令和４年度

公社立木販売入札説明書

公益社団法人岐阜県森林公社

岐阜県森林公社立木販売入札説明書
この入札説明書は、
「森林公社立木販売一般競争入札」に係る入札執行及び契約の締結について、入札
参加者及び契約締結者が留意すべき事項を定めたものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知のう
え、入札書を提出されるようお願いします。
１．一般競争入札に付する事項
（１）業務の内容
岐阜県森林公社分収造林契約地の立木販売
（２）売買物件の所在地及び数量等
物件

契約

番号

番号

所

在 地

伐採種

岐阜県郡上市明宝
40001

222

奥住字牛首 590

皆伐

樹種

面積 ha

材積㎥

スギ

1.35

542.70

ヒノキ

5.68

1,851.06

計

7.03

2,393.76

備

考

２．入札参加者の資格に関する事項
入札に参加できる者は、以下の（１）から（７）までの全ての要件を満たし、（８）のいずれか
に該当する者とする。
（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こと。
（２）役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む）に、次のア又はイのいずれかに該当する者が
いないこと。
ア 破産者で復権を得ない者
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年
を経過しない者
（３）次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア 民事再生法（平成 11 年 法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（同
法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、岐阜県が別
に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。）
イ 会社更生法（平成 14 年 法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第 2 条の
規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。）がなされ
ている者（同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定
後、岐阜県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。）
ウ 破産法（平成 16 年 法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始
決定がされている者（同法附則第 3 条第 1 項の規定によりなお従前の例によることとされる破
産事件に係るものを含む。）

（４）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
定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
（５）岐阜県から、「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る停止措置要領」に基づく入
札参加資格停止措置を受けていないこと。
（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等でないこと。
（７）岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資格停
止措置を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置基準に該当しないこと。
（８）上記のほか、以下のいずれかに該当する者。
ア 岐阜県森林整備業務入札参加資格者名簿に登載された者
イ 岐阜県林業認定事業体に登載された者
ウ 当該地の分収造林契約者
３．担当課等
公益社団法人岐阜県森林公社 森林整備課 森林整備係
〒501－3756 岐阜県美濃市生櫛 1612 番地 2
岐阜県中濃総合庁舎 5 階
電 話

0575-33-4011（内線番号 420）

ＦＡＸ

0575-46-8409

４．入札の申込
ア 入札参加希望者は、下記期限までに別に定める入札参加申込書（別紙様式１）を３まで提出
し、入札参加資格の確認を受けてください。
イ 提出期限 令和４年７月２１日（木）午後５時
期限までに入札参加申込書を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、
入札に参加することができません。
ウ 入札参加資格の確認結果は、令和４年７月２７日（水）までに通知します。
５．入札参加の辞退
入札参加資格が認められた後に、入札参加を辞退する場合は、入札辞退届（別紙様式５）を入札
執行日時までに３まで提出（郵送可）してください。
６．入札説明書及び仕様書等に関する質問
（１）この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合には、質問書（別紙様式２）により提出し
てください。
ア 提出期間
令和４年７月２６日（火）までの土日休日を除く毎日
午前９時から午後５時まで

イ 提出場所
３に同じ。
ウ 提出方法
持参、ＦＡＸ、電子メールによる。
（２）回答は令和４年８月２日（火）までに、入札説明書交付依頼者及び入札参加資格審査確認者すべ
てにＦＡＸ又は電子メールで回答します。
７．入札の日時及び場所
（１）入札日時
令和４年８月９日（火）午前

１１時００分

（入札を郵便で行う場合には、令和４年８月８日（月）午後４時までに３に必着のこと。
）
（２）入札場所
岐阜県美濃市生櫛 1612-2

岐阜県中濃総合庁舎 １階

1 北会議室

８．入札に関する事項
（１）入札執行回数は、２回（再度入札は１回まで）を限度とします。
ただし入札参加者が１者の場合、再度入札は実施しません。
（２）入札は入札書（別紙様式４）により本人又はその代理人が入札を行うものとします。
ただし、代理人が入札する場合には、入札時に委任状（別紙様式３）を提出するものとします
（３）上記の他下記のとおり入札書の郵送による入札を認めます。
ア 郵送先３に同じ。
イ 二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封うえ、中封筒（通常、1 回目入札用と再度入札用の
2 通）には入札者の氏名及び「1 回目入札用」か「再度入札用」かの別を明記し、外封筒の封皮
に「岐阜県森林公社立木販売に係る入札書在中」と記載してください。1 回目、再度の別が記載
されていない等不明の場合は、入札担当者が任意の 1 通を選定して入札箱に投入します。
中封筒の作成については添付の記載例に倣ってください。
ウ 入札の結果落札者がいない場合に再度入札に参加する場合は、上記のとおりとしますが、再度
入札を辞退する場合は、中封筒は 1 通とし、９の（２）の再度入札辞退書（別紙様式６）を併せ
て提出してください。
(４) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した
金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格
とするので、入札者は消費税及び地方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、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。
(５) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え、又は撤回することができません。
９．開札
（１）開札は、入札の終了後直ちに入札者の立ち会いの上行います。この場合において、入札者が立ち
会わないときは、当該入札事務に関係のない職員が立ち会います。

（２）開札の結果、予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額以上の入札書記載金額による入札がないと
きは、直ちに再度の入札をします。再度の入札の参加を辞退する場合は、再度入札辞退届（別紙様
式６）を提出してください。
1０．落札者の決定方法
（１）予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額以上の価格で、最高の入札書記載金額をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。
（２）落札者となるべき入札書記載金額が複数あるときは、くじによって落札者を決定します。なお、
この場合においては、くじを引くことを辞退することはできず、郵便投票による入札者のくじは当
社職員が引きます。
1１．入札保証金及び契約保証金
（１）入札保証金は、入札金額が 500 万円（税込み）以上の場合は、入札金額の 100 分の 5（万円未満
切り上げ）を公社に入札保証金に関する約定書（別記第 1 号様式）を添付し、納入しなければなら
ない。ただし、入札金額が 500 万円（税込み）未満の場合及び岐阜県森林整備業務入札参加者名簿
に登載されている事業体又は、公社の「森林整備合理化計画」において、共同参画となっている事
業体は免除します。
（２）落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は公社に帰属します。
（３）契約保証金は、免除します。
1２．入札の無効
入札に参加する資格のない者のした入札、競争入札参加資格確認において、申請書、資料又は一
覧表に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札並びに次の各
号に該当する入札は無効とします。
（１）入札者が同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。
（２）入札者が他者の代理をし、又は代理人が他者の代理を兼ねたとき。
（３）入札に関して談合等の不正行為があったとき。
（４）競争入札参加資格確認申請期限の日から入札の日までの期間内に、岐阜県が行う契約からの暴力
団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けたとき。
（５）入札書に記名押印（代理人による入札の場合は代理人の記名押印）がないとき。
（６）入札書の記載事項の確認ができないとき。
（７）その他契約担当者があらかじめ指定した事項に違反したとき。
なお、無効な入札を行った者は、原則として再度入札に参加できません。また、無効な入札を行
った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消します。
1３．入札又は開札の中止及びこれによる損害に関する事項
天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止し
ます。入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とします。

1４．契約書に関する事項
岐阜県森林公社分収造林立木処分要領（別添）
岐阜県森林公社立木販売契約書（別添）
1５．売買物件の工期
工期は、売買物件の引渡しを完了した日から次のとおりとします。
３６ヶ月
1６．売買物件の現地案内日程及び集合場所
物件
番号

所

集

在 地

場 所
（郡上市明宝大谷 1015）

40001

岐阜県郡上市明宝奥住字牛首 590

道の駅明宝（磨墨の里）
駐車場

公衆トイレ付近

合
日

令和４年
７月６日(水)

時

10 時 00 分

