
別記第２号様式 

 

（ 入 札 説 明 書 ） 

 

 この入札説明書は、令和４年７月１９日に公告した一般競争入札（以下「入札」という。）

に関する説明書である。 

 この入札を次のとおり実施する。 

 

１ 契約担当者等 

契約担当者 北海道オホーツク総合振興局長 中島 和彦 

 

２ 入札に付する事項 

（１） 契約の目的の名称及び件数 

    道有林野産物の売払い １０ 物件 

（２）  入札物件明細 

別紙「入札物件明細」のとおり 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条 4 

の規定に該当しない者であること。 

（２） 令和 3 年北海道告示第 721 号に規定する林産物売払いの資格を有していること。 

（３） 道有林野産物の売払いの入札執行の日までの間に、競争入札参加資格者指名停止 

事務処理要領（平成 4 年 9 月 11 日付け局総第 461 号総務部長、土木部長、農政部 

長、住宅都市部長、水産部長、林務部長、出納局長通達「競争入札参加資格指名停 

止事務処理要領の制定について」）第 2 第 1 項の規定による指名競争入札に関する 

指名を停止されていないこと。 

（４） 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されて 

いないこと 

（５） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事 

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされてい 

る者については、手続開始決定後の(2)の再審査結果の資格を有していること。 

（６） 北海道内に本店、支店、営業所を有すること。 

なお、支店、営業所とは、常設の事務所を有し、会社名を示す看板が当該支店、 

事務所の入口等に設置され、職員が勤務し、机、いす、電話などの必要な備品類 

が備え付けられるなど、道との契約履行が可能な機能を有するものであること。 

（７） 中小企業等協同組合法（昭和 24 年 6 月 1 日法律第 181 号）に基づく事業協同組合 

については構成員と重複していないこと。 

 （８） 北海道林業事業体登録実施要領（平成 24 年 8 月 27 日付け林業木材第 651 号林業

木材課経営育成担当課長通達）第３の規定による資格を有していること。 

 

４ 入札参加資格審査申請書 

（１）  入札参加希望者は、道有林野産物売払一般競争入札参加資格申請書（以下「申 

請書」という。）を提出しなければならない。 

（２） 提出期間 

令和４年７月１９日（火）から令和４年８月２日（火）まで（日曜日、土曜 

日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を除く。） 

の毎日午前９時から午後５時まで 

（３）提出場所 

090－0018 

北海道北見市青葉町２番１０号 

北海道オホーツク総合振興局 東部森林室 森林整備課 主査（販売） 

電話番号 0157‐24‐6293 



（４）  提出方法  

持参することとするが、送付を希望する場合は申請期限の 3 日前までに上記提出 

場所に連絡上送付することとし、連絡なく送付されたもの、ファクシミリは受け付 

けないものとする。 

（５）  その他 

ア 資料作成に要する経費は、入札参加者の負担とする。 

イ 提出された資料は、返却しない。 

ウ 提出された資料は、他に使用しない。 

エ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

 

５ 入札参加資格の審査 

入札に参加しようとするものが 3 に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結

果を令和４年８月５日（金）までに書面（道有林野産物売払一般競争入札参加資格審査結

果通知書（以下「通知書」という。）により通知する。 

 

６ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

（１） 入札参加資格がないと認められた者（以下「非資格者」という。）は、当該通知 

をした日の翌日から起算して 5 日（休日は除く。）以内に書面により入札参加資格 

がないと認められた理由について説明を求めることができる。   

なお、書面は次の提出先に持参することとし、送付又はファクシミリによるもの 

は受け付けない。 

北海道北見市青葉町２番１０号 

北海道オホーツク総合振興局 東部森林室 森林整備課 主査（販売） 

（２） 理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 5 日以内に 

書面により回答する。 

 

７ 契約条項を示す場所 

北海道北見市青葉町２番１０号 

北海道オホーツク総合振興局 東部森林室 森林整備課 主査（販売） 

電話番号 0157‐24‐6293 

 

８ 現場説明 

（１） 日 時  

令和４年８月１７日（水）  午前８時００分 

令和４年８月１８日（木）  午前８時００分 1 号物件のみ 

（２） 集合場所  

１７日は、道道北見・美幌線 美幌トンネル入口駐車場（美幌側） 

１８日は、置戸国道２４２ 置戸町入口駐車場（予定） 

（３） その他 

入札参加者は、(1)の日時の前日までに現場説明への出席の有無を北海道オホー

ツク総合振興局東部森林室森林整備課、電話 0157‐24‐6293 に連絡すること。 

 

９ 物件売払位置図並びに物件売払箇所図及び物件内訳書等の交付に関する事項 

（１） 物件売払位置図並びに物件売払箇所図及び物件内訳書等は、通知書に添付する。 

（２） 物件内訳書等に関する問い合わせ先 

北海道北見市青葉町２番１０号 

北海道オホーツク総合振興局東部森林室 森林整備課 主査（販売） 

電話 0157‐24‐6293 

 

 

 

 



１０ 入札執行の場所及び日時 

（１） 入札場所  

北見市青葉町２番１０号 

北海道オホーツク総合振興局東部森林室会議室 

 

（２） 入札日時 

令和４年８月２４日   午前１０時００分 

（３） その他 

入札の執行に当たっては、北海道オホーツク総合振興局長により、競争入札参 

加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提示すること。 

（４） 入札日当日 

新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用等各自十分注意のうえお願い 

します。 

 

１１ 郵便等又は電報による入札 

（１） 郵便等による入札を認めます。 

      この場合、二重の封筒を使用し、表に必ず「郵便入札」と朱書きし、内封筒には 

売払物件毎の入札書、外封筒には道有林野産物売払一般競争入札参加資格審査結 

果通知書の写しを同封のうえ、入札日の前日までに到達するよう書留郵便をもっ

て北海道オホーツク総合振興局東部森林室へ送付してください。 

入札日の前日までに到達しないものは、無効とする。 

 再度の入札を引き続き行う場合には、郵便による参加した者は再度の入札には

参加できません。 

（２） 電報による入札は認めません。 

 

 １２ 入札保証金及び契約保証金 

（１） 入札保証金 

入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しな 

いこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納 

付を求めることがある。 

（２） 契約保証金 

契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないことと 

なるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求め 

ることがある。 

 

１３ 入札書記載金額 

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 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、入札に参加する者は、消費税等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、見積もった契約金額の 110 分 100 に相当する金額を入札書

に記載する。 

 

１４ 物件の引渡時期及び場所 

（１） 引渡時期 代金納入の日から 15 日以内に引渡すものとします。 

（２）  引渡場所 現  地 

 

１５ 落札者の決定方法 

財務規則第 151 条第 1 項の規定に定めた予定価格以上で最高の価格をもって入札（有

効な入札に限る）したものを落札者とする。 

 

 

 



１６ 落札者と契約の締結を行わない場合 

（１） 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外す

る     措置を講じることとされた場合は、当該落札者と契約の締結を行わない。 

（２） 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落 

   札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。 

この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を 

請求することができない。 

 

１７ 契約書作成の要否 

契約書を作成します。 

なお、複数の物件を落札した者については、複数の物件を合併して契約することが

できます。 

 

１８ 代金の納入 

代金は北海道オホーツ総合振興局長が発行する納入通知書により、指定の期日（契約

締結の日から 20 日以内）までに指定の場所に納入すること。 

 

１９ 代金の延納 

   契約金額（複数の物件を合併して契約した場合はその物件を含む）が 150 万円以上の 

場合で所定の担保の提供があったときは、2 の(6)（物件が 2 物件以上の場合「2 の(2)入 

札物件明細」）の日数以内の延納を認めます。 

ただし、合併契約の場合にあっては、契約数量に応じオホーツ総合振興局長が定める 

延納日数以内とします。 

 

２０ 延納利息 

延納利息は、年利０．５９パーセントとします。 

 

２１ 再苦情申立て 

  （１） 非資格者に対する理由の説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から 7 

日（休日を除く）以内に書面により再苦情の申立てを行うことができる。 

なお、書面は持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けな 

い。 

（２） 再苦情に関する審議は、北海道入札監視委員会が行う。 

（３） 書面の提出先及び再苦情の申立てに関する手続等の問い合わせ先は、次の場所と 

する。  

北見市青葉町２番１０号 

北海道オホーツク総合振興局 東部森林室 森林整備課主査（販売） 

 

２２ その他 

 （１） 開札の時において、3 の規定する資格を有しない者の行った入札、財務規則第 

154 号各号に掲げる入札及びこの入札説明書に定める入札に関する条件に違反し 

た入札は、無効とする。 

（２） 入札に参加する者は、別紙の入札心得、契約書案、造材規準書及びその他関係法 

令の規定を承知すること。 

（３） この入札は、公開する。 

（４） 初度の入札において、物件毎の応札者が１人の場合であっても、入札は執行する。 

（５） 期間入札における再度入札 

    開札日時に開札場所にいない限り、再度の入札に参加することができない。 

 


