
新 旧

別表第１（第３条、第６条関係） 別表第１（第３条、第６条関係）

区　　　分 採　択　基　準 区　　　分 採　択　基　準
０１　体質強
化

 県が作成する体質強化計画に明記され
た「原木供給計画参画事業実施主体」
のうち、市町村、森林整備法人等及び
知事が選定した林業経営体（以下「選
定経営体」という。）

間伐材の生産 人工林で行う不用木の除去（侵入
竹を含む。）
不良木の淘汰（育成しようとする
樹木の一部を伐採することにより
本数密度の調整、残存木の生長促
進等を図ることをいう。）
支障木、あばれ木等の伐倒
造材、集材、搬出集積、積込、原
木仕分け費、その他附帯施設整備

「略」 別表第４のとおり ０１　体質強
化

１　間伐材生産 県が作成する、体質強化計画に明記さ
れた「原木供給計画参画事業実施主
体」のうち市町村、森林整備法人等及
び知事が選定した林業経営体（以下
「選定経営体」という。）

間伐材の生産 人工林で行う不用木の除去（侵入竹
を含む。）
不良木の淘汰（育成しようとする樹
木の一部を伐採することにより本数
密度の調整、残存木の生長促進等を
図ることをいう。）
支障木やあばれ木等の伐倒
造材、集材、搬出集積、積込、原木
仕分け費、その他附帯施設整備

「略」 ①搬出材積50m3未満
　定額単価350,000円/haに、「高知県造林事業査定要
領」に基づき算定した間接費（千円未満切り捨て）を加
算した額以内。

②搬出材積50m3以上70m3未満
　①に、定額76,000円/ha以内を加えた額。ただし、補
助対象となる事業費から①の金額を差し引いた額以内
（千円未満切り捨て）。

③搬出材積70m3以上
　①に、定額152,000円/ha以内を加えた額。ただし、補
助対象となる事業費から①の金額を差し引いた額以内
（千円未満切り捨て）。

関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の
同意取付け等

森林施業に着手する上で、直接必要となるもの 「略」 関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の同
意取り付け等

森林施業に着手する上で直接必要となるもの 「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む。）の２分の１（千円未満切捨
て）により算出した額以内。

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む）の２分の１（千円未満切捨）
により算出した額以内。

２　路網の整備 林業専用道(規
格相当)整備

「略」 「略」 高知県林業専用道（規格相当）及び森林作業道設計・技
術審査会の審査の結果仕分けられた傾斜区分（15度未
満：傾斜区分A、15度以上25度未満：傾斜区分B、25度以
上：傾斜区分C）に応じて以下の補助率とする。

傾斜区分A
　①定額
　　23,000円/m以内

傾斜区分B
　①定額（開設単価×0.9が
    25,000円/m以内の場合）
　　25,000円以内
　②90%以内（開設単価×0.9が
    25,000円/mを超える場合）
　　①の25,000円/m以内に7,000円/m
    以内を加えた額。
   （千円未満切捨て）

傾斜区分C
　①定額（開設単価×0.9が
　　27,000円/m以内の場合）
　　27,000円以内
　②90%以内（開設単価×0.9が
　　27,000円/mを超える場合）
　　①の27,000円/m以内に5,000円/m
　　以内を加えた額。
　　（千円未満切捨て）

２　路網の整備 林業専用道(規
格相当)整備

「略」 「略」 高知県林業専用道（規格相当）及び森林作業道設計・技
術審査会の審査の結果仕分けられた傾斜区分（15度未
満：傾斜区分A、15度以上25度未満：傾斜区分B、25度以
上：傾斜区分C）に応じて以下の補助率とする。

傾斜区分A
　①定額
　　23,000円/m以内

傾斜区分B
　①定額（開設単価×0.9が
    25,000円/m以内の場合）
　　25,000円以内
　②90%以内（開設単価×0.9が
    25,000円/mを超える場合）
　　①の25,000円/m以内に7,000円/m
    以内を加えた額。
   （千円未満切り捨て）

傾斜区分C
　①定額（開設単価×0.9が
　　27,000円/m以内の場合）
　　27,000円以内
　②90%以内（開設単価×0.9が
　　27,000円/mを超える場合）
　　①の27,000円/m以内に5,000円/m
　　以内を加えた額。
　　（千円未満切り捨て）

関連条件整備 「略」 「略」 「略」 関連条件整備 「略」 「略」 「略」

森林作業道整備 「略」 「略」 「略」 森林作業道整備 「略」 「略」 「略」

関連条件整備 「略」 「略」 「略」 関連条件整備 「略」 「略」 「略」

３　造林 人工造林 地拵え、植栽及び苗木運搬 「略」 定額単価546,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切捨て）を加算した
額以内。

３　造林 人工造林 地拵え、植栽、苗木運搬 「略」 定額単価546,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切り捨て）を加算し
た額以内。

下刈り 「略」 「略」 定額単価75,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切捨て）を加算した
額以内。

下刈り 「略」 「略」 定額単価75,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切り捨て）を加算し
た額以内。

関連条件整備 対象森林の調査及び森林所有者の
同意取付け等

人工造林又は下刈りに着手する上で、直接必要
となるもの

「略」 関連条件整備 対象森林の調査及び森林所有者の同
意取り付け等

人工造林又は下刈りに着手する上で直接必要と
なるもの

「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

０２　モデル
事業

１　路網の整備 林業専用道(規
格相当)整備

「略」 「略」 「略」 ０２　モデル
事業

１　路網の整備 林業専用道(規
格相当)整備

「略」 「略」 「略」

関連条件整備 「略」 「略」 「略」 関連条件整備 「略」 「略」 「略」

森林作業道整備 「略」 「略」 「略」 森林作業道整備 「略」 「略」 「略」

関連条件整備 「略」 「略」 「略」 関連条件整備 「略」 「略」 「略」

０３　成長産
業化

１　間伐材生産 市町村、森林整備法人等及び選定経営
体。

間伐材の生産 人工林で行う不用木の除去（侵入
竹を含む。）
不良木の淘汰（育成しようとする
樹木の一部を伐採することにより
本数密度の調整、残存木の生長促
進等を図ることをいう。）
支障木、あばれ木等の伐倒
造材、集材、搬出集積、積込、原
木仕分け費、その他附帯施設整備

１　森林法（昭和26年法律第249号）第11条に
規定する森林経営計画対象森林において本事業
を実施する場合は、当該計画に基づいて行うこ
と。

２　森林経営計画が作成されていない森林で本
事業を実施しようとする場合は、事業実施前又
は事業実施後において、当該森林を森林経営計
画の対象森林とするよう努めること。

３　１施行地は、0.1ha以上とする。なお、１
施行地とは、原則として接続する区域とし、事
業実施主体が本事業を申請する際の最低単位と
することができる。

４　知事が別に定める生産基盤強化区域内で実
施すること

「略」 ０３　成長産
業化

１　間伐材生産 市町村、森林整備法人等及び選定経営
体。

間伐材の生産 人工林で行う不用木の除去（侵入竹
を含む。）
不良木の淘汰（育成しようとする樹
木の一部を伐採することにより本数
密度の調整、残存木の生長促進等を
図ることをいう。）
支障木やあばれ木等の伐倒
造材、集材、搬出集積、積込、原木
仕分け費、その他附帯施設整備

１　森林法（昭和26年法律第249号）第11条に
規定する森林経営計画対象森林において本事業
を実施する場合は、当該計画に基づいて行うこ
と。

２　森林経営計画が作成されていない森林で本
事業を実施しようとする場合は、事業実施前ま
たは事業実施後において、当該森林を森林経営
計画の対象森林とするよう努めること。

３　１施行地は、0.1ha以上とする。なお、１
施行地とは、原則として接続する区域とし、事
業実施主体が本事業を申請する際の最低単位と
することができる。

４　知事が別に定める生産基盤強化区域内で実
施すること

「略」

除伐（林業経営
体等能力向上支
援対策）

「略」 「略」 定額単価151,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切捨て）を加算した
額以内。

除伐（林業経営
体等能力向上支
援対策）

「略」 「略」 定額単価151,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切り捨て）を加算し
た額以内。

保育間伐（林業
経営体等能力向
上支援対策）

「略」 「略」 定額単価141,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切捨て）を加算した
額以内。

保育間伐（林業
経営体等能力向
上支援対策）

「略」 「略」 定額単価141,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切り捨て）を加算し
た額以内。

関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の
同意取付け等

「略」 「略」 関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の同
意取り付け等

「略」 「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む。）の２分の１（千円未満切捨
て）により算出した額以内。

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む）の２分の１（千円未満切捨）
により算出した額以内。

メニュー 事業実施主体 事業種目
補　助　対　象　経　費

補　助　率 メニュー 事業実施主体 事業種目
補　助　対　象　経　費

補　助　率

県が作成する体質強化計画に明記され
た「原木供給計画の間伐生産目標」に
資する路網整備を行う者のうち、市町
村、森林整備法人等及び選定経営体。

県が作成する、体質強化計画に明記さ
れた「原木供給計画の間伐生産目標」
に資する路網整備を行う者のうち、市
町村、森林整備法人等及び選定経営
体。

林業成長産業化地域として選定された
地域において、林業成長産業化地域構
想に参画する事業体のうち、市町村、
森林組合、生産森林組合、森林組合連
合会、森林整備法人等、森林経営計画
の認定を受けた者及び特定間伐等促進
計画に実施主体として定められた者そ
の他都道府県知事が認めるもの。

林業成長産業化地域として選定された
地域において、林業成長産業化地域構
想に参画する事業体のうち、市町村、
森林組合、生産森林組合、森林組合連
合会、森林整備法人等、森林経営計画
の認定を受けた者及び特定間伐等促進
計画に実施主体として定められた者そ
の他都道府県知事が認めるもの。
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市町村、森林整備法人等及び選定経営
体。

一貫作業 人工林で行う末木枝条の集材（主
伐時に全木又は全幹による集材が
行われるものに限る。）、地拵
え、植栽及び苗木運搬

「略」 定額単価664,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切捨て）を加算した
額以内

市町村、森林整備法人等及び選定経営
体。

一貫作業 人工林で行う末木枝条の集材（主伐
時に全木又は全幹による集材が行わ
れるものに限る）、地拵え、植栽、
苗木運搬

「略」 定額単価664,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切り捨て）を加算し
た額以内

関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の
同意取付け等

「略」 「略」 関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の同
意取り付け等

「略」 「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「削除」 「削除」 「削除」 森林作業道整備（林業経営体等能力
向上支援対策）

本表の「０３　成長産業化」、「２　資源高度
利用型施業」の「森林作業道整備」に準ずる。

本表の「０３　成長産業化」、「３　路網の整備」の
「森林作業道整備（林業経営体等能力向上支援対策）」
に準ずる。

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

３　路網の整備 市町村、森林整備法人等及び選定経営
体。

林業専用道(規
格相当)整備

「略」 １　知事が別に定める生産基盤強化区域におい
て行われるものであり、かつ、選定経営体によ
る間伐等が計画されていること。

２　林業専用道（規格相当）
　ア　知事が定める林業専用道の作設に関する
指針の基準を満たすことが難しい場合には、知
事に協議すること。
　イ　建設事業体の参入機会を設ける観点か
ら、本体工事については外部に発注すること。
ただし、建設事業体との共同事業として実施す
る等外部に発注することができない場合、外部
に発注しないことにより事業執行の迅速化及び
効率化に大きな効果が見込まれる場合等の例外
的な場合を除く。

「略」 ３　路網の整備 市町村、森林整備法人等及び選定経営
体。

林業専用道(規
格相当)整備

「略」 １　知事が別に定める生産基盤強化区域におい
て行われるものであり、かつ、選定経営体によ
る間伐等が計画されていること。

２　林業専用道（規格相当）
　ア　知事が定める林業専用道の作設に関する
指針の基準を満たすことが難しい場合には、知
事に協議すること。
　イ　建設事業体の参入機会を設ける観点か
ら、本体工事については外部に発注すること。
ただし、建設事業体との共同事業として実施す
る等外部に発注することができない場合や、外
部に発注しないことにより事業執行の迅速化や
効率化に大きな効果が見込まれる場合等の例外
的な場合を除く。

「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

関連条件整備 「略」 「略」 「略」 関連条件整備 「略」 「略」 「略」

森林作業道整備 「略」 「略」 「略」 森林作業道整備 「略」 「略」 「略」

森林作業道整備
（林業経営体等
能力向上支援対
策）

「略」 「略」 「略」 森林作業道整備
（林業経営体等
能力向上支援対
策）

「略」 「略」 「略」

関連条件整備 「略」 「略」 「略」 関連条件整備 「略」 「略」 「略」

「略」 実証的造林の施業に着手する上で、直接必要と
なるもの。

「略」 「略」 実証的造林の施業に着手する上で直接必要とな
るもの。

「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む。）の３分の２（千円未満切捨
て）により算出した額以内。

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む）の３分の２（千円未満切捨）
により算出した額以内。

リモートセンシ
ング技術の実証
を行う施行地の
森林施業

「略」 １　人工造林、下刈り
本表の「０４　先進的造林技術推進事業」、
「１　実証的造林」に準ずる。
２　除伐、間伐
本表の「０３　成長産業化」、「１　間伐材生
産」の１から３までに準ずる。

定額単価612,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切捨て）を加算した
額以内。

人工造林又は下刈りについて、効率化・低コスト化に資
する技術を導入して実施する場合は「０４　先進的造林
技術推進事業」、「１　実証的造林」に準ずる。

リモートセンシ
ング技術の実証
を行う施行地の
森林施業

「略」 １　人工造林、下刈り
本表の「０４　先進的造林技術推進事業」、
「１　実証的造林」に準ずる。
２　除伐、間伐
本表の「０３　成長産業化」、「１　間伐材生
産」の１から３に準ずる。

定額単価612,000円/haに、「高知県造林事業査定要領」
に基づき算定した間接費（千円未満切り捨て）を加算し
た額以内。

人工造林又は下刈りについて、効率化・低コスト化に資
する技術を導入して実施する場合は「０４　先進的造林
技術推進事業」、「１　実証的造林」に準ずる。

リモートセンシ
ング技術の実証
に必要な機械器
具の整備

「略」 「略」 「略」 リモートセンシ
ング技術の実証
に必要な機械器
具の整備

「略」 「略」 「略」

関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の
同意取付け等

「略」 「略」 関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有者の同
意取り付け等

「略」 「略」

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む。）の３分の２（千円未満切捨
て）により算出した額以内。

「略」 「略」 別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当たり
の標準単価（間接費含む）の３分の２（千円未満切捨）
により算出した額以内。

　　　※表中補助対象経費の区分欄の「その他」とは、補助事業に必要な施設のうち、知事が特に認めるものをいう。 　　　※表中補助対象経費の区分欄の「その他」とは、補助事業に必要な施設のうち、知事が特に認めるものをいう。

別表第２（第５条－第７条関係） 別表第２（第５条－第７条関係）

別表第３(第５条関係） 別表第３(第５条関係）

付表　「略」 付表　「略」

０４　先進的
造林技術推進
事業

１　実証的造林 市町村、森林所有者、森林組合等、森
林整備法人等、特定非営利活動法人
等、森林所有者の団体、森林経営計画
策定者、特定間伐等促進計画において
特定間伐等の実施主体に位置づけられ
た者又は森林経営管理法（平成30年法
律第35号）第36条第２項の規定により
都道府県が公表した民間事業者（以下
「民間事業者」という。

人工造林及び下
刈り
①ドローンによ
る苗木運搬を導
入した造林
②早生樹造林
③カバークロッ
プを活用した造
林
④単木チューブ
を活用した低密
度植栽
⑤その他の効率
化・低コスト化
造林

「略」 １～４　「略」
５　　早生樹造林を行う場合の樹種は、成長が
早くかつ製材品等として流通することが期待で
きるものとするが、以下の（ア）から（ウ）ま
でのいずれかに該当する樹種は除くものとす
る。
（ア）特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律（平成16年法律第78号。以
下「外来生物法」という。）第２条第１項で定
める特定外来生物
（イ）外来生物法第21条で定める未判定外来生
物
（ウ）我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれ
のある外来種リスト（生態系被害防止外来種リ
スト）に掲載されている樹種
６　「略」

人工造林及び下
刈り
①ドローンによ
る苗木運搬を導
入した造林
②早生樹造林
③カバークロッ
プを活用した造
林
④単木チューブ
を活用した低密
度植栽
⑤その他の効率
化・低コスト化
造林

「略」 １～４　「略」
５　　早生樹造林を行う場合の樹種は、成長が
早くかつ製材品等として流通することが期待で
きるものとするが、以下の（ア）～（ウ）のい
ずれかに該当する樹種は除くものとする。
（ア）特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律（平成16年法律第78号。以
下「外来生物法」という。）第２条第１項で定
める特定外来生物
（イ）外来生物法第21条で定める未判定外来生
物
（ウ）我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれ
のある外来種リスト（生態系被害防止外来種リ
スト）に掲載されている樹種
６　「略」

２　資源高度利
用型施業

人工造林については、定額単価731,000円/haに、「高知
県造林事業査定要領」に基づき算定した間接費（千円未
満切捨て）を加算した額以内。

下刈りについては、定額単価100,000円/haに、「高知県
造林事業査定要領」に基づき算定した間接費（千円未満
切捨て）を加算した額以内。

２　資源高度利
用型施業

人工造林については、定額単価731,000円/haに、「高知
県造林事業査定要領」に基づき算定した間接費（千円未
満切り捨て）を加算した額以内。

下刈りについては、定額単価100,000円/haに、「高知県
造林事業査定要領」に基づき算定した間接費（千円未満
切り捨て）を加算した額以内。

関連条件整備活
動等

関連条件整備活
動等

２　リモートセ
ンシング技術活
用実証

市町村、森林所有者、森林組合等、森
林整備法人等、特定非営利活動法人
等、森林所有者の団体、森林経営計画
策定者、特定間伐等促進計画において
特定間伐等の実施主体に位置づけられ
た者又は民間事業者。

２　リモートセ
ンシング技術活
用実証

市町村、森林所有者、森林組合等、森
林整備法人等、特定非営利活動法人
等、森林所有者の団体、森林経営計画
策定者、特定間伐等促進計画において
特定間伐等の実施主体に位置づけられ
た者又は民間事業者。

０４　先進的
造林技術推進
事業

１　実証的造林 市町村、森林所有者、森林組合等、森
林整備法人等、特定非営利活動法人
等、森林所有者の団体、森林経営計画
策定者、特定間伐等促進計画において
特定間伐等の実施主体に位置づけられ
た者又は森林経営管理法（平成30年法
律第35号）第36条第２項の規定により
都道府県が公表した民間事業者（以
下「民間事業者」という。

「略」 「略」

「略」 「略」



別表第４ 「新設」

単位：円/ha当たり以内

0% 5% 9% 15% 16% 21% 25% 31%

10㎥以上30㎥未満 171,000 180,000 186,000 197,000 198,000 207,000 214,000 224,000

30㎥以上50㎥未満 233,000 244,000 254,000 268,000 270,000 282,000 291,000 305,000

50㎥以上70㎥未満 358,000 375,000 389,000 411,000 415,000 433,000 447,000 468,000

70㎥以上 476,000 499,000 518,000 547,000 552,000 576,000 595,000 623,000

10㎥以上30㎥未満 171,000 180,000 186,000 197,000 198,000 207,000 214,000 224,000

30㎥以上50㎥未満 233,000 244,000 254,000 268,000 270,000 282,000 291,000 305,000

50㎥以上70㎥未満 295,000 309,000 321,000 339,000 342,000 357,000 368,000 386,000

70㎥以上 350,000 367,000 381,000 402,000 406,000 423,000 437,000 458,000

10㎥以上30㎥未満 0 0 0 0 0 0 0 0

30㎥以上50㎥未満 0 0 0 0 0 0 0 0

50㎥以上70㎥未満 63,000 66,000 68,000 72,000 73,000 76,000 79,000 82,000

70㎥以上 126,000 132,000 137,000 145,000 146,000 153,000 158,000 165,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。
注2）搬出材積区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

新 旧

定
額
単
価

定
額
単
価
の
財
源
内
訳

国
費

県
費

搬出材積区分
間接費率

間伐材の生産（定額単価）



別記 別記
第１号様式（第４条関係） 第１号様式（第４条関係）

○○林業（振興）事務所長　　様 ○○林業（振興）事務所長　　様

補助事業者   　　　　　　 補助事業者   　　　　　　 印

（生年月日） （生年月日）

第　　　　　　号 第　　　　　　号
令和　年　月　日

（市町村以外の交付事業者
にあっては、住所も記入し
てください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金交付申請書

新 旧

　令和　　年度において別添のとおり事業を実施したいので、高知県木材安定供給推進事業
費補助金交付要綱第４条第１項の規定により補助金　　　　　　円を交付されたく申請しま
す。

令和　年　月　日

（市町村以外の交付事業者
にあっては、住所も記入し
てください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金交付申請書

　令和　　年度において別添のとおり事業を実施したいので、高知県木材安定供給推進事業
費補助金交付要綱第４条第１項の規定により補助金　　　　　　円を交付されたく申請しま
す。



新 旧
別記第１号様式１－２ 別記第１号様式１－２

１　事業の目的 １　事業の目的

２　事業の内容及び経費の配分 ２　事業の内容及び経費の配分
（１） 総括 （１） 総括

総事業費 総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他 (Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他
(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

０１　体質強化 「略」
円 円 円 円

０１　体質強化 「略」
円 円 円 円

０２　モデル事
業 「略」

０２　モデル事
業 「略」

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　間伐材の生産 　間伐材の生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

２　資源高度利用型施業 ２　資源高度利用型施業

　一貫作業 　一貫作業

　関連条件整備
　（森林調査等）

　関連条件整備
　（森林調査等）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

３　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道（規格相当）整備 　林業専用道（規格相当）整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備 　関連条件整備

（計） （計）

０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」
０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」

（注）該当のメニュー以外は省略してください。 （注）該当のメニュー以外は省略してください。

負担区分
備　考

０３　成長産
業化

０３　成長産
業化

（総計） （総計）

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分
備　考

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目



（２）事業計画 （２）事業計画

着手 完成 着手 完成

県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定） 県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日 (Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

円 円 円 円 円 円 円 円

２路網の整備

　「略」

２路網の整備

　「略」

３造林
　「略」

３造林
　「略」

０３　成
長産業化 　間伐材の生産

０３　成
長産業化 　間伐材の生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
 （林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

　一貫作業 　一貫作業

　関連条件整備
　（森林調査等）

　関連条件整備
　（森林調査等）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

　林業専用道（規格相当）整備 　林業専用道（規格相当）整備

　森林作業道整備
　（関連条件整備を含む。）

　森林作業道整備
　（関連条件整備を含む。）

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

（計） （計）

０４　先
進的造林
技術推進
事業

１実証的造林

　「略」

０４　先
進的造林
技術推進
事業

１実証的造林

　「略」

　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。 　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

３～４　「略」 ３～４　「略」

５添付書類 ５添付書類
（１）～（４）「略」 （１）～（４）「略」
（５）税外未収金に係る誓約書兼同意書（別紙２又は別紙３） （５）誓約書

第２号様式（第５条関係）　「略」 第２号様式（第５条関係）　「略」

新 旧

事業区分
(メニュー)

事業種目 事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

事業量 事業費
((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

構造規格
又は規模

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ
)+(Ｃ))

経費内訳経費内訳

工　　期

備考 事業区分
(メニュー)

事業種目 事業実施
主 体 名

工　　期

備考

０１　体
質強化

１間伐材生産
　「略」

０１　体
質強化

１間伐材生産
　「略」

施  行
箇所名

区    分

（注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。 （注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。
　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。 　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。

１間伐材生産 １間伐材生産

２資源高度利
用型施業

２資源高度利
用型施業

３路網の整備 ３路網の整備



新 旧

第３号様式（第８条関係）

○○林業（振興）事務所長　様

１　変更の理由

２　変更の内容

３　添付書類
　　変更実施設計書

　令和　年　月　日付け高知県指令　第　　号で交付の決定（又は変更決定）がありました
補助金について、下記のとおり計画を変更したいので、高知県木材安定供給推進事業費補助
金交付要綱第８条第１項の規定により、その承認を申請します。

記

（注）　変更事項ごとに補助金交付申請書の様式に変更前（上段）及び変更後の欄を設け、
　　　変更前と変更後との内容が対比することができるように作成してください。
　　　ただし、当該変更事項が補助金交付申請書の様式中２の(2) 「事業計画」の表中で、
 　　「区分」欄の対比にとどまる場合は、「事業計画」以外の様式を省略することが
　　　できます。

第　　　　　　号
令和　年　月　日

　　　　補助事業者     　　　　　　　 
　　　　（市町村以外の補助事業者にあっては、
　 　　　 住所も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金変更・中止（廃止）承認申請書

第３号様式（第８条関係）

○○林業（振興）事務所長　様

１　変更の理由

２　変更の内容

３　添付書類
　　変更実施設計書

　令和　年　月　日付け高知県指令　第　　号で交付の決定（又は変更決定）がありました
補助金について、下記のとおり計画を変更したいので、高知県木材安定供給推進事業費補助
金交付要綱第８条第１項の規定により、その承認を申請します。

記

（注）　変更事項ごとに補助金交付申請書の様式に変更前（上段）及び変更後の欄を設け、
　　　変更前と変更後との内容が対比することができるように作成してください。
　　　ただし、当該変更事項が補助金交付申請書の様式中２の(2) 「事業計画」の表中で、
 　　「区分」欄の対比にとどまる場合は、「事業計画」以外の様式を省略することが
　　　できます。

第　　　　　　号
令和　年　月　日

　　　　補助事業者     　　印
　　　　（市町村以外の補助事業者にあっては、
　 　　　 住所も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金変更・中止（廃止）承認申請書
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第４号様式（第９条関係）

　○○林業（振興）事務所長　　様

第　　　　　号　　

令和　年　月　日　　

補助事業者     　　　　

（市町村以外の補助事業者にあっては、住所
も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金遂行状況報告書

このことについて、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱第９条の規定により、別添のとおり報告します。

第４号様式（第９条関係）

　○○林業（振興）事務所長　　様

第　　　　　号　　

令和　年　月　日　　

補助事業者    　　　　　印

（市町村以外の補助事業者にあっては、住所
も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金遂行状況報告書

このことについて、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱第９条の規定により、別添のとおり報告します。



（令和　　年　　月　　日現在） （令和　　年　　月　　日現在）

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ) (Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ)

１　間伐材生産 １　間伐材生産
２　路網の整備 ２　路網の整備
３　造林 ３　造林

０２　モデル
事業 １　路網の整備

０２　モデル
事業 １　路網の整備

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）
２　資源高度利用型施業 ２　資源高度利用型施業

　一貫作業 　一貫作業

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計） （計）
３　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道（規格相当）整備 　林業専用道（規格相当）整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備 　関連条件整備

（計） （計）
１　実証的造林 １　実証的造林
　人工造林 　人工造林
　下刈り 　下刈り
　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計） （計）
２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証 ２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証
　森林施業（※施業内容を記載） 　森林施業（※施業内容を記載）
　機械器具の整備 　機械器具の整備

関連条件整備
(森林調査等)

関連条件整備
(森林調査等)

関連条件整備
(森林作業道整備)

関連条件整備
(森林作業道整備)

関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整備)

関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整備)

（計） （計）

（注）該当のメニュー以外は省略してください。 （注）該当のメニュー以外は省略してください。

新 旧

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目
区    分

事業実施主
体

施行箇所
(路線名)

計画 出来高

進捗率  事業区分
(メニュー)及び

事業種目
区    分

事業実施主
体

施行箇所
(路線名)

計画 出来高

進捗率

（総計） （総計）

０１　体質強
化

０１　体質強
化

０３　成長産
業化

０３　成長産
業化

０４　先進的
造林技術推進
事業

０４　先進的
造林技術推進
事業



新 旧

第５号様式（第10条関係）

○○林業（振興）事務所長　　様

第　　　　　　号
令和　年　月　日

補助事業者     　　　　　　　
（市町村以外の補助事業者にあっては、住所も
記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金実績報告書

　令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　第　　号で補助金の交付の決定通知（又は補助金の変更の決
定通知）がありました事業について、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱第１０条第１項の規定
により、その実績を別添のとおり報告します。

第５号様式（第10条関係）

○○林業（振興）事務所長　　様

第　　　　　　号
令和　年　月　日

補助事業者     　　　　　印
（市町村以外の補助事業者にあっては、住所も
記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金実績報告書

　令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　第　　号で補助金の交付の決定通知（又は補助金の変更の決
定通知）がありました事業について、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱第１０条第１項の規定
により、その実績を別添のとおり報告します。



新 旧

１　補助事業の成績 １　補助事業の成績
（１） 総括 （１） 総括

総事業費 総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他 (Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他
(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

０１　体質強化
「略」

円 円 円 円
０１　体質強化

「略」
円 円 円 円

０２　モデル事
業 「略」

０２　モデル事
業 「略」

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

２　資源高度利用型施業 ２　資源高度利用型施業

　一貫作業 　一貫作業

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計） （計）

３　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備 　関連条件整備

（計） （計）

０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」
０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」

（注）該当のメニュー以外は省略してください。 （注）該当のメニュー以外は省略してください。

負担区分
備　考

０３　成長産業
化

０３　成長産業
化

（総計） （総計）

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分
備　考

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目



（２）事業実績 （２）事業実績

着手 完成 着手 完成

県補助金 市町村費 その他 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日 (Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

円 円 円 円 円 円 円 円

２路網の整備

　「略」

２路網の整備

「略」

３造林
　「略」

３造林
「略」

０３　成長
産業化 　間伐材の生産

０３　成長
産業化 　間伐材の生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

　一貫作業 　一貫作業

 　関連条件整備　（森林調査等）  　関連条件整備　（森林調査等）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

　林業専用道（規格相当）整備 　林業専用道（規格相当）整備

　森林作業道整備
　（関連条件整備を含む。）

　森林作業道整備
　（関連条件整備を含む。）

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

（計） （計）

１実証的造林
「略」

１実証的造林
「略」

２ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ
技術活用実証 「略」

２ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ
技術活用実証 「略」

　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。 　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

新 旧

事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))
構造規格
又は規模

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)
+(Ｃ))

経費内訳経費内訳

工　　期

備考
事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

工　　期

備考

０１　体質
強化

１間伐材生産
　「略」

０１　体質
強化

１間伐材生産 　「略」

施  行
箇所名

区    分

１間伐材生産 １間伐材生産

２資源高度利
用型施業

２資源高度利
用型施業

３路網の整備 ３路網の整備

０４　先進
的造林技術
推進事業

０４　先進
的造林技術
推進事業

（注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。 （注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。
　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。 　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。



２　「略」 ２　「略」

３　収支清算 ３　収支清算
（１） 「略」 （１） 「略」

（２） 支出 （２） 支出

予算額
(A)

精算額
(B)

差し引き増
減
(C)

備　考
予算額
(A)

精算額
(B)

差し引き増
減
(C)

備　考

０１　体質強化
「略」

円 円 円
０１　体質強化

「略」
円 円 円 円

０２　モデル事
業

「略」
０２　モデル事
業

「略」

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

２　資源高度利用型施業 ２　資源高度利用型施業

　一貫作業 　一貫作業

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

３　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備 　関連条件整備

０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」
０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」

（注）該当のメニュー以外は省略してください。 （注）該当のメニュー以外は省略してください。

計 計

新 旧

区分 区分

０３　成長産
業化

０３　成長産
業化



 (3)　収支精算  (3)　収支精算

「略」 「略」

「略」 「略」

０２　モ
デル事業 「略」

０２　モ
デル事業 「略」

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　（森林調査等）

　関連条件整備
　（森林調査等）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

２　資源高度利用型施業 ２　資源高度利用型施業

　一貫作業 　一貫作業

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

３　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備 　関連条件整備

０４　先
進的造林
技術推進
事業

「略」

０４　先
進的造林
技術推進
事業

「略」

（注）１　事業における区分は、別表第１の事業種目を記入してください。 （注）１　事業における区分は、別表第１の事業種目を記入してください。
　　　２　該当のメニュー以外は省略してください。 　　　２　該当のメニュー以外は省略してください。

４　添付書類 ４　添付書類
 (１)　出来高設計書  (１)　出来高設計書
 (２)　別記第１号様式の５の(３)に同じ。  (２)　別記第１号様式の５の(３)に同じ。
 (３)　別紙４の事業実施箇所別表  (３)　別紙２の事業実施箇所別表
 (４)　別紙５資源高度利用型施業事業費積算書  (４)　別紙３資源高度利用型施業事業費積算書

新 旧

区　　分
県補助金

交付決定額
精算事業費
総　　　額

県補助率
精 算 県
補助金額

既　受　領
県補助金額

差引き県補助金
未受領(返還)額

区　　分
県補助金

交付決定額
精算事業費
総　　　額

県補助率
精 算 県
補助金額

既　受　領
県補助金額

差引き県補助金
未受領(返還)額

０１　体
質強化

０１　体
質強化

０３　成
長産業化

０３　成
長産業化

計 計



別紙　「略」 別紙　「略」

新 旧

第６号様式（第10条関係）

○○林業（振興）事務所長　様

１　高知県補助金等交付規則第12条の規定による補助金の額の確定額　　金　　　　　　　　円

２　補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額  　           　   金　　　　　　　　円

３　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額  　　       金　　　　　　　　円

４　補助金返還相当額（３－２）                     　           　金　　　　　　　　円

　(２) (１)のほか参考資料

記

　(１) 別紙１

第　　　　　　号
令和　年　月　日

　　 　　補助事業者     　　　　　　　　 
　　　　（市町村以外の補助事業者にあっては、
　 　　　 住所も記入してください。）

令和　　年度消費税仕入控除税額報告書

　令和　年　月　日付け高知県指令　第　　号で交付の決定（又は変更決定）がありました高
知県木材安定供給推進事業費補助金について、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱
第10条第３項の規定により、下記のとおり報告します。

第６号様式（第10条関係）

○○林業（振興）事務所長　様

１　高知県補助金等交付規則第12条の規定による補助金の額の確定額　　金　　　　　　　　円

２　補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額  　           　   金　　　　　　　　円

３　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額  　　       金　　　　　　　　円

４　補助金返還相当額（３－２）                     　           　金　　　　　　　　円

　(２) (１)のほか参考資料

記

　(１) 別紙１

第　　　　　　号
令和　年　月　日

　　 　　補助事業者     　　　印
　　　　（市町村以外の補助事業者にあっては、
　 　　　 住所も記入してください。）

令和　　年度消費税仕入控除税額報告書

　令和　年　月　日付け高知県指令　第　　号で交付の決定（又は変更決定）がありました高
知県木材安定供給推進事業費補助金について、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱
第10条第３項の規定により、下記のとおり報告します。



新 旧

第７号様式（第11条関係）

○○林業（振興）事務所長　様

１　補助事業の内容

円 円 円 円 % 円

（注）１　「区分」欄は、別記第１号様式の２の(１)に準じて記入してください。

　　　３　予定出来高のパーセントは、遂行状況報告書と一致させてください。
　　　４　別紙２の事業実施箇所別表を添えてください。

２　振込先

　　　２　別記第３号様式に準じた遂行状況報告書（第１四半期から第３四半期までにおいては
　　　　　該当半期の末日、第４四半期にあっては該当する月日現在）を添えてください。

金融機関名 口座番号 備　　考

記

区  分
(メニュー)

事 業 費
補　助　金
交付決定額

(Ａ)

既 受 領
補助金額

(Ｂ)

今回請求額

(Ｃ)

    月　日
ま　で　の
出  来  高

補助金残額
(Ａ)-(Ｂ)-(Ｃ)

備 考

第　　　　　　号
令和　年　月　日

　 　補助事業者     　　　　　　　
　　（市町村以外の補助事業者にあっては、
　 　 住所も記入してください。）

概　算　払　請　求　書

　令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　　第　　　号で交付の決定通知（又は変更交付の決定通知）がありました令和
年度高知県木材安定供給推進事業費補助金について、第　　　　四半期分として下記により金　　　　　　円を高知県木材安定
供給推進事業費補助金交付要綱第11条の規定により概算払によって交付されたく請求します。

第７号様式（第11条関係）

○○林業（振興）事務所長　様

１　補助事業の内容

円 円 円 円 % 円

（注）１　「区分」欄は、別記第１号様式の２の(１)に準じて記入してください。

　　　３　予定出来高のパーセントは、遂行状況報告書と一致させてください。
　　　４　別紙２の事業実施箇所別表を添えてください。

２　振込先

　　　２　別記第３号様式に準じた遂行状況報告書（第１四半期から第３四半期までにおいては
　　　　　該当半期の末日、第４四半期にあっては該当する月日現在）を添えてください。

金融機関名 口座番号 備　　考

記

区  分
(メニュー)

事 業 費
補　助　金
交付決定額

(Ａ)

既 受 領
補助金額

(Ｂ)

今回請求額

(Ｃ)

    月　日
ま　で　の
出  来  高

補助金残額
(Ａ)-(Ｂ)-(Ｃ)

備 考

第　　　　　　号
令和　年　月　日

　 　補助事業者     　　　印
　　（市町村以外の補助事業者にあっては、
　 　 住所も記入してください。）

概　算　払　請　求　書

　令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　　第　　　号で交付の決定通知（又は変更交付の決定通知）がありました令和
年度高知県木材安定供給推進事業費補助金について、第　　　　四半期分として下記により金　　　　　　円を高知県木材安定
供給推進事業費補助金交付要綱第11条の規定により概算払によって交付されたく請求します。



新 旧

第８号様式（第12条関係）

第　　　　　　号

令和　年　月　日

○○林業（振興）事務所長　　様

補助事業者

１　事業の繰越しを必要とする金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　１のうち交付金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（国費　　　　　　円）

３　令和　　年度　事業変更計画書 別紙のとおり

４　令和　　年度　事業支出決算見込書 別紙のとおり

別紙のとおり

令和　　年　　月　　日

７　添付書類

　　　（５）請負施行の場合は請負契約書（写し）

（注）１　交付金額は、国費及び県費の合計額とし、国費を括弧書きとしてください。

　　　２　添付書類

　　　（１）該施設の付近見取図

　　　（２）変更比較工程表

　　　（３）位置図（管内図に記入してください。）

　　　（４）その他（繰越理由を確認することができる資料）

（市町村以外の補助事業者にあっては、
 住所も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金繰越承認申請書

　 令和　年　月　日付け高知県指令　　 第　　　号で補助金の交付の決定通知（又は変更交付の決定通知）

がありました事業について、別紙理由書に記載した理由により事業の年度内完了が困難になりましたので、高

知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱第12条の規定により、下記のとおり事業の繰越しを承認されたく

関係書類を添えて申請します。

記

５　繰越理由書

６　繰越事業完了予定年月日

第８号様式（第12条関係）

第　　　　　　号

令和　年　月　日

○○林業（振興）事務所長　　様

補助事業者　　　　　　印

１　事業の繰越しを必要とする金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　１のうち交付金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（国費　　　　　　円）

３　令和　　年度　事業変更計画書 別紙のとおり

４　令和　　年度　事業支出決算見込書 別紙のとおり

別紙のとおり

令和　　年　　月　　日

７　添付書類

　　　（５）請負施行の場合は請負契約書（写し）

（注）１　交付金額は、国費及び県費の合計額とし、国費を括弧書きとしてください。

　　　２　添付書類

　　　（１）該施設の付近見取図

　　　（２）変更比較工程表

　　　（３）位置図（管内図に記入してください。）

　　　（４）その他（繰越理由を確認することができる資料）

（市町村以外の補助事業者にあっては、
 住所も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金繰越承認申請書

　 令和　年　月　日付け高知県指令　　 第　　　号で補助金の交付の決定通知（又は変更交付の決定通知）

がありました事業について、別紙理由書に記載した理由により事業の年度内完了が困難になりましたので、高

知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱第12条の規定により、下記のとおり事業の繰越しを承認されたく

関係書類を添えて申請します。

記

５　繰越理由書

６　繰越事業完了予定年月日



新 旧

令和　　年度　事業変更計画書 令和　　年度　事業変更計画書

１　事業の内容及び経費の配分 １　事業の内容及び経費の配分
（１） 総括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し） （１） 総括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

総事業費 総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他 (Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他
(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

０１　体質強化
「略」

円 円 円 円
０１　体質強化

「略」
円 円 円 円

０２　モデル事
業 「略」

０２　モデル事
業 「略」

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　除伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　除伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策） 　保育間伐（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
（鳥獣被害防止施設整備）

２　資源高度利用型施業 ２　資源高度利用型施業

　一貫作業 　一貫作業

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道整備） 　関連条件整備（森林作業道整備）

「削除」
　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（森林作業道整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備
　（鳥獣被害防止施設整備）

３　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道（規格相当）整備 　林業専用道（規格相当）整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　森林作業道整備
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道整備）
　（林業経営体等能力向上支援対策）

　関連条件整備 　関連条件整備

０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」
０４　先進的
造林技術推進
事業

「略」

（注）該当のメニュー以外は省略してください。 （注）該当のメニュー以外は省略してください。

（２）　「略」 （２）　「略」

２～３　「略」 ２～３　「略」

区分
負担区分

備　考 区分
負担区分

備　考

事
業
費

事
業
費

０３　成長産
業化

０３　成長産
業化

計 計



令和　　年度　　事業支出決算見込み書 令和　　年度　　事業支出決算見込み書

県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計

０１　体質強化
「略」

円 円 円 円 ０１　体質強化
「略」

円 円 円 円

０２　モデル事
業

「略」
０２　モデル事
業

「略」

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　除伐（林業経営体等能力向上
　支援対策）

　除伐（林業経営体等能力向上
　支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力
　向上支援対策）

　保育間伐（林業経営体等能力
　向上支援対策）

　関連条件整備（森林調査等） 　関連条件整備（森林調査等）

　関連条件整備（森林作業道
　整備）

　関連条件整備（森林作業道
　整備）

　関連条件整備（森林作業道
　整備）（林業経営体等能力
　向上支援対策）

　関連条件整備（森林作業道
　整備）（林業経営体等能力
　向上支援対策）

　関連条件整備活動
　（鳥獣被害防止施設整備）

　関連条件整備活動
　（鳥獣被害防止施設整備）

（計） （計）

２　資源高度利用型施業 ２　資源高度利用型施業

　一貫作業 　一貫作業

 　関連条件整備　(森林調査等)  　関連条件整備　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備（森林作業道
　整備）（林業経営体等能力
　向上支援対策）

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計） （計）

３　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　林業専用道
（規格相当）整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　森林作業道整備（林業経営
　体等能力向上支援対策）

　森林作業道整備（林業経営
　体等能力向上支援対策）

　関連条件整備 　関連条件整備

（計） （計）

０４　先進的造
林技術推進事業

「略」

０４　先進的造
林技術推進事業

「略」

繰越理由書　「略」 繰越理由書　「略」

変更比較工程表　「略」 変更比較工程表　「略」

新 旧

区　　　分
予　　算　　額 年度内支出決算見込み額～不用見込額「略」

区　　　分
予　　算　　額 年度内支出決算見込み額～不用見込額「略」

事
業
費

事
業
費

０３　成長産業
化

０３　成長産業
化

合計 合計



　完了期日延期理由書　「略」 　完了期日延期理由書　「略」

　変更比較工程表　「略」 　変更比較工程表　「略」

新 旧

第９号様式（第13条関係）

第　　　　　　号

令和　年　月　日

○○林業（振興）事務所長　　様

補助事業者

３　完了期日延期理由書　　　　　別紙のとおり

４　工程表　　　　　　　　　　　別紙のとおり

５　位置図　　　　　　　　　　　別紙のとおり

（市町村以外の交付事業者にあっては、
 住所も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金工期延期届

　令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　第　　　号で補助金の交付の決定通知（又は変更交付の決定通

知）がありました令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金事業について、別紙理由書に記載した理

由により、事業の予定期間内に完了が困難になりましたので、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱

第13条の規定により、下記のとおり事業完了予定期間の延期を届け出ます。

記

１　繰越事業完了予定年月日　　　令和　　年　　月　　日

２　変更事業完了予定年月日　　　令和　　年　　月　　日

第９号様式（第13条関係）

第　　　　　　号

令和　年　月　日

○○林業（振興）事務所長　　様

（市町村以外の交付事業者にあっては、
 住所も記入してください。）

令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金工期延期届

記

１　繰越事業完了予定年月日　　　令和　　年　　月　　日

２　変更事業完了予定年月日　　　令和　　年　　月　　日

４　工程表　　　　　　　　　　　別紙のとおり

５　位置図　　　　　　　　　　　別紙のとおり

　令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　第　　　号で補助金の交付の決定通知（又は変更交付の決定通

知）がありました令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金事業について、別紙理由書に記載した理

由により、事業の予定期間内に完了が困難になりましたので、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱

第13条の規定により、下記のとおり事業完了予定期間の延期を届け出ます。

３　完了期日延期理由書　　　　　別紙のとおり

補助事業者　　　　印



別紙２（直接補助用） 「新設」

　・農業改良資金貸付金償還金
　・林業・木材産業改善資金貸付金償還金
　・沿岸漁業改善資金貸付金償還金

令和　　年　　月　　日

〇〇林業（振興）事務所長　様

所在地

（代表者）　職・氏名（自署）

　・中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資
　　金貸付金償還金

新 旧

誓約書兼同意書

１　私は、補助金等交付に付された条件を遵守し、森林関係法令の違反等不適切な
行為を行わない旨誓約いたします。

２　私は、高知県木材安定供給推進事業費補助金の申請に当たり、高知県に対する
下記の税外未収金債務の滞納がないことについて誓約します。
　また、上記について、県の補助事業所管課が関係各課に対して照会すること（関
係各課への個人情報の提供及び滞納の有無に関する情報の共有）に同意します。
　誓約の内容に偽りがあった場合は、当該補助金の不交付の決定又は交付の決定の
取消し及びこれに伴う補助金の返還に異議なく応じます。



別紙３（間接補助用） 「新設」

　・農業改良資金貸付金償還金
　・林業・木材産業改善資金貸付金償還金
　・沿岸漁業改善資金貸付金償還金

令和　　年　　月　　日

〇〇林業（振興）事務所長　様

所在地

（代表者）　職・氏名（自署）

旧

１　私は、補助金等交付に付された条件を遵守し、森林関係法令の違反等不適切な
行為を行わない旨誓約いたします。

２　私は、高知県木材安定供給推進事業費補助金の申請に当たり、高知県に対する
下記の税外未収金債務の滞納がないことについて誓約します。
　また、上記について、県の補助事業所管課が関係各課に対して照会すること（関
係各課への個人情報の提供及び滞納の有無に関する情報の共有）に同意します。
　誓約の内容に偽りがあった場合は、当該補助金の不交付の決定又は交付の決定の
取消し及びこれに伴う補助金の返還に異議なく応じます。

　・中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資
　　金貸付金償還金

誓約書兼同意書

新



01　２～02　「略」

01　２～02　「略」

旧

新

別紙４

事業実施箇所別表

０１　体質強化　１　間伐材生産

A・B材 C材 D材

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

森連○○共販所

○○m3

合　計

（注）１　面積は、小数点以下２位まで記入してください。
　　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図及び実測図）を添えてください。
　　  ３　森林機能区分については、市町村森林整備計画のエリア区分より略称番号（①水源涵養機能、②災害の防止及び土壌の保全機能、
　　　　 ③快適環境形成機能、④保健文化機能、⑤木材生産機能の別）を記入してください。※重複エリア箇所につきましては、全て記入してください。
　　  ４　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください。

　　  ５　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２m3）。

事業実施主体 番号

森　林　の　所　在　地

森林所有者

森　　林　　の　　現　　況 間　伐　材　の　流　通

備考

市町村 大字 字 地番
面積
(ha)

樹種 林齢
森林機
能区分

搬出材積

別紙２

事業実施箇所別表

０１　体質強化　１　間伐材生産

A・B材 C材 D材

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

森連○○共販所

○○m3

合　計

（注）１　面積は、小数点以下２位まで記入してください。
　　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図及び実測図）を添えてください。
　　  ３　森林機能区分については、市町村森林整備計画のエリア区分より略称番号（①水源涵養機能、②災害の防止及び土壌の保全機能、
　　　　 ③快適環境形成機能、④保健文化機能、⑤木材生産機能の別）を記入してください。※重複エリア箇所につきましては、全て記入してください。
　　  ４　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください

　　  ５　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２m3）

事業実施主体 番号

森　林　の　所　在　地

森林所有者

森　　林　　の　　現　　況 間　伐　材　の　流　通

備考

市町村 大字 字 地番
面積
(ha)

樹種 林齢
森林機
能区分

搬出材積



　別紙４ 　別紙２

　　03　成長産業化　１間伐材生産 　　03　成長産業化　１間伐材生産

　　　表　「略」 　　　表　「略」

　　　（注）１～２　「略」 　　　（注）１～２　「略」

　　　（注）３　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください。 　　　（注）３　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください

　　　（注）４　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２㎥）。 　　　（注）４　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２㎥）

　　03　成長産業化　１間伐材生産（除伐（又は保育間伐））　「略」 　　03　成長産業化　１間伐材生産（除伐（又は保育間伐））　「略」

　　03　成長産業化　２資源高度利用型施業 　　03　成長産業化　２資源高度利用型施業

　　　表　「略」 　　　表　「略」

　　　（注）１～４　「略」 　　　（注）１～４　「略」

　　　（注）５　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください。 　　　（注）５　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください

　　　（注）６　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２㎥）。 　　　（注）６　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２㎥）

　　03　成長産業化　３路網の整備　「略」 　　03　成長産業化　３路網の整備　「略」

新 旧



新 旧
別紙５
資源高度利用型施業事業費、造林費積算書

１．実行経費
（１）集材 単位：ｍ3、円

ａ事業量
①事業費
（実行経費）

ｂ事業量
②事業費
（実行経費）

（ア）枝条等の重量（ｔ）による事業量については、容量（ｍ3、少数以下切捨て整数止め）に換算して算出してください。

（イ）（ア）により算出する容量は、少数以下切捨てにより整数止めとしてください。

（ウ）②の事業費は①×ｂ/ａ（円未満切捨て）により算出してください。

（２）地拵え・再造林 単位：ｈａ、円

地拵え 樹種 苗木種
植栽本数

ｈａ当たり植栽本数
単価区分

（ア）事業量は植え付け面積を記載してください。

（イ）施業区分の地拵えは地拵えの有り・なしを記載してください。

（ウ）施業区分の樹種は、植栽する苗木の樹種を記載してください。

（エ）施業区分の苗木種は、普通苗、コンテナ苗の別を記載してください。

（オ）施業区分の植栽本数は、上段に全植栽本数、下段にｈａ当たりの植栽本数を記載してください。

（カ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

（２）関連条件整備（鳥獣被害対策防止施設） 単位：ｍ、ｈａ、円

チューブ

ネット区分 支柱間隔
設置本数

ｈａ当たり設置本数

（ア）事業量欄は、ネットは設置延長を、チューブは設置面積を記載してください。

（イ）施業区分のネットのネット区分欄は下記４区分から記載してください。

（ウ）施業区分のネットの支柱間隔欄は、３ｍ以下、３ｍ超～４ｍ以下、４ｍ超から記載してください。

（オ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

２．事業費、補助金（相当）額集計 単位：円

区分 集材（末木枝条） 地拵え・再造林 関連条件整備
（鳥獣被害対策防止施設）

計

事業費（実行経費）

補助金（相当）額

（ア）補助金（相当）額の集材（末木枝条）、地拵え・再造林の内訳は実行経費より案分して記載してください。

①集材経費 ②　①のうち末木枝条分

ａ事業量（面積）
事業費

（実行経費）

施　　業　　区　　分

Ｃ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｄ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

（エ）施業区分のチューブの設置本数は、上段に設置本数計を、下段にｈａ当たりの設置本数１，５００本／ｈａ以上２０００本／ｈａ未満、２０００本／ｈａ以上を記載してください。

ａ事業量
（延長、面積）

事業費
（実行経費）

施　　業　　区　　分

ネット

単価区分

Ａ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｂ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

別紙３
資源高度利用型施業事業費、造林費積算書

１．実行経費
（１）集材 単位：ｍ3、円

ａ事業量
①事業費
（実行経費）

ｂ事業量
②事業費
（実行経費）

（ア）枝条等の重量（ｔ）による事業量については、容量（ｍ3、少数以下切り捨て整数止め）に換算して算出してください。

（イ）（ア）により算出する容量は、少数以下切り捨てにより整数止めとしてください。

（ウ）②の事業費は①×ｂ/ａ（円未満切り捨て）により算出してください。

（２）地拵え・再造林 単位：ｈａ、円

地拵え 樹種 苗木種
植栽本数

ｈａ当たり植栽本数
単価区分

（ア）事業量は植え付け面積を記載してください。

（イ）施業区分の地拵えは地拵えの有り・なしを記載してください。

（ウ）施業区分の樹種は、植栽する苗木の樹種を記載してください。

（エ）施業区分の苗木種は、普通苗、コンテナ苗の別を記載してください。

（オ）施業区分の植栽本数は、上段に全植栽本数、下段にｈａ当たりの植栽本数を記載してください。

（カ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載のこと

（２）関連条件整備（鳥獣被害対策防止施設） 単位：ｍ、ｈａ、円

チューブ

ネット区分 支柱間隔
設置本数

ｈａ当たり設置本数

（ア）事業量欄は、ネットは設置延長を、チューブは設置面積を記載してください。

（イ）施業区分のネットのネット区分欄は下記４区分から記載してください。

（ウ）施業区分のネットの支柱間隔欄は、３ｍ以下、３ｍ超～４ｍ以下、４ｍ超から記載してください。

（オ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載のこと

２．事業費、補助金（相当）額集計 単位：円

区分 集材（末木枝条） 地拵え・再造林 関連条件整備
（鳥獣被害対策防止施設）

計

事業費（実行経費）

補助金（相当）額

（ア）補助金（相当）額の集材（末木枝条）、地拵え・再造林の内訳は実行経費より案分して記載してください。

①集材経費 ②　①のうち末木枝条分

ａ事業量（面積）
事業費

（実行経費）

施　　業　　区　　分

Ｃ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｄ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

（エ）施業区分のチューブの設置本数は、上段に設置本数計を、下段にｈａ当たりの設置本数１，５００本／ｈａ以上２０００本／ｈａ未満、２０００本／ｈａ以上を記載してください。

ａ事業量
（延長、面積）

事業費
（実行経費）

施　　業　　区　　分

ネット

単価区分

Ａ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｂ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ2.0m以上、網目100mm以下


