務 21,800 1.27 協力会社
撤去 関根電気
舞田配水池 電工 21,800 1.27 自社労務 21,800 1.27 協力会社
仮移設 関根電気
八木沢ポンプ場 電工 21,800 1.14 協力会社
仮移設 関根電気
八木沢ポンプ場 電工 21,800 1.14 協力会社
仮移設 関根電気
八木沢第２配水池 電工 21,800 1.90 協力会社
仮移設 関根電気
舞田配水池 電工 21,800 1.90 協力会社

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　上田地区　計装盤取替工事

電気通信
技術者 電工

電気通信
技術員

電気通信
技術者 電工

電気通信
技術員

八木沢ポンプ場 据付 0.90 0.90 0.90 0.90
八木沢ポンプ場 据付 2.28 2.28 2.28 2.28
八木沢第２配水池 据付 0.90 0.90 0.90 0.90
八木沢第２配水池 据付 2.28 2.28 2.28 2.28
舞田配水池 据付 0.90 0.90 0.90 0.90
舞田配水池 据付 2.28 2.28 2.28 2.28
八木沢ポンプ場 移設 1.00 1.00 1.00 1.00
八木沢ポンプ場 移設 1.00 1.00 1.00 1.00
八木沢第２配水池 移設 0.50 0.50 0.50 0.50
八木沢第２配水池 移設 0.50 0.50 0.50 0.50
舞田配水池 移設 0.50 0.50 0.50 0.50
舞田配水池 移設 0.50 0.50 0.50 0.50
八木沢ポンプ場 撤去 1.52 1.52 1.52 1.52
八木沢第２配水池 撤去 1.27 1.27 1.27 1.27
舞田配水池 撤去 1.27 1.27 1.27 1.27
八木沢ポンプ場 仮移設 2.28 2.28 追加工事の為
八木沢第２配水池 仮移設 1.90 1.90 追加工事の為
舞田配水池 仮移設 1.90 1.90 追加工事の為

計 4.70 10.90 2.00 4.70 16.98 2.00

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－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　上田地区　計装盤取替工事

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）

金属くず 3.0m3 直富商事(株) 25,000 直富商事(株) 2,000 3.70ｔ 直富商事(株) 25,000 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　上田地区　計装盤取替工事

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 室橋　俊 2級電気施工管理技士 R3.3.12 E202001256 専任 現場代理人 室橋　俊 2級電気施工管理技士 R3.3.12 E202001256

森　誠 1級電気施工管理技士 H26.3.14 E131002664 主任技術者 森　誠 実務経歴書 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 15,895,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 15,895,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.56%
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


