
宮崎駅西口駅前広場植栽移植等に関する公募実施要領

（目的）

第１条 この要領は、宮崎駅西口駅前広場整備事業で撤去する植栽について、移植や伐採

（以下「移植等」という。）の費用を負担することを条件に移植等を希望する者の公募

を行うことに関し必要な事項を定め、植栽の有効活用と工事に要する経費の縮減を図る

ことを目的とする。

（公募対象の植栽）

第２条 公募の対象となる植栽は、別図「公募対象樹木平面図」のとおりとする。

（移植等の時期）

第３条 道路法２４条等の許可日から令和元年１２月２５日とする。

（募集期間）

第４条 令和元年９月１９日から令和元年１０月４日とする。

（応募資格）

第５条 植栽の移植等の申込者（以下「植栽移植等申込者」という。）は、次に掲げる要

件を全て満たすものとする。

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

ないこと。

（２）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）の規定による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）の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている場合を除く。）。

（３）次に掲げる法人等でないこと。

ア 役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑に処せら

れている者が含まれている法人等

イ 役員又は経営に参加している者に、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の関係者又

はその関係者と密接な関係を有する者が含まれている法人等

（４）国道、県道又は市町村道において工事の実績（以下「工事実績」という。）のある

もの。若しくは、工事実績のあるものに依頼するもの。



２ 植栽移植等申込者が、次のいずれかに該当する場合は、選定対象から除外するもの

とする。

（１） 応募の様式等の記載内容に虚偽があったとき

（２） 植栽移植等の申込に関して不正な行為があったとき

（３） 移植等許可を受けた後に、前項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

（応募方法）

第６条 応募については、「様式第１号 宮崎駅西口駅前広場植栽移植等応募申込書」（以

下「応募様式」という。）にて以下の内容を記入し、第４条（募集期間）内に持参、郵

送若しくは電子メールにより、以下に記載する（６）担当部局へ提出するものとする。

（１）植栽利用の内容（移植若しくは伐採）

「移植」若しくは「伐木」を実施するのか、別表の「作業内容パターン区分表」を参

考に記入する。

（２）作業の方法

個人で応募する場合は、施工の難易度、確実性や一般交通等への安全確保等を考慮し、

工事実績のある「土木」や「造園」等の専門業者へ作業を依頼することを条件とする。

（３）作業の期間

（４）応募者の連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス等）

（５）応募資格の確認

法人で応募する場合は、様式第４号「役員等一覧」を合わせて提出すること。

（６）担当部局 宮崎県 県土整備部 都市計画課 街路担当

住所：〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２丁目１０番１号

電話：０９８５－２６－７１９２

電子メール：toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp

※応募者の氏名（法人の場合は代表者名）、住所、連絡先は、応募内容の確認、応

募者の選定結果の通知及び当選後連絡にのみ使用する。

（選定の方法）

第７条 応募様式に基づき移植等に関する作業体制や作業の確実性及び安全対策など総合

的に評価し、宮崎県都市計画課及び宮崎土木事務所が合同で設置する選定委員会により

選定する。なお、選定委員会の会議は非公開とする。

２ 選定に当たっての方針は次のとおりとする。

（１）県が指定する日時までに移植等を確実に完了すること。

（２）別表「作業内容パターン区分表」の「選定時の優先度」の１、２の順に優先する。

なお、選定後は、作業パターンを変更することはできない。

（３）作業内容パターンで複数応募があった場合は、次にあげる評価項目について、項目

ごとに採点を行い、総合点の高い者から選定する。



評 価 項 目 配 点 配点

Ⅰ 作業体制、作業の確実性 ５０

Ⅱ 引取を希望する量（本数） ５０

合 計 １００

（４）審査は、原則、応募書類で審査を行うこととする。ただし、必要に応じて応募者に

対し、ヒアリングを実施することがある。

（５）評価項目について、１つでも評価できない項目がある場合は選定されない。

（６）選定後、移植等許可を行うまでの間に、辞退があった場合は、選定されなかった移

植等申込者の中から新たに選定することがある。

（選定結果の通知）

第８条 選定結果については、選定後速やかに応募者へ通知するとともに、宮崎県都市計

画課ホームページで公表するものとする。なお、失格または選定されなかった場合の異

議申し立てについては、選定者の公表より５日間（土日・祝日を含まない）以内に書面

（持参又は郵送（公表より５日以内必着））若しくは電子メールにて担当部局へ提出す

るものとする。

（選定後に必要な許可手続き）

第９条 選定された応募者は、宮崎土木事務所へ道路法第２４条の規定による許可の申請

手続を行う必要がある。申請書の提出にあたっては、申請書に応募様式（様式第１号）、

及び選定通知書の写しを添付し、選定者の公表より１０日以内に行うこととする。なお、

連絡なく申請書の提出がない場合は、辞退したものと見なす。

また、別途、宮崎北警察署長に対し、道路使用許可申請書を提出し許可を受ける必要

がある。なお、作業時に使用する重機、機材、作業環境などの作業内容によっては、鉄

道近接工事としての取り扱いが必要となる。

（植栽移植等の許可条件）

第１０条 宮崎駅西口駅前広場植栽移植等については、道路法、同法施行令のその他関係

法令の規定及び次の各号を遵守しなければならない。

（１）許可を受けた者は、移植等に着手するときは、着手７日前までに書面にて宮崎土木

事務所長（以下、「所長」という。）に報告すること。また、移植等が完了したとき

は速やかに書面で報告し、確認を受けること。

（２）許可を受けた者は、移植等に伴う危険を防止するために必要な処置を講じること。

（３）許可を受けた者は、常に道路管理上支障のない状態に保つこと。

（４）許可を受けた者は、移植等が原因で道路管理施設等を損傷したときは、速やかに所

長に届け出て、その指示に従うこと。また、移植等が原因で第３者に損害等を与えた



場合は、許可を受けた者が解決にあたること。

（５）ロータリー周辺部の作業は、原則、夜間とする。なお、作業時間については協議に

よる。

（６）許可を受けた者は、事前に作業日時や内容等について、広場利用者や周辺住民等に

周知を行うこと。

（７）許可を受けた者は、台風などの異常気象時には、あらゆる安全確保ための必要な対

策を講じ、必要に応じパトロールを行い、所長へ報告を行うこと。

（８）許可を受けた者は、道路管理者が緊急に求める安全対策等について、その指示に従

うこと。

（９）許可を受けた者は、許可の内容を変更しようとするときは、改めて所長の許可を受

けること。

（10）許可を受けた者は、移植等の目的を達することができなくなった場合、その事実が

生じた日から遅滞なくその旨を所長に書面で届け出ること。

（11）道路管理者は、採取履行中の履行状況や許可条件の遵守状況について確認を行い、

必要に応じて許可を受けた者に対し指導を行う。さらに、指導を行ってもなお許可

条件が守られない場合は、許可を取り消すことが出来る。

（12）許可の取消しがあったとき又は、移植等の目的を達することができなかったとき、

所長は現状に復旧するなど道路管理上必要な処置を命ずることが出来る。許可を受け

た者は、その指示に従い、当該措置を完了したときは所長に書面で届け出て確認を受

けること。

（13）移植等により発生した枝葉等については、許可を受けた者が、現場より回収し搬出

すること。なお、この枝葉等を産業廃棄物として処分する場合は、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」に基づき適正に対処すること。

（14）（１）から（13）までにかかる必要な費用等については、全て、許可を受けた者の

負担とする。

（留意事項）

第１１条 この要領の実施にあたって、留意すべき事項は次の各号に揚げるものとする。

（１）移植等にかかる全ての費用は、許可を受けた者の負担とする。

（２）移植等の応募や申請書類（添付書類含む。）の作成及び提出に要する費用等は、応

募者の負担とする。

（３）道路管理者等は、第3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

て移植等の実施状況を確認する。その結果に基づき、必要に応じて許可を受けた者に

指導を行うことがある。

（４）許可を受けた者が移植等を行う際には、植栽の搬出の際に周辺に迷惑等をかけるこ

とがないよう指示する場合がある。

（５）移植等は、許可を受けた者の責任において行うものであるため、移植等の作業中の

自損事故の処理や移植後の事故など、第3者への加害に対する損害賠償等は許可を受



けた者の責任において処理することする。

（６）移植後の植栽は許可を受けた者に帰属する。

（７）県は、移植後、植栽が枯死した場合や倒木した場合などの責任や補償は一切負わな

い。また、その処理やそれに要する費用負担は、許可を受けた者が行うものとする。

（８）道路施設等に対する損害については、道路管理者等が復旧する場合を含めて、許可

を受けた者に対し、復旧に要する費用負担を求めることがある。

（９）道路管理者等は必要に応じて、作業の停止、中止を指示する。この場合、許可を受

けた者は、この指示に従うものとし、これらかかる費用負担も許可を受けた者とする。



様式第１号

宮崎駅西口駅前広場植栽移植等応募申込書

令和 年 月 日

宮崎県 都市計画課長 殿

応募者

住所 〒

○○市○○町○－○

氏名 ○○ ○○ 印

令和元年９月１９日付けで公募された、宮崎駅西口駅前広場内の植栽の移植等について

応募します。

記

１ 植栽利用の内容（移植等にかかる全ての費用等は、応募者の負担となります。）

以下の項目で該当箇所にチェックを記載。

□ 移植を行う。

樹 種 番 号（注１） 本 数 移 植 先

クスノキ

ワシントニアパーム

注１：（別図）公募対象樹木平面図の番号を記載してください。

□ 伐採して有効活用を図る。

樹 種 番 号（注１） 本 数

クスノキ

ワシントニアパーム

注１：（別図）公募対象樹木平面図の番号を記載してください。



２ 作業の方法

以下の項目で該当箇所にチェックを記載。

①国道、県道又は市町村道において移植等の実績、若しくは工事実績がある。

□ 実績がある （②の回答へ）

□ 実績がない （③の回答へ）

②代表する工事実績を記入してください。

何時 ：平成 年 月 から約 日間

場所 ：○○市○○町○○番地 （○道 ○○線）

工事名：

発注者：

工事内容を記入してくさい。

③工事実績のあるものへ依頼する。

□ 依頼先が決定している。 （④の回答へ）

□ 依頼先が決定していない。（⑤の回答へ）

④依頼先と代表する工事実績を記入してください。

依頼先：

何時 ：平成 年 月 から約 日間

場所 ：○○市○○町○○番地 （○道 ○○線）

工事名：

発注者：

工事内容を記入してくさい。

⑤依頼先が決定していないことについて

□ 依頼先は決定していないが、依頼予定者と協議を進めている。

□ 選定の結果を待って、協議を行う予定。

□ その他

（その他を選んだ場合、その理由等を記入してください。）



３ 作業の期間

作業予定期間 道路法２４条等の許可日から令和元年 月 日）

（実作業日数 ○日間）

４ 応募者の連絡先

電話番号（携帯可）：○○○－○○○○－○○○○

緊急連絡先 ：○○○－○○○○－○○○○

ＦＡＸ番号 ：○○○○－○○－○○○○

メールアドレス ：○○○○

※ＦＡＸ、メールアドレスは、ある場合のみ記入してください。

５ 応募資格について（各項目を確認し、チェックを入れること。）

※全てにチェックが入っていない方は、「応募資格」がありません。

□ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いないこと。

□ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）の規定による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）の規定による再生手続開始の申立て

がなされていないこと（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の

規定による再生計画認可の決定を受けている場合を除く。）。

□ 次に掲げる法人等でないこと。

ア 役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑に処せら

れている者が含まれている法人等

イ 役員又は経営に参加している者に、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の関係者又

はその関係者と密接な関係を有する者が含まれている法人等

（法人で応募する場合は、様式第４号「役員等一覧」を合わせて提出すること。）

□ 直近１年間の税を滞納していないこと。

６ その他（各項目を確認し、チェックを入れること。）

※全てにチェックが入っていない方は、選出されません。

□ 要領「第９条 選定後に必要な許可手続き」について、同意する。

□ 要領「第１０条 植栽移植等の許可条件」について、同意する。

□ 要領「第１１条 留意事項」について、同意する。



様式第２号

文書番号

令和元年 月 日

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者氏名 殿

宮崎県都市計画課長

宮崎駅西口駅前広場植栽移植等申込の審査結果について（通知）

宮崎駅西口駅前広場植栽移植等については、あなたが○○の移植（もしくは伐採）予定

者に選出されました。

つきましては、「宮崎駅西口駅前広場植栽移植等に関する公募実施要項」第９条の規定

による許可の手続き速やかに行ってくださるようお願いいたします。

なお、申請手続等につきまして御不明な点等ありましたら、下記までお問い合わせくだ

さい。

記

１ 問い合わせ先

宮崎県 都市計画課 街路担当 日髙、甲斐

電 話 ０９８５－２６－７１９２

なお、道路法２４条許可申請につきましては、宮崎土木事務所管理担当へお問い合わ

せください。（電話０９８５－２６－７２８６）



様式第３号

文書番号

令和元年 月 日

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者氏名 殿

宮崎県都市計画課長

宮崎駅西口駅前広場植栽移植等申込の審査結果について（通知）

宮崎駅西口駅前広場植栽移植等については、あなたは○○の移植（もしくは伐採）予定

者に選出されませんでした。

なお、御不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせください。

記

１ 問い合わせ先

宮崎県 都市計画課 街路担当 日髙、甲斐

電 話 ０９８５－２６－７１９２


