
低入札価格詞査受付チェック表(通常調査用)
(別添1 -1(低))

提出資料 剪�o状況(閲歪対象者記聞) 凵@　　　　i 入札,執ノ‾ 

・添付資料 �/��6�4h6(4��・確総春頃 ���)ｨ��ﾂ�ﾖﾈ���者記載欄 　備考 

模式一1 模式-2 偃霓�9D饂ｨ,ﾈﾆ�8馼ﾘ��(ﾛ�,ﾈﾈｸ惓;�&ﾘ馼,ﾈ�+R����ｩ>�o8ｻ��" �)/��+8.ｨ,H*(.�*��.捶菱.�*價x,ﾉ~�,ﾙ�2�)jy9h,ｹ{I68*��看 ��

" ��ｹ/��+8.ｨ,H*(.�*��/��+X+ﾙ>�o9MH,ﾈ*HﾘH+�耳膵+R�畔,H*(.�*��tﾈｦY}ｨ齟��" ��

様式-2の1(内訳割こ対する明細嘗) �" �(ｼ�>�o9xｸ,ﾈ�8,h���H+X,H*"�○ ��

模式-2の2(資材坤缶一覧表) 凵� �(諍w�+x.倬�ﾝ�,�,(*(,H+x-x,B�" ��

すべての直入密嵐・ 劔Nｹ�X+8.ｨ,H*(.�*停�

講評定離押印付きの見離(乱)【低鵬での腱翻 ��ｨ��磁�ｨ耳�ｸ�x���。鷲鞍謬鷲認諾モ いるか �"� 
」_一一‾‾1 

儀式-2の3(優械鎖骨・賃料一覧表) 畷譲葉′一期調博こ・敬掬】南楕扉鴻○ 凵Z 〇 〇 鐙菱ｵｸ��○ ○ ��

経　　　′　　　護書棚・梱, 劍�8�������������R�" 亅���������������將�

模式-2の6(一般管理費智の内訳密) �" ��ｸ��/��+8.ｨ,H*(.�*��〇 〇 〇 ��

様式-3(施工体肋台般) 刮ﾙ　5祉1 ��x+ﾈｶ8顏肘�陜ｸ+�,(*"�○ ○ 店�"�

様式-4　〈施工体系図) 凵V　S社 黙~ﾈ詹�v9�8ﾝ雨(*ｨﾕ��R�○ 店�8�R�

模式-5 ��X+x-x,H,ﾈ耳鵁岔+(ｼh�(,ﾈﾊ����咥�8+8.ｨ+ﾘ.�,ﾂ����((�wh�恢傾ｻ8ﾖINｹ�8ｭH圷馼鰍�"5社 ○ ��yViwxﾍihｹLｸ,ﾈ茲�" 店���
i・劇固(手持ち工面の場所と超勤対製工事ま妻での臣照丹び露路) 劍�8���������������R�" ��

梯式-5の1(手特ち工事の状況(対象工事関連)) ま!・・●、Ii電柵汚翻看 凵� ○ �:��Hｸ��耳��ｵ(�9:ﾂ�〇 〇 〇 �ﾈｮﾈｮﾈ棹ｮﾈ棹搨�

・使康保険旺(写し)笥 凵� ○4名 ��営 丿ﾂ�重擬態戸鸞難題 ��ｲ�4名 

様式-7 ��X��,陏�溢ｨ+R��M�IFｹ¥x�whﾎﾒ�"4名 〇・ �(�8ﾎﾈﾉｹIｸﾇ��ﾒ�○ 的kﾂ�
漢聾麗襲寒露惣翻叛蒋豪重罰看 吊重漂所襲構罷同債野鼠電Iま曾岱僻割絢くま悔し1 劔�����������������ﾂ�" " [] 處ｩ��ﾙ������ﾒ�" 「「 ���

上使用予定資材の分かる貌 凵Z 日 �,����R�ﾏｹ9ｩ7ｹ�9wxﾎｩ7ｸ*�.��｢�〇 日 �ｨｨｸ畔ｮﾈｮﾈｫ���
標式‾i去整黙諾特認的る船 凵� ○ ��ｸ��/��+8.ｨ,H*(.�*��○ ○ ���

8菓臆臆鵜漢・、　-i　l　印、ゝ 凵V �(�愡�I7ｹ�ｸ�ｨﾒ�" ���
ま,・.-訪・航′朗 」・機械管理台的(写し) 様式-宣1(労務者の確保相国) 凵� ○ ���忸ｯｨｭIm)4俎ﾒ�" ���

"轄謹尭認諾微につい �"�園 
.自社弾劾若に係る以下の軽舟 　主軸腺細く写し)埼 凵� ○ ��○ ○ ���

〃I ��iJﾘｶ9�ｹDhﾄ8,(*(,B�○ ��e�ｨ耳耳�x��ﾂ�

組・謂同幅罵謁蒲同調朝 練‾1‡盤籍藍屋欝認諾認諾露語‡龍、 I欝悪手味係る輔体鯛’新体舶緩く印晒知靴 凵Z°一一一〇一〇〇「 " �������������������" ��

" ���

"　6工事 �(ﾇ窺X.(,H*(.�*冑ﾉhｨ*ｨ-��" 塗ﾔ��ﾂ�

様式-宣4(趣殴副題釣の搬出地) ※添付資料において、西条響きされた宙創ま「場合分け」符の表記がない場合はすへ 凵宦@　○窯盤雑いるか倒閣が ’て提出を必要とします 凵� �������



低入札価格調査結果一覧表上道常勤重畳l

摘査事項. ①その駅こより入札した �+(ﾛ磯�{��-�ﾖｨﾛ畏�m｢�剪�o・ .調査の 有無 倬io�*韶h�Y]鞆�>�vR�　考察 ・小突工事における験宣言樋脇カム 兌ﾙ�ﾃ"�Kｹ.��9年7月賦杢 備考 

提出資料等 ○当販価語で入札した理由 刳ﾖ空項目導 

〇億入札の根拠が巽当か。 ○入札金額以上の穣禦内訳となって 冲ﾂ�・当入札が可能となった根拠閥萱。 ・穣算内訳及び内訳明細書の嘉出根拠聞 書。 蓋材単価、下請業軸の見積書の内軸 凵� ��
理由奴入札価格の内訳 書 ②契約対象工率付近におけ ��ｹ?ﾈ腥橙��ｹ>�o8���或驟ﾂ��ｸ�ｸ鵁屬��ｸ邵ﾆ���館の標章内訳書 鴇‡欝田基 盤豊譜課親書 内訳書 劔漏力及謂社祉欝多難謂瀦議 削減を図るとともに、資材調達において 篭鶉瑞鰭譜糟諜譜誅得 る 

いるか 劍�Y4x�8��覈vﾈ��ﾔ嬰�.�|x*ﾙyﾘ��+8.ｨ,H*�.��ﾇ夷ﾉ�ﾎx�ｽhｼ�ﾊ伜����
○その他 ○手持ち工事の状況 凵寰w定工法、敬重と適合しているか。 ○単価及び下請業者篭の見穣もりが 

妥当か。 ○諸経費の計上が妥当か。 凵E共通仮股賀、現場管理費、-般瞥洩責尊 ��Y�I,ｨ嵎ﾍ)V�,ﾘ��ﾋｸ�ｨ戊�8,儺ｹwh,粟�ｧ｢�*ｨﾇh�8+8.ｨ,H*(.��"�

の計上項目、算出根拠について事愉聴取 の調査。 ��Xﾋｸ�ｨｬyyﾙN�,�,ﾘ���ﾙw�+x.俾倆���､ﾈ,ﾂ�ｸｹu靠ｩ�iN�*ｩ4ｹ��,佗h�8+8.ｨ,H*(.��"�6ｨｽ������)��x��ｧｨ,h,�,�,H*(.��"�

“る手持ち工車の状況 等議講諜耕運する ⑨契約対象工事箇所と入札 忠���ｸﾔ磯hﾋｸ�ｩWHｽ���ｸ訷鰄+�磯h,ﾈ�8ｻR���ｸｽ��ｨﾔ磯h,h+X,HｭI�ｩN�,ﾈ�ﾋ�*｢��)Eﾈ*��"��ｲ�有 豫R� �� 

(対象工事関連) ○配置予定技術者名簿 ○契約対象工事箇所と入札者 凵B犠認識鵠蒲蔀か○ ○適切な技術者細面されているか○ ○藍 冲ﾂ�担容量墨　　　　　書 ��YGｩ'Yuﾉ.扱ｨ���(��^(�ｵｨ���(,�,(*(,B�,ﾘ���9Uﾈ�(��ﾕﾉ�ﾈ､ﾈ,h.�,�4ｹ��,冲ﾈ��ｦ���(/�Gｩ'X+8.ｨ,H*�.���<�,倡���,�*(,hﾖﾈ*b�.x.ｨ.��"�○ ��

・配置予定技術者の提出資料で資格等を嘘 腿。 

嘉緩罷群等との関 ⑨手持ち資材の状況 �,ﾈ駟k������ﾌ冑�,h,ﾈｭi����ｸ訷鰄+��ﾝ�,ﾈ�8ｻR�冲IfHｶ9fH攤ｧﾈｬyyﾙ9�,���ｸ����有 ��Xﾅ�����ｸﾔ磯h�8�,i?ﾈ腥�(,ﾈ駟k�������ﾌ�,h,ﾈｭi��/�ﾄ�GX�"�・代表者、構成貝共に工事場所に比較的 灘轄欝罵攫隷縫欝 に繋がっている。 (工事場所一五島電気連投約9km) (工事場所一尾形露気工事∴約9km) ��ｲ� 

筆端離籍び購入先と ⑦手持ち機械敬の状況 ��ｸ��ﾝ鞅y?ﾉ�h自yr�俤�,ﾈﾝﾘﾌ乖駅�|ﾘ�)Eﾈ*��"��ｲ�有 �� �� 

Q手持ち機械の状況 剪瘟ｿ格での資材間違が可能か。 ○ 冲ﾂ�認盟入先と大泊の開陳び見積内容 ��Ygｸﾔ磯h,俶yw�+x.偃X+ﾘ.��>H,ﾘ��竧盾�,HｴX釆x�7~,I~ﾈ���+)$(*ｨ�)Eﾈ,h,�,�,H*(.��"�����9ﾘｨx+X,H*(.��"�○ ��

●断りと、孤1言硬器は、下請業者からの綱 連としているため」_〇〇〇〇〇一〇一"○○「1 　で有り、低調冊での聞達が可能 まつ、lる。 

手持ち機械零でⅢ磯施工が可能か。 冲ﾂ� ��○ ��



低入札価格調査結果一覧表」通里親査田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　槻項低)

調査秘境’ ⑲経営内容 �8ﾛ鰻�姐�-�+(ﾛ畏�m｢��/�����+(ﾛ�,ﾂ�騁ﾉk2�事情聴取・調査内容 劔考察 僵ｹ.����俺考 

提出資料等 ○掻宮規模等押価猿果通知馨 �����ｭhﾛ畏�mｩ9���ｨ�ｲ�

①公共工事の成衛状況 q少経営状況 ��ｸﾜXｽ�D隴H,ﾈ4xﾌI�ﾈｴｲ�経営内吾の把握 ○ 冲ﾂ�田代猿橋●・:五幽褐気建設(一抹) 劔・婦に支障ないと考えられる。 ��ｲ� 

決観劇iH26.9i“H27.9iH28.9・ 

遅番Y点I　990i　78之　11050 

楽土車幅万動画∴422i　340i　647 

口碑成風;(株)尾形娼筑工輯 

決観潮IH26.3IH27.31H28,3 

経審Y点i650■i806I877 菟押頂万円)上206i230i255 

○建設業保駆謡寒会社ぺ ��ﾈﾎｩ5�,ﾈﾖﾈｫ2ﾂ�調査 ����9Uﾈ�#ｨﾍﾉ8x�8ｴ8ﾉｩ�ﾒ茜B��劍�Y�9Uﾈ�(���ﾉ�ﾉYx,h.��ﾈ�Uﾉ.�5�,ﾘｮ顏��○ ��

:∴蕊諒器量∴ 千鶴輝灘鵠平 .轄講幣謹 剪�値65点以上あり、約二支障ないと考えら れる。一 

(取引金融機関、保証会社 等への照会) ⑬信用状態 傲h檍���,ﾂ��ｸﾉｩ�ﾙx倆(,ﾉW9�8ﾗ8酵9�,亊c��r�○経営状況の把娃 ○建設業法¥ �+(ﾛ��謀議 ・経営状況 �:�ﾉﾂ�剩｣に支障ない,と考えられる。 ��ｲ� 

鶉、 ⑩その他) ��+x.��兩�ﾏ�ｫx5(7ｸ8ﾈ�ｸ5h8x92�5h5�6X8�,�.h.�+(ﾛ���ｸ�hﾉｩ�ﾙYｸ蝎Z�,ﾉL��ｧﾂ�ー′違反の有熟 ○建設副産物の適正溝処く 俯(ﾛ��:一圭第朔鶉諾 いないことを確認済み 刹c講義語 凵E脚こ支障ないと考えられる。 又�� 

園題題題易 ��申　一　　　　入　理も可能か↓ 冲x���"処理計可部 �+�,(*(,H馼��*韶fH���刮T畢龍 ��ｲ� 



低入札価格調査制度における入札価格判定参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿浬2

区分 亦�冖ﾈ��盈｢���ﾈ尨��尨�x��尨�r�冤①設計価格 剩俔ﾉ�ﾉNH��t�?ﾈ腦e��;�B��僵ｹ.����.�/ｸﾊ���.�.�,ﾉYhｼ�+�ｭh+x.俤雨)��k�>�vS｢�劔劔劔　　　　　　　　(せ l　　根拠毎破堤内容 劔劔:ﾘ*ﾘ冷���2�

壷 焼 工 や 寅 ��:∴∴∴∴亘 ��一、ヽ、　音 剪���刄g ��劔劔 劔劍�ｲ�

∴“∴∴. �冉韜｢�ー岬 凵��� :∴ ���9{陶{迭��棈�)(R�����x�������r�凾ｵ 僮h��ｨ�磯韈��停��b�印章筆讃擬撃 ∴∴∵・‥:音 

∴∴∴8:酋 �66;堕 劔冖ﾉ�ｸ吏)雜�ﾈ(ﾇ課��伊ｲ�劔刳ﾘ讃醗 � 亳�yn､r�辨,Hｧ佇�z9$X柮����

竃遮晦・(’ 剪���ｸ�"��瀦ﾂ�串8鴬 7.94 劔劔劔麟蘭 劔藩擦e- 劍�ｲ�

受変 �������將���-h爾�諸&亰X������R�劔 涛2��c��劔請、る∴農・、十手=芋二二二階殿 

◎ 

寧 僥yOR� 偖ﾈ���c2�凵�;、ヽ’: βやi音音 劍�h�9/ｨ�"�凵g取 繁則: 剿ｪ謹選欝∴ 剿几H�"���毅　泰郎決心 　　‾音音l臆 劍���X,ﾂ靺yJ���-�¥ｩ5�9�+�.h.姶ﾘ��"�劔凵A音o ◎ 一〇・ 

構内 櫛対 ��饑�,ｩ�ﾙmI�ﾙOR��(勺d�}h�b�凵f↓∴∴∴∴ ����2�,140 曲亭 �1.調,i -3寄捌 劔� 剪�剪�剪�

陸、馳鴇に難ずること に蜜凪コゑド躍。∴言、∴ 劔劔�:�^9Tｩ�iuｮ慶X,�.i�｢�

旬も �<��ﾒ�儘ﾂ�讃 �� 佗掩痔xﾇ�ｵｸｧb�音調ヽ � ��偖ﾈ�ィ�4度��(b�劔剋ﾕ ��　音ノ’二: ∴音音:●∴∴ ���.ヽ‾、音 　‾ト 　「I、 剪�� 劔○ 

轄雄嘩 11一∴∴一言臆・∴i音i{ 拡註堕二∴ ‡電球軸′ 劔��弊 溢 高.て ;め0 剴�Aだ ��ﾉ/r�益Ib��Xﾘ�ｪ��.)�ﾈｭ����<R�+X,CｩEio��劔蔦�6Ioｹ�(5ﾘ5(5延ｲ�劔劔劔○ 

ン′ ����ﾈ��ﾈ將�-eﾈ尨尸?�,(�X�r�尨ﾋ������ �����������ﾈ48*B���劔襲駿霊堂距尽総繋袈 剏d務め ��ｨｴYwr��,HﾚHｧB�+�ｲ�� �� �� � ��ｨ��6ﾘ�ｲ�ﾈ�ｲ�

テレ呼号 刪､ ����轟 刄B、 劔 �� � ��

蛙撃翠亨 剿O ������I,ﾃ��� 劔 �� �� 劔�� 

工　　音′ � 丿ｸﾚ���耳�ｲ��� � ��閲��剪� �� 

軽率 � 劔 劔凵E煙毒;の珊I弓 凵E弼訪露 　漫白 魚麿係る【二二三≡≡] 凵E認 凭����zﾒ�」 栽培 ���� 偃��[��鯨蟻酸誓嫡5誓枇 劔○ 

:∴∴∴丁 � 

防軸’ � ��rl’‾.言 -音’†′臆∴ ���?����i78���ｨ爾�� �� 凵�は∴ 劔���音ヽヾ 捧��=�,h.(,��yi�:"�� � ���������u��ｨ-�¥ｩ5凅ｸ,鎚ﾘﾉﾖhｾﾈ�ｲ��ｸ�ﾈ���一〇. 

料 亂���8湜爾�悪割高 剪�剪�� �� 

中央盛　● � �-h�����b�� � ��X�������剪�劔劔劔�� 讐聖撃撃認認 劔灘 剪� �� ��劔∴Oi 

構内配屯緯路　　　　　　　5 劔凵��� 64音 盤 �0:77費 劔滅こ 、て 倡��x稗�則鞠l 劔������ 

〇・音 

構内通信穏路 劔��凵f0.邸 

◎ 



低入札価格調査制度における入札価格判定参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姐

区分 竸2�盈｢�����t�8ｩ5ｹlｨ�������������������������������������������������������������������������������������������������ﾈ肩咄��

喧接工呼賀計 ���ﾋ��cｸ���鉄ヲ�"�格 64.360 癖ﾕﾉ�ﾉNB�②入札価格 �;���eht�ﾌY.��低価格見積もりの根馳こ関する秦替説明内容 劔根拠等確囲内容 僵ｹ.�"�
79.9毎 �� ��剪�○ 

楢 欝 工務価 侏陋�4��hﾖ倅R�凵��ﾘ �.(."�劍ｼ�､豫B����J9T握ﾙ/緯X抦ﾌ�,ﾉUﾈ�,h,�.冦Xﾆ�97r�仭��Y9�+�.i'凅ｨ菱�ﾊｸ*ｮ>��X,X*(.�+�,h/�z9?ｲ�○ 

典範仮数歌摘上 肪��迭ﾃ#�r經�����驅��Xｶ��劔′“音¥　臆〇一∴、 

◎ 

共通仮殴殺計 ���#8�ﾃ#�紊����2駮��

○ 

現場管理費 =費軽率争∴ ��鉄偵���ﾃs3��唐��(ﾏR����依������ 現増運営に必要な経費が計上されているとともに、自社労諦 者に僻目二二二===一「等の経費が 劔別添5により必要な経那冊上されていることを碇毘 ��ﾒ�ﾕ����ﾒ�

1守 ����RﾈﾌG��も垂 劔韓靭 ���　　　計上されている。 翰轟縫輸適極力朗読南端・、 刹Y醇時より轟き轟が観士きれで崎こ壊抱。 

詩経染地 格“ 剴�H馗�3RﾃcC��僞c���h嗷�剪�∴∴∴.∴∵ ��

737.100.000 凵�00.00義 田������ﾃ��'r�85可△ ��剪�0 

予定軽く入札蜜比較伍勘亡二重重囲　　　　入札率エコ垂塾 

90・0%は、予定価格に対する今回の低入札閲査基準値杵の車

了qO恥は、予定価柿に対する最低の低入札調査基準価格の率

麗麗臨三コ



低入札価格調査制度における入札価格の判定参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姐

入札者名 剏ﾜ島・尾形JV　　　　植田・岡崎JV　　　　光星・官士W 剔ｺ井1哀阪秦JV �)8ﾋH�Yxﾉ>ﾅr�日本システム・大典」V 

販位 �?ﾈ腦zb�1位　　　　85.47舞 �(肩��������������8肩���������)^ﾒ�4位　　・9301費 店肩���X��的Ec�ｹ｢�6位　　　　952硝古 

区分 冖ﾈ�怏m｢��、①設計価格 俔ﾉ�ﾉNB�②大桐格iα謁/①②入札価格lαこ②/①②入札蹄iα謁/① 刧A入札価格iαこ②/① ��?ﾈ腥廁ｦ迄;�+�t����②入札椰iα三助① 

直 接 工 萌 黄 �7Y9I8ｨ��頒8.233,187 �3s｣sYxﾒ� 

勤力投惜 塔"繝cbﾃ�c��11.24持 ��

督保護殴悌 釘颱cC2經���0.58絡 ��

受瑳屯殴備 鉄づC�2��c��7.9編 

発泡設姑 �3rﾃ田R�3C��5.15 

構内情報通信網設備 途ﾃc�����C��1、04持 

構内交換股惜 �)T�經�"ﾃ都r�3β2 

冶報表示股備 釘紿,B�)｣Cc��0.60 

映像・晋密殴値 �2��コ��s��0.42持 

拡声数億 途綺{��ﾃC���1.0諦 

誘導支接設備 几几��ﾃc���0.10持 

呼出設帝 田��ﾃ僞c��0.0坤 

テレビ共同受信戦時 鳴ﾃc�ﾛc#c��0,22雛 

監視カメラ設備 湯��#2緜S��、1.22絡 ��

防犯・大過雪踏理投信 俥��#H�SRﾃ�#��生2部 

防災殴備 ��c#�ﾃCcbﾃC#��2.78失 

中央軍毎制坤設備 �#6�{田"�3C��3.22米 

構内配抵線路 冰ﾃcヲ縱cB�0:77絡 

隊内通信線路・ 鳴驅都津�)Eb�0.2硝 

直接工事費計　　　I、589が4.360 �79.9硝 

∴料 経 賀 仄I,ｨ嵋�ﾘ椶越i���2��23.720.仰o �8�3)xﾒ�

共通仮殴殺(積上げ) ��0.(舶来 

共通仮限費∴軸 �#8*�c�霾x�｢�3.2之費 

現楓管理叡:1 鉄偵���縱3��8.O手持 

一般管理数年 田R��#2�8����音　　8,82絡 

諸経費言珊 ��Cr繝3R緜C��ﾓ#�'T�xﾒ���

工瑠価格 �737,100,000=O小関購 �630・000・00l既47　　　　　●　!664,900仰Ioo劇場 �68郎00.(叫-　93.… 田釘ﾈ幃4���ﾃ釘騏��了02,000.0叫　95.24購 

予定価格(入札響比較値御[二重圃　　　　　　　　　　i　　IlOO%≦α　　i　鵜歪対象外 

㌻藷譜洩靭野と他の入札軸者の見知揮比較し、醐極端iこ巽梯境目-こついては輔的障髄蛇行い、胞



別添4工程別経費分析資料

3,当該工種に係る労務単価÷寛表 

職種 ��ﾘﾇi%�幵��w9[ﾂ��� ��私見・ (d) ��民政比率 .(d/b), �-�� ��塞単価鯖 ���*��"�+���剌滑閧ﾈ一∴〕 

培工 謄�纈ﾃC���・3926 ��劔剪�

∴;1 剪� 

∠ゝ　　　亀 ������i?�����R�� ��同一　蜜で　が異なる　日下責劃す　寺川 劔�.iZｨ*�,Hｴﾈ��+x.�+�,h�"�

3.当該工種に係る労務単価一覧表 

職種, ��ﾘﾇi%�幵��権謀 ��雌 ��黙 佩��尋 �� �%�廂NIzb�｢�2����謡㌢率 兔h饕�仗��9d冕������

l題工 ��定��C�����sビ���

i配管工 �#�ﾃ���ﾂ���"�
-I � ������iKﾉ)ｨ�h�h�R��劔�� 

漢　　　　　l 剪� ��∴喜∴∴∴・上 劔� �� 

上 � ��∴訂 劔,∵∵′　‾1 剪� ��二　青音.‾二 
’l � 劔∴:十∴∴∴i 劔�ﾈ��板� 凵E臆　で音’/一〇一’ 

同一職種で単価が異なる場合(下請 劔け業者等)は分けて 劔劍ｴﾈﾝｨ+x.�+�,h�"�



3.当該工踵に係る労務単 刮ｿ一覧表 ��

畢罷 工・ 普通作業貝 寧接工 i i l ��ﾘﾇi%�幵���致(b) 178 �?ﾈ腦%�幵�(♀ ��畿早▲ 陶%�廂NIzb��2����負数比率 (d/b) �<R�傀ｨﾌ偃泳��X�R�

19,400 剋O二=ここ一 

118.100 i23,400 ��#b�ﾈ�c�ﾃR��� 

表音題■囲題題話題回書臆臆漢書臆臆臆漢書鵜題臆漢書漢書百百音 漢書鵜器 � � ������

回回書○○ 刮L題回 刳ﾅ鵜鵜 剪�

同車職踵で単価が異なる 剌鼾�(下… ���*�h�)9著,ﾙZｨ*�,IDh�+x.�+�,h�"�

3,当該工種に係る労務単 刮ｿ一覧表 

職種 旧工 ��ﾘﾇi%�幵���糖幣 ���� し単価比率 くら/a). �Y�INIzb���"��凝 刎�ｶ2�よ勃∴∴ 

19,400 塔�� �� 劔� 

l　　　　i 亦�����上 i i �"�:∴∴∴∴仁子丁子∴::: ∴∴∴∴士∴・∵　子 � ��∴;∴∴∴∴∴∴: 剪�∴∴∴一十一∴三二∴∴ 剪�剪�

∵声、当宮上∴; � ��定言∴・∴′二∴;千二ノ’∴ 剪� ∴∴　千言 

i.l 同一職種で単価が亮 凵vゝ　　　ら �� ��「 �� 剪�
) 剪�

口　　　　　　　　異よる 剴冝@下田 白�月 �-ﾄ�,B�記　すること。 



3・当該工託に係る労務壷一撃 劔劔凵�vこ"エふ � 

畢謡 ��ﾘﾇi%�幵��~ﾉ[ﾂ��� 儉ﾒ�裏書’- ����剪P価比率 (c/a)・ 儿��INIzb���"�� 剪�丁子鼓 凵� 劍�靆��鳴所 ��毒婦 凵P　　:′ 

置エー ��偵C���167 �?�?�?�｣ｩ?��ｨ�ｨ耳�ｨ�ｨ�ｨ���劔劔劔��ｨ�｢ﾘ�ｸ�ｲﾘ�R�

普通作業貝 ��づ����、† ��劔劔劔��

i 距 l ��回国○○患喜 劔劍�2�窒��2�】 亦��� 剪�∴、:●: 

l � 劔劔 
∴　∴∴ 刳ﾅ喜喜■S○○ 舒ﾉ68ｮﾉ68��ｴ��

i 同一職種 �����%�*ｨ,��.∠ゝ　　　き 劔��剌� 鎚��ﾋ���8�5陋綿�r� ��畳語醒醒芭 
口　　　で,　　よ　　日　下声 劔l �6��劔はIて己　　」。 

3、当該工踵に係る労務単価」覧表 

職種 i電工 亶)%�幵��~ﾉ[ﾂ����� ��‡ ��単価比率 “ca¥. 丶ﾈｦｹNIzb�B�"�二に∴∴ �� 

i　19.400 ��3���2� 劔劔 � 

∴草こし∴∴嬉 剪��h�h�����凵[′.∴●予:章二∴ 

∴∵l了∴∴工1 劔劍�8�b���

I 　i 単価が異なる場合(下言 � �����ﾋ�(iuﾈ���Xﾋ��R�劔劔��

l 同一職種で 劔��*�h�)9鋳�劔偖ﾈ������������,ﾙZｨ*�,Hｴﾈﾝｨ+x.�+������?��井��,h�"�� 



2.当該工種の費目別内訳表

3.当該工程に係る労務単価」覧表′ 

肢種 倆9%�廁��JY[ﾂ��?ﾉ,ﾒ�� �2� �� ��飴ﾈ���員臆▲ ��i%�廂NIzb�貝数比率 (d/b). ����
㌻∴ 討�9HB�����<�tﾈ蹣vh,�����ﾈ��6ﾒ�

電工’ ��津C���19 ��

∴’上　i一“) 劔劔運 �� 

上 劍���、∴丁 � ��

士 � �?�ｦﾂ�� �� � 

iン∴ 劔偖ﾉ?�����?���剪� ����

同「職種で単価が異なる場合(下欝 劔け業者等)▲は分 劔劔ナて記載すること。 劔� 

3。当該工程に係る労務単価一覧表 

陣　′ ��ﾘﾇi%�幵案��"����享年〇・‾ 　∴∴ 俘ﾂ�盤 ����比 刳L数比率 (d/b十 ��R��h�S｢� 藤 劍�X��將�ぐc/a 著�������り���、:,簡醗翰詰ま 

l電工 蔦�津C���135 ��

i �� 

l �� ��ｨﾋ����;∴;十∴: � �1　　　I　　　看∴ヾ∴∴∴′　・子-、、 

i 偃���?�ﾈ��6ﾘ���"� ���1¥ 冓薫 �,言〇七 ��

i �� ��V��h�(���b��6ﾘ�����X耳�R� ��∴∴∴1∴ 劔I二∴〕∴二 剴�P丁.誉’立言ゝ二∴’′∴、二∴r( 

i∴ � �������������劔∴l二言二 凵Eノ、、・ハ 

同一職程で単価が異なる場合(下請け業者等) 劔�.iZｨ*�,Hｴﾈ��+x.�+�,h�"�



3.当該工踵に係る労務単価一覧表 

職種 ��ﾘﾇi%�幵��9ﾉ[ﾂ��?ﾈ脾�ﾈ將ﾈ�����抱ﾇ��綿�h�ﾈ��� 劔%�廂NIzb��.�����負数比率 (d/b) ��� 
蜜 ��ﾆB宙�R�劔 �����絞%ﾂ���h����耳��ﾋ��

電工 ��津C���.18 ��劔劔��劔 

)　　-.●: 剪�� 鳴�����

1 � �� � 
)上 剪��� ������ｸ��6ﾘ��98�X�X�b�

∴i、 劔�� ��剪�

同一職種で単価が異なる場合(下請け業者等)は分けて 劔劔劍����������������������耳�R��ﾆﾉ�y)｢�ﾌ緯h+x.�+�,h�"�

さ.当該工漣に係る労務単価一覧表 

確種 ��ﾘﾇi%�幵��9ﾉ[ﾂ�����諌 �� 剪P価比率 1(c/a〉 侈僵)NIzb���"��∴∴ �� 僖ﾒ�皆∵: 

電工 ��津C���17 ��劔劔劔 

∴十∴∴:十㌧1∴　÷ 劔� ��

I � ��剪� �?����� ��

二言’.∵言∵阜∴∴∴刊 劔劔 ��音　音l∴音・ 剪�

十㌧∴言年】言霊l 劔剪� ��

同‾職種で単価が異なる場合(下嗣ナ業者等)は分けて辞載すること。 



3.当該工程に係る労務単 刮ｿ一覧表 

輪読 ��ﾘﾇi%�幵畏r�設計員 数(b) 兀8���何周 剄� ��b��昇 �%�廂NIzb��2����員数比率 db ��
∴串(所∴ �-ﾈ/�� 

電工“ ���津C���“35 ��

:ト　ヾ音▲ 凾ｱ-lし � 

音 

l 同二職種で �%�廁*ｨ腰,��∠ゝ∴一　書 �������)ｨ���+8+2�劍�H��尨���+R��� �� 剪�

よる 剏精ｺ請け　等は　けて配　ること。 

3・当該工程に係る労務単価一覧表 剪�

職種 ��ﾙ-�%�幵��~ﾉ[ﾂ��� ��便 剽e ��:単価比率 i(c/a) 丶ﾉ�INIzb�F"� �� ��r� �� ��

電工　　弓　19,400 冓66 十 十 ��劔劔劔��

、∴　こし′’∴軍昔二言/珂 

上 l � ��劍�����hｺ��劍ｮﾈｫ������ｹ��凭ﾂ�� ��

当ニー　∴当 劔鵜臆題喜田圏 剪�町田田園 劔 ∴1　上 同一職種で単価が異なる場合(下言 劔 劍ﾘ(耳自?�｣������������������劔� ��ﾈ��尸?����b��

副ナ業者等)r 劔凾ﾜ分けて記　すること。 



3当該工種に係る労務単 刮ｿ一覧表 

峨種 電工 ��ﾘﾇh�"��9ﾉ[ﾂ��� ��"�単 �� �� ��一過.’ d)∴ 剋X　〃　灘 几I62��� � ��●:. 
数 劔(c/a) 劔蝉部所駈 劍�b�

1,9,400 �#32� 劔剪�劔劔�����������������｢�

、1/宮」音’ 剪� ��ﾃ����3����劔 ��回書田園 剪�

看〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 劔 �� ���尨ﾋ���將��X�R�

看喜鵜鵜 �� 剪� 

I 同一職種・ �*ｨ��,��I云∴　- ����剪�劔 �� 凵s∴∴ ��

口　　　で　　曇よる　口・下車 劔ナ　者等 劔綿���よ分 � �,H������.�+�,h�"�

3.当該工種に係る労務単価一覧表 

職種 工 ��ﾘﾇi%�幵��JY[ﾂ��� 丼��嘉 �� 剪P価比率 (c/a) �Y�INIzb��"�備考く 剳� ��丁子 ノらぎ 

..19,400 �'X��3S2� 

I l �� 

∴∴∵一:∵上∴了′・享看 劔冤 � 

′:、′::言古▲. 劔音’音二二ノ二〉 ・ノー/・∴二二 �����囲 �8ﾈ����ﾒ� ��

二古∴∴’-守書 劔剪��� � 

土語諸士　{　_I。ふ　さ 剪�`′∵丁 劍���X�とﾈ������ﾂ�劔 
同　　踵で単価力異なる場口(下嗣 劔ナ業者等)は分けて 劔刹L　する二・と。 



3.当該工程に係る労務単 刮ｿ一覧表 

職種 ��ﾘﾇi%��"�設計員 数(b), ��劔ー　‾ヽ �� ��単価比率 (c/a) 丶ﾉ�IWYzb���"��鮮 俶��b�麿 儻X�R�� ∵. 剪� ��B� ���� 

電工 ��津C���166 ��劔二二二二二二二二ここここ二二二二二二」〇°〇°〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

喜題回書囲 劔喜田回田 

同一職種で �%�廁*ｨ腰,�.��場合(下請 �*�h�)9陳�劔は分 刄iて謡載すること。 劔 



巧素麺真申

別添5　諸経費分析資料

○　共通仮設費

音脅自 ��Κ鳬?ｨ���剪�ー金額 ��)m｢�項目 刹煌z 

鹿ま彊議葦紫諾 傀�ﾄ��儂�*ﾒ�き 仍ﾘｹﾙ��ﾋ驃ﾂ� 刎宛ii��2�翻也醤幾霧畿 估h��~ﾂ�器羅瞬弾薬 ∴∴†言語:∵罵言 

感熱怒露誌 畿霧密議承認 �ﾉ�ﾒ��B�>｢� 儂��hｮﾘｭ��僞ｩ>XﾄhｴR�鰯擦費撥努 

三重 損 佰r���剄泊Q騰藍怒謡 倬ﾈﾜy�ｸｼ��ｹi��'｢��ｸｶ8栗9�HﾎﾈｴR�欒幾 重嘉塞窪窪、二言 

需葦諾塞翠 劔{8將� 劍���hｶﾈ鞁�(ｶﾈ���

、富謙手前誌霊、 �:��冽�甁� 佰YDﾙN�B�假估�>9kiDhｶ8沓�;欝撥等薫蜜 ��磯ｨ."�蚕桑発議鮨 

:喜章∴二言∵言 ����. ������I�ﾈﾄ��R�����琵薫蒸綜l幾重宰 鐙ｹﾘ��ｹﾘ���b�薫薫き薬類チ 

匿葦嘉競羅壷 亢�､"�舒ﾘ����>R�辻�発議曇欝業務蓬嘉 倅�?�?�ｯ�薰�烏議薫蒜毒薬 

共通仮設賞(読上げ分)に計上している以外の、契約対象工事の施工庵 �,�,ITｹwh,h,�.�+x-x,H,ﾈｺI,ｨ嵋�ﾙN�*驂��

触法安全費、事業損失防止費,役務費、技術管理琵及び営繕裳の内、必要 �.�,ﾂ�/�+x-x,H吏�ﾘ+x.�+�,h�"�
なお、「様式-乙の4　共通仮設費(率分)内規割に項目別で紀戟している場合は、内容を一致させること。 

○　現場管理費費
・設計金額との比較

"現場管理費 �,ﾉ>�o9Uﾂ�
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