
国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

内子町 小田深山 49 る 毎木 16.94 8,500

内子町 小田深山 51 ち 毎木 15.00 6,000

内子町 小田深山 55 に1 毎木 4.59 2,015

内子町 小田深山 55 に2 毎木 5.84 2,326

42.37 18,841

四万十市 黒尊山 16 い12 毎木 5.00 2,100

四万十市 黒尊山 17 い 毎木 5.00 2,100

黒潮町 足川山 95 い2 毎木 5.00 2,900

三原村 川平山 1024 に 毎木 5.00 2,000

四万十市 上大物川山 1040 に 毎木 5.00 1,800

四万十市 上大物川山 1040 ほ 毎木 3.50 1,300

三原村 倉谷山 1210 ろ 毎木 5.00 2,000

四万十市 唐谷山 2019 い 毎木 5.00 1,800

四万十市 唐谷山 2019 い 毎木 5.00 1,800

43.50 17,800

四万十町 野々川山 2035 い 毎木 5.00 1,635

四万十町 野々川山 2035 い 毎木 5.00 1,635

四万十町 森ヶ内山 3026 ほ 毎木 5.00 2,200

須崎市 朴ノ川山 3205 い 毎木 5.46 2,000

津野町 足谷山 3287 い 毎木 5.00 1,800

梼原町 栃ノ木谷山 4190 い2 毎木 5.00 2,100

30.46 11,370

安芸市 河又柄尾山 3 に1 毎木 4.53 2,300

安芸市 河又柄尾山 3 に2 毎木 4.70 2,500

北川村 野川山 1023 い 毎木 5.00 2,100

14.23 6,900

入札時期 備考

令和３年 3 月９日

令和３年度収穫調査業務委託一般競争入札発注予定情報
四国森林管理局

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法

事業概要 実施

期間

1 愛媛 約8ヶ月 第１四半期 分収造林含む

計

2 四万十 約8ヶ月 第１四半期

計

計

3 四万十 約8ヶ月 第１四半期

計

（注） 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更する場合があります。

    調査方法については、一部標準地調査となる場合があります。

4 安芸 約5ヶ月 第1四半期



国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

東かがわ市 兼広 9 は 毎木 5.38 1,700

観音寺市 東雲辺山 70 い 毎木 4.10 1,700

観音寺市 東雲辺山 70 ろ 毎木 5.07 1,800

観音寺市 末美谷山 80 ろ 毎木 5.32 1,600

19.87 6,800

令和３年 3 月９日

令和３年度収穫調査業務委託一般競争入札発注予定情報
香川森林管理事務所

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法

事業概要 実施

期間

1 香川 約6ヶ月 第１四半期 分収造林含む

（注） 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更する場合があります。

    調査方法については、一部標準地調査となる場合があります。

計

入札時期 備考



国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

四万十市 サデウネ 85 い1 毎木 7.72 3,500

四万十町 野々川山 2034 い2 毎木 9.00 4,095

中土佐町 日ノ平山 3219 い6 毎木 6.49 3,195

23.21 10,790

入札時期 備考

令和３年 3 月９日

令和３年度収穫調査業務委託一般競争入札発注予定情報
四万十森林管理署

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法

事業概要 実施

期間

（注） 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更する場合があります。

    調査方法については、一部標準地調査となる場合があります。

計

1 四万十 約4ヶ月 第2四半期 分収育林



国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

南国市 中ノ川山 97 い 毎木 6.00 3,000

いの町 潰ヶ谷山 228 ろ 毎木 3.68 1,500

仁淀川町 安居山 289 へ 毎木 15.80 7,997

19.48 9,497

入札時期 備考

令和３年 3 月９日

令和３年度収穫調査業務委託一般競争入札発注予定情報
嶺北森林管理署

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法

事業概要 実施

期間

（注） 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更する場合があります。

    調査方法については、一部標準地調査となる場合があります。

計

1 嶺北 約6ヶ月 第1四半期 分収育林含む


