
日時 令和４年８月５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８月５日（金） １３時３０分

３．開札日時 令和４年８月５日（金） 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８月１０日（水）

　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

　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８月４日（木）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

　　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

１５０万円以上

令和４年７月２２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。



　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がないとき。

（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、契約締結後「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７月２２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。

○○市場

○○製材所 ○○合板

端材等

スギ ヒノキ （Ｂ材） （Ｃ材） （Ｄ材）

自社チップ

　　　　　　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

　　　　　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



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。

　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。

入 札 者 注 意 書 （１）

（１）

（２）

（１）

（２）

（５）

（３）

（４）

（４）

（１）

（２）

なかったとき。

（１）

（２）

（３）

（６）

認められるとき。



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混成木について、森林管理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

払い又は供託すること。 

 

（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すること。 

 

      

（２） 分収造林契約者に支払う代金は、分収造林契約者が指定する分収造林契約

者の振込金融期間の口座に払い込むこと。なお、分収造林契約者が行方不明

等により供託を必要とする場合は、国の指定する法務局に供託すること。 

     

３  売払代金に係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  

  のは費用負担者に支払うこと。 

 

４  売払立木の搬出延期料は、国に納付すること。 

 

５ 売払立木の引渡は、買受人が金融機関の発行する振込証書、供託に伴う法務局へ

の振込済みの供託書正本又は日本銀行の受領印のある供託書正本を森林管理署長

に提示し、又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 別紙「入札物件一覧表」に記載する特約事項について確認し遵守すること。 

 

７ 木材運搬時のトラック走行については、重量制限を遵守するとともに雨天時等路

面に損傷をあたえることが予想される場合には、トラック配車の調整や損傷防止策

（鉄板・敷砂利等）を講じること。これを怠り著しい損傷が発生した場合には、修

復等原状回復することになる。 

 

８ 伐採・搬出に当たっては、次による林地保全に配慮した施行に努めることとし森

林官等の指示に従うこと。 

（１）伐採に伴い生ずる枝条等は、沢敷き等に堆積、放置しないこと。 

（２）森林作業道等を作設する場合は、林地崩壊防止のため急峻な傾斜地や谷等は

避けるとともに、路網延長や切土・盛土は必要最小限とし、盛土についてはし

っかりと締め固めるよう努めること。 



（３）伐採区域を確認し、区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林管理署長と

協議することとし、無断で伐採を行わないこと。 

（４）搬出路• 土場は、植生の回復を促すこととし、作設時に剥ぎ取った表土の埋戻

しにより原状の回復すること。 

また、路面水の流下状況等を踏まえ、まとまった流量とならない間隔で溝切り

等の排水処置を行うこと。 

（５）伐採• 搬出に使用した資材• 油脂等の確実な整理• 撤去を行うこと。 

（６）全ての作業が終了し、作業現場を引き上げる際に、搬出路• 土場の枝条 •  残

材等を整理し、必要に応じて落下防止のための杭打ち等の対策を行うなど、適切

な措置を行うこと。 

 

９ 下流域に汚濁等の発生が予想される場合は、買受者は事前に予防対策を講じると

ともに、水質の汚濁等が発生した場合には、速やかに汚濁の原因となっている物の

除去を行う等の改善対策及び、再発防止を講じるとともに、下流関係者への説明等

を講じること。 



　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25ろ　56年生
　　　26る　46年生
　　　26い　43年生

※搬出期間　3年

※分収造林

※林齢72は　60年生
　　　72は1　40年生

※搬出期間　3年

※分収造林

※林齢74な1　56年生
　　　74れ　45年生
　　　74れ1　59年生
　　　74そ　58年生
　　　74か2　53年生
　　　74ね　52年生
　　　74や　48年生

※搬出期間　3年

※分収造林

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
（㎥）

備考

間伐 20.5 スギ 一般材 2870 1697.41

計 6,148 3,747.40

伐採種

黒味国有林２５ろ林小班外

鹿児島県熊毛郡屋久島町

スギ 低質材 3278

種別

売払番号 2
所在地 鹿児島県熊毛郡屋久島町

国有林名 太忠嶽国有林７２は林小班外

スギ 一般材 80 39.01

材積
（㎥）

1

備考
本数
（本）

2049.99

183.47

売払番号

面積
（ha）

樹種

スギ 低質材

間伐 0.98

種別
本数
（本）

備考

300 144.46

計 380

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 太忠嶽国有林７４な１林小班外

計 5,082 1,688.94

993.96

スギ 低質材 2,156 694.98

間伐 15.41 スギ 一般材 2,926



※林齢108へ1　44年生
　　　108へ3　56年生
　　　108へ5　56年生
　　　108れ　51年生

※搬出期間　3年

※分収造林

入札物件一覧表

売払番号 4
所在地 鹿児島県熊毛郡屋久島町

国有林名 太忠嶽国有林１０８へ１林小班外

伐採種
面積
（ha）

樹種 種別
本数
（本）

材積
（㎥）

備考

間伐 8.51 スギ 一般材 688 181.23

スギ 低質材 1,324 395.24

計 2,012 576.47



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 黒味 25ろ 9.86

間伐 黒味 26る 4.26

間伐 黒味 26い 6.38

計 20.50

凡例

収穫区域

除地



令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（２号物件）

作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 太忠嶽 72は 0.56

間伐 太忠嶽 72は１ 0.42

計 0.98

凡例

収穫区域



令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（３号物件）

作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 太忠嶽 74な1 0.59

間伐 太忠嶽 74れ 0.81

間伐 太忠嶽 74れ1 1.46

間伐 太忠嶽 74そ 2.23

間伐 太忠嶽 74か2 4.54

間伐 太忠嶽 74ね 4.68

間伐 太忠嶽 74や 1.10

計 15.41

凡例

収穫区域



令和４年度 分収造林間伐箇所位置図
（４号物件）

作業種 国有林 林小班 区域面積
（ha）

間伐 太忠嶽 108へ1 2.59

間伐 太忠嶽 108へ3 0.75

間伐 太忠嶽 108へ5 0.68

間伐 太忠嶽 108れ 4.49

計 8.51

凡例

収穫区域


