
 

市有林産物(立木)売却 応募要領 

 

一般競争入札 

 

 

（参考）入札参加申込み開始から売買代金の全額支払いまでの主なスケジュール 

日程 
内容 

参照ページ及び 

参照番号 年 月 日  

R３ １ 13 (水) ○入札参加申込み開始 …Ｐ２の５番 

      

 １ 25 (月) ●入札参加申込み期限 …Ｐ２の５番 

  

１ 

 

 

28 

 

(木) 

 

○現地説明会 

 

…Ｐ３の７番 

 ２ １ (月) ●入札会 執行 

○開札及び落札者決定 

…Ｐ３の８番 

      

 ２ ５ (金) ○契約保証金の納付期限及び契約締結期限 …Ｐ５の 13番、 

14番 

      

 ３ ５ (金) ○売買代金の全額支払い期限 …Ｐ６の 16番 

      

 ３ 19 (金) ○物件引き渡し期限 …Ｐ６の 17番 

 

 

 

久慈市産業経済部林業水産課 
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１．売却物件 

売払 

番号 
市有林名等 面積（ha） 材積（ｍ3） 主要樹種 

１号 日野沢市有林 ９伐区 1.45 97 ナラ 

２号 日野沢市有林 10伐区 1.35 113 ナラ 

３号 日野沢市有林 11伐区 1.29 80 ナラ 

 ※全物件とも、立木のみの売却となります。土地及び根株は含みません。 

 ※物件ごとの詳細は、別紙「物件明細書」のとおりです。 

 ※１件ごとの入札及び契約となります。 

 

２．売却の方法 

  一般競争入札（予定価格以上で最高の価格を入札した者に売却） 

 

３．売却条件 

 （１） 入札に参加した者は、当該売却物件の内容を十分に確認したものとします。 

 （２） 売却物件は、当該市有林での現状有姿による引渡しとします。よって、入札に参

加するにあたっては、できる限り現物の確認をしてください。 

（３） 引き渡し後の災害や事故等についての補償は一切行いません。 

（４） 伐採届等の諸手続きは買受人が行うこととなります。 

（５） 契約、伐採、運搬、引渡し等に係る費用は、買受人が負担することとなります。 

 （６） 売却物件は、買受人が自ら特用林産物の生産素材として使用するものとし、原則

として他者へ販売・譲渡することは認めません。 

 

４．入札参加申し込みに必要な資格 

  下記の要件を満たす個人、任意組合又は法人。 

（１） 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

 （２） 市税等、租税公課を滞納していない者であること。 

 （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)に規定さ

れない者であること。 

 （４） 令和３年３月５日(金)までに全額支払いが可能な者であること。 

 （５） 久慈市内で原木しいたけ、又は木炭の生産を行なっている者であること。なお、

入札参加者の特用林産物の生産状況は、久慈地方森林組合、新岩手農業協同組合及

び岩手県木炭協会に確認を行うので、それ以外の方法で生産・販売を行なっている

方は、参加申込時に別途お申し出ください。 
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５．入札参加申込み 

   入札に参加しようとする者は、以下の書類を提出し参加申込みをしてください。 

   なお、参加申込みの無い者は入札に参加できません。 

 （１）提出する書類 

    ①入札参加申込書(様式１)【全員】 

    ②納税証明書(滞納が無いことの証明)【全員】 

     …各市区町村発行のもので、発行後３ヶ月以内のもの。 

    ③身分証明書【個人、任意組合の場合のみ】 ※運転免許証等ではありません。 

     …各市区町村発行のもので、発行後３ヶ月以内のもの。 

      任意組合の場合は、構成員全員の証明書を提出すること。 

    ④履歴事項全部証明書【法人の場合のみ】 

     …法務局発行のもので、発行後３ヶ月以内のもの。 

    ⑤組合規約【任意組合の場合】 

    ⑥金融機関通帳の写し【任意組合の場合】 

     …金融機関名、口座名義、口座番号が確認できるもの。 

 （２）提出方法 

    ① 持参又は郵送にて提出してください。 

    ② 持参する方は、平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までに提出してくださ

い。 

    ③ 郵送する場合は、必ず一般書留又は簡易書留で郵送してください。なお、提出

期限までに提出場所へ届かない場合や、書類に不備がある場合は、受け付けでき

ません。 

 （３）提出期限 

     令和３年１月 25日(月)午後５時 15分まで 

 （４）提出場所 

     久慈市林業水産課林政係 

      〒028-8030 岩手県久慈市川崎町１－１  TEL:0194-52-2122 

 （５）入札参加資格証の交付 

    ① 随時、提出書類を確認の上、資格があると認めた方に入札参加資格証（様式２）

を交付します。 

    ② 参加申し込みをした方には、提出書類の内容を確認のうえ、後日郵送にて参加

資格証を交付します。 

③ 令和３年１月 28日（木)までに届かない場合は、「５(４)提出場所」へお問い合

わせください。 
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④ 入札の執行前に申し込み資格が無いことが判明したとき、又は申し込み資格を

失ったときは、参加資格者としての決定を取り消します。 

 

６．入札保証金 

免除（久慈市契約に関する規則(平成 18年規則第 54号)第７条第３号） 

 

７．物件説明会 

   物件説明会は以下の日程で開催いたします。 

 （１）日  時 令和３年１月 28日(木) 10時 30分から 

（２）集合場所 岩手県久慈市山形町川井８－30－１ 

        久慈市役所 山形総合支所 駐車場 

（３）留意事項 本説明会以外に現地説明の対応は行いません。 

 

８．入札執行の日時、場所及び入札方法等 

 （１）入札日時 

     令和３年２月１日(月) 10時 00分 

 （２）入札場所 

     久慈市川崎町１－１ 久慈市役所 特別会議室 

 （３）入札に必要な書類 

    ①入札参加資格証(様式２）※郵送の場合は写し 

    ②入札書（様式３）※入札する物件ごとに必要です 

    ③委任状（様式４）【代理人による入札の場合のみ】 

 （４）入札の方法 

     久慈市指定の入札書(様式３)を使用し、入札場所にて直接、又は郵送にて入札書

を提出してください。 

     ※ 郵便により入札書を提出する場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかによ

り「５(４)提出場所」まで郵送で提出することとし、提出期限は令和３年１月 2

７日(水)消印有効とします。なお、提出期限までに提出場所へ到達しない場合

は、いかなる理由であろうと「不参加」扱いとします。 

     ※ 郵便により入札書を提出する場合は、併せて、「８(３)①入札参加資格証(写

し)」も提出してください。 

     ※ 郵便により入札書を提出する場合は、別紙「郵送にて入札書を提出する場合

の注意事項」に留意してください。 

 （５）入札に係る事項 

    ① 入札した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできません。 
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    ② 入札執行回数は３回とします。 

    ③ 入札に参加しようとする者が１人の場合においても、入札を執行します。 

    ④ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状(様式４)を提出しなければなりま

せん。 

    ⑤ 入札場所にて直接入札をしようとする者で、入札開始時間までに入札会場に入

場しない場合は、「不参加」扱いとします。 

    ⑥ 各入札参加有資格者は、１名のみが入札会場へ入場できるものとします。 

    ⑦ 入札参加資格証(様式２)を持参しない者及びその写しを郵送しない者で、本人

確認が取れない場合は、入札に参加することはできません。 

    ⑧ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相

当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を

切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札書には、見積もった契約希望

金額の 110分の 100に相当する金額を記載してください。 

 

９．無効の入札 

(１) 民法(明治 29年法律第 89号)第 90条(公序良俗違反)、第 93条(心理留保)、第 94条 

(虚偽表示)又は第 95条(錯誤)に該当する入札 

(２) 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

(３) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(４) 記名押印を欠く入札 

(５) 金額を訂正した入札 

(６) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札又は意思表示が不明である入札 

(７) 明らかに連合によると認められる入札 

(８) 同一入札事項の入札について、他人の代理人を兼ねた者の入札、又は２人以上の代

理をした者の入札 

(９) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10．公正な入札の確保 

(１) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 5

4号)等に抵触する行為を行ってはなりません。 

(２) 入札参加者は、入札に当たっては競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格

又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりま

せん。 

(３) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開

示してはなりません。 
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(４) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行

することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあります。 

 

11．入札参加の辞退 

   入札参加申込み後において入札を辞退することとなった場合は、「５(４)提出場所」へ

入札を辞退する旨を口頭連絡(電話等)するか、入札辞退届(任意様式)を直接持参又は郵

送してください。 

 

12．開札及び落札者の決定 

(１) 開札は、「８(２)入札場所」に掲げる場所において、入札執行後直ちに行い、入札を

行った者のうち、予定価格以上で最高の価格を入札した者を落札者とします。 

(２) 開札の結果、落札者が無い場合は、再度入札を行い、再度入札は２回までを限度と

します。この場合、入札の都度、最高入札金額を発表します。 

(３) 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札をした者

にくじを引かせて落札者を決定します。なお、同価格の入札をした者は全てくじを引

かなければならず、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係

のない久慈市職員にくじを引かせます。 

(４) 開札の結果、落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を、落札者が無い

ときはその旨を、入札者にお知らせします。 

 

13．契約保証金 

(１) 落札者は、契約保証金の全部又は一部を免除された場合を除き、契約締結前に契約

金額の 100 分の５以上の契約保証金を納付し、または契約保証金に代わる担保を提供

しなければなりません。ただし、契約保証金の免除の理由が履行保証契約を結んだこ

とによるものであるときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を寄託しなければ

なりません。 

 (２) 契約保証金を納付する場合、久慈市が発行する「納入通知書」により指定金融機関

で納付してください。 

 

14．契約 

落札者(買受人)は、別紙「売買契約書(案)」により令和３年２月５日(金)までに本市

と契約を締結していただきます。 

 

15．契約締結の注意事項 
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(１) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が、

久慈市の指名停止などの措置を受けた場合、契約を締結しません。 

(２) 入札をした者は、入札後この要領、契約書案及び売却物件等について、不明を理由

として異議を申し立てることはできません。 

 (３) 契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。 

 

16．代金の支払い 

(１) 落札者は、令和３年３月５日(金)までに売買代金を全額支払っていただきます。支

払いは、本市が送付する納入通知書により行ってください。 

(２) 契約保証金を売買代金の一部に充当することを希望する場合は、契約保証金の売買

代金への充当申出書(様式５)を提出し、本市が送付する納入通知書により差額を支払

ってください。 

(３) 契約保証金を売買代金の一部に充当しない場合は、契約保証金返還請求書(様式６)

を提出してください。 

(４) 期限内に支払いを行わない場合は契約を解除し、契約保証金を返還しないものとし

ます。 

 

17．売買物件の引き渡し等 

 (１) 売買物件の引き渡しは、売買代金を完納した日から 15日以内に、久慈市が指定する

日に久慈市職員と買受人が立会いのうえ、売買物件の所在地で行うこととします。 

(２) 売買物件の引き渡しを受けた後、売買物件の種類、数量、形質等に関して一切の異

議は受け付けません。 

(３) 売買物件は立木のみとし、土地、根株及び標杭その他工作物は含まないものとしま

す。 

(４) 売買物件の伐採、加工、搬出等に係る一切の費用は買受人が負担するものとします。 

(５) 引き渡しの期限及び場所は下記のとおりです。 

   ①期限 令和３年３月 19日（金）17時 15分まで 

   ②場所 岩手県久慈市山形町日野沢地内 日野沢市有林 

 

 

18．その他 

(１) 本要領及び物件明細書に記載のある事項については、熟読し遵守してください。 

(２) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

(３) 都合により入札執行が延期又は中止となる場合があります。 

 (４) 郵送の場合の郵便トラブルによる損害等については、久慈市は一切責任を持ちませ
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ん。 

 (５) 本入札に関し必要な書類等は、久慈市林業水産課において配布しているほか、久慈

市ホームページからダウンロードしていただくこともできます。 

 (６) 本要領に記載の無い事項等で新たにお知らせすべきことが生じた場合、久慈市ホー

ムページにてお知らせしますので、随時確認をお願いします。 

(７) その他不明の点については、「19.問い合わせ先」までお問い合わせください。 

 

19．問い合わせ先 

〒０２８－８０３０ 

 岩手県久慈市川崎町１－１ 久慈市林業水産課林政係 

     電話 ０１９４－５２－２１２２(直通) 
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 (別紙) 

郵送にて入札書を提出する場合の注意事項 

 

 郵送にて入札書を提出する場合、以下に留意のうえ、提出すること。 

 

１ 入札書を入れる封筒について 

（１）封筒の表には、下記のとおり記載すること。 

『市有林産物（立木）売却 売払番号○○ 入札書在中、 

令和３年２月１日 10時 00分開札』 

（２）差出人の住所、氏名(法人の場合は商号及び代表者名)を記載すること。 

（３）入札書に押印したハンコと同じハンコで割印すること。 

（下記、割印箇所図を参照すること。） 

 （４）入札書は、売払番号ごとに別葉で郵送すること。 

 

２ 郵送の方法について 

 （１） 上記１にて作成した封筒を入れ、以下の宛先へ郵送すること。 

【〒028-8030 岩手県久慈市川崎町１番１号 

久慈市産業経済部林業水産課あて】 

 （２） 郵送方法は、一般書留又は簡易書留とすること。 

 

３ 提出(到着)期限について 

   令和３年１月 27日(水) 消印有効とする。なお、期日までに提出されな

い場合、いかなる理由があろうと「不参加」扱いとする。 

 

【割印箇所図】 

（封筒裏面） 

 

 

 

 ㊞   ㊞     ㊞ 

 

 

 


