
日時 令和４年４月２０日

午後　１時３０分入札

場所 屋久島森林管理署　会議室

※（お願い）
　・入札者は、一般競争参加資格確認通知書を持参して下さい。
　・入札者が代理人の場合は、委任状を提出して下さい

問い合わせ先
  
屋久島森林管理署

ＴＥＬ ０９９７－４６－２１１１

一般競争入札案内
【分収造林】



 

１．入札場所 屋久島森林管理署　会議室

２．入札日時 令和４年４月２０日（水） １３時３０分

３．開札日時 令和４年４月２０日（水） 入札後即時

４．
 

５．時刻は、当署会議室の時計によります。

６．売払物件所在地案内及び物件明細等、必要な方は連絡してください。

入 　札　 ・　 契　 　約　 　保　 　証　 金

令和４年４月２２日（金）

　延　納　が　で　き　る　対　象

　延　納　が　で　き　る　金　額

(１件の消費税相当額を加算した契約金額）

　延　納　期　間　（　限　）
６ケ月以内（1000ｍ3未満）
１０ヶ月以内（1000ｍ3以上）

　延　納　利　率

　　３６か月以内

　別紙「特約事項」のとおり

〒８９１－４３１１

鹿児島県熊毛郡屋久島町安房１６６－５

屋久島森林管理署
電話０９９７－４６－２１１１

１５０万円以上

令和４年４月６日

物  件  の  搬  出  期  間

特　　約　　条　　件

( 代金納付又は担保提供の日から ）

（引渡し完了した日から起算して）

延

納

条

件

は代金納入又は担保提供のあった日を引

物　件　の　引　渡　し　期　限

渡し日とする。

　　現　　　　納　　　　条　　　　件

条　　　　　件

［落札金額(消費税相当額を加算した金額)に対して］

15日以内。ただし、みなし引渡しの場合

年０.５９％

国の分収金のみとする

    項　　　　　　　　　　目 立　　　　木

免      　除

　下記によって、国有林（分収造林地）立木を一般競争入札により売り払いますの
で、買受希望の方は現物熟覧のうえ、国有林野事業林産物売買契約約款及び下記条件
並びに入札者注意書を承知のうえ、入札してください。

郵便入札の場合は当署に令和４年４月１９日（火）１７時００分までに到着するよう
送付してください。

　　契　　約　　締　　結　　期　　限

国有林野産物公売公告（１）

記



　１．入札参加者の資格

（１）各森林管理局長が発行する「一般競争参加資格確認通知書(林産物売払)」を受けた者で

　　なければ入札に参加することはできません。

（２）予算決算及び会計令第７０条の規定により当該契約を締結する能力を有しない者及び破

　　産者で復権を得ない者は入札に参加することはできません。

（３）森林管理局長から一般競争参加資格を停止されている者は入札に参加することはできま

　　せん。

（４）選木技術を取得していると認められる者でなければ入札に参加することはできません。

　※　「選木技術を取得していると認められる者」とは次のいずれかに該当する者です。

ア　「森林整備事業（保育間伐【活用型】）等の事業」または「立木販売の間伐事業」の経験

　が通算３年以上ある者。

イ　国有林間伐・再造林推進コンク－ル（搬出間伐部門）に応募した経歴のある者または県や

　市町村が実施する間伐コンク－ルに入賞した経歴のある者であって、かつ署長等が技術があ

　ると認めた者。

　２．入札方法

（１）入札は一物件毎に総額をもって入札して下さい。

（２）入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。

　　入札書に誤って消費税相当額を加算した総額を記入した場合は、たとえ入札書にこのこと

　　を明記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前に訂正、又は取り消しの

　　申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したものとみなし、有効として

　　処理し誤りの訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。

　３．郵便入札

 　郵便入札は、その封書の表面に「入札書在中」と朱書し、書留郵便又は配達証明郵便をもっ

て差し出して下さい。

　４．電信入札

　５．入札の無効

（１）前記1の「入札参加者の資格」に違反した入札。

（２）入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。

（３）入札書に入札者の署名又は記名押印のどちらもないとき。

（４）郵便入札の場合に郵便入札書が定められた時刻までに指定場所に到達しなかったとき。

（５）売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。

（６）暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められるとき。

　６．契約の成立

（１）落札物件に係る契約は売買契約書を作成し、双方が押印したときに確定します。

（２）落札及び契約は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもって落札

　　金額及び契約金額とします。

（３）消費税相当額の積算において、円未満の端数を生じた場合は切り捨てます。

国有林野産物公売公告 （２）

  電信入札はできません。



　７．違約金の徴収

（１）落札者が期限内に契約を結ばないときは、入札金額の100分の5に相当する違約金を徴収

　　します。

（２）落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額（消費税相当額を加算した金額）

　　の100分の10に相当する違約金を徴収します。

（３）前(1)、(2)号の違約金を森林管理署長の指示する期限まで納付しないときは、一般競争

　　参加資格を取り消し、又はこの資格を付与しません。

　８．代金の納付期限及び担保提供期限

（１）代金は契約締結の日から２０日以内に納付することになります。ただし、延納の場合は

　　別紙延納期間により定められます。

（２）担保提供期限は契約締結の日から２０日以内とします。

　９．延納担保等

（１）一部現金一部延納の契約も認めます。

（２）支払保証手形の保証する延納も認められます。ただし、分収契約の場合における民収分

　　についての併用は認めません。

（３）担保

　１０．その他

（１）入札者は一般競争参加資格確認通知書を持参して下さい。

（２）入札者が代理人の場合は委任状を提出して下さい。

（３）本物件の立木は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」

　　（平成24年6月林野庁）の２(１)①に定められた森林に所在するものです。

　　　このことについては、国有林が国有林野施業実施計画に基づいて持続可能な森林経営が

　　営まれていることに鑑み、売買契約書において「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、

　　伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適正になされた森林の立木である。」

　　と記載することにより証明します。

（４）国有林材の供給調整に資する観点から、立木公売物件からの素材の供給先を把握する必

　　要があることから、林産物売買契約約款に基づく搬出済届を提出する際に併せて「立木購

　　入物件の素材搬入先調査表」（別紙様式１）の提出にご協力をお願いします。

（５）離島については、新型コロナウイルス感染症の感染状況又は地元自治体からの要請があ
　　った場合、契約後、受発注者による協議を行い渡航の一時中止又は延期を行うことがあり

　　ます。

鹿児島県熊毛郡屋久島町安房１６６－５

屋久島森林管理署
電話（代表）0997-46-2111

分任契約担当官　

屋久島森林管理署長　　黒木　興太郎

（イ）　地方債

令和４年４月６日

（ア）　国債

（オ）　金融機関の発行した定期預金証書

（ウ）　金融債(長期信用銀行法に規定する銀行、農林中央金庫または株式会社商工組合
　　　中央金庫の発行する債権）

（エ）　手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、農林
　　　中央金庫、又は株式会社商工組合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合連合会
　　　（以下「金融機関」と総称する）の支払保証に係る手形



　※お知らせ
  　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成１９年
　農林水産省訓令第２２号） が制定されました。この規定に基づき第三者から不当な働きかけを受けた
　場合は、その事実をホ－ムペ－ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
　　詳しくは、九州森林管理局のホ－ムペ－ジ
　（http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html）をご覧下さい。



（別紙様式１）
　

屋久島森林管理署長宛て

　 契約日
搬出完了月日

スギ ヒノキ その他Ｎ Ｌ 計

・皆伐 ・　国造林 m3 m3 m3 m3 m3

・間伐 ・分収造林 m3 m3 m3 m3 m3

・分収育林 m3 m3 m3 m3 m3

m3 m3 m3 m3 m3

・皆伐 ・　国造林 m3 m3 m3 m3 m3

・間伐 ・分収造林 m3 m3 m3 m3 m3

・分収育林 m3 m3 m3 m3 m3

m3 m3 m3 m3 m3

・皆伐 ・  国造林 m3 m3 m3 m3 m3

・間伐 ・分収造林 m3 m3 m3 m3 m3

・分収育林 m3 m3 m3 m3 m3

m3 m3 m3 m3 m3

注１）素材搬入先については、各項目ごとに主な2～３社をご記入をお願いします。
注２）搬入先の下段に可能な限り数量をご記入ください。

　　　　　年　　　月　　　日

○○株式会社

立木購入物件の素材搬入先調査表 　　　　代表取締役　　○○○○

　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　年　　　　月　　　　日

林小班
面積
（ｈａ）

伐採方法 区分
物件の内訳　(ｍ３)

素材搬入先
直材（Ａ材） 小曲り材 大曲等 端材等

スギ ヒノキ （Ｂ材） （Ｃ材） （Ｄ材）

自社チップ

○○市場

○○製材所 ○○合板



１．入札方法

入札は売払い物件ごとに総額をもって入札してください。

入札総額は消費税相当額を除いた金額を記入してください。

２．入札書の訂正

記載事項を訂正したときは、訂正印を押してください。

３．入札書の引換等

一旦提出した入札書の引換、変更又は取消しはできません。

４．入札の無効

公売公告（２）－１に定める「入札参加者の資格」に違反した入札。

入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。

入札書に入札者の署名又は記名押印のどちらもないとき。

郵便入札の場合にあって郵便入札書が定められた時刻までに指定場所に到着し

売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。

暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について、虚偽又はこれに反する行為が

５．入札書記載上の注意事項

　入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入してください。

　なお、入札書に誤って消費税を加算した総額を記入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あっても、また、入札者がこのことに気付き

落札以前に訂正又は取り消しの申し出があっても、消費税相当額を除く金額を

記入し入札したものとみなし、有効として処理し誤りの訂正、取消等は認めま

せんので注意してください。

　入札金額ははっきりと記載してください。ケタ違いや金額の書き違いのない

ようにしてください。

　氏名や名称は、一般競争参加資格確認通知書のとおりに記載してください。

　法人の場合は、正規の代表者印を必ず押してください。

　売払番号の記載もれや誤りがないようにしてください。
　
６．無効の申出

　無効の申出は、開札前には受理しません。

　落札宣言後は、どのような理由があっても無効の申出は受理しません。

この場合、落札者が契約を結ばなかったときは、入札金額の100分の5に相当す

る違約金を徴収します。

７．落札者の決定

　落札となるべき同額の入札者が２名以上あるときは、抽選により落札者を決

定します。ただし、入札者が不在のときは国の職員が代わって抽選します。
　

８．入札の中止等

　森林管理署長等は、入札者が連合し又は連合するおそれがある場合、その他

の事由により正当な入札を行うことができないと認めたときは、入札を中止し、

又は取り消すことがあります。

（４）

（５）

（１）

（２）

なかったとき。

（１）

（２）

（３）

（６）

認められるとき。

入 札 者 注 意 書 （１）

（１）

（２）

（１）

（２）

（５）

（３）

（４）



１　当該物件はすべて、分収造林に係る分収木です。

２　分収木の買受代金は、国及び分収造林契約者に分収金として払い込んでください。

　（１） 分収造林契約者、分収割合は以下のとおりです。

売払番号

全

　（２）分収造林契約者の分収金は分収割合に応じた金額です。

３　代金の支払方法

　（１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付してください。

　（２）分収造林契約者に支払う代金（民収分）は、分収造林契約者の指示する方法で

　　　現納で支払ってください。

　　　　この払い込みに係る費用は買受人が負担してください。

４　買受代金を延納することができる場合

　（１）国の分収金に相当する金額（官収分）についてのみ認めます。

５　買受人が契約条項に違反して、契約にいたらず、または契約を解除した場合の違約

　金等については国と分収造林契約者が分収割合に応じ分収します。

６　現地案内及び集合場所

　（１）現地案内については、それぞれお問い合わせください。

入 札 者 注 意 書 （２）

分収造林契約相手方

鹿児島県森林整備公社

 分　収　割　合

民収分８０％　官収分２０％



特　約　事　項

１　買受人は、本契約物件に係る搬出支障木及び分収木以外の立木について、当署長が指定

　する期限までに売買契約を締結すること。

２　分収木の買受人（以下「買受人」という。）は、分収木の買受代金を次により、支払う

　こと。

　（１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書によって納付すること。

　（２）分収造林契約者に支払う代金（民収分）は、分収造林契約者の指示する方法で現納

　　で支払うこと。

３　売払代金にかかる延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは分

　収造林契約者に支払うこと。

４　売払立木の搬出延期料は、国に納付すること。

５　売払立木の引渡しは、買受人が金融機関の発行する振込証書、分収造林契約者からの代

　金受取書を森林管理署長へ提示し、またはその写しを森林管理署長に提出することにより

　、当該立木売買契約に係る売払代金の総額が支払われたことが確認された後に行うこと。

６　搬出路の開設に当たっては、森林管理署長等の指示によるものとする。

７　伐採・搬出に当たっては、次による林地保全に配慮した施工に努めること。

　（１）搬出路及び切土・盛土は必要最小限とすること。

　（２）伐採に伴い生ずる枝条等は、沢敷きに放置しないこと。

８　搬出に当たっては、林道の通行及び安全確保ができるように措置すること。



　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）を警察に提供するこ
とについて同意します。

                                      記

１　契約の相手方として不適当な者

（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

（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

（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、暴力団又は暴力団員に対して、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



※林齢109ろ　45年生
　　　109ろ1　60年生

※搬出期間　3年

※分収造林

※林齢68ろ1　55年生
　　　68ろ2　57年生
　　　68ろ3　58年生
　　　68ろ4　45年生
　　　68ろ5　46年生
　　　68ろ6　45年生
　　　68ろ7　58年生
※搬出期間　3年

※分収造林

※林齢257ほ　49年生
　　　257ほ1　49年生
　　　257り　49年生
　　　258い　52年生
　　　258ろ　54年生

※搬出期間　3年

※分収造林

スギ 低質材 5,194 1412.29

間伐 21.25 スギ 一般材 1,620 2283.4

計 6,814 3,695.69

材積
（㎥）

伐採種
面積
（ha）

樹種

3
所在地 鹿児島県熊毛郡屋久島町

国有林名 平瀬国有林２５７ほ林小班外

種別
本数
（本）

備考

3,458 1072.05

計 5,320 1,762.17

売払番号

面積
（ha）

樹種

スギ 低質材

間伐 13.17 スギ 一般材 1,862 690.12

材積
（㎥）

1

備考
本数
（本）

139.56

売払番号 2
所在地 鹿児島県熊毛郡屋久島町

国有林名 ハサ嶽国有林６８ろ１林小班外

伐採種

鍋山国有林１０９ろ林小班外

鹿児島県熊毛郡屋久島町

スギ 低質材 714

種別

計 1,122 259.03

備考

間伐 5.02 スギ 一般材 408 119.47

入札物件一覧表

売払番号
所在地

国有林名

伐採種
面積
（ha）

樹種 種別
本数
（本）

材積
（㎥）



※林齢205ろ　45年生
　　　205と　43年生
　　　205と5　44年生
　　　205り　44年生
　　　205ぬ　44年生
　　　205そ1　55年生
※搬出期間　3年

※分収造林

※林齢207へ　56年生
　　　207り1　55年生
　　　207り2　54年生
　　　207り3　51年生
　　　207り5　38年生
　　　207り6　38年生
※搬出期間　3年

※分収造林

低質材 894 270.13

計 1,937 609.96

面積
（ha）

樹種

スギ

間伐 7.42 スギ

鹿児島県熊毛郡屋久島町

国有林名 石塚国有林２０７へ林小班外

一般材 1043 339.83

種別
本数
（本）

材積
（㎥）

伐採種 備考

計 4,059 1,628.84

売払番号 5
所在地

スギ 低質材 902 257.19

備考

間伐 22.56 スギ 一般材 3,157 1371.65

所在地 鹿児島県熊毛郡屋久島町

国有林名 愛子嶽国有林２０５ろ林小班外

伐採種
面積
（ha）

樹種 種別
本数
（本）

材積
（㎥）

入札物件一覧表

売払番号 4



令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（１号物件）

作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 鍋山 109ろ 4.67

間伐 鍋山 109ろ1 0.35

計 5.02

凡例

収穫区域



作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 ハサ嶽 68ろ1 3.31

間伐 ハサ嶽 68ろ2 3.16

間伐 ハサ嶽 68ろ3 2.10

間伐 ハサ嶽 68ろ4 1.00

間伐 ハサ嶽 68ろ5 2.16

間伐 ハサ嶽 68ろ6 0.49

間伐 ハサ嶽 68ろ7 0.95

計 13.17

令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（２号物件）

凡例

収穫区域



作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 平瀬 257ほ 2.62

間伐 平瀬 257ほ1 0.16

間伐 平瀬 257り 8.85

間伐 平瀬 258い 2.52

間伐 平瀬 258ろ 7.10

計 21.25

令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（３号物件）

凡例

収穫区域



作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 愛子嶽 205ろ 4.75

間伐 愛子嶽 205 と 6.40

間伐 愛子嶽 205と5 2.68

間伐 愛子嶽 205り 1.86

間伐 愛子嶽 205ぬ 2.27

間伐 愛子嶽 205そ1 4.60

計 22.56

令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（４号物件）

凡例

収穫区域



令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（５号物件）

作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 石塚 207へ 2.38

間伐 石塚 207り1 1.53

間伐 石塚 207り2 1.96

間伐 石塚 207り3 0.73

間伐 石塚 207り5 0.56

間伐 石塚 207り6 0.26

計 7.42

凡例

収穫区域


