
 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 

  

一般競争入札による市有林（分収造林）の立木売却案内書 

  

  

  

  

  

伊佐市林務課 

 

  

  

  

  

  

  



 伊佐市では、市有林の材を売却します。一般競争入札とは、入札参加者が価格を競い合って、

伊佐市があらかじめ定めた金額（最低売却価格）以上で最も高い価格をつけた方に購入してい

ただく方法です。入札においては、本売却案内書を熟読のうえ参加してください。 

なお、この入札に参加するためには、事前に申込が必要です。  

 

記 

1 入札に参加する者に必要な資格 

 入札に参加することができるのは、すべての個人又は法人ですが、次に掲げる事項に該当す

る場合は、入札申込及び入札に参加することはできません。  

 

（1） 市との間で売買契約を締結する能力を有しない者（未婚の未成年者で売買契約について

親権者又は未成年後見人の同意を有しない者等）及び破産者で複権を得ない者 

（2） 次の各号のいずれかに該当する事実があった後 2年を経過していない者又はその者を代

理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。  

  ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者  

  イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  

   ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者  

   エ 地方自治法第 234 条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職 

員の職務の執行を妨げた者  

   オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  

（3） 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

号から第 4号まで及び同条第 6 号の規定に該当する及び警察当局から排除要請がある者 

（4） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）に基

づく処分の対象となっている団体及びその構成員 

（5） 市税（伊佐市外の者については、該当する市町村税）の滞納がある者 

 

2 入札に付する事項 

今回、一般入札を行う市有林の所在地、入札に付する立木の本数及び材積は次の通りです。 

（1） 物件の所在地 

① 伊佐市大口曽木 2845-1 の一部（針持小学校分収林）  

 

（2） 入札物件 素材販売 

入札物件 

番号 
樹種 

本数 

（本） 

材積 

（㎥） 

備考 

① 

用材 ヒノキ 324 60.182  

未利用材 ヒノキ 
 

200.00 
森林経営計画由来バイオマス

燃料用材 

パルプ用材 広葉樹  130.00 製紙用パルプ用材 

 計   390.182  



 

（3）搬出時期 契約後、平成 29 年 1 月 31 日（火）まで 

 

3 一般競争入札参加申込書兼受付済書の提出場所・期間等 

（1） 本入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書のほか次に掲げる書類（以下

「申込書等」という。）を提出してください。なお、期限までに提出されない場合は、本

入札に参加することはできません。 

ア 個人の場合  参加申込書、身分証明書、市町村税納税証明書 各 1通 

イ 法人の場合  参加申込書、法人登記簿謄本、市町村税納税証明書 各 1通 

 

（2） 申込書等の提出 

申込書等の提出は、持参のみとします。郵送又はファクシミリによる提出は受付できませ

ん。 

ア 期間 平成 28 年 12 月 9 日（金）から平成 28 年 12 月 20 日（火）（土曜、日曜、祝日

を除く。）の午前 8時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

イ 場所 伊佐市役所 菱刈庁舎 林務課林政係 

ウ 提出部数 1 部 

 

4 現地説明会 実施しません。 

 

5 入札の日時及び場所 

（1） 日  時  平成 28 年 12 月 22 日（木） 午前 10 時 00 分 

（2） 場  所  伊佐市菱刈前目 2106 番地  伊佐市役所菱刈庁舎 1階会議室 

 

6 入札保証金 

（1） 入札保証金は各自入札金額（消費税相当額を含む金額）の 100 分の 5 以上に相当する金

額を、入札保証金として現金により入札開始前に納めてください。この入札保証金には利

息は付きません。 

（2） 落札者の入札保証金は契約締結後に還付します。また、この還付金を契約保証金に充当

することができます。 

（3） 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は違約金として市に帰属します。 

（4） 入札保証金は、入札者の住所・氏名を記入押印し、封筒に入れて提出してください。 

（5） 入札保証金は、落札者に係るものを除き、入札終了後還付します。 

 

7 最低制限価格 

  最低制限価格 ①金 1,787,000 円  

  ※最低制限価格には消費税を含む。 

 

8 入札書の提出方法 

（1） 入札書は、本市所定の様式で行います。入札者は、入札する金額（消費税を含まない金

額）と入札者の氏名を表記し、封かん及び封印のうえ、所定の日時及び場所において入札



してください。 

（2） 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該一般競争入札に参加する他の者を代理する

ことはできません。 

（3） 入札参加者が代理人をもって入札させるときは、当該一般競争入札に関する代理委任状

を、入札前に契約担当者に提出してください。 

（4） 入札書に記載した入札金額は、訂正することができません。 

（5） 入札参加者は、各個人及び各法人 1 名を超えて入札会場に入室できません。 

（6） 入札開始後入札会場に到着した者は、入札に参加することができません。 

 

9 無効の入札 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

（1） 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 

（2） 競争入札に関する条件に違反した入札 

（3） 委任状を提出しない代理人のした入札 

（4） 記名押印を欠く入札 

（5） 入札書の金額を訂正した入札 

（6） 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（7） 入札に際して連合等による不正行為があった入札 

（8） 同一事項の入札について他人の代理を兼ね 2人以上の代理をした入札 

（9） 同一事項の入札に対して 2通以上の意思表示をした入札 

（10） 郵便、電報、電話、ファクシミリ等による入札 

（11） 入札保証金が不足している入札、又は入札保証金が付されていない入札 

（12） 本市所定様式外での入札 

（13） その他必要事項を確認できない入札 

 

10 入札書の撤回等 

一度提出された入札書は、「書き換え」「引き換え」又は「撤回」をすることができません。 

 

11 落札者の決定方法 

（1） 平成 28 年 12 月 22 日（木）午前１０時から開札します。 

（2） 最低売却価格以上で、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし、最

高価格入札者がした入札が無効となった場合は、原則として最低制限価格以上の次順位

者を落札者とします。 

（3） また、最高の価格が同額の場合、入札事務に関係のない職員に「くじ」を引かせ落札

者を決定します。 

（4） 落札者が決定したときは、落札者にのみ連絡し、結果については市ホームページに 落

札者名及び落札金額を掲載します。  

 

12 契約保証金 

 契約保証金は落札額の 100 分の 10 以上とし、契約の締結時に納入してください。 

 



13 契約の締結 

落札者は、平成 28 年 12 月 27 日（火）までに、伊佐市役所林務課林政係へ記名押印した契

約書の案を 2 部提出してください。 

 

14 代金の支払い 

  代金は、契約締結後、発行する納入通知書により平成 29 年 1 月 27 日（金）までに指定さ

れた金融機関に納付してください。なお、その期日までに支払われないときは、その翌日か

ら納入された日までの日数に年 9.1%の割合で計算した延滞金を支払わなければなりません。

但し、納期限後１ヶ月以内に納入された場合は年 2.8%の割合で計算した延滞金とします。 

 

15 その他 

今回の一般入札について、本案内書に定めのない事項については、すべて関係法規等地方

自治法、地方自治法施行令及び伊佐市契約規則の定めるところによって行います。 

（1） 説明会への参加及び入札参加申請に必要な費用は、各参加者の負担とする。 

（2） 契約に関する費用は、落札者の負担とする。 

（3） すべての提出書類は、返還しない。 

 

16 問合せ先 

今回の一般入札ついての問い合わせ先は、次のとおりです。 

 

〒895－2701 鹿児島県伊佐市菱刈前目 2106 番地 

伊佐市林務課林政係（菱刈庁舎） 1 階 

ＴＥＬ0995－23－1311（代表） ＦＡＸ0995－26－1202 

  



素材明細表 

 

針葉樹 用材   

   
ヒノキ 

4.0ｍ 

径 本数 単材積 材積 

14 15 0.078 1.17 

16 49 0.102 4.998 

18 46 0.130 5.98 

20 68 0.160 10.88 

22 38 0.194 7.372 

24 52 0.230 11.96 

26 26 0.270 7.02 

28 12 0.314 3.768 

30 10 0.360 3.6 

32 6 0.409 2.454 

34 1 0.462 0.462 

36 1 0.518 0.518 

  324   60.182 

    

    

    

針葉樹パルプ 
  

経営計画由来材、バイオマス燃料用 200 ㎥ 

    

広葉樹パルプ 
  

製紙用 
  

130 ㎥ 

    
 


