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公募型樹木等採取応募要領

河川敷に繁茂する樹木は、洪水時には流下阻害や河川の状況を把握する巡視等、河川管理

上の支障となることから、甲府河川国道事務所で伐採を行い、伐採した樹木については、経

費の縮減と木材資材の有効活用を図るため、無料配布を行っていますが、今年度から更なる

経費の縮減と木材資材の有効活用を図るため、公募型による樹木の伐採を試行するものです。

応募する場合は、下記事項の内容及び現地条件を確認し了承した上で応募して下さい。

１．公募日 平成２７年１０月２１日（水）

２．概要

（１）名称 公募型樹木等採取に伴う公募

（山梨県韮崎市栄２丁目地先、山梨県南巨摩郡身延町大島地先）

（２）採取場所

①山梨県韮崎市栄２丁目地先 （釜無川左岸Ｋ２２５付近）塩川大橋付近

②山梨県南巨摩郡身延町大島地先 （富士川左岸Ｈ１９５付近）富士川橋下流付近

（別紙-資料－１位置図参照）

（３）採取期間

安全性の確保のため、選定時に隣接する区画が同時施工とならないように下記のと

おり指定します。

・前期期間 平成２７年１２月１８日（金）から平成２８年 １月２８日（木）まで

・後期期間 平成２８年 １月２９日（金）から平成２８年 ３月１０日（木）まで

（４）試行の取り組み

河川副産物の採取の申請は、許可を受けようとする者が随時行うものですが、河川

管理上支障となることから、樹木、芝草及び雑草（以下「樹木等」という。）に限定

し、さらなる有効活用の促進から民間の許可受け者（以下「選定者」という。）と河

川管理者が除草や伐採等の工程を分担した取り組みを試行で行うものであり、樹木等

の採取者を公募するものです。

（５）根拠法令

河川副産物の採取については、河川法（昭和３９年法律第１６７号以下「法」とい

う）第２５条の河川区域内の土地における土石その他の河川の副産物の採取の許可に

関する規定で同条の採取許可制度に基づき、河川法施行例（昭和４０年政令第１４

号）第１５条第１項に規定する竹木（以下「樹木」という。）あし及びかや等を対象

に規定されています。

３．公募への参加資格

（１）個人による応募



- 2 -

① 直近１年間の税を滞納している者ではないこと。

② 暴力団（暴力団員による不当な行為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。）又はそれらの利益となる活動を行う

者でないこと。

（２）団体（企業）による応募

① 公募期間中において、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０

条又は第７１条の規定に該当するとして、指名停止等を受けている者でないこと。

② 公募期間中において、会社更生法に基づき、更正手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

③ 直近１年間の税を滞納している者ではないこと。

④ 暴力団（暴力団員による不当な行為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。）又はそれらの利益となる活動を行う

者でないこと。

４．応募方法

（１）公募型樹木等採取応募様式の提出

①提出方法：郵送又は持参とします。

②提出先 ：関東地方整備局 甲府河川国道事務所 河川管理課 河川維持係

〒４００－８５７８ 山梨県甲府市緑が丘１丁目１０－１

電 話 ０５５-２５２-８８８８

ＦＡＸ ０５５-２５２-８８９１

③受付期間：平成２７年１０月２１日（水）から平成２７年１１月２０日（金）まで

の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分ま

で。

郵送の場合は平成２７年１１月２０日（金）１７時１５分必着。

５.選定の方法

（１）選定にあたっては、応募様式の記載内容を確認の上、選定します。

なお、応募者が予定区画数を超える場合には、抽選により選定するものとします。

（２）選定の結果通知は、平成２７年１２月１１日（金）までに応募者全員へ通知します。

（３）選定された方へは、結果通知の他、採取箇所（採取区画）、採取期間を併せて通知

します。

６．採取区域とそこに生育する樹種、樹径等の情報

（１）採取区域は、別紙-資料－２、資料－３のとおり。

（２）割当てられた採取区画内の樹木については、全て伐採することとします。

（３）主体となる樹木（○付数字は採取場所を示しています。）



- 3 -

①ハリエンジュ（ニセアカシア）

②クルミ

７．採取に当たって実施すべき安全対策等の内容

（１）作業において、泥汚れや樹木片の散乱等が発生した場合は清掃を実施して下さい。

（２）作業においては、関係法令等を遵守して下さい。

８．採取した木の枝等の持ち帰りについて

（１）伐採した木及び枝について、すべて持ち帰るものとします。

（２）根及び細断された直径約２ｃｍ以下の枝については、存置可能とします。

（３）伐採するにあたり疑義が生じた場合は、ご相談ください。

９．作業環境

作業に伴う進入路、車止めは、別紙-資料－４のとおり。

１０．作業にあたっての注意事項等について

作業にあたり下記について、河川管理者が指示又は指導を行う場合があります。

（１）河川管理者が、河川利用者や選定者の事故を未然に防止する観点から平常時の巡視

等において採取の実施状況を把握します。

（２）選定者が樹木等の採取及び樹木の搬出するにあたり、周辺に生息する動植物並びに

周辺環境等へ影響を与えることのないよう実施してください。

（３）採取行為は、法に基づく許可行為であるとともに、選定者の責任において行うもの

であるため、作業中の自損事故及び第三者への損害に対する賠償等は、選定者が責任

を負うものであり、河川管理者は一切責任を負いません。

（４）河川管理施設等に対する損害については、その原因者に復旧を求めるとともに、河

川管理者が自ら復旧を行う場合も含めて、当該原因者に対し、復旧に要する費用負担

を求めることがあります。

（５）第三者や河川管理施設等に損害を与えた場合には、選定者は、速やかに河川管理者

及び関係機関へ通報を行い適切に対応して下さい。

（６）不測の事態により、河川管理者から採取の停止を指示する場合があります。

なお、採取のためにそれまでに生じた費用は、選定者の負担となります。

１１．採取料徴収

今回は、河川法に基づく採取料の徴収を行わないものとします。
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１２．完了報告

選定者は、採取が完了したときは、河川管理者に報告を行うこととします。

１３．履行確認

完了報告後、履行状況や許可条件の遵守状況について確認を行い、必要がある場合は、

許可受け者に対して指導を行う場合があります。

指導を行ってもなお、許可条件を守らない場合は許可を取り消す場合があります。

このような場合や採取不履行と考えられる場合には、以降の公募において、申請者の選

定から除外する場合があります。

１４．説明会

説明会は行わないものとします。

１５．応募要領及び応募様式に対する質問

（１）応募要領及び応募様式に対する質問の提出

①提出方法：質問する場合は、持参又はＦＡＸで書面により提出して下さい。

質問書の回答を受ける方の氏名、電話番号、ＦＡＸを記載して下さい。

なお、企業の場合は担当の部署等の記載もして下さい。

②提出先 ：関東地方整備局 甲府河川国道事務所 河川管理課

ＦＡＸ ０５５-２５２-８８９１

③受付期間：平成２７年１０月２１日（水）から平成２７年１１月１０日（火）まで

の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分ま

で。

（２）質問に対する回答

①回答方法：質問者の方へ郵送又はＦＡＸで書面による回答を行います。

②回答日 ：質問内容をとりまとめのうえ、平成２７年１１月１３日（金）までに行

います。

１６．無効

公募において示した参加資格のない者の申請書又は資料に虚偽の記載をした者の決定者

としていた場合には決定を取り消します。



公募型樹木等伐採 位置図

凡 例

伐採箇所

②山梨県南巨摩郡身延町大島地先

①山梨県韮崎市栄２丁目地先

資料－１



① 山梨県韮崎市栄２丁目地先 伐採範囲（平面図） 資料－２－①
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① 山梨県韮崎市栄２丁目地先 伐採範囲（航空写真） 資料－３－①
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① 山梨県韮崎市栄２丁目地先 進入路図（平面図） 資料－４－①

①-Ａ地区 伐採範囲

①-Ｂ地区 伐採範囲
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② 山梨県南巨摩郡身延町大島地先 伐採範囲（平面図） 資料－２－②

主要地方道富士川身延線

ＪＲ身延線

Ｈ１９０

Ｈ１９０

Ｈ１９５

Ｈ１９５

0 500

② 伐採範囲
（1区画概ね10～15本程度、５区画程度予定）

至甲府

至静岡県



② 山梨県南巨摩郡身延町大島地先 伐採範囲（航空写真）
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② 山梨県南巨摩郡身延町大島地先 進入路図（平面図） 資料－４－②
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