
【資格付き一般競争入札】

１．入札及び開札の日時 平成２８年１１月２５日(金) １０時００分締切

即時開札

２．入札及び開札の場所 秋田森林管理署　会議室

３．現地案内

【９号物件】

（１） 日　　時 平成２８年１１月１７日(木) １０時００分

（２） 集合場所 新協和カートランド

　なお、１～８号、１０号、１１号については、以前までの公売箇所のため、現地案内

を省略します。

４．公売物件

（１）物件所在地、種類、樹種、数量、物件番号、搬出期間は、別紙公売物件明細書及び公

　　売物件一覧表のとおりです。

（２）各物件の林齢は内部記録に基づき参考として表示したものであり、実際の林齢とは必

ずしも合致しない場合もありますのでご承知おき下さい。

（３）引渡期間は代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して15日以内とします。

５．郵便入札

（１）郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、内封筒には入札書、外封筒には資格付

　　一般競争参加資格決定通知書の写し又は最寄りの森林管理局長発行の入札参加資格証明

　　書を入れ、書留郵便又は配達証明郵便により入札前日の17時00分までに必着とします。

　　指定日時までに到着しない場合は無効となります。

（２）送付先は次のとおり

郵便番号 ０１９－２６０１

秋田県秋田市河辺和田字和田１５６－３

秋田森林管理署長

入札書在中（朱書きで記載）

（３）郵便入札の場合は、不落札の場合に直ちに行われる再度入札に参加できません。

６．契約の締結期限 平成２８年１２月１日(木)までとします。

７．代金の納入期限 契約締結の日から起算して、20日以内とします。

８．代金の延納

（１）延納期間は、法令の定める範囲内とします。

（２）延納利息は、法令の定めにより0.88％とします。

（３）延納担保の提供期間は、契約締結の日から起算して20日以内とします。

宛 名

住 所

立木公売の公告
（第 ５ 回)



９．特約条項及び特記事項

（１）全物件に該当するものは別紙のとおり。

（２）個別物件に該当するものは公売物件明細書のとおり。

（３）本入札の物件には、分収造林契約の候補地が含まれます。落札者が分収造林契約を希

　　希望する場合、契約相手方の要件（分収造林地の造林、保育及び保護義務の履行が確実

　　であること等）を満たせば、分収造林契約を締結することが可能です。詳細については、

　　秋田署総括事務管理官（管理担当）にお問い合わせください。

　　　なお、分収造林契約の締結は、本入札の参加条件ではありません。

10．入札条件等

　　この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約

　約款」並びに入札条件等を熟覧のうえ入札願います。

　　詳細は、東北森林管理局又は当署のホームページに掲載されているほか、下記の担当へ

　問い合わせ願います。

秋田県秋田市河辺和田字和田１５６－３

　秋田森林管理署　業務グループ　経営担当　三浦

　　　問い合わせ先　TEL ０１８－８８２－２３１１

平成２８年１１月９日

分任契約担当官

　秋田森林管理署長　　二村　信三

（但し、官収分のみであり、分収対象者へ納付する分収代金は現納のみとし、延納は認
めません。）



入 札 条 件

１ 競争入札の資格

森林管理局長から、競争参加資格決定通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加で

きません。

２ 資格認定

(1) 入札参加者は、競争参加資格決定通知書あるいは、最寄りの森林管理署長等発行の

入札参加資格証明書を持参のうえ、受付に提示し確認を受けて下さい。

(2) 入札者が、代理人によるときは委任状を提出し、代理人本人であることを証明する

資料（運転免許証など）を提示しなければなりません。

また、入札執行場所に入場できる者は、１社につき入札者及び随行者の２名以内

とします。

３ 売払物件の熟覧等

別紙の売り払い物件明細書のとおりであり、契約書案を参照し、現物熟覧のうえ、国有

林野産物売払規程を遵守して入札してください。

なお、概算売払の場合は、これから生産する見込みの物件ですから、現物は熟覧できま

せんので、物件内訳書によって入札してくだい。

４ 入札の方法

(1) 入札は売払番号毎に総額入札で行います。

(2) 入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署等名、入札者名、入札年月日を記載

し、入札締切時刻前に入札箱に入れてください。

(3) いったん入札箱に入れた入札書は引換え、変更又は取消しをすることができません。

(4) 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らの入札書を無効にしたい旨の申し出

があっても受理しません。

５ 落札の決定

(1) 開札は、指定した場所及び日時に入札者の面前で行い、予定価格以上の最高入札者

を落札者とします。ただし、同金額の最高入札者が２名以上のときは、直ちに「くじ」で

落札者を決めます。

(2) 開札結果、予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。

また、どのような理由によっても落札を無効にすることはできません。

６ 入札保証金

免除します。ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額（入札書に記載された

金額の100分の108に相当する金額）の100分の5に相当する金額を違約金として徴します。

また、違約金を森林管理署長等が指定する日まで納入しないときは、違約金を 納入する

までの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を付与しないことがあります。

７ 契約保証金

免除します。ただし、買受人が契約を履行せずに契約を解除した場合は、契約代金の100

分の10に相当する金額を違約金として徴収します。

なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取消、又は入札参加資格決定通

知書を交付しないことがあります。

８ 無効な入札

(1) 競争参加不適格者が入札したもの。

(2) 入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者の入札したもの。

(3) 汚染、損傷、又は記入もれ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できない

もの｡

(4) 自筆署名（本人が署名したものは押印がなくてもよい）、又は記名（本人が自筆署



名せず他人が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの）押印いずれも無いもの。

(5) 単価で入札したもの。

(6) 代理人が入札する場合で、委任状の提出が無いもの及び入札書に代理人の自筆署名

又は記名押印のいずれか無いもの。

(7) 入札金額を訂正した入札。

(8) 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到

達しなかったとき。

(9) 入札保証金（その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。）が定められた

日時までに納付が無いか、又は納付金額に不足があるとき。ただし、入札保証金の納付を

免除した場合を除く。

(10） 同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代

理人が他の入札者の代理をした入札。

(11) その他入札条件に違反した入札書。（入札公告や入札説明書に記載された条件。）

９ 契約の成立

契約は、契約書を作成し、契約担当官が契約の相手方とともに記名押印したときに成立

します。

10 契約書案

契約書案は、当森林管理署に備えておりますから閲覧ください。

11 入札書用紙

入札書の用紙は、最寄りの森林管理署又は当日入札場の受付から受け取ってください。

12 入札額は、当該物件の消費税を除いた金額を記載してください。

13 入札に際し、消費税を加算して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記して

いたとしても、また、このことに気付き開札以前に訂正、又は取消の申し出があっても、

当該入札書は前項によって入札したものと見なし、訂正、取消等は認めません。

14 落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税８％を加算した

金額となります。

この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は、切り捨てとします。

15 入札にあたり、入札保証金を必要とする場合は、入札予定金額（消費税を除く金額）

に該当金額の消費税額８％を加算した金額の５％以上の保証金、又は当該保証金以上の担

保の提供を要します。

16 契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを

除き、当該契約に係る違約金、延滞金等、率で表されるものについては、全て消費税が加

算された契約額が対象となります。



別紙

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び下記２のいずれにも

該当せず、また将来においても該当しないことを誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっ

ても異議は一切申し立てません。

　また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証

券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提示するこ

とについて同意します。

１　契約の相手方として不適当な者

（１）　法人等（個人、法人又は団体をいう）の役員等（個人である場合は、その者、法人で

　　　ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう）の代表者、

　　　団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下

　　　同じ）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

　　　77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第

　　　６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）であるとき。

（２）　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

　　　加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

（３）　役員等が、暴力団又は暴力団体に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

　　　直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

（４）　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなど

　　　しているとき。

（５）　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

２　契約の相手方として不適当な行為をする者

（１）　暴力的な要求行為を行う者

（２）　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（４）　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（５）　その他前各号に準ずる行為を行う者

　　上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

暴力団排除に関する誓約事項

記



お知らせ（分収造林契約者募集） 
 
 

 入札番号１号～１１号物件箇所は、分収造林契約の

候補地であり、落札者が分収造林契約を希望する場

合、契約相手方の要件（分収造林地の造林、保育及

び保護義務の履行が確実であること等）を満たせば、

分収造林契約を締結することが可能です。 
詳細については、秋田森林管理署 総括事務管理

官までお問い合わせください。 
 

なお、分収造林契約の締結は、本入札の参加条件

ではありません。 



秋田森林管理署

物件番号 物件所在地 契約関係  伐採方法  面 積(ha) 林 齢 樹  種  本 数(本) スギ カラマツ その他N L 合計

（一般材） （一般材）

秋田市仁別字

(1) 仁別沢国有林 分収造林 皆伐 1.51 62 スギ外 1,886 641.75 22.66 664.41 認めます 36ヶ月

37か (641.75)

秋田市上新城小又字

(2) 小又沢国有林 分収育林 皆伐 3.34 63 スギ外 2,401 1,567.75 1.67 101.23 1,670.65 認めます 36ヶ月

48は (1,565.90)

秋田市上新城白山字

(3) 白山沢国有林 分収育林 皆伐 2.42 61 スギ外 1,683 1,250.00 9.26 28.88 1,288.14 認めます 36ヶ月

64ろ (1,250.00) (9.26)

秋田市上新城白山字

(4) 白山沢国有林 皆伐 6.44 64 スギ外 3,231 1,185.18 751.08 1,936.26 認めます 36ヶ月

69と (1,182.32)

秋田市河辺岩見字

(5) 岩見山国有林 分収育林 皆伐 1.00 60 スギ外 600 609.10 34.94 11.56 655.60 認めます 36ヶ月

273は1 (608.88) (34.94)

秋田市河辺岩見字

(6) 岩見山国有林 分収造林 皆伐 2.65 61 スギ外 4,037 984.64 92.87 1,077.51 認めます 36ヶ月

279ら (981.98)
仙北市角館町広久内字

(7) 大広久内山国有林 分収造林 皆伐 1.92 54 スギ外 1,872 1,007.67 8.59 71.47 1,087.73 認めます 36ヶ月

1179の (1,006.61)

仙北市角館町広久内字

(8) 大広久内山国有林 分収造林 皆伐 3.40 56 スギ外 3,265 1,432.03 0.46 13.16 1,445.65 認めます 36ヶ月

1179み (1,429.81)

大仙市協和荒川字

9 牛沢又沢国有林 皆伐 13.32 63～66 スギ外 8,523 3,618.79 2.67 273.48 3,894.95 認めます 36ヶ月

2101と外2 (3,606.07)

仙北市田沢湖田沢字

(10) 銅屋沢国有林 分収育林 皆伐 4.63 60 スギ外 3,245 3,595.25 51.79 3,647.04 認めます 36ヶ月

3043は (3,595.25)

仙北市西木町上桧木内字

(11) 比内沢国有林 皆伐 9.04 62 スギ外 6,476 2,037.32 561.02 2.49 1,109.03 3,709.86 認めます 36ヶ月

1078か (2,037.32) (561.02)

合計 49.67 37,219 17,929.48 605.22 15.88 2,527.21 21,077.80

※物件番号の括弧書きは再出品物件である。

公　売  物  件  一  覧  表　（　立　木　）

 幹材積(m3)

延納
搬出
期間




