
 

立木公売の公告 
（ 第 ２ 回 ） 

 
【資格付き一般競争入札】 
 
１．入札及び開札の日時  平成 28 年 12 月 19 日 10 時 40 分受付開始 10 時 55 分受付締切 

平成 28 年 12 月 19 日 11 時 00 分入札締切・即時開札 
              
２．入札及び開札の場所  仙台森林管理署 会議室 
 
３．現地案内 
（１） 日  時  平成 28 年 12 月７日 10 時ほか（別紙１のとおり） 
（２） 集合場所  七ヶ宿町役場駐車場ほか（別紙１のとおり） 
 
４．公売物件 
（１）物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、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ください。 
（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平成 28 年 12 月 16 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 981-0908 
     住  所 宮城県仙台市青葉区東照宮 1-15-1 
     宛  名 仙台森林管理署長 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 26 日までとします。 
 
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。(但し、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） 
 
９．特約条項及び特記事項 
（１）全物件に該当する者は別紙２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。 
 
10．その他 
  この入札について、詳しく知りたい方は、下記までお問い合わせください。 
 
  宮城県仙台市青葉区東照宮１－１５－１ 
   仙台森林管理署 総務グループ 経理担当 
   問い合わせ先 TEL０２２－２７３－１１１１ 
 
 
 
  平成２８年１２月２日 
 
                                         分任契約担当官 
                                         仙台森林管理署長 齋藤 哲 



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ください。
(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社につき入札社及び随行者の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さい。

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) 一度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に納入しないときは、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、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。

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、又は記入漏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いもよい）、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もしくは
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、当該入札書は全幸によって入札したものと見なし、訂正、取消当は認めま
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。



平成28年12月19日（月）

仙台森林管理署２階会議室

単独

応札数 札番 応札者氏名 応札金額 落否
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２番札
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２番札

１番札

２番札

１番札

２番札
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１番札

入札場所

入札方法

　　　　立木資格付一般競争入札

材　積
（㎥）

搬出期限 備　考
入札結果

分収育林

5
柴田郡川崎町
　小屋沢山国有林
　　　212へ2林小班

柴田郡川崎町
　小屋沢山国有林
　　　211ち2林小班

3
伊具郡丸森町
　山田上国有林
　　　524い林小班外3

皆伐 スギほか２ 8.31 6,703 4,080.14 36ヶ月間

4 皆伐 スギ、広葉樹 4.90 3,968 2,092.13 36ヶ月間

分収育林皆伐 スギほか２ 4.14 4,985 1,881.70 36ヶ月間

売　払　物　件　一　覧　表

3,069.72 36ヶ月間

2
刈田郡七ヶ宿町
　稲子山国有林
　　　411ろ2林小班

皆伐 スギほか３

売払
番号

物件所在地 伐採種 樹材種
面　積
（ha）

本　数
（本）

1
刈田郡七ヶ宿町
　烏川嶽国有林
　　　391ろ5林小班

皆伐 スギ、広葉樹 5.64 3,978

9.47 15,528 2,759.19 36ヶ月間

入札月日



【別紙１】

◎

売払番号 林小班 案内日 集合時間 備考

1 391ろ５ 12月7日 午後13:15

2 411ろ２ 12月7日 午前10:00

3
524い、へ、
と１、と２

12月8日 午後13:15

（4） 211ち２
分収育林
（皆伐）

（5） 212へ２
分収育林
（皆伐）

※当日参加できない方で、現地案内を希望される方は、別途管轄の森林事務所もしくは仙台森林管理署へご連絡をお願いいたします。

12月9日 午前10:00
みちのく公園休憩所

（柴田郡川崎町小野根岸)
緊急連絡先：080-2800-1469

川崎森林事務所森林官
ほか

現　　地　　案　　内

案内者

現地案内は、下記の日程で行いますのでご参集ください。
なお、当日は各自、災害防止のため保安帽を着用してください。
集合時間に遅れる場合は、集合場所欄に記載の緊急連絡先にご連絡をお願いいたします。

集合場所

七ヶ宿町役場駐車場
（刈田郡七ヶ宿町字関126)
緊急連絡先：080-2800-1469

七ヶ宿森林事務所森林官
ほか

丸森森林事務所森林官
ほか

丸森町役場駐車場
（伊具郡丸森町字鳥屋120）
緊急連絡先：080-2800-1469




