
令和３年　７月　26日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長　　浅利　一成　　

　工事（業務）概要 　入札方式

林道新設工事の測量調査設計業務　L＝2,200ｍ 　一般競争入札

　契約年月日

令和３年　６月　30日

　
○

　　　

○

　　　

○

　　　

○

　　　

○

　　 ・
　　 ・

別紙様式３　（一般競争入札）

競争に参加しよう とした者の商号又は名称並びにそのう ち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別添「入札公告」のとおり

予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という 。）第73条の規定に基づく 競争参加資格

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　　別紙「入札公告」のとおり
落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のう ち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳【工事の場合のみ記載】
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

10,785,000円

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

　工事（業務）名

御月林道（林業専用道）調査設計業務

　予定価格（税抜き）

13,600,000円

　契約金額（税抜き）

令和３年　11月令和３年　７月

　調査基準価格（税抜き）

　工事完成（業務完了）の時期

10,748,018円

岩手県八幡平市御月山国有林地内

　施工（履行）場所

　工事（業務）着手の時期

　　令和３年度　　岩手北部森林管理署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

　工事種別（業務区分）

測量設計業務

　契約相手方の商号又は名称及び住所

青森県青森市柳川二丁目３番35号　（有）青森測量















（別添１） 

 

競争参加資格確認結果書 

 

工事（業務）名： 御月林道調査設計業務   

発 注 機 関 名： 岩手北部森林管理署    

入 札 公 告 日： 令和３年５月 18 日     

競争参加資格確認結果通知日：令和３年６月２日 

 

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認める理由 

（有）青森測量 有  

（株）都市整備 有  

   

   

   

   

 

（備考）１「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。 

２「資格がないと認める理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさないかを記載

すること。 

 

 

 





調査名 御月林道（林業専用道）調査設計業務

番 号 区　　　　　　　分 数　量 単 位 単 価 金　　　額 備　　　　　　　　　考

1 設計・計画業務 1 式 - 6,750,000

2 測量業務 1 式 - 6,850,000

      計 13,600,000

消費税相当額 1,360,000 消費税率 = 10 %

      計 1,360,000

    合  計 14,960,000

備　考

 調　査　費　集　計　表     



　　　　　　　明　　　　細　　　　表
　　　　　　

明細No 1 1.0 式 メインブロック名 岩手（豪） 森林管理署

工種 業務区分 3 メインブロックNo 8 事務所等
構造 割増率(%)

単価No 名　　称  規　　格 数　　量 単 位 単　価 金　　額 単　価 金　　額

2801 線形計画 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2802 踏査（外業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2803 線形決定（外業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2804 平面・縦断設計 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2805 横断設計 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2807 土工数量計算 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2809 照査 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2811 協議・打合せ 自（2）・幅員3.6m 1.000 業務

計
備考 労務費金額 その他金額

岩手北部森林管理署
設計業務 本署

総　　　　　額 内直接人件費
備　　考



　　　　　　　明　　　　細　　　　表
　　　　　　

明細No 2 1.0 式 メインブロック名 岩手（豪） 森林管理署

工種 業務区分 4 メインブロックNo 8 事務所等
構造 割増率(%)

単価No 名　　称  規　　格 数　　量 単 位 単　価 金　　額 単　価 金　　額

2817 計画準備（内業） 自（2）・幅員3.6m 1.000 業務 *
2818 中心線測量（外業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2819 中心線測量（内業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2820 縦断測量（外業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2821 縦断測量（内業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km
2822 横断測量（外業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km *
2823 横断測量（内業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km *
2824 土質区分調査（外業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km *
2825 構造物調査等（外業） 自（2）・幅員3.6m 2.200 km *
3002 伐開（外業）区分B 自(2) 2.200 km *
2828 保安林作業許可 自（2）・幅員3.6m 2.200 km *
3006 土壌汚染対策調査（保安林） 自(2) 2.200 km *

計
備考 労務費金額 その他金額

岩手北部森林管理署
測量業務 本署

総　　　　　額 内直接人件費
備　　考


