
宮崎 県県 営 林立 木売 払公 告

次のとおり宮崎県県営林の立木を一般競争入札により売払いします。

１ 物件の所在地及び数量等

２ 入札参加者に必要な資格

次の各号を満たす者。

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者。

(2) 素材生産業を営む者。

なお、素材生産業を営む者の確認は次の各号のいずれかによることとする。

ア 各都道府県、各林業関係団体が実施している「木材業者及び製材業者登録」に登

録している場合はその登録書の写し。

イ 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第45号）第５条第１項の規

定により都道府県知事の認定を受けた場合は、知事による認定通知書の写し。ただ

し、営業内容に素材生産業を含むものに限る。

ウ その他これに準じる書類の写し。

(3) 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。）及び暴力団員（同条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。

(4) 次のいずれにも該当しない者。

ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者。

イ 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える

目的をもって暴力団を利用するなどしている者。

ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、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者。

エ 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者。

オ 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しようとする者。

(5) 暴力団、暴力団員及び前記(4)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする

者でないこと。

(6) 法人の場合は、役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者を

いう。）が、暴力団、暴力団員及び前記(4)のいずれかに該当する者でないこと。

３ 入札参加申込み

入札に参加するためには、次の書類を入札日当日までに提出すること。なお、県が入

札参加資格を確認するため、警察当局へ情報照会を行うことについて、御了承下さい。

(1) 素材生産業を営むことを証する書類

(2) 誓約書（別記様式第２号）

面積 本数 材積

(ha) (本) (m3)

1号 主伐 美郷町南郷神門字椿八重谷5419ﾀ5 8.10 8,377 5,197 53

2号 主伐 五ヶ瀬町大字鞍岡字小仁田山4647-16ﾀ1 7.44 6,621 4,489 46

3号 主伐 小林市東方木浦木5941-41ﾀ4,5941-38 6.87 6,882 6,483 59 基34-1,34-4

4号 主伐 美郷町北郷黒木字日平31 22.35 15,016 9,644 49,52,53 保安林

5号 主伐 延岡市北川町長井字野鶴33-6ﾀ4 8.13 8,352 3,157 49

6号 主伐 日之影町大字岩井川字中尾3834-1ﾀ1 9.62 6,529 7,300 51

6件 62.51 51,777 36,270

物件
番号

伐採
区分

所在地 林令 備考



４ 公告場所及び期間

(1) 場所 県庁・西臼杵支庁・各農林振興局掲示板、県庁ホームページ

(2) 期間 公告の日から 令和２年１２月１６日（水）まで

５ 現場説明の日時及び集合場所

６ 入札の日時及び会場

７ 入札の無効
入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無

効とする。
また、１回目の入札において無効の入札をした者のうち、談合その他不正の行為があ

った入札者については、再度入札に参加することができない。

８ 入札保証金
各自入札金額（消費税額を含む）の１００分の５以上の現金、銀行又は契約担当者が

確実と認める金融機関振り出しの小切手又は支払保証をした小切手、保険会社との間に
県を被保険者とする入札保証保険契約書により入札前に納入すること。
なお、この入札保証金を返還する場合は、利息を付さない。

９ 契約の締結
契約の締結は、落札の日から起算して１０日以内とする。
なお、この日までに落札者が契約を締結しないときは、前項の入札保証金は県に帰属

する。
また、その事実があった後２年間、その者は県営林一般競争入札に参加することがで

きない。

10 その他
入札条件及び代金納入方法は別紙「入札説明書」及び「県営林立木売払代金納入方

法」参照。

その他不明な事項については、宮崎県環境森林部環境森林課みやざきの森林づくり推進
室県営林担当へお問い合わせください。 （電話０９８５－２６－７１６０）

入札日 入札会場 受付 入札

令和２年12月17日(木曜日) 宮崎県婦人会館２階「ほうおう」 午前10時00分から 午前10時30分から

日　時 物件番号 集合場所 集合時間
令和2年11月30日 ２号 五ヶ瀬町鞍岡（波帰生活改善センター） 午前１０時００分

６号 日之影町七折（西臼杵森林組合日之影支所） 午後１時３０分
５号 延岡市北川町長井（道の駅北川はゆま） 午後４時００分

令和2年12月1日 ４号 美郷町北郷入下（美郷町北郷区総合運動公園） 午前１０時００分
１号 日向市東郷町下三ケ（越表小学校体育館跡） 午後１時３０分

令和2年12月2日 ３号 小林市須木中原（小林市須木庁舎） 午前１０時００分



別記様式第３号（立木売払）

入 札 説 明 書

１ 入札方法

入札は、一般競争入札とし、入札者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、

入札書を１件ごとに作成して封書にし、入札日の当日に提出すること。

なお、郵便による入札は、認めない。

２ 代理入札

代理人をもって入札に参加することもできるが、その場合は委任状を提出すること。

３ 入札保証金

入札保証金は、入札開始前に入札予定金額（消費税及び地方消費税込み）の１００分

の５以上の現金、銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関振り出しの小切手又は支

払保証をした小切手（入札日から起算して５日以内に発行されたもので、振出地が宮崎

県内のものに限る。）、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約書をも

って納入又は提出すること。

なお、この入札保証金は、落札しなかった者には即時返還し、落札した者の分のうち、

現金については、契約保証金の一部に充当する。

４ 入札上の留意事項

(1) 入札は、ペン書きとし記名押印のないものは無効とする。

(2) 入札者は、一度提出した入札書を引換え変更又は取り消すことはできない。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の１００分の１０に相

当する金額を加算した額（１円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるもの

とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

５ 落札者の決定

入札は、県算定価格以上の最高入札者をもって落札者とし、同価格入札者があった場

合は、くじで決める。

６ 売買契約締結期限

落札者は、落札決定の日から起算して１０日以内に契約を結ぶこと。

なお、落札者が、期限内に契約を結ばないときは、入札保証金は県に帰属する。

また、その事実があった後２年間、その者は県営林一般競争入札に参加できない。

７ 契約保証金

契約保証金は、契約額の１００分の１０以上の現金若しくは直ちにかつ確実に現金化

できる有価証券又は保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約書をもって

納入又は提出すること。



８ 入札保証金の取扱い

落札者の入札保証金のうち現金については、契約保証金の一部に充当する。

９ 代金の納入

代金の納入については、別に定める方法による。

10 物件の引渡し

物件の引渡しは、代金完納後現地において行うものとする。

ただし、延納の特約をした場合は担保物件を提供した後に行う。

11 物件の搬出期限

搬出期限は、契約の日から３年間とする。ただし、４号物件については５年間とする。

なお、やむを得ない理由（新型コロナウイルス対策等）により上記期間内の搬出が困

難となった場合は、買受者の申出により搬出期間の延長を認める。

12 伐採の条件等

(1) 県が指示したものについて、伐採するものとする。

(2) 作業道を開設する場合は、線形等について事前に土地所有者及び県に協議すること。

(3) 対象地が保安林の場合は、土地所有者と協議の上、保安林の指定施業要件に従って

伐採許可申請及び作業許可申請を行い、許可後に着手すること。

(4) 対象地が普通林の場合は、土地所有者と協議の上、市町村森林整備計画に従って伐

採及び伐採後の造林の届出書を提出し、適合通知書又は確認通知書の発行後に着手す

ること。

なお、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出に当たっては、土地所有者と連名で、

伐採に着手する90日から30日前までに対象地の属する市町村へ提出すること。

(5) 現地で発生した枝条等については、先山に帰すなど、林地被害が発生しないよう整

理すること。

13 その他

前項に定めるもののほか、宮崎県財務規則並びに宮崎県県営林林産物売払規程を守る

こと。

14 入札用紙等

入札に要する入札書及び封書については、県で交付する。

15 入札日の携行品について

(1) 買受人本人が参加の場合 入札保証金及び印鑑（印鑑証明書と同じ印鑑）

(2) 代理人が参加の場合 入札保証金、委任状及び印鑑（委任状と同じ印鑑）



別記様式第５号

県営林立木売払代金納入方法

１ 売払代金は、別に発行する納入通知書により落札日から３０日以内に納入しなければ

ならない。

２ 売払代金３００万円以上の場合は延納を認める。

延納の方法は次のとおりとする。

(1) 延納は、担保物件提供のうえ担保物件提供期限の日の翌日から９０日以内に売払代

金を別に発行する納入通知書により納入しなければならない。

その場合、延納代金に担保物件提供期限の日の翌日から納入のある日までの期間の

日数に応じ、年２．７パーセントの割合（この場合における年当たりの割合は、閏年

の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額（以

下「延納利息」という。）を、別に発行する納入通知書により納入しなければならな

い。

(2) 担保物件の提供期限は、落札日から３０日以内とする。

３ 代金延納の特約を結ぼうとする者は、当該売払の契約を結ぶ前にその旨書面をもって

申し出なければならない。

４ 担保物件は、手形交換所加入銀行支払保証手形として売払代金と延納利息との合計額

以上の額面を有していなければならない。

５ 担保物件の提供期限を経過しても提供しないときは、その延納代金に提供期限満了の

日の翌日から提供の日までの期間の日数に応じ、年２．６パーセントの割合（この場合

における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とす

る。)を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収する。

６ 代金納入期限又は延納期限を経過しても代金を納入しないときは、その代金に期限満

了の日の翌日から納入のある日までの期間の日数に応じ、年２．６パーセントの割合

（この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの

割合とする。)を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収する。

７ 延納期限内に代金を納入したとき、又は納入できない場合は、直ちに電話連絡しなけ

ればならない。

８ 延納期限内に代金を完納したときは、担保物件は返還する。

９ 延納期限内に代金を完納しないときは、県において担保物件を任意に処分のうえその

代金を債務の決済に充当し、又は弁済として、その担保物件の所有権を取得しても買受

人は異議を申し出ることはできない。

10 契約保証金は、代金完納の際代金の一部に充当する。だだし、延納の特約をしたとき

は担保物件提供後代金の一部に充当する。



別記様式第２号

誓 約 書

年 月 日

宮崎県知事 殿

住所

（ふりがな）

氏名 印

生年月日（元号）

性別 男・女

このたびの県営林立木売払一般競争入札に参加するに当たり、次の事項を誓約します。

また、貴県が警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。

１ 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。）又は暴力団関係者（暴力団員（同条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者をいう。以下同じ。）でないこと。

２ 暴力団を利する行為（暴力団の組織の維持及び拡大に資する等暴力団に有益な行為を

いう。以下同じ。）を行わないこと。

３ 法人等の場合は、役員等が暴力団関係者でないこと及び暴力団を利する行為を行わな

いこと。

４ 買い受けた県営林立木を暴力団の事務所その他これに類するもの（その目的が公の秩

序又は善良の風俗に反するものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。）の

用に供さないこと。

５ 上記事項に反する場合、催告することなく契約を解除する等貴県が行う一切の措置に

ついて異議又は苦情の申立てを行わないこと。

（注）収集した個人情報については、県営林立木売払一般競争入札のために使用し、そ

の他の目的のためには一切使用しません。


