
国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

東洋町 桑ノ木谷山 1155 い 毎木 4.75 3,760

馬路村 五葉滝山 2212 ろ 毎木 2.43 1,100

安芸市 姥ヶ谷山 46 ほ 毎木 1.02 763

北川村 西谷山 1011 ろ 毎木 15.02 5,100

馬路村 槇谷山 2238 は 毎木 5.00 1500

馬路村 槇谷山 2238 へ 毎木 5.00 2,000

33.22 14,223

宿毛市 イデガ谷山 1037 に 標準地 13.22 4,830

宿毛市 イデガ谷山 1037 ほ 標準地 21.95 7,900

四万十町 小松尾山 4022 へ 標準地 10.66 4,000

四万十町 出ノ谷山 4025 は 標準地 18.00 6,500

四万十市 伊豆ヶ谷山 69 い 標準地 5.44 2,100

四万十市 伊豆ヶ谷山 69 い 毎木 5.22 2,000

三原村 汢尾山 1201 ろ 毎木 5.53 2,000

三原村 汢尾山 1201 ろ 毎木 5.38 1,900

四万十町 野々川山 2032 い 毎木 5.49 1,800

四万十町 森ヶ内山 3027 い 毎木 3.81 1,700

四万十町 森ヶ内山 3031 い 毎木 5.48 2,200

檮原町 大畑山 4035 ろ 毎木 5.55 1,600

四万十町 坂島山 4067 い 毎木 4.20 1,500

四万十町 坂島山 4067 い 毎木 4.15 1,500

114.08 41,530

令和4年2月28日

令和４年度収穫調査業務委託一般競争発注見通し

事業箇所
物件 署（所） 市町村

調査

方法

事業概要 実施

期間
入札時期 備考

安芸 約８ヶ月

四万十

計

約８ヶ月 第１四半期

第１四半期 分収造林含む

第２四半期

分収造林含む第２四半期1

5

3

4

約６ヶ月

約６ヶ月

計



6 愛媛 四国中央市 三ツ足山 1048 と 毎木 10.13 5,100 第１四半期 分収造林

10.13 5,100

　　　　調査方法については、標準地調査となる場合があります。

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。



国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

まんのう町 柞多尾 63 い1 毎木 4.73 2,270

まんのう町 柞多尾 63 い2 毎木 6.00 1,800

まんのう町 三頭 55 と2 毎木 4.26 2,160

14.99 6,230

（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、標準地調査となる場合があります。

1 香川 約４ヶ月 第2四半期 分収育林

計

事業概要 実施

期間
入札時期 備考

令和4年2月28日

令和４年度収穫調査業務委託一般競争発注見通し

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法



国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

西条市 西ヶ峠山 1064 い 毎木 2.37 1,090

西条市 長谷山 1062 と 毎木 5.20 2,400

久万高原町 サル谷山 86 い13 毎木 3.76 1,900

11.33 5,390

（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、標準地調査となる場合があります。

1 愛媛 約４ヶ月 第１四半期 分収育林

計

事業概要 実施

期間
入札時期 備考

令和4年2月28日

令和４年度収穫調査業務委託一般競争発注見通し

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法



国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

黒潮町 足川山 95 い1　 毎木 6.50 4,111

三原村 榎郷山 1023 ろ 毎木 13.28 6,486

宿毛市 下藤山 1048 い 毎木 9.59 3,985

四万十市 山ノ子山 2002 い2・に2毎木 9.80 4,594

四万十市 大政山 2005 ろ 毎木 7.24 3,512

四万十町 野々川山 2034 い1 毎木 8.80 6,191

四万十町 松葉川山 3004 は31 毎木 11.02 6,844

四万十町 森ヶ内山 3027 ろ1 毎木 10.00 5,000

四万十町 東川山 3212 い3 毎木 4.98 2,308

四万十町 中川内山 4011 い2 毎木 7.14 2,596

四万十町 中川内山 4011 い3 毎木 10.10 5,554

四万十町 大佐古山 4030 ろ3 毎木 4.57 2,064

四万十町 佐川山 4053 い1 毎木 9.15 4,729

112.17 57,974

令和4年2月28日

令和４年度収穫調査業務委託一般競争発注見通し

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法

事業概要 実施

期間
入札時期 備考

（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、標準地調査となる場合があります。

四万十 分収育林

約8ヶ月

約8ヶ月

第1四半期

第２四半期

1

2

計



国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積

いの町 潰ヶ谷山 228 は11 毎木 5.86 3,500

いの町 葛籠谷黒滝山 231 よ1 毎木 6.80 4,100

いの町 いの町官行造林 4 は 毎木 1.85 442

いの町 いの町官行造林 4 に 毎木 0.50 164

いの町 いの町官行造林 4 ほ 毎木 1.08 336

いの町 いの町官行造林 4 へ 毎木 15.00 4,641

いの町 いの町官行造林 5 い 毎木 1.42 349

いの町 いの町官行造林 5 ろ 毎木 1.63 404

いの町 いの町官行造林 5 は 毎木 1.45 561

いの町 いの町官行造林 5 に 毎木 20.68 5,878

56.27 20,375

令和4年2月28日

（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、標準地調査となる場合があります。

分収育林

官行造林

1

嶺北 第１四半期

2

約４ヶ月

約８ヶ月

物件 署（所）

令和４年度収穫調査業務委託一般競争発注見通し

計

備考市町村
事業箇所 調査

方法

事業概要 実施

期間
入札時期


