
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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事
業者名：株式会社　東建工業　　　　　　　　　
住　所：長野県東御市加沢４６０番地１　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

➀直接工事費：設計図書・国土交通省土木工事積算基準及び外注単価・材料等については、協
力会社及び材料納入業者からの見積金額を基に見積しましたが、金額に差異が生じてしまいまし
た。また、手持ち工事量が少なく、技術職員、仮設資材等も余裕があるため、本工事の施工が充
分に可能であると判断して入札しました
②共通仮設費：手持ち工事量が少ないので、仮設資材等の余裕があり、仮設資材の新規購入の
必要が無いので、施工が充分に可能であると判断して入札しました

③現場管理費：同種工事の経験及び下請負予定業者との打ち合わせにより、短期間での施工が
可能であるので、入札金額の現場管理費で施工が充分に可能と判断して入札しました

④一般管理費：必要な経費を積み上げた結果、この価格でも利益の確保が充分に可能であると
判断して入札しました

契約工事に関連する手持ち工事はありません

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
長野県　上田建設事
務所

令和２年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（主）長野真田線ほか　上田市ほか
沼入ほか（東御市ナメリ沢他工区）

79 30,660,000 29,300,000 95.56%

2
長野県　上田建設事
務所

令和２年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（主）松本和田線ほか（（国）１４２号）　小県
郡長和町ほか　扉峠下ほか（観音沢） 84 54,350,000 51,630,000 95.00%

3
長野県　上田地域振
興局長

令和２年度　予防治山事業第１１号工事 東御市　崩途 84 110,420,000 104,340,000 94.49%

4
長野県　上田建設事
務所長

令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補修・令
和２年度県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

（主）丸子東部インター線　東御市
田中橋～常田他

84 24,920,000 23,530,000 94.42%

5
長野県　上田建設事
務所長

令和元年度　県単交通安全対策（二種）工事
管内一円（（一）下原大屋（停）線
上田市　殿城他）

78 7,560,000 7,070,000 93.52%

6
長野県　上田建設事
務所長

令和元年度　県単道路橋梁維持（災害関連）・令和
２年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）合冊工事

（国）１５２号　上田市　大屋ほか 81 23,420,000 21,870,000 93.38%

7
長野県　上田地域振
興局長

令和元年度　県営農村地域防災減災事業　金
井地区　下堰工区安全施設工事

上田市塩川 80 7,360,000 6,950,000 94.43%

8
長野県　上田建設事
務所長

平成３０年度　県単道路防災工事
（一）美ヶ原公園東餅屋線　小県郡
長和町　三峰展望台下

79 12,740,000 11,780,000 92.46%

9
長野県　上田建設事
務所長

平成２９年度　２９災公共土木施設災害復旧工
事

（一）内村川　上田市　穴沢 82 10,250,000 9,260,000 90.34%

10
長野県　上田建設事
務所長

平成２８年度　県単道路防災工事 （主）丸子信州新線　上田市　沼沢 82 9,200,000 8,240,000 89.57% 低入調査

11
長野県　上田建設事
務所長

平成２７年度　社会資本整備総合交付金（道
路）工事

（国）１４４号　上田市　上野バイパ
ス１工区

81 26,300,000 24,370,000 92.66%

12
長野県　上田建設事
務所長

平成２７年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）
工事

（国）１５２号　上田市　武石沖 83 18,270,000 16,850,000 92.23%

13
長野県　上田建設事
務所長

平成２６年度防災・安全交付金（地すべり対策）
工事

（地）尾野山　上田市　尾野山２工
区

83 21,080,000 19,500,000 92.50%

14
長野県　上田建設事
務所長

平成２５年度　２５災公共土木施設災害復旧工
事

（一）湯川　上田市　小島橋下 81 51,230,000 44,870,000 87.59% 低入調査

15
長野県　上田建設事
務所長

平成２６年度　防災・安全交付金（地すべり対
策）工事

（地）尾野山　上田市　尾野山 79 21,250,000 18,777,000 88.36% 低入調査

16
長野県　上田建設事
務所長

平成２５年度　防災・安全交付金（地すべり対
策）工事

（地）尾野山　上田市　尾野山 80 19,330,000 16,937,000 87.62%

17
長野県　上田建設事
務所長

平成２４年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（国）１４３号　上田市～青木村　築
地～青木（築地）

78 15,630,000 14,077,000 90.06%

18
長野県　上田建設事
務所長

平成２４年度　地域自主戦略交付金（道路）工
事

（一）東部望月線　東御市　田之尻
～畔田（２）

80 35,440,000 31,974,000 90.22%

19
長野県　上田建設事
務所長

平成２４年度　県単道路防災工事
（一）羽毛山大日向線　東御市　大
日向

81 9,640,000 8,685,000 90.09%

20
長野県　上田建設事
務所長

平成２４年度　２４災公共土木施設災害復旧・県
単道路橋梁維持合冊工事

（一）傍陽菅平線　上田市　菅平郵
便局横

80 16,660,000 15,039,000 90.27%

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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）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 14,554,394 14,175,054

共通仮設費 １式 4,433,000 3,706,000

純工事費 18,987,394 17,881,054

現場管理費 １式 12,919,000 11,200,000

工事原価 31,906,394 29,081,054

一般管理費等 １式 6,253,606 5,868,946

工事価格合計 38,160,000 34,950,000

消費税 3,816,000 3,495,000

工事費計 41,976,000 38,445,000

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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）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)

橋梁保全工事
　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　舗装版切断 34.0 572 19,448
　　　舗装版破砕 260.0 174 45,240
　　　橋梁地覆とりこわし 0.3 84,040 25,212
　　運搬処理工
　　　As殻運搬 21.0 4,611 96,831
　　　Con殻運搬 0.3 3,190 957
　　　殻処分 49.0 1,200 58,800
　　　殻処分 0.3 1,000 300
　舗装工
　　舗装打換え工
　　　基層 260.0 1,545 401,700
　　　表層 260.0 1,909 496,340
　　橋面防水工
　　　橋面防水 260.0 6,100 1,586,000
　　　橋面防水（材料費） 1.0 304,690
　区画線工
　　区画線工
　　　溶融式区画線 1.0 60,712
　　　ペイント式区画線 1.0 48,910
　橋梁付属物工
　　伸縮継手工
　　　鋼製伸縮継手補修 16.0 220,000 3,520,000
　　　鋼製伸縮継手補修 34.8 200,600 6,980,880
　橋梁補修工
　　橋梁地覆補修工
　　　コンクリート 0.3 60,180 18,054
　　ひび割れ補修工
　　　低圧注入工法 1.0 167,000
　仮設工
　　交通管理工 1.0 343,980

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



直接工事費 14,175,054

現場環境改善費 1.0 206,000
共通仮設費 1.0 3,500,000

純工事費 17,881,054

現場管理費 1.0 11,200,000

工事原価 29,081,054

一般管理費等 1.0 5,868,946

工事価格計 34,950,000

消費税 3,495,000

工事費計 38,445,000



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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

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



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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）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）

舗装工 基層 アスファルト合材　粗粒度（20） ｔ 24.440 16,700 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年)

舗装工 表層 アスファルト合材　ポリマー改質Ⅱ型密粒度（13F） ｔ 24.440 20,000 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年)

アスファルト乳剤　PK-4 L 111.800 140 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年)

区画線工 溶融式 トラフィックペイント3種1号　白　20kg/袋 ㎏ 19.380 175 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年)

ガラスビーズJIS R 3301 1号　25kg/袋 ㎏ 1.720 152 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年)

接着用プライマー　15kg/缶 ㎏ 0.850 365 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年)

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式 トラフィックペイント2種B　白　14L/缶 L 4.140 645 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年)

ガラスビーズJIS R 3301 1号　25kg/袋 ㎏ 3.480 152 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年)

橋面防水 マルチプライマー ㎏ 91.000 6,950 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

けい砂 袋 2.000 2,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

フレッシュコート ㎏ 311.000 1,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

けい砂 袋 9.000 2,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

L型成型目地材 ﾋﾟﾀｯとL型止水ﾃｰﾌﾟ ｍ 152.000 1,170 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

端部成型目地材 ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｭ ｍ 152.000 150 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

排水用導水管 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾒｯｼｭ ｍ 137.000 800 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

伸縮継手工 橋梁用伸縮継手ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄＣＤｘ-40 ｍ 16.000 107,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

橋梁用伸縮継手ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNｘ-40 ｍ 34.800 87,300 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

超速硬コンクリート　ジェットコンクリート m3 3.500 225,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

弾性シール材 L 10.200 5,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

通し筋　D16 ｍ 134.000 400 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

橋梁補修工 コンクリート　24-8-20BB（W/C=55%以下） m3 0.300 20,900 上小生コン事業協同組合 上田市蒼久保1039-6 資材納入業者(28年)

低圧注入工法 低圧注入用エポキシ樹脂　E206 ㎏ 1.260 4,230 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

低圧注入工法用シール材　はくりｼｰﾙONE ㎏ 0.808 3,350 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年)

低圧注入工法用注入器具 個 32.000 405 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）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
　手持ち機械はありません

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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

橋梁保全工事

構造物撤去工

構造物取壊し工 特殊作業員 24,990 0.136 三共テック㈱
舗装版切断 協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.068 三共テック㈱
協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.068 三共テック㈱
協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.260 三共テック㈱
舗装版破砕 協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.260 三共テック㈱
協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.260 三共テック㈱
協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.435 ㈱本久
橋梁地覆とりこわし 協力会社　16年

普通作業員 21,420 0.408 ㈱本久
協力会社　16年

土木一般世話役 26,145 0.132 ㈱本久
協力会社　16年

一般運転手 20,790 1.701 ㈱本久
As殻運搬 協力会社　16年

一般運転手 （10,000) (0.019) 自社
Con殻運搬
舗装工

舗装打換え工 普通作業員 21,420 0.780 三共テック㈱
基層 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.520 三共テック㈱
協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.520 三共テック㈱
協力会社　10年

(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

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



土木一般世話役 26,145 0.628 三共テック㈱
協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.780 三共テック㈱
表層 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.520 三共テック㈱
協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.520 三共テック㈱
協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.628 三共テック㈱
協力会社　10年

橋面防水工 土木一般世話役 26,145 0.320 ㈱本久
橋面防水ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ工 協力会社　16年

防水工 26,880 1.950 ㈱本久
協力会社　16年

普通作業員 21,420 2.600 ㈱本久
協力会社　16年

土木一般世話役 26,145 0.320 ㈱本久
橋面防水ﾌﾚｯｼｭｺｰﾄ工 協力会社　16年

防水工 26,880 3.240 ㈱本久
協力会社　16年

普通作業員 21,420 1.300 ㈱本久
協力会社　16年

区画線工

区画線工 土木一般世話役 26,145 1.000 矢木コーポレーション㈱

溶融式区画線 協力会社　12年
特殊作業員 24,990 1.000 矢木コーポレーション㈱

協力会社　12年
普通作業員 21,420 1.000 矢木コーポレーション㈱

協力会社　12年
区画線工 土木一般世話役 26,145 1.000 矢木コーポレーション㈱

ペイント式区画線 協力会社　12年
特殊作業員 24,990 1.000 矢木コーポレーション㈱

協力会社　12年
普通作業員 21,420 1.000 矢木コーポレーション㈱

協力会社　12年
橋梁補修工

橋梁地覆補修工 型わく工 24,570 0.168 ㈱本久
コンクリート 協力会社　16年

普通作業員 21,420 0.201 ㈱本久
協力会社　16年

土木一般世話役 26,145 0.060 ㈱本久
協力会社　16年



特殊作業員 24,990 0.036 ㈱本久
協力会社　16年

ひび割れ補修工 土木一般世話役 26,145 1.500 ㈱本久
低圧注入工法 協力会社　16年

特殊作業員 24,990 2.400 ㈱本久
協力会社　16年

普通作業員 21,420 1.800 ㈱本久
協力会社　16年

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 18,000 28.000 ㈲セントラル
協力会社　12年



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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

土木一
般世話

役

普  通
作業員

特  殊
作業員

特  殊
運転手

一  般
運転手

防水工
型わく

工

交通誘
導警備

員B

土木一
般世話

役

普  通
作業員

特  殊
作業員

特  殊
運転手

一  般
運転手

防水工
型わく

工

交通誘
導警備

員B

橋梁保全工事
　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　舗装版切断 0.068 0.068 0.136 0.272
　　　舗装版破砕 0.260 0.260 0.260 0.780
　　　橋梁地覆とりこわし 0.132 0.408 0.435 0.975
　　運搬処理工
　　　As殻運搬 1.701 1.701
　　　Con殻運搬 0.019 0.019
　舗装工
　　舗装打換え工
　　　基層 0.628 0.780 0.520 0.520 2.448
　　　表層 0.628 0.780 0.520 0.520 2.448
　　橋面防水工
　　　橋面防水 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ工 0.320 2.600 1.950 4.870
　　　橋面防水 ﾌﾚｯｼｭｺｰﾄ工 0.320 1.300 3.240 4.860
　区画線工
　　区画線工
　　　溶融式区画線 1.000 1.000 1.000 3.000
　　　ペイント式区画線 1.000 1.000 1.000 3.000
　橋梁補修工
　　橋梁地覆補修工
　　　コンクリート 0.060 0.201 0.036 0.168 0.465
　　ひび割れ補修工
　　　低圧注入工法 1.500 1.800 2.400 5.700
　仮設工
　　交通管理工 28.000 28.000

(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）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A
)



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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）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）

アスファルト殻 49.00 ｔ ㈱本久 4,611 ㈱本久 1,200
コンクリート殻 0.69 ｔ 自社 高沢産業㈱ 1,500

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４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）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 櫻井　光枝 ２級土木施工管理技士 H15.2.28 第C024103970号 専任
現場代理人 櫻井　光枝 ２級土木施工管理技士 H15.2.28 第C024103970号 専任

別途配置技術者 櫻井　能成 １級土木施工管理技士 H12.3.10 第9906778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


