
高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領 新旧対照表
新 旧

第１～第５（略）

別表第１

第１～第５ （略）

別表第１

対象行為 森林経営計画作成促進 森林境界の明確化 森林経営計画・森林境界の
明確化に向けた条件整備

対象森林 （略） （略） 対象森林は、次の１から２のいずれ
かの森林とする。
１ 市町村長と「森林経営計画作成
促進」の協定を締結した森林（平
成29年度までに複数年にわたる
「森林経営計画作成促進」の協定
を締結した森林は協定終了まで
対象とする。）
２ 市町村長と「森林境界の明確
化」の協定を締結した森林（平成
29年度までに複数年にわたる
「森林境界の明確化」の協定を締
結した森林は協定終了まで対象
とする。）ただし、森林境界の明確
化の｢ICTを活用した森林境界の
測量｣の森林は、原則として対象
としない。

交付対象外森林 次の１から６までに掲げる森林は対象森林から
除外する。
１ 国、県又は市町村が所有する森林
２ 国立研究開発法人森林研究・整備機構が分
収林特別措置法第２条第１項に規定する造林
者又は造林費負担者として同項に規定する分
収造林契約に基づき、造成に係る事業が行わ
れる森林
３ 中小企業基本法第２条第１項に規定する中
小企業者以外の会社が所有している森林
４ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国
立大学法人が所有している森林
５ 他の事業により森林の現況調査が既に実施
された森林

次の１から６までに掲げる森林は対象森
林から除外する。ただし、森林経営計画作
成促進の地域活動と併せて当該地域活動を
実施する場合の対象森林及び対象森林から
除外する森林は、森林経営計画作成促進の
対象森林に順ずる。
１ 国、県又は市町村が所有する森林
２ 国立研究開発法人森林研究・整備機構
が分収林特別措置法第２条第１項に規定
する造林者又は造林費負担者として同項
に規定する分収造林契約に基づき、造成
に係る事業が行われる森林
３ 分収林特別措置法第10条第２項に規
定する森林整備法人が、同法第２条第１
項に規定する造林者又は造林費負担者と
して同項に規定する分収林契約に基づ
き、造成に係る事業を行う森林
４ 中小企業基本法第２条第１項に規定す
る中小企業者以外の会社が所有している
森林
５ 国立大学法人法第２条第１項に規定す
る国立大学法人が所有している森林
６ 既に境界が明瞭な森林

（略）

積算基礎森林 対象森林のうち、次の１又は２に該当する森
林（既に、平成29年度において森林整備地域活
動支援交付金実施要領（平成14年３月29日付
け13林政企第118号農林水産事務次官依命通
知）の第４に定める「森林経営計画作成促進」
及び第５に定める「施業集約化の促進」及び平
成30年度から令和３年度までにおいて、（平成
30年３月30日付け29林政経第349号林野庁
長官通知）の別表１のⅠの２の１の（２）の①
に定める「森林経営計画作成促進」の積算基礎
森林として計上されている森林を除く（ただし、
計画期間の終了が見込まれる森林若しくは計画
を変更して間伐を実施しようとする森林又は
「森林経営計画作成促進」において、次の２に
該当する森林に対して交付を受けた者と異なる
者が交付を受ける場合にあってはこの限りでは
ない。）。）面積の合計とする。
なお、不在村森林所有者に対する加算措置の
適用を受ける場合は、「合意形成活動」、「森林の
位置情報の確認」の対象行為を実施した不在村
森林所有者の所有する森林面積とする。

（略） 対象森林のうち、次の１から
２に該当する森林の面積とす
る。
１ 本実施要領に基づく「森林
経営計画作成促進」の交付金の
積算基礎森林。
２ 本実施要領に基づく「森林
境界の明確化」の交付金の積算
基礎森林。

対象行為 森林経営計画作成促進 森林境界の明確化 森林経営計画・森林境界の
明確化に向けた条件整備

対象森林 （略） （略） （対象森林は、次の１から２のいず
れかの森林とする。
１ 市町村長と「森林経営計画作成
促進」の協定を締結した森林（平
成29年度までに複数年にわたる
「森林経営計画作成促進」の協定
を締結した森林は協定終了まで
対象とする。）
２ 市町村長と「森林境界の明確
化」の協定を締結した森林（平成
29年度までに複数年にわたる
「森林境界の明確化」の協定を締
結した森林は協定終了まで対象
とする。）ただし、森林境界の明確
化の｢ICT技術を活用した森林境
界の測量｣の森林は、原則として
対象としない。

交付対象外森林 次の１から６までに掲げる森林は対象森林か
ら除外する。
１ 国、県又は市町村が所有する森林
２ 国立研究開発法人森林研究・整備機構が分
収林特別措置法（昭和33年法律第57号）第
２条第１項に規定する造林者又は造林費負
担者として同項に規定する分収造林契約に
基づき、造成に係る事業が行われる森林
３ 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）
第２条第１項に規定する中小企業者以外の
会社が所有している森林
４ 国立大学法人法（平成15年法律第112号）
第２条第１項に規定する国立大学法人が所
有している森林
５ 他の事業により森林の現況調査が既に実
施された森林

次の１から６までに掲げる森林は対象森
林から除外する。ただし、森林経営計画作成
促進の地域活動と併せて当該地域活動を実
施する場合の対象森林及び対象森林から除
外する森林は、森林経営計画作成促進の対象
森林に順ずる。
１ 国、県又は市町村が所有する森林
２ 国立研究開発法人森林研究・整備機構が
分収林特別措置法（昭和33年法律第57
号）第２条第１項に規定する造林者又は造
林費負担者として同項に規定する分収造
林契約に基づき、造成に係る事業が行われ
る森林
３ 分収林特別措置法第10条第２項に規定
する森林整備法人が、同法第２条第１項に
規定する造林者又は造林費負担者として
同項に規定する分収林契約に基づき、造成
に係る事業を行う森林
４ 中小企業基本法（昭和38年法律第154
号）第２条第１項に規定する中小企業者以
外の会社が所有している森林
５ 国立大学法人法（平成15年法律第112
号）第２条第１項に規定する国立大学法人
が所有している森林
６ 既に境界が明瞭な森林

（略）

積算基礎森林 対象森林のうち、次の１又は２に該当する森
林（既に、平成28年度から平成29年度までに
おいて森林整備地域活動支援交付金実施要領
（平成14年３月29日付け13林政企第118号
農林水産事務次官依命通知）の第４に定める
「森林経営計画作成促進」及び第５に定める
「施業集約化の促進」及び平成30年度から令
和２年度までにおいて、（平成30年３月30日
付け29林政経第349号林野庁長官通知）の別
表１のⅠの２の１の（２）の①に定める「森林
経営計画作成促進」の積算基礎森林として計上
されている森林を除く（ただし、計画期間の終
了が見込まれる森林若しくは計画を変更して
間伐を実施しようとする森林又は「森林経営計
画作成促進」において、次の２に該当する森林
に対して交付を受けた者と異なる者が交付を
受ける場合にあってはこの限りではない。）。）
面積の合計とする。
なお、不在村森林所有者に対する加算措置の
適用を受ける場合は、「合意形成活動」、「森林の
位置情報の確認」の対象行為を実施した不在村

（略） 対象森林のうち、次の１から
２に該当する森林の面積とす
る。
１ 本実施要領に基づく「森林
経営計画作成促進」の交付金の
積算基礎森林。
２ 本実施要領に基づく「森林
境界の明確化」の交付金の積算
基礎森林。ただし、ICTを活用
した森林境界の測量を実施し
た森林は、原則として対象とし
ない。



１ 地域活動の実施により、森林経営計画を策
定すること等について、書面により森林所有
者等の合意が得られた森林
２ １以外の森林であって、森林内に立ち入っ
て現況調査等を行い、その成果を市町村に提
供する森林。

交付対象者 （略） （略） （略）

地域活動及びそ
の具体的内容

（略） （削る）

１ 森林境界の測量
森林簿、森林計画図、登記簿その他の
書類により、区域の面積、森林所有者、
境界の状況、その他境界の測量に必要な
森林情報の収集。境界が不明瞭な森林で
行う境界の測量。地域活動により得られ
た情報の整理・保存、市町村への情報提
供。

２ 森林境界測量の精度向上
１の測量において、性能の高い機器を
用いて境界の測量及び基準点等と結合
する測量。地域活動により得られた情報
の整理・保存・市町村への情報提供等。

３ ＩＣＴを活用した森林境界の測量
レーザ計測データ、空中写真、森林計
画図、林地台帳その他境界を確認するた
めに必要な情報の収集。収集した情報の
分析により推定した｢境界案｣の作成。地
域活動により得られた情報の整理・保
存、市町村への情報提供

４ 不在村森林所有者の現地立会
不在村森林所有者による現地立会

（略）

交付額及び交付
単価

１ 交付対象者への交付額は、協定に基づき対
象森林内で行った対象行為に要した額とす
る。ただし、積算基礎森林の面積に、１ヘク
タール当たりの交付単価を乗じて得た額を上
限額とする。
２ 交付単価は、次のとおりとする。
〈積算基礎森林の面積１ヘクタール当たり〉
(1)経営委託 28,500円
(2)共同計画等 6,000円
(3)間伐促進 22,500円
(4)不在村森林所有者加算 10,500円
３ 交付単価の適用
(1) 経営委託とは、森林経営計画作成のため
に森林経営委託契約を締結した森林であっ
て、計画期間内に間伐を実施するもの（た
だし、計画期間内の間伐実施について書面
等により合意が得られているものに限る。）
をいう。

(2) 共同計画等とは、経営委託以外の森林を
いう。

(3) 間伐促進とは、森林経営計画の対象森林
であって当該計画の計画期間内において計
画を変更し間伐を実施しようとする森林
（ただし、経営委託以外の森林で計画期間
内の間伐実施について書面等により合意が
得られているものに限る。この場合におい
て、当該交付金が返還された森林について
は、当該交付金は交付されなかったものと
みなす。）をいう。

(4) 不在村森林所有者加算とは、経営委託、
共同計画等及び間伐促進と併せて不在村森
林所有者に対する合意形成活動を行った場

１ 交付対象者への交付額は、協定に基づ
き対象森林内で行った対象行為に要した
額とする。ただし、積算基礎森林の面積
に、１ヘクタール当たりの交付単価を乗
じて得た額を上限額とする。
２ 交付単価は、次のとおりとする。
〈積算基礎森林の面積１ヘクタール当
たり〉

（削る）
(1)森林境界の測量 33,750円
(2)精度向上加算 7,500円
(3)ICT加算 12,750円
(4)不在村森林所有者加算 9,750円

３ 交付単価の適用
(1) 精度向上加算の対象は、２の(1)の森
林境界の測量を行う森林のうち、境界
を確定した任意の測点と基準点等を結
合させ、かつ性能の高い測量機器によ
り行われる測量に基づき境界を明確化
する森林をいう。
なお、２の(3)との併用適用はできな
いものとする。

(2) ICT加算の対象は、２の(1)の森林境
界の測量を行う森林のうち境界を確認
するためにレーザ計測データ、空中写
真、森林計画図、林地台帳地図等必要
な情報を収集・解析し、境界を確定(作
成した境界案について書面により合意
形成を行っていること。)する森林をい
う。
なお、２の(2)との併用適用はできな

（略）

森林所有者の所有する森林面積とする。
１ 地域活動の実施により、森林経営計画を策
定すること等について、書面により森林所有
者等の合意が得られた森林
２ １以外の森林であって、森林内に立ち入っ
て現況調査等を行い、その成果を市町村に提
供する森林。

交付対象者 （略） （略） （略）

地域活動及びそ
の具体的内容

（略） １ 森林境界の確認
森林簿、森林計画図、登記簿その他の書
類により、区域の面積、森林所有者、境界
の状況、その他境界の確認に必要な森林情
報の収集。
境界が不明瞭な森林で行う境界の確認
地域活動により得られた情報の整理・保
存、市町村への情報提供

２ 森林境界の測量
森林簿、森林計画図、登記簿その他の書
類により、区域の面積、森林所有者、境界
の状況、その他境界の測量に必要な森林情
報の収集。境界が不明瞭な森林で行う境界
の測量。地域活動により得られた情報の整
理・保存、市町村への情報提供。

（新設）

３ ＩＣＴ技術を活用した森林境界の測量
レーザ計測データ、空中写真、森林計画
図、林地台帳その他境界を確認するために
必要な情報の収集。収集した情報の分析に
より推定した｢境界案｣の作成。地域活動に
より得られた情報の整理・保存、市町村へ
の情報提供

４ 不在村森林所有者の現地立会
不在村森林所有者による現地立会

（略）

交付額及び交付
単価

１ 交付対象者への交付額は、協定に基づき対
象森林内で行った対象行為に要した額とす
る。ただし、積算基礎森林の面積に、１ヘク
タール当たりの交付単価を乗じて得た額を
上限額とする。
２ 交付単価は、次のとおりとする。
〈積算基礎森林の面積１ヘクタール当たり〉
(1)経営委託 28,500円
(2)共同計画等 6,000円
(3)間伐促進 22,500円
(4)不在村森林所有者加算 10,500円
３ 交付単価の適用
(1) 経営委託とは、森林経営計画作成のため
に森林経営委託契約を締結した森林であ
って、計画期間内に間伐を実施するもの
（ただし、計画期間内の間伐実施について
書面等により合意が得られているものに
限る。）をいう。

(2) 共同計画等とは、経営委託以外の森林を
いう。

(3) 間伐促進とは、森林経営計画の対象森林
であって当該計画の計画期間内において
計画を変更し間伐を実施しようとする森
林（ただし、経営委託以外の森林で計画期
間内の間伐実施について書面等により合
意が得られているものに限る。この場合に
おいて、当該交付金が返還された森林につ
いては、当該交付金は交付されなかったも
のとみなす。）をいう。

(4) 不在村森林所有者加算とは、経営委託、
共同計画等及び間伐促進と併せて不在村
森林所有者に対する合意形成活動を行っ

１ 交付対象者への交付額は、協定に基づき
対象森林内で行った対象行為に要した額
とする。ただし、積算基礎森林の面積に、
１ヘクタール当たりの交付単価を乗じて
得た額を上限額とする。
２ 交付単価は、次のとおりとする。
〈積算基礎森林の面積１ヘクタール当た
り〉
(1)森林境界の確認 12,000円
(2)森林境界の測量 33,750円
（新設）
(3) ICT 技術を活用した森林境界の測量
12,750円

(4)不在村森林所有者加算 9,750円
３ 交付単価の適用
（新設）

(1) ICT技術を活用した森林境界の測量と
は森林境界の測量を行う森林において、
境界を確認するためにレーザ計測デー
タ、空中写真、森林計画図、林地台帳地
図等必要な情報を収集・分析し、境界案
を作成する。

（略）



合に加算する。
(5) 不在村森林所有者加算の対象は、居住地
と対象森林の所在する市町村とが異なって
おり、かつ居住地が対象森林内に所有する
森林から概ね60km以上離れている又は一
般乗合旅客自動車等により概ね２時間以上
を要する森林の所有者とする。

いものとする。
(3) 不在村森林所有者加算とは不在村森
林所有者が現地立会を行った場合に２
の(1)に加算する。

(4) 不在村森林所有者加算の対象は、居
住地と対象森林の所在する市町村とが
異なっており、かつ居住地が対象森林
内に所有する森林から概ね60km以上
離れている又は一般乗合旅客自動車に
より概ね２時間以上を要する森林の所
有者とする。

（削る）

市町村との協定
（又は実施計画
書及びその内容

（略） （略） （略）

協定書の附属書
類

（略） （略） （略）

実施状況報告書 １ （略）
２ 交付対象者と当該対象行為が実施された森
林の森林所有者が異なる場合にあっては、当
該森林所有者に対しても、求めに応じて当該
報告書を提出する。
３～４（略）

（略） （略）

実施状況報告書
の添付書類

（略） （略） （略）

実施状況報告書
の提供等

（略） （略） （略）

交付金の返還 （略） （略） （略）

交付金の返還免
除

（略）

返還手続 （略） （略） （略）

交付金の会計経
理

１ 補助事業者等は補助事業等の収入及び支出について、交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類
等を補助事業等の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。
２ 市町村及び交付金の交付を受けた者は、次の証拠書類を保管するものとする。
(1)～(2)（略）
（削る）

（削る）

た場合に加算する。
(5) 加算措置の対象となる不在村森林所有
者とは、居住地が対象森林の所在する市町
村と異なっており、かつ居住地が対象森林
内に所有する森林から概ね60km以上離
れている又は一般乗合旅客自動車等によ
り概ね２時間以上を要する森林の所有者
とする。

(2) 不在村森林所有者加算とは不在村森林
所有者が現地立会を行った場合に２の
(1)又は(2)に加算する。

(3) 加算措置の対象となる不在村森林所有
者とは、居住地が対象森林の所在する市
町村と異なっており、かつ居住地が対象
森林内に所有する森林から概ね60km以
上離れている又は一般乗合旅客自動車
により概ね２時間以上を要する森林の
所有者とする。

(4) 森林計画作成促進の不在村森林所有者
加算を適用する森林は、２の(3)は適用し
ないこととする。

市町村との協定
（又は実施計画
書）及びその内容

（略） （略） （略）

協定書の附属書
類

（略） （略） （略）

実施状況報告書 １ （略）
２ 交付対象者が当該対象行為が実施された
森林の森林所有者と異なる場合にあっては、
当該森林所有者に対しても、求めに応じて当
該報告書を提出する。
３～４（略）

（略） （略）

実施状況報告書
の添付書類

（略） （略） （略）

実施状況報告書
の提供等

（略） （略） （略）

交付金の返還 （略） （略） （略）

交付金の返還免
除

（略）

返還手続 （略） （略） （略）

交付金の会計経
理

（新設）

１ 市町村及び交付金の交付を受けた者は、次の証拠書類を保管するものとする。
(1)～(2)（略）
２ 会計経理の適正化

交付金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、交付金の交付に関する経理書類を交付金の交付を受けた日
から起算して５年間保管しなければならない。

３ 交付金の交付を受けた者は、次の事項に留意して会計経理を行うものとする。
(1) 交付金の経理は、独立の帳簿を設ける等の方法により、他の経理と区別して行うこと。なお、必要に応じて金融機関に預
金口座等を設けること

(2) 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理しておくこと



別表第２

別表第３

対象行為の確認方法

別表第２

別表第３

対象行為の確認方法

対象行為 地域活動 具 体 的 内 容

森林経営計画作成促進
森林情報の収集 （略）

森林調査 （略）

合意形成活動 （略）

森林境界の明確化

（削る） （削る）

森林境界の測量 （略）

森林境界測量の精度
向上

森林境界の測量において、性能の高い機器を用いて境
界の測量及び基準点等と結合する測量。地域活動により
得られた情報の整理・保存、市町村への情報提供等

ICT を活用した森林
境界の測量

レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳そ
の他境界を確認するために必要な情報の収集。収集した情
報の分析により推定した｢境界案｣の作成。地域活動により
得られた情報の整理・保存、市町村への情報提供

不在村森林所有者の
現地立会

（略）

森林経営計画作成・森林
境界の明確化に向けた
条件整備

作業路網の改良活動
（略）

対 象 行 為 確 認 方 法

森林経営計画作成促進
(書類審査）
対象行為の実施状況を踏まえた報告書で確認

森林境界の明確化
(書類審査）
対象行為の実施状況を踏まえた報告書等で確認

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向け
た条件整備

(現地確認）
路盤補強、排水施設や土留の設置などの改良活動状況等の現地確認
(書類審査）
対象行為の実施状況の報告書で確認。

対象行為 地域活動 具 体 的 内 容

森林経営計画作成促進
森林情報の収集 （略）

森林調査 （略）

合意形成活動 （略）

森林境界の明確化

森林境界の確認

森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類により、区
域の面積、森林所有者、境界の状況、その他境界の確認
に必要な森林情報の収集。境界が不明瞭な森林で行う境
界の確認。地域活動により得られた情報の整理・保存、
市町村への情報提供

森林境界の測量 （略）

（新設） （新設）

ICT 技術を活用した
森林境界の測量

レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳そ
の他境界を確認するために必要な情報の収集。収集した情
報の分析により推定した｢境界案｣の作成。地域活動により
得られた情報の整理・保存、県、市町村への情報提供

不在村森林所有者の
現地立会

（略）

森林経営計画作成・森林
境界の明確化に向けた
条件整備

作業路網の改良活動
（略）

対 象 行 為 確 認 方 法

森林経営計画作成促進
(書類審査）
対象行為の実施状況を踏まえた報告書で確認

森林境界の明確化
(書類審査）
対象行為の実施状況を踏まえた報告書等で確認

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向け
た条件整備

(現地検査）
路盤補強、排水施設や土留の設置などの改良活動状況等の現地確認
(書類審査）
対象行為の実施状況の報告書で確認。



別表第４

高知県森林整備地域活動支援交付金（推進事務事業）

別表第４

高知県森林整備地域活動支援交付金（推進事務事業）

交付
金額

地域活動に要した交付金の総額の２パーセントを基準に、交付実績及び説明会の開催等を勘案し、調整した額とする。

対象行為は、下記に基づき市町村が行う事務

推進
事務

１ 地域説明会の開催
交付金の概要及び協定の締結に必要な事項について、対象森林の森林所有者等を対象に説明会を実施する。

２ 協定の作成指導
協定の締結が円滑に行われるよう、森林所有者等を対象に協定の締結に必要な事務等について指導する。

３ 推進事務の実施に必要な現地指導、現地調査等交付金の交付に必要な事務

確認
事務

「森林経営計画作成促進」、「森林境界の明確化」の対象行為の実施結果及び対象行為に要した経費について、下記の
１により確認し、「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」の対象行為の実施状況及び対象行為に
要した経費について、下記の１から３までにより確認する。
１ 書類審査
対象行為の実施結果、実施状況及び対象行為に要した経費を確認するための書類等に基づき、対象行為が確実に
実施されていることを確認する。
注：書類審査は、全ての地域活動で実施する。
２ 現地確認計画の策定等
現地確認計画の策定等については、以下のとおり行う。
（１）現地確認計画の策定

市町村は、毎年度、対象行為の実施状況を確認するため、確認の時期、確認体制、確認の方法等について具体
的な計画を策定する。

（２) 確認野帳の作成
市町村は、現地確認を円滑に実施するため、対象行為の現地確認に必要な事項を記載した確認野帳(４号様式）
を作成する。

（３）標示票の作成及び標示票の配布
市町村は、現地確認を円滑に実施するため、標示票(５号様式）を作成し、事前に該当する交付対象者に配布す
る。

３ 現地確認
現地確認は、以下のとおり行う。

（１） 交付対象者への通知書の送付
ア 現地確認の実施に当たっては、市町村は、現地確認の日時、確認の方法等について、交付対象者にあらか
じめ通知書(６号様式）により連絡する。

イ 交付対象者は、現地確認日前に、標示票に必要な事項を記入の上、現地に標示票を掲示するものとする。
（２） 現地確認の方法

ア 現地確認は、協定ごとに、掲示された標示票に基づいて、所要の事項を確認するとともに、現地において
対象行為の実施状況の確認を行うものとする。

イ 現地確認に当たっては、対象行為の確認が市町村のみでは困難であると判断される場合は、交付対象者の
立会を求めることができる。

ウ 現地確認者は、交付対象者が現地確認内容を認知できるように、掲示された標示票に現地確認日、確認野
帳に交付の適否等を記入する。

交付
事務

市町村は、交付対象者（交付金を代理により受領する者がいる場合にあっては、その者）への交付額を記載した支払
調書（７号様式）を作成する。

交付
金額

地域活動に要した交付金の総額の２パーセントを基準に、交付実績及び説明会の開催等を勘案し、調整した額とする。

対象行為は、下記に基づき市町村が行う事務

推進
事務

１ 地域説明会の開催
交付金の概要及び協定の締結に必要な事項について、対象森林の森林所有者等を対象に説明会を実施する。

２ 協定の作成指導
協定の締結が円滑に行われるよう、森林所有者等を対象に協定の締結に必要な事務等について指導する。

３ その他交付金の交付の実施に必要な事務

確認
事務

「森林経営計画作成促進」、「森林境界の確認」の対象行為の実施結果及び対象行為に要した経費について、下記の１
により確認し、「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」の対象行為の実施状況及び対象行為に要
した経費について、下記の１から３までにより確認する。
１ 書類審査
対象行為の実施結果、実施状況及び対象行為に要した経費を確認するための書類等に基づき、対象行為が確実に
実施されていることを確認する。
注：書類審査は、全ての地域活動で実施する。

２ 現地確認計画の策定等
現地確認計画の策定等については、以下のとおり行う。

（１） 現地確認計画の策定
市町村は、毎年度、対象行為の実施状況を確認するため、確認の時期、確認体制、確認の方法等について具
体的な計画を策定する。

（２) 確認野帳の作成
市町村は、現地確認を円滑に実施するため、対象行為の現地確認に必要な事項を記載した確認野帳(４号様式）
を作成する。

（３）標示票の作成及び標示票の配布
市町村は、現地確認を円滑に実施するため、標示票(５号様式）を作成し、事前に該当する交付対象者に配布す
る。

３ 現地検査
現地確認は、以下のとおり行う。

（１） 交付対象者への通知書の送付
ア 現地確認の実施に当たっては、市町村は、現地確認の日時、確認の方法等について、交付対象者にあらか
じめ通知書(６号様式）により連絡する。
イ 交付対象者は、現地確認日前に、標示票に必要な事項を記入の上、現地に標示票を掲示するものとする。

（２） 現地確認の方法
ア 現地確認は、協定ごとに、掲示された標示票に基づいて、所要の事項を確認するとともに、現地において
対象行為の実施状況の確認を行う
ものとする。
イ 現地確認に当たっては、交付対象者の立会を求めることができる。
ウ 現地確認者は、交付対象者が現地確認内容を認知できるように、掲示された標示票に、現地確認の結果を
記入する。

交付
事務

市町村は、交付対象者（交付金を代理により受領する者がいる場合にあっては、その者）への交付額を記載した支払
調書（７号様式）を作成する。



１号様式～２号様式（略） １号様式～２号様式（略）

実施期間：令和　年　月　日　～　年　月　日 実施期間：令和　年　月　日　～　年　月　日

実施者名：○○○○（協定の代表者） 実施者名：○○○○（協定の代表者）

積算基礎森林面積 積算基礎森林面積

2

実行経費内訳報告書 実行経費内訳報告書

５　（略） ５　（略）

「森林境界の明確化」実施状況報告書 「森林境界の明確化」実施状況報告書

1 1

2 2

3 3

加算措置 加算措置

精度向上 ICT 不在村 （新設） ICT 不在村

計 計

（注） （注）１

4 4

区　　　分 金額　（円） 備　　　　考 区　　　分 金額　（円） 備　　　　考

①人件費 ①人件費

②交通運搬費 ②交通運搬費

③物品費 ③物品費

④委託費 ④委託費

⑤その他 ⑤その他

合　　　計 合　　　計

（注） 区分については適宜追加してください。 （注） 区分については適宜追加してください。

番号 森林の所在地 所有者名 面積(ha)
測量延長

(m)
備　考 番号 森林の所在地 所有者名 面積(ha)

測量延長
(m)

備　考

｢加算措置｣のうち「精度向上」とは実施要領第３の別表第１「交付額及び交付単価」２の(２)に定める交付
単価を適用した森林面積、｢ICT｣とは実施要領第３の別表第１｢交付額及び交付単価｣２の（３）に定める交
付単価の加算を適用した森林面積、｢不在村｣とは実施要領第３の別表第１｢交付額及び交付単価｣２の（４）
に定める交付単価の加算を適用した森林面積。

｢加算措置｣のうち｢ICT｣とは、実施要領第３の別表第１｢交付額及び交付単価｣２の（３）に定める交付単
価の加算を適用した森林面積、｢不在村｣とは、実施要領第３の別表第１｢交付額及び交付単価｣２の（４）に
定める交付単価の加算を適用した森林面積。

（削除） ｢備考｣欄には、森林境界の確認は｢確認｣、森林境界の測量は｢測量｣、ICT技術加算による測量は｢ICT｣
を記載してください。



６　対象行為等実施状況 ６　対象行為等実施状況

７　（略） ７　（略）

３号様式～８号様式（略） ３号様式～８号様式（略）

番 号 日 付 活動時間 対象行為の 対象行為の 対象行為の 備 考 番 号 日 付 活動時間 対象行為の 対象行為の 対象行為の 備 考

（注）１ ｢対象行為の実施箇所」には、地域活動を行った林小班名等を記載してください。 （注）１ ｢対象行為の実施箇所」には、地域活動を行った林小班名等を記載してください。
2 2「対象行為の具体的内容」には、「境界の測量」、「精度向上による測量」、「ICTによる測量」等を記載してく

ださい。
「対象行為の具体的内容」には、「境界の確認」、「境界の測量」、「ITCによる測量」、「区域表示」
等を記載してください。


