
別紙様式３　（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署長　　中島　章文

　業務概要 　入札方式

鉄鋼スリット谷止工　１基　堰堤工補修工　１基 一般競争入札

　契約年月日

令和２年７月３０日

○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
　　　別添「入札公告」のとおり
○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
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（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
　　　別紙「経費積算内訳書」（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
　　・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。

令和２年度　　岩手南部森林管理署（公共工事）測量・建設コンサルタント等業務契約状況

　業務名 　履行場所 　業務区分

ヨリ沢治山工事
岩手県北上市和賀町山口字仙人続山国有林１６２８林
班外

治山工事

　業務着手の時期 　業務完了の時期

令和２年８月６日

令和２年７月 令和２年１２月

　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

５０，０８８，２１０円 岩手建設工業株式会社　岩手県北上市常磐台２丁目９番４号

　予定価格（税抜き）

５３，０００，０００円

　契約金額（税抜き）

５６，７６４，０００円

















別添１

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名： ヨリ沢治山工事

発 注 機 関 名： 岩手南部森林管理署

入 札 公 告 日： 令和２年６月２２日

競争参加資格確認結果通知日：令和２年７月 ８日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認める理由

岩手建設工業株式会社 有

株式会社 山下組 有

株式会社 平野組 有



別添２



別添３

工事名　    ヨリ沢治山工事

工事場所　　岩手県北上市和賀町山口字仙人続山国有林1628林班外

東北森林管理局

岩手南部森林管理署

積　算　内　訳　書





,

工　　　　　　種 種　　　　　　別 数　　量 単位 摘　　　　　　要

No.1鋼製スリット谷止工 堤体コンクリート 354.00 m3 18-8-40-60

残存型枠（パネル式）組立・設置 297.40 m2 歩掛のみ

型枠設置･撤去           　(普) 35.70 m2 鉄筋・無筋構造物

掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 223.90 m3 0.8BH 地山 山地治山B 渓間工

渓間工　BH-0.60m3  地山の掘削・積込+ﾙｰｽﾞな状態の積込み 345.20 m3 礫質土　障害なし

渓間工　BH-0.60m3  岩石掘削+ﾙｰｽﾞな状態の積込み 37.40 m3 軟岩(Ⅰ)B　障害なし

人力掘削面整形　　       (普) 88.60 m2 砂･砂質土　

岩盤掘削面整形　       　(普) 20.90 m2 軟岩(Ⅰ)B、軟岩（Ⅱ）等

R型流木捕捉工 1.00 式 H=2.65m（有効高さ2.00m）1.522t  4ｾｯﾄ

埋戻（転圧有り）渓間工　BH-0.60m3 169.50 m3

埋戻（転圧無し）渓間工　BH-0.60m3 54.50 m3

鉄筋建込み（水平打継面挿し鉄筋）      (普) 98.00 本 D型

止水板設置                 (普) 7.00 m

目地板設置 23.00 m2 厚10mm

側壁コンクリート 17.20 m3 18-8-40-60

残存型枠（パネル式）組立・設置 50.20 m2 歩掛のみ

硬質塩化ビニール管(VP) 2.30 m 呼径50　D60×t4.5mm

木製型枠パネル 215.00 枚 間伐杉丸太（ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工）90×180㎝　厚5.5㎝

木製フトンカゴ工 6.00 組 2000×1000×700（土砂詰）

丸太一本筋工　杭木L=0.6m 32.00 m

ハリシバ伏工 61.90 m2

堤名板取付等一切 1.00 枚 B型　ダム工類

標識板設置 1.00 式 Aタイプ

         工 種 計

堰堤工補修工 無筋構造物取りこわし工 (普) 19.10 m3 BH=0.6m3 ブレーカ600-800kg級

コンクリート殻集積・積込み・搬出 19.10 m3

堤体コンクリート（畑ヶ沢） 78.90 m3 18-8-40-60  BB

残存型枠（パネル式）組立・設置 83.30 m2 歩掛のみ

掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 126.60 m3 0.8BH 地山 山地治山B 渓間工

渓間工　BH-0.60m3  地山の掘削・積込+ﾙｰｽﾞな状態の積込み 45.80 m3 礫質土　障害なし

人力掘削面整形　　       (普) 33.20 m2 砂･砂質土　

砕石埋戻（転圧有り）渓間工　BH-0.60m3 25.50 m3 RC-80

埋戻（転圧有り）渓間工　BH-0.60m3 126.60 m3

鉄筋建込み（水平打継面挿し鉄筋）      (普) 28.00 本 D型

打継面処理[ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ]     (共) 13.90 m2

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 83.00 孔 削孔深さ：200mm以上400mm以下

鉄筋加工　　　            　(普) 0.10 t 16-25mm

鉄筋組立　       　    　　(普) 0.10 t 16-25mm

側壁コンクリート（畑ヶ沢） 10.00 m3 18-8-40-60  BB

残存型枠（パネル式）組立・設置 30.20 m2 歩掛のみ

硬質塩化ビニール管(VP) 1.50 m 呼径50　D60×t4.5mm

木製型枠パネル 71.00 枚 間伐杉丸太（ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工）90×180㎝　厚5.5㎝

ふとんかご工(A)120×50(普) 9.00 m 平均運搬距離30m以下

吸出防止材 [ﾔｼ繊維系] 19.40 m2 t=10mm  ( 68)

ハリシバ伏工 36.50 m2

コンクリート殻処分 28.30 ｔ 頭部大

         工 種 計

仮設工（ヨリ沢） ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普) 136.20 m                     

水替(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)[作業時排水] 17.00 日 排水量0-40m3未満/h

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (普) 1.00 箇所 ポンプ台数1～5台

大型土のう製作・設置 40.00 m 1段　1.08mまで

大型土のう　撤去 40.00 m 1段　1.08mまで

重機自走路　仮道作設 20.00 m 難　作設　10m/h

工事名 　ヨリ沢治山工事

工 種 別 数 量 内 訳 書 

岩手南部森林管理署 本署
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,

工　　　　　　種 種　　　　　　別 数　　量 単位 摘　　　　　　要

工事名 　ヨリ沢治山工事

工 種 別 数 量 内 訳 書 

岩手南部森林管理署 本署

敷鉄板敷設・撤去 60.00 枚 1.524×3.048  敷設期間153日

木製工事用看板枠工 1.00 基

工事標示板　取付け・撤去一切 1.00 箇所 鋼板　メラニン仕上げ

現道補修用 3,000.00 m2 砂利路盤工（機械）敷均し　舗装仕上げ無し　t=10cm

砕石　RC-80　0～80mm 18.00 m3

         工 種 計

仮設工（畑ヶ沢） ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普) 46.40 m                     

圧送管組立･撤去         (普) 80.00 m 延長150m未満 (30m超に積上)

水替(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)[作業時排水] 8.00 日 排水量0-40m3未満/h

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (普) 1.00 箇所 ポンプ台数1～5台

重機自走路　仮道作設 110.00 m 易　作設　30m/h

敷鉄板敷設・撤去 93.00 枚 1.524×3.048  敷設期間153日

木製工事用看板枠工 1.00 基

         工 種 計

         直接工事費計

共通仮設費（積上げ計上） 敷鉄板運搬費（ヨリ沢） 1.00 式 敷鉄板　60枚

敷鉄板運搬費（畑ヶ沢） 1.00 式 敷鉄板　93枚

自記雨量計 306.00 日 7日巻

気象観測　雨量計設置撤去 2.00 箇所

技術管理費 1.00 式

準備費 1.00 式 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車　運搬距離17.8km

定率現場環境改善費 1.00 式

共通仮設費（定率共通仮設費） 1.00 式

現場管理費 1.00 式

         間接工事費計

      工事原価

一般管理費等 1.00 式

      工事価格

消費税相当額 10.00 ％

    本工事費計
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