
面 積 販 売 予 定 年 月
材 積 落 札 額 等

分収額／１口
（間伐等収入含む）

（ 林 小 班 ） （ha） （ｍ3） （千円） （千円）

磐城 福島県双葉郡富岡町 647ほ1 S61 スギ99% 3.1820 契約延長

白河支 福島県白河市 1004よ2 H2,H3 スギ100% 3.6126 平成29年11月 落札 2,092 10,248 288

棚倉 福島県東白川郡塙町 98ち1 H5,H6 スギ99% 3.9588 平成29年11月 落札 2,180 11,427 310

会津 福島県耶麻郡北塩原村 383ろ3 S62 スギ98% 4.6517 平成29年9月 落札 2,896 6,427 335

日光 栃木県日光市 ７な2 S63 スギ97% 4.7461 平成29年11月 落札 2,146 5,400 156

群馬 群馬県桐生市 418へ1 S62 スギ75% 6.2144 平成29年12月 落札 2,989 9,180 267

利根沼田 群馬県沼田市 147ふ H2 スギ100% 8.4575 契約延長

利根沼田 群馬県利根郡みなかみ町 214い1 S63,H1 スギ98% 4.0961 平成29年12月 落札 2,612 8,381 135

下越 新潟県東蒲原郡阿賀町 257る2 S63 スギ99% 6.8500 未定 平成29年5月 不落 3,517

村上支 新潟県村上市 1033と3 H10 スギ99% 4.7865 平成29年10月 落札 2,830 6,674 205

村上支 新潟県村上市 1041れ2 H10 スギ100% 3.6220 平成29年10月 落札 2,148 6,264 294

村上支 新潟県村上市 1302ほ3 S62 スギ100% 6.0000 未定 平成29年10月 不落 3,292

村上支 新潟県村上市 1302ほ4 S63 スギ99% 4.3020 未定 平成29年10月 不落 2,277

中越 新潟県南魚沼郡湯沢町 86へ2 S61
カラマツ

93%
5.8250 未定 平成30年1月 不落 1,804

中越 新潟県南魚沼郡湯沢町 90へ S61 スギ96% 4.9000 平成29年10月 落札 3,085 3,780 36

中越 新潟県三条市 413ね H2,H3 スギ99% 5.2973 未定 平成29年10月 不落 3,159

茨城 茨城県石岡市 220む S61 ヒノキ99% 5.7580 未定 平成29年8月 不落 2,325

茨城 茨城県北茨城市 1039ほ1 H1
スギ68%
ヒノキ29%

7.6563 平成29年8月 落札 5,165 21,798 329

茨城 茨城県北茨城市 1039ほ2 H3
スギ61%,
ヒノキ39%

11.6032 平成29年8月 落札 6,932 28,966 374

茨城 茨城県高萩市 1130い S63
スギ56%
ヒノキ43%

5.2154 平成29年8月 落札 2,982 11,340 304

茨城 茨城県常陸太田市 2022ち6 H1 スギ81% 3.9898 平成29年8月 落札 3,255 16,308 506

茨城 茨城県常陸太田市 2038に1 H2
スギ66%
ヒノキ34%

4.7961 平成29年8月 落札 3,116 14,580 382

茨城 茨城県常陸太田市 2038に2 H3
スギ60%
ヒノキ40%

4.4703 平成29年8月 落札 2,533 11,750 321

茨城 茨城県常陸太田市 2060は H1 ヒノキ91% 10.6685 平成29年8月 落札 6,265 35,748 421

茨城 茨城県常陸太田市 2061な H2
スギ70%
ヒノキ28%

5.7914 平成29年8月 落札 2,682 11,232 379

茨城 茨城県久慈郡大子町 2133に H2 ヒノキ100% 2.8480 平成29年8月 落札 1,340 5,681 261

茨城 茨城県久慈郡大子町 2136そ1 H1 ヒノキ96% 6.0200 契約延長

東京神奈川 神奈川県足柄上郡山北町 107い2 H1 スギ99% 1.5153 契約延長

東京神奈川 神奈川県足柄上郡山北町 141に1 S61
ヒノキ61%
スギ39%

4.4250 未定 平成29年12月 不落 3,095

東京神奈川 神奈川県足柄上郡山北町 141に2 S61 ヒノキ99% 4.1250 未定 平成29年12月 不落 2,260

東京神奈川 神奈川県相模原市 280ろ2 H5
スギ75%
ヒノキ25%

2.2100 未定 平成30年1月 不落 1,109

伊豆 静岡県伊豆市 115い S60
スギ69%
ヒノキ29%

3.5493 未定 平成29年7月 不落 1,337

伊豆 静岡県伊豆市 116ほ S60
スギ67%
ヒノキ32%

4.7670 未定 平成30年2月 不落 1,852

伊豆 静岡県伊豆市 153と S60 ヒノキ98% 5.1643 未定 平成29年5月 不落 2,735

伊豆 静岡県伊豆市 153ぬ S60 スギ98% 4.5483 未定 平成29年5月 不落 2,573

伊豆 静岡県伊豆市 183い S61 スギ99% 5.6202 未定 平成29年6月 不落 2,968

伊豆 静岡県伊豆市 204い S63 スギ100% 2.7842 未定 平成30年2月 不落 1,925

伊豆 静岡県伊豆市 244い1 S61 スギ81% 5.5228 未定 平成29年7月 不落 3,256

伊豆 静岡県伊豆市 244い2 S62
ヒノキ60%
スギ40%

3.3038 契約延長

伊豆 静岡県伊豆市 286ろ1 S61 スギ97% 3.6950 契約延長

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 566は1 S63
スギ50%
ヒノキ49%

5.0602 未定 平成29年5月 不落 2,965

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 577ろ1 S63 ヒノキ85% 3.3327 未定 平成29年5月 不落 1,904

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 600ろ3 H4
スギ63%
ヒノキ35%

5.2121 未定 平成29年7月 不落 3,066

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 605ろ1 S62
ヒノキ52%
スギ46%

6.0250 未定 平成29年5月 不落 4,521

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 625い1 S60 スギ76% 5.1868 未定 平成30年2月 不落 4,184

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 625い2 S60
スギ68%
ヒノキ29%

4.7369 契約延長

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 627に1、628い1 S62,S63
ヒノキ51%
スギ48%

4.8250 未定 平成30年2月 不落 2,508

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 628ろ1 S62
ヒノキ51%
スギ44%

4.2667 未定 平成29年5月 不落 2,256

伊豆 静岡県賀茂郡河津町 652い1 S61 スギ84% 5.9257 未定 平成30年2月 不落 3,409

静岡 静岡県駿東郡小山町 514ろ1 S63 ヒノキ100% 5.2000 平成29年11月 落札 1,892 8,446 161

所轄　：　関東森林管理局 （電話027-232-9734）
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天竜 静岡県浜松市 30は S61 ヒノキ97% 3.0848 契約延長

天竜 静岡県浜松市 71ろ1 S60 ヒノキ99% 3.3023 未定 平成29年11月 不落 1,421

天竜 静岡県浜松市 163い S60 ヒノキ89% 5.1737 未定 平成29年5月 不落 2,081

天竜 静岡県浜松市 319い3 S61 スギ81% 4.2920 未定 平成30年5月 不落 3,092

天竜 静岡県浜松市 320い1 H2 スギ98% 3.9800 未定 平成29年5月 不落 2,880

天竜 静岡県浜松市 356い1 H3 スギ96% 4.8966 未定 平成30年1月 不落 4,347

天竜 静岡県浜松市 80い2 S60 ヒノキ99% 3.2138 平成29年7月 落札 1,804 5,184 123

天竜 静岡県浜松市 380い1 S62 スギ82% 3.2400 未定 平成29年11月 不落 2,462

天竜 静岡県浜松市 512い2 S63 スギ86% 3.1776 未定 平成30年1月 不落 1,805

天竜 静岡県浜松市 825に1 H3
スギ59%
ヒノキ40%

3.1403 未定 平成29年5月 不落 1,844

天竜 静岡県浜松市 825に2 H3
スギ53%
ヒノキ43%

4.1434 未定 平成29年5月 不落 2,054

天竜 静岡県浜松市 831に S60
ヒノキ68%
スギ31%

4.0093 未定 平成29年7月 不落 2,326

天竜 静岡県浜松市 832ろ S60
ヒノキ78%
スギ22%

3.2239 平成29年9月 落札 1,776 5,184 179

天竜 静岡県浜松市 834ろ2 H1
ヒノキ75%
スギ25%

2.9019 未定 平成29年7月 不落 1,536

天竜 静岡県浜松市
836ほ1、

837ろ
S63

スギ76%
ヒノキ24%

3.5744 契約延長

天竜 静岡県浜松市 836ほ2 S62 スギ88% 2.5561 未定 平成30年1月 不落 1,978

埼玉所 埼玉県秩父市 4ほ2・へ2 H1 スギ80% 3.0538 未定 平成29年10月 不落 1,747

埼玉所 埼玉県秩父市 9は2 S62 ヒノキ100% 2.4236 未定 平成29年10月 不落 953

埼玉所 埼玉県秩父市 26は1 S63 ヒノキ99% 3.9329 未定 平成29年6月 不落 1,717

千葉所 千葉県勝浦市 5ぬ1 S63 ヒノキ98% 5.3900 未定 平成29年9月 不落 1,307

千葉所 千葉県夷隅郡大多喜町 26ぬ1 S63 スギ100% 1.4800 契約終了

千葉所 千葉県夷隅郡大多喜町 29い2・へ2・と2 H3
スギ57%
ヒノキ39%

5.1400 未定 平成30年3月 不落 3,455

千葉所 千葉県夷隅郡大多喜町 37り・ね S60 スギ90% 5.3303 未定 平成30年3月 不落 3,392

千葉所 千葉県君津市 77い2 H2 スギ96% 5.3500 未定 平成30年3月 不落 2,684

千葉所 千葉県君津市 78り2 H2
スギ58%
ヒノキ42%

2.21 未定 平成29年11月 不落 699

山梨所 山梨県南巨摩郡南部町 57と H2 スギ98% 4.9061 契約延長

山梨所 山梨県南巨摩郡南部町 57り H4 スギ100% 4.6590 未定 平成29年9月 不落 3,981

山梨所 山梨県南巨摩郡南部町 121い、122い H3 スギ86% 5.4068 未定 平成30年2月 不落 4,656

山梨所 山梨県南巨摩郡南部町 128は S62
ヒノキ56%
スギ44%

9.1255 未定 平成30年2月 不落 5,711

（注）１．※印の所在地は、１口２５万円の契約箇所です。(それ以外は、１口５０万円の契約箇所です。）　　　　　　　　　　

　　  ２．金額には、消費税相当額を含みます。

　　　４．販売予定年月は、現時点での予定であり変更することがあります。

　　　５．販売結果について

　　　　○　「落札」は、一般競争入札を実施し、予定価格以上で最も高い金額の入札者に販売したものです。

         ○　「随意契約」は、一般競争入札を実施したが、入札がないとき又は二度以上の入札でも予定価格に達しないが、その後、予定価格以上の金額で買受ける交渉を

           行い、その結果販売できたものです。

　　　　○　「不落」は、一般競争入札を実施したが、予定価格以上の入札がなく販売できなかったものです。

　　　※　木材の入札販売に関する詳しい情報は、関東森林管理局HP（公売・入札情報）よりご確認ください。

　　　３．分収額には、間伐による収入のほか、台風等の被害による保険金等がある場合にはこれを含みます。（　)書きは、所在地が複数あり、その内の1部を販売した分収額となります。


