
                  特約事項（作業上の留意事項） 

 

（法令の遵守） 

 １ 事業着手に当たり、買受人は法令に基づく必要な届出について、労働基準監督署等関係機

関へ届け出ること。 

 ２ その他、労働安全衛生規則等の法令により規定されている労働安全に関する遵守すべき事

項は必ず守ること。 

 

（事業着手等の届出） 

 ３ 事業着手に当たり、買受人は事前に事業着手年月日、現場責任者及び入林車両を現場担当

森林官（以下「森林官」という。）へ届け出ること。 

 

（林地等の保全） 

 ４ 買受人は、伐採・搬出にあたり、「主伐時における伐採･搬出指針」（令和 3 年 3 月 16 日付

け２林整整 1157 号林野庁長官通知）（３の①及び⑤を除く。） 

（https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/attach/pdf/romousuisin-16.pdf）を遵

守し、林地等の保全に努めること。 

また、別に定める「伐採及び搬出に係るチェックリスト」 

（ http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/mokuzai/attach/pdf/hanbai-

3.pdf）を前項３の事業着手届提出時に提出し、森林管理署長等の確認を受けること。 

 

（売買物件以外の立木の保護等） 

 ５ 伐採搬出に当たっては、買受人及び現場責任者は特に次の各号について作業員個々人に対

して充分な指導監督を行って実行しなければならない。 

 （1）鉄索架線に当たっては、支障木を最小限に止めること。 

 （2）売買物件（以下「物件」という。）以外の立木を損傷させないこと。滑車取付作業及び控え

索設置作業等により物件以外の立木に損傷を与えるおそれがあるときは、あて木をするな

ど損傷防止の措置をすること。 

 （3）事業実行区域内において、高山植物の保護、その他環境の保全に留意すべき箇所がある場

合は、特に留意の上作業を行うこと。 

 （4）事業実行にあたって疑義を生じた場合は、あらかじめ森林官の指示を受けて実行すること。 

 

（末木枝条の処理） 

 ６ 末木枝条等の処理にあたっては、買受人及び現場責任者は特に次の各号について作業員

個々人に対して充分な指導監督を行って実行しなければならない。 

 （1）盤台周辺の末木枝条は、林外に搬出するか林内に分散・散布させることとし、盤台周辺に

集積しないこと。 

   (2) 末木枝条は、鉄索で伐倒・荷掛け現場及びその近辺へ随時逆送の上、次の(3)及び(4)に注

https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/attach/pdf/romousuisin-16.pdf
http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/mokuzai/attach/pdf/hanbai-3.pdf


意して処理すること。 

 （3）末木枝条については、作業中を含め河川及び、常時流水のある箇所並びに降雨によって出

水及び増水のおそれがある箇所へ集積しないよう措置すること。 

  （4）末木枝条は、転倒のおそれがない立木を支えにして集積すること。ただし、1箇所へ大量

に集積しないこと。 

また、森林作業道等の路網を使用・作設し、搬出時等に発生した末木枝条については、路網

の路肩下には集積しないこととし、集積場所については、現場担当森林官と打ち合わせ確認

すること。 

  

（支障木の届出） 

 ７ 伐採搬出作業中に支障木（損傷木を含む。以下同じ。）が発生するおそれが生じた場合又は

作業中の事故により支障木が発生した場合は、買受人又は買受人から届出の指示を受けた現

場責任者は直ちに森林官へその詳細を届け出ること。 

 

（支障木買受申請書） 

 ８ 買受人は、前項の届出後速やかに森林官を経由して森林管理署長等へ所定の様式により支

障木買受申請書を提出すること。 

 

（支障木調査時の立会） 

 ９ 第 7項による届出をした支障木（以下「支障木」という。）の調査を森林官が行う際、買受

人又は買受人から立会の指示を受けた現場責任者は必ず現地に立ち会うこと。 

（支障木の伐倒） 

 10 支障木の伐倒は、買受人による支障木に係る代金の全部の納付及び国有林野事業林産物売

買契約約款第 4 条第 2 項に定める延滞金の納付を森林管理署長等が確認した後、又は買受人

からの支障木に係る延納担保の提供及び国有林野事業林産物売買契約約款第 4 条第 2 項に定

める延滞金の納付を森林管理署長等が確認した後、支障木所在場所において支障木の引渡し

を受けた時（以下「売払い手続きの完了」という。）以降に実行すること。 

 

（支障木伐倒の特例） 

 11 前項にかかわらず、売払い手続きの完了前であっても次の各号によって支障木の伐倒を実

行することができるものとする。ただし、買受人及び現場責任者は事前に森林官と協議し承

認を得なければならない。森林官が承認しないものについては、前項によること。 

 （1）第 7項の届出後、支障木の調査前までに伐倒できるのは、スギ及びヒノキについては胸高

直径 6センチメートル以下のもの、スギ及びヒノキ以外の針葉樹については胸高直径 18 セン

チメートル以下のもの、広葉樹については胸高直径 22 センチメートル以下のものであって、

緊急に伐採する必要があるものに限る。 

 （2）第 8項の支障木買受申請書を森林官へ提出後、売払い手続きの完了前までに伐倒できるの

は、緊急に伐倒しなければ円滑な事業実施の障害となるものに限る。 

 



 

（伐倒済み支障木の保存） 

 12 前項(1)及び(2)により伐倒した支障木は、売払い手続きの完了までの間は現地に保存し、

玉切り及び移動を行わないこと。 

 

（物件以外の立木の伐倒禁止） 

 13 物件及び支障木以外の立木については、これを伐倒してはならない。 

 

（関係機関等への手続き） 

 14 公道上を跨ぐ集材設備を設置する場合は、道路管理者等関係機関に対して必要な手続きを

行い、適切な落下防止設備を設置すること。 

 

（作業中止命令等） 

 15 第 1項から第 14項について違反が認められる場合、森林管理署長等は伐採搬出等の作業中

止を命じるので、買受人及び現場責任者はこれに従うこと。なお、作業中止命令によって買

受人に生じた損害については、これを賠償しない。 

2 森林管理署長等は、第 4項にあるチェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又

は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、買受人の負担にお

いて植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることが出来る。 

この場合において、買受人は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

（撤収作業開始の届出） 

 16 買受人又は買受人から届出の指示を受けた現場責任者は、遅くとも撤収作業開始予定の 1

週間前までにその旨を森林官へ届け出ること。 

 

（撤収方法の指示） 

 17 前項の届出の後、森林官から盤台その他集材施設等の撤収方法などについて指示があった

場合、買受人及び現場責任者はこれに従うこと。 

 

（作業終了後の処理） 

 18 使用済みワイヤーやその他物品等は、必ず撤去すること。 

 

（搬出済届） 

 19 買受人は、物件の搬出完了後速やかに森林官を経由して森林管理署長等へ搬出済届を提出

すること。 

 

（跡地検査の立会） 

 20 物件搬出完了後において森林官等が行う跡地検査に際し、買受人又は買受人から立会の指



示を受けた現場責任者は必ず現地に立ち会うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



森林作業道の作設にかかる特約事項 
 
（森林作業道の作設にかかる申請・承認） 

１ 買受人は、国有林内に森林作業道又は、土場を作設する場合は、「森林作
業道作設申請書」に路線計画図を添付し提出すること。 
なお、森林作業道の作設にあたっては、「森林作業道作設指針」（平成 22

年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知） 
（https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/attach/pdf/romousuis
in-15.pdf）を遵守すること。 

 
２ 買受人は、「森林作業道作設承認書」の交付を受けたのちに、森林作業道

の作設を開始すること。 
なお、承認を受けた森林作業道の路線計画路線計画等に変更が生じた場合

は、その変更について署（所）長に申請し承認を受けること。 
 
（土地の形質変更等の手続き） 

３ 買受人は、森林作業道の作設にあたっては、保安林内作業許可に必要な手
続きを遺漏のないよう行い、着手する前に、保安林内における作業許可の写
しを提出すること。 

 
（森林作業道の仕様等） 

４ 買受人及び事業実施事業体は、森林作業道を作設するにあたっては、四国
森林管理局の「森林作業道作設に関する仕様書」 

（http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/mokuzai/attach/
pdf/hanbai-2.pdf）及び「森林作業道作設標準例」 

（http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/mokuzai/attach/
pdf/hanbai-1.pdf）に基づいた、森林作業道を作設すること。 

また、森林作業道作設の完了後は、四国森林管理局の「森林作業道作設に
関する仕様書」及び「森林作業道作設標準例」に基づいた、ゲートを設置す
ること。 

なお、ゲートは官給品とする。 
ただし、ゲートの設置以外による車両の進入ができない処置を講じた場合

は、この限りではない。 
 
（森林作業道作設の是正指示） 

５ 四国森林管理局の「森林作業道作設に関する仕様書」及び「森林作業道作
設標準例」に基づいた、森林作業道の作設が行われていない場合は、署（所）
長から、森林作業道の作設にかかる是正を指示するので、買受人及び事業実
施事業体は、これに従うこと。 

 
（森林作業道作設の中止及び原状回復の指示） 

６ 是正の指示に従わない場合は、署（所）長から、森林作業道作設の中止を
指示するので、買受人及び事業実施事業体は、これに従うこと。 

 
７ 買受人及び事業実施事業体は、署（所）長から、中止の指示を受けた場合

は、作設した部分の原状回復の実施後、確認を受けること。 
 

 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/attach/pdf/romousuisin-15.pdf
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（既設の森林作業道の使用について） 
８ 買受人及び事業実施事業体は、既設の森林作業道を使用する場合は、署（所）

長の承認を受けること。 
また、使用する場合には修繕を実施し、事業完了時には、水切り等の排水

処理を確実に実施すること。 



暴力団排除に関する特約条項

（属性要件に基づく契約解除）
第１条 甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（契約の相手方をいう。以下同じ。）が
次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する
ことができる。
(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

(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

（行為要件に基づく契約解除）
第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、
何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(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
(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
(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）
第３条 乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、
将来にわたっても該当しないことを確約する。

２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を
再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受
任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に
関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確
約する。

（再請負契約等に関する契約解除）
第４条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当
該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）
との契約を解除させるようにしなければならない。

２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負
人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負
人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）と
の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）
第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、こ
れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合におい
て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）
第６条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ
ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）
を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、
速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力
を行うものとする。



分収育林箇所の立木販売における特約事項

１ 分収木の買受代金は、国及び分収育林契約者（以下「費用負担者」という）

に分収金（消費税相当額を含む）として、持分割合に応じて買受人が払込むこ

と。

２ 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すること。

（２）費用負担者に支払う代金は、国が指定する各費用負担者の振込金融機関の口

座に払込むこと。

この払込にかかる費用は買受人が負担すること。

なお、費用負担者が不明等の場合は、国の指定する法務省に供託すること。

（３）費用負担者の人数及び供託を必要とする人数

別紙 各署（所）案内書に記載のとおり

３ 延納金及び延滞金

（１）売払代金の延納は、国の分収金に相当する金額（以下「官収分」という）に

ついてのみ認めるものとし、費用負担者の分収金に相当する金額（以下「民収

分」という）は、現納とすること。

（２）売払代金の支払い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 売払立木の引渡し

買受人が代金を、官収分・民収分（供託を含む）すべて完納（官収分について

は、延納担保の提供を含む）し、その確認（受領書等の写しの提出）がなされた

後に行う。

５ 買受人は、本契約物件に係る分収木以外の立木及び搬出支障木について、本契

約物件の搬出にかかる作業着手までに当該署長と売買等にかかる契約を別途締結

すること。



分収造林・官行造林箇所の立木販売における特約事項

１ 分収木の買受代金は、国及び分収造林・官行造林契約者に分収金（消費税相当

額を含む）として、持分割合に応じて買受人が払込むこと。

２ 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すること。

（２）分収造林・官行造林契約者に支払う代金は、国が指定するの分収造林・官行

造林契約者の振込金融機関の口座に払込むこと。

この払込にかかる費用は買受人が負担すること。

３ 延納金及び延滞金

（１）売払代金の延納は、国の分収金に相当する金額（以下「官収分」という）に

ついてのみ認めるものとし、分収造林・官行造林契約者の分収金に相当する金

額（以下「民収分」という）は、現納とすること。

（２）売払代金の支払いに係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収

分に係るものは分収造林・官行造林契約者に支払うこと。

４ 売払立木の引渡し

買受人が代金を、官収分・民収分すべて完納（官収分については、延納担保の

提供を含む）し、その確認（受領書等の写しの提出）がなされた後に行う。

５ 買受人は、本契約物件に係る分収木以外の立木及び搬出支障木について、本契

約物件の搬出にかかる作業着手までに当該署長と売買等にかかる契約を別途締結

すること。



伐採及び搬出に係るチェックリスト 

 

  年  月  日 

伐採する者：                        

森林の所在場所：                      

 

チェック項目 確認 

（１）伐採の方法及び区域の確認 

①林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。 

②伐採する区域の事前確認を行う。 

③林地や生物多様性の保全に配慮し、森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全す

る。 

□ 

（２）林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 

①集材路・土場の作設は必要最小限にする。 

②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。 

③土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。 

④現場の状況に応じて、集材路・土場の配置に係る計画の変更を行う。 

⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。 

⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 

⑦集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。 

⑧集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。 

⑨伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設

する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。 

⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、

隣接地の森林所有者等と調整を行う。 

□ 

（３）人家、道路、取水口周辺等での配慮 

①集材路・土場の作設時には保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、

道路等の重要な保全対象が下方にある場合には、その直上では集材路・土場を作

設しない。 

②水道の取水口の周辺では集材路・土場を作設しない。 

□ 

（４）生物多様性と景観への配慮 

①希少な野生生物の生息・生育を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線

形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 

②集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。 

□ 

 



チェック項目 確認 

（５）切土・盛土 

①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 

②切土高を低く抑える。盛土はしっかり絞め固め、必要な場合には、丸太組み工等を

活用する。 

③残土が発生した場合には、森林管理署長等と協議のうえ、渓流沿いを避け、地盤が

安定した箇所に置き、必要に応じて、丸太組み工等の対策を講じる。 

□ 

（６）路面の保護と排水の処理 

①雨水による路面の洗堀・崩壊を避けるための対策を講じる。 

②路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。崩れやすい盛土部分の崩壊等

を避けるための対策を講じる。 

□ 

（７）渓流横断箇所の処理 

①渓流横断箇所においては、流水が路面等にあふれ出ないように施行する。暗渠を用

いる場合は、詰まりが生じないような対策を講じる。洗い越しとする場合は、横

断箇所で集材路の路面を一段下げる。 

②洗い越しは、大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、必要に応じて撤

去する。 

□ 

（８）作業実行上の配慮 

①集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等

の措置を講じる。 

②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合に

は、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 

③伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に

必要な対策を講じる。 

④伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。 

⑤枝条等が渓流に流出しないように対策を講じる。 

⑥天然更新を予定している区域では、枝条等が天然更新の妨げとならないように留意

する。 

□ 

（９）事業実施後の整理 

①枝条等を伐採現場に残す場合は、渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがな

いように、適切な場所に整理する。 

②集材路・土場は、溝切り等の排水処置を行う。 

③伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況について、森林管

理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。 

□ 

 

 

 


