
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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事　　　　　　　　　　　　
業者名：　 株式会社　松本組　　　　　　　　　
住　所：　　北佐久郡立科町大字芦田2820-1　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 1　当社積算に対して94.5％で応札いたしました。

2　舗装工事実績確保のためであります。

3　工事場所は立科町内であり、評価点の地域点の加点もあり他社より優位と考えました。

1  上田地域振興局　令和元年度　県営農村地域防災減災事業　西塩田地区　小島大池改修工事

2　佐久建設事務所　令和元年度　１災公共土木施設災害復旧工事　　立科町　蓼科神社里宮他

3　上田地域振興局　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　吉田池地区　吉田池改修その2工事

4　佐久地域振興局　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　牛鹿宇山地区　ため池付帯工事

5　佐久建設事務所　令和２年度　県単道路改築工事　立科町　樽ヶ沢

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 佐久建設事務所長
令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（一）茅野（停）八子ヶ峰公園線
立科町　白樺高原１工区

83 31,250,000 29,530,000 94.49 低入調査

2 佐久地域振興局長
平成30年度　県営農村地域防災減災事業　牛
鹿宇山地区　古池改修工事

北佐久郡立科町大字宇山 83 72,781,000 67,500,000 92.74

3 佐久建設事務所長
令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修・県単道路舗装（登場対策）工事

（一）茅野（停）八子ヶ峰公園線
立科町　白樺高原

88 27,700,000 26,130,000 94.33

4 佐久建設事務所長
平成30年度　防災・安全交付金（無電柱化推進）・県
単道路維持受託（電線共同溝）合併工事

（一）旧軽井沢軽井沢（停）線　軽井
沢町～東雲交差点

86 104,155,200 96,390,000 92.54

5 佐久建設事務所長 平成29年度　防災・安全交付金（道路）工事
(国）254号　立科町　宇山ﾊﾞｲﾊﾟｽ2
工区

83 99,446,400 92,070,000 92.58

6 佐久建設事務所長 平成30年度　県単道路改築工事 （一）牛鹿望月線　立科町　中原 82 25,660,800 23,738,400 92.51

7 佐久建設事務所長
平成30年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工
事

（一）茅野（停）八子ヶ峰公園線
立科町　白樺高原

83 25,455,600 23,522,400 92.41

8 佐久地域振興局長
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　牛
鹿宇山地区　前石川池改修工事

北佐久郡　立科町　大字　牛鹿 85 37,281,600 34,938,000 93.71

9 佐久建設事務所長
平成29年度　防災・安全交付金（無電柱化推
進）工事

（一）旧軽井沢軽井沢（停）線　軽井
沢町～東雲交差点

84 83,474,800 76,593,600 91.76

10 佐久地域振興局長
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　牛
鹿宇山地区　五輪久保池改修工事

北佐久郡　立科町　大字　牛鹿 84 34,786,800 32,529,600 93.51

11 佐久建設事務所長 平成28年度　防災・安全交付金（道路）工事
(国）254号　立科町　宇山ﾊﾞｲﾊﾟｽ2
工区

84 73,580,400 68,169,600 92.65

12 佐久建設事務所長 平成28年度　県単交通安全対策（一種）工事
（主）諏訪白樺湖小諸線　立科町
白樺湖1工区

83 49,842,000 46,105,200 92.50

13 佐久建設事務所長
平成28年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（国）142号　佐久市～立科町　跡部
～笠取（立科町　笠取峠2工区）

86 17,701,200 16,437,600 92.86

14 佐久建設事務所長 平成28年度　県単道路改築工事
（主）諏訪白樺湖小諸線　立科町
白樺高原

80 32,400,000 30,024,000 92.67

15 佐久建設事務所長
平成28年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（国）142号　佐久市～立科町　跡部
～笠取（立科町　笠取峠）

86 19,386,000 17,982,000 92.76

16 佐久建設事務所長
平成27年度　社会資本総合交付金（広域連携）
工事

（一）塩名田佐久線　佐久市　中佐
都

82 31,266,000 28,911,600 92.47

17 佐久地方事務所長
平成26年度　県営ため池等整備事業　牛鹿宇
山地区大入池・牛鹿大池ため池改修工事

北佐久郡　立科町　大字　宇山 81 37,854,000 35,445,600 93.64

18 佐久建設事務所長 平成27年度　防災・安全交付金（道路）工事
（国）254号　立科町　宇山バイパス
2工区

84 36,968,400 34,203,600 92.52

19 佐久建設事務所長
平成27年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（国）254号　立科町　笠取峠 86 49,269,600 45,576,000 92.50

20 佐久建設事務所長
平成26年度　防災・安全交付金（修繕）災害防
除工事

（国）299号　佐久穂町　十石峠（八
郡21号カーブ）

82 23,846,400 22,129,200 92.80

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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

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 3,923,451 3,917,246

技術管理費 135,300 135,300

共通仮設費 976,000 975,000

純工事費 5,034,751 5,027,546

現場管理費 2,582,000 2,578,000

工事原価 7,616,751 7,605,546

一般管理費等 1,653,249 1,124,454

工事価格合計 9,270,000 8,730,000

消費税 927,000 873,000

工事費計 10,197,000 9,603,000

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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

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)

本工事費 式 1 3,917,246
　道路修繕 式 1 3,812,351
　　舗装修繕工事 式 1 3,686,760
　　　路上再生工 式 1 3,676,750
　　　　路上路盤再生工 m2 770 2,943 2,266,110
　　　　表層（車道・路肩部） m2 770 1,845 1,420,650
　　　区画線工 式 1 125,591
　　　　区画線工 式 1 125,591
　　　　　ペイント式区画線　実線 式 1 97,002 97,002
　　　　　ペイント式区画線　破線 式 1 28,589 28,589
　仮設工 式 1 104,895
　　任意仮設 式 1 104,895
　　　交通管理工 式 1 104,895
直接工事費 3,917,246

技術管理費 式 1 135,300
　　技術管理費 式 1 135,300
　　　技術管理費 式 1 135,300
　　　　配合試験 式 1 128,000 128,000
　　　　施工調査費 式 1 7,300 7,300
　　共通仮設費率 式 1 975,000
共通仮設費計 式 1 1,110,300

純工事費 式 1 5,027,546

現場管理費 式 1 2,578,000

工事原価 式 1 7,605,546

一般管理費等 式 1 1,124,454

工事価格計 式 1 8,730,000

消費税 式 1 873,000

工事費計 式 1 9,603,000

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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

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 令和２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

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
(県公表単価 市場単価を記入）

アスファルト合材 再生密粒AS20（F) ｔ 100.1 13,500 望月アスコン 佐久市　望月 取引年数40年 取引年数40年 12,000
セメント高炉B ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ ｔ 8.3 13,200 高沢産業 長野市 取引年数50年 取引年数50年 （ﾌﾚｺﾝ)13,200、(ﾊﾞﾗ)11.700
リサイクル混合用乳剤MN-1 L 16,655.1 103 ニチレキ 長野市 取引年数50年 取引年数50年 103
プライムコート用乳剤 PK-3 L 975.8 92 ニチレキ 長野市 取引年数50年 取引年数50年 92

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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

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
フィニッシャー SUPER1900-2、舗装幅2.5-10m　2009年式 台 1 41,400 VOGLEE 他現場にて可動中 VOGLEE 県単にて算出
タイヤショベル WA30-5E、ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3　2001年式 台 1 3,640 コマツ 他現場にて可動中 コマツ 県単にて算出
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ BW131ACW　重量3600kg　2001年式 台 1 7,790 ボマーク 他現場にて可動中 ボマーク 県単にて算出
マカダムローラー R2H　重量14000kg　1999年式 台 1 12,400 サカイ 他現場にて可動中 サカイ 県単にて算出
振動ローラー SW650B　重量8000kg　1999年式 台 1 9,490 サカイ 他現場にて可動中 サカイ 県単にて算出
タイヤローラー T2　重量8500kg　1996年式 台 1 10,200 サカイ 他現場にて可動中 サカイ 県単にて算出
モーターグレーダーMG130　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅2800mm　1990年式 台 1 16,100 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 他現場にて可動中 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 県単にて算出
スタビライザー PM550　混合深さ400mm　幅2000mm　 台 1 155,000 サカイ 他現場にて可動中 サカイ 県単にて算出
ミニバックホウ PC30MR－3　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3　2013年式 台 1 5,100 コマツ 他現場にて可動中 コマツ 県単にて算出
路面清掃車 2PG－FTR90V2改　2018年式 台 1 35,200 いすゞ 他現場にて可動中 いすゞ 県単にて算出

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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

路上再生工
路上路盤再生工 土木一般世話役 23,200 2 ワールド開発工業㈱

普通作業員 19,700 6 ワールド開発工業㈱

特殊運転手 21,700 3 ワールド開発工業㈱
路上再生工
　　表層工 土木一般世話役 23,200 2 ワールド開発工業㈱

普通作業員 19,700 8 ワールド開発工業㈱

特殊運転手 21,700 6 ワールド開発工業㈱

特殊作業員 22,800 2 ワールド開発工業㈱
区画線工

区画線工 特殊作業員 22,800 1.0 保安商事㈱

普通作業員 19,700 2.0 保安商事㈱

特殊運転手 21,700 1.0 保安商事㈱
仮設工

交通管理工 交通誘導員B 17,000 9.0 長野県交通警備㈱

(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

工種 職種

入札時 工事完成時



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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

誘導
員B

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

路上再生工 路上路盤再生工 2 6 3 11
表層工 2 8 2 6 18

区画線工 区画線工 2.0 1.0 1.0 4.0

仮設工 交通管理工 9 9.0

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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

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）

なし

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２年度　　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

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 飯島　晶 2級土木施工管理技士 R2.3.13 第C192102430号 非専任
現場代理人 井出　磨器 1級土木施工管理技士 H12.3.10 第9905244号 非専任

補助技術者 井出　磨器 1級土木施工管理技士 H12.3.10 第9905244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


