
高知県木質資源利用促進事業事務取扱要領

第１　趣旨

　　　高知県木質資源利用促進事業費補助金（以下「補助金」という。）による事業（以下
　　「補助事業」という。）の実施及び整備した施設に係る調査報告等に関する事務の取扱いに
　　ついては、高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱（以下「県要綱」という。）、
　　関連する国及び県の規程、通知等に定めるほか、この要領に基づき適正に実施するものとす
　　る。

第２　事業計画の作成

　１　事業計画書

　　(１)　事業計画書

　　　　県要綱の第２条に定める補助事業者の長は、事業主体と十分な調整を図り、事業の利害
　　　関係者並びに受益範囲の林業関係団体及び関係行政機関等の意見を聴取したうえ、別記第
　　　１号様式による事業計画書を知事の指定する期日までに、所長を経由して知事に提出する
　　　ものとする。
　　　　また、県要綱の別表第１の１木質バイオマス利用施設等整備事業の場合は、①から③ま
　　　での資料を添付するものとする。

　　　①　別記第２号様式による費用対効果分析報告書

　　　②　共通基礎資料

　　　　ア　事業費の積算基礎（設計書、カタログ、見積書等）

　　　　イ　事業主体の規約（定款）

　　　　ウ　事業主体の役員名簿

　　　　　　住所、氏名、役職名、生年月日を記載すること。

　　　　エ　機能要件の積算基礎

　　　　オ　木材安定取引協定等

　　　　　　協定書には、目的、原材料又は木質燃料の取引量、県産材使用割合、協定期間、
　　　　　その他協定事業者が必要があると認める事項を記載すること。

　　　　カ　施設等の管理運営規程

　　　　キ　施設規模決定の基礎

　　　　ク　機種選定の基礎、理由（特定機種を導入する場合）

　　　　ケ　費用対効果分析報告書の基礎（収支・利用・生産計画、原価計算を含むこと。）

　　　　コ　収支及び利用の実績（財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）を含む決算報告書等）

　　　　サ　その他必要な資料

　　　③中古施設等の導入に係る資料（②の資料に追加）

　　　　　中古施設等の導入については、導入する中古施設等が、新品と同程度の耐用を有し、
　　　　購入価格は、適正に評価され、かつ、新品の価格を下回る場合に限り、事業の対象と
　　　　することができるものとし、下記の資料を提出するものとする。

　　　　ア　中古施設等の導入理由
　　　　イ　中古施設等の使用履歴（新品時の価格、導入からの履歴が記されているもの）

　　　　ウ　販売店等が発行する新品と同等の期間使用可能であることを証する書面及び事業
　　　　　　主体が同期間使用する旨の誓約書

　　　　エ　該当中古施設等と新品との比較

　　　　オ　同等の中古施設等及び類似施設等の売買事例（該当がある場合のみ）

　　　④　収支を伴う施設の基礎資料（②の資料に追加）

　　　　ア　経営診断書

　　　　　　事業主体は、事業費でおおむね5,000万円以上の施設整備を要望する場合、中小企業
　　　　　診断士等の専門家による企業経営的な観点からの経営診断を受けるものとし、診断の
　　　　　結果を経営計画等に反映させるものとする。

　　　　イ　別記第３号様式による経営計画書
　　　⑤　第２の１の(３)による課題解決方法の確認資料（様式別紙２）



　　(２)　事業計画書の副申

　　　　所長は、補助事業者の長から提出のあった事業計画書の内容を審査し、事業の採択基準
　　　等の全てを満たすときは、事業計画書を知事に副申するものとする。
　　　　なお、県要綱の別表第１の事業種目の内、木質バイオマス加工流通施設等整備（木質バ
　　　イオマス発電施設を除く。）に限り、別紙２により改善性、新規性、モデル性等の課題解
　　　決方法を示し、木質バイオマス利用推進に向けた課題解決につながる事業と認められるも
　　　のについては、費用対効果分析報告書による採択基準を適用しないものとする。

　２　事業計画の通知

　　　　知事は、所長から副申があった事業計画書の内容を確認し、適当であると認めたときは、
      その旨を所長に通知するものとする。通知を受けた所長は、補助事業者の長に通知するも
      のとする。

　３　事業計画の変更

　　　　事業実施主体は、必要に応じて事業計画の変更を行うものとする。
　　　(１)次のいずれかに該当する計画の重要な変更があるときは、その手続きについては、
　　　　第２の１及び２に準じて行うものとする。
　　　　　ア　補助金額の増額
　　　　　イ　事業種目の新設又は廃止

第３　実施設計

　１　実施設計の作成

　　(１)　実施設計書又は実施計画書（以下「実施設計書等」という。）の作成

　　　　県要綱の別表第１の１木質バイオマス利用施設等整備事業の場合は、事業主体の長は、
　　　補助事業の交付申請に先立ち、議会又は理事会の議決等所要の手続を経て別記第４号様式
　　　による実施設計書（施設整備にあっては仕様書及び設計図を含む。以下同じ。）を次の方
　　　法で作成し、交付申請書に添付して補助事業者の長に提出するものとする。ただし、工事
　　　費の積算が伴わないものは、見積書に代えることができる。
　　　　なお、施設整備工事の発注に使用する実施設計書（以下「発注用設計書」という。）の
      全部又は一部を外注して作成する場合は、交付申請書に添付する実施設計書は見積等概略
      の設計書で代えることができる。

　　　①　実施設計書については、直近の歩掛、単価等を使用すること。

　　　②　建築工事に係る実施設計書について、建築基準法に基づく建築確認事前審査が必要な
　　　　ものは当該手続を行い、確認済証の交付を受けるものとする。

　　(２)　外注して作成した設計書の取扱い

　　　　(１)のなお書きにより、交付申請書に概略の設計書を添付した事業主体が発注用設計書
　　　を作成したときは、当該設計書による発注手続を開始する前に補助事業者の長に提出し、
　　　提出を受けた補助事業者の長は、所長に提出するものとする。

　２　実施設計の変更

　　　事業主体の長は、県要綱の第７条に定める変更を行うときは、変更設計書を作成し、変更
　　等承認申請書に添付して補助事業者の長に提出するものとする。
　　　また、事業主体の長は、当該変更の要件に該当しない場合であっても、施設整備の内容及
　　び数量を変更するときには、適宜、変更設計書を作成するものとする。

　３　実施設計書等の審査

第４　事業の実施

  １　事業の着手

　　　着手とは、補助事業者及び事業主体のそれぞれが事業の実施に直接関わる事務及び契約行
　　為等を開始することをいい、補助事業者の長及び事業主体の長は、補助事業の交付決定通知
　　に基づいて事業に着手するものとする。ただし、第３の１の(２)により発注用設計書を提出
　　したもの及び知事が審査する1,000万円以上の建築工事については、当該設計書の審査の完了
　　まで着手できないものとする。

　　　補助事業者の長は、提出された実施設計書等（変更設計書等を含む。）を審査し、必要に
　　応じ事業主体に対して指導を行うこととし、審査完了後は、所長に提出して、その審査を受
　　けるものとする。
　　　なお、1,000万円以上の建築工事の県の審査は、原則として知事が行うこととし、所長は、
　　受理した設計書を知事に提出するものとする。



　２　市町村以外の事業主体が締結する契約

　　　市町村以外の事業主体の長が事業を実施するために締結する契約については、地方自治体
　　が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うものとし、特に次の点を遵守するものとする。

　　(１)　競争性の確保

　　　　契約の相手方の選定は、可能な限り５人以上の入札者を指名して競争入札により行うこ
　　　ととする。ただし、①から⑦までに該当する場合には２人以上のものから見積書を徴収し、
　　　随意契約により契約できる。また、⑧に該当する場合は、最低価格者から順次協議のうえ
　　　見積書を徴収し、最初の競争入札に付すときに定めた条件により、予定価格の範囲内で随
　　　意契約できる。

      ①　予定価格（予定価格を定めない場合にあっては設計金額。以下同じ。）が次の金額を
　　　　超えないとき。

　　　　ア　工事又は製造の請負　250万円

　　　　イ　財産の買入れ　　　　160万円

　　　　ウ　物件の借入れ　　　　 80万円

　　　　エ　アからウまでに掲げるもの以外のもの　　100万円

　　　②　契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

　　　③　緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

　　　④　競争入札に付することが不利と認められるとき。

　　　⑤　時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

　　　⑥　競争入札に付し入札者がないとき。

　　　⑦　落札者が契約を締結しないとき。

　　　⑧　競争入札における再度の入札（２回以上）に付し落札者がないとき。

　  (２) 予定価格の設定

　　(３)　単独の者からの見積書

　　　　契約の相手方の選定は、原則として(１)により行うこととするが、次の各号に該当する
　　　場合には単独の者を選定して見積書を徴し、契約を締結できる。

　　　①　法令の規定によりその価格が定められているとき。

　　　②　災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約することが不可能又は
　　　　著しく困難であると認められるとき。

　　　③　予定価格が30万円を超えないとき。

　　　④　契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。
　３　事業主体が締結した契約書の提出

　　　　県要綱の別表第１の１木質バイオマス利用施設等整備事業の場合は、事業主体の長は、
　　　契約を締結したときは遅滞なく入札・見積記録（別記第５号様式）を作成し、請負契約書
　　　の写しを添えて補助事業者の長に提出するものとする。

　４　災害時の対応

　　　　事業主体の長は、天災その他の災害により事業の遂行が困難と見込まれる場合は、速や
　　　かにその旨を記載した書類を作成して補助事業者の長に提出し、その指示を受けるものと
　　　する。
　　　　提出を受けた補助事業者の長は、現地調査のうえ災害報告書（別記第６号様式）により
　　　速やかに所長に報告し、その指示を受けるものとする。　　

　５　事業の経理

　　(１)　経理の独立

　　　　事業主体の長は、補助事業の経理を独立の帳簿を設定する等の方法により、他の経理
　　　と区分することとし、補助事業の対象外事業費を含む全事業費を一括して経理する場合
　　　にも、補助金の対象事業費と明確に区分するものとする。

　　　  競争入札及び随意契約の実施に際して、予定価格を設定すること。
　　　  なお、予定価格は、契約の目的となる物件及び役務について、取引の実例価格、需要の
　　　状況、履行の難易、履行期間の長短等を考慮して適正に定めることとし、見積による設定
　　　を行う場合においては、原則３社以上から見積書を徴収すること。



　　(２)　分（負）担金

　　　　事業主体の長は、法令等に制限がある場合を除いて事業に要する経費に充てるため、本
　　　事業によって利益を受ける者から受益の限度において分（負）担金、夫役、現品、寄付金
　　　等の賦課・徴収をすることができる。この分（負）担金の徴収は、適正な賦課基準を定め
　　　て、法令又は総会の議決等に基づいて行うこととし、法令に規定がない場合においても令
　　　書を発行する等の方法により、個人等別分（負）担を明確にするとともに、徴収の都度領
　　　収書を発行するものとする。　　

　　(３)　支払

　　　　事業費の支払は、支払請求等に基づき納品の状況又は事業の出来高を確認し、その都度
　　　行うものとし、領収書を徴収するものとする。

　　(４)　出納

　　　　金銭の出納は、原則として金融機関の貯金口座等を通じて行うものとする。

　６　工期の延期

　７　事業の完了

　　(１)　完了届

　　　　事業主体の長は、事業が完了したときは事業の完了検査を実施し、速やかに各事業又は
　　　施設ごとの別記第９号様式による完了届を補助事業者の長に提出するものとする。
　　　　なお、完了の日が近接する場合には、複数の事業又は施設をとりまとめて提出できるも
　　　のとし、実施する全ての事業について速やかに実績報告書により完了を報告できる場合は、
　　　完了届を省略することができるものとする。
　　　　また、建築基準法に基づく建築確認事前審査を受けた工事については、あらかじめ同法
　　　に基づく完了検査を受け、検査済証の交付を受けるものとする。
　　(２)　完了届の添付書類

　　　　完了届には、事業主体が定める検査調書（任意様式）に次の書類を添付するものとする。
　　  ただし、前記(１)の規定により完了届を省略した場合には実績報告書に添付するものとす
      る。

　　　　①　施設整備については、完成写真

　　　　②　直営施工による施設整備については、出来高設計書

　　　　③　請負施工による施設整備については、最終の変更設計書

　　　　④　施設整備以外の事業については、事業の成果品（報告書、計画書、パンフレット
　　　　　等）、活動内容の記録及び議事録等の事業の成果が分かる資料

　　(３)　補助事業者の完了届の処理

　　　　補助事業者の長は、(１)の完了届に基づき検査等を実施し、事業の成果が補助金等の交
　　　付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補修又は改修等を行わせ、
　　　適正に行われたことを確認したのち速やかに事業主体から再度、完了届を提出させ、必要
　　　事項を追記して所長に提出するものとする。

第５　補助事業者及び県の事業実施上の指導監督と検査

　１　事業実施上の指導監督

　　　補助事業者の長は事業主体から、所長は補助事業者の長から定期的に事業の遂行状況を報
　　告させて把握し、補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しない事項がある場合
　　には速やかに必要な指示等を行い、事業の適切な実施を図るものとする。

　　　　県要綱第６条の（２）に規定する補助事業が予定の期間内に完了しない場合の報告につ
　　　いては、完成予定年月日の別記第７号様式による延期届出書（以下「工期延期届」とい
　　　う。）を所長に提出するものとする。
　　　　所長は、補助事業者から提出のあった工期延期届の内容を確認し、適当であると認めた
　　　ときは、補助事業者の長に別記第８号様式による受理通知を行うものとする。



　２　検　　査

　　(１)　検査の種類
　　　　①　補助事業者の長又は所長は、完了届（第４の６の(１)の規定により完了届を省略し
　　　　　たときは実績報告書）に基づき各施設等の完成検査により、事業の最終の完了検査を
　　　　　速やかに実施するものとする。ただし、知事が実施設計の審査を行った1,000万円以
　　　　　上の建築工事の県の検査は、知事が行うこととし、所長は、受理した完了届を知事に
　　　　　提出するものとする。また、補助事業者の長又は所長は、事業の進捗状況等を勘案
　　　　　し、任意に中間検査を行うものとする。
        ②　補助事業の概算払について、契約等により補助事業者及び間接補助事業者が事業費
          の一部を支払うために請求があったときは、支払額及び支払日（支払予定日）につい
          て、契約書等の根拠書類を確認するものとする。 
　　　　　　また、出来高に応じた概算請求があったときは、出来高検査により出来高を確認す
          るものとする。ただし、間接補助事業者が完成予定額を全額概算払により請求する場
          合にあっては、契約書等の証拠書類の確認をもって、出来高検査に代えることができ
          る。

　　(２)　検査方法

　　　　補助事業者の長又は所長から命じられた検査員は、(１)の報告書類等に基づき、事業の
　　　成果物、経理事務の状況、補助事業に係る規定に基づく事務手続等について検査を行い、
　　　別記第10号様式による検査内容一覧表を作成するものとする。

　　(３)　手戻り工事の負担額

　　　　工事の完成前（施行中）に、一度実施した工事が天災その他の不可抗力により被災し、
　　　再度工事を実施する時の、その被害額のうち事業主体の負担となる額については、「林道
　　　施設災害復旧事業取扱要領（昭和34年７月30日付け34林野指第5683号林野庁長官通達）」
　　　６の(４)に準ずるものとする。
　３　補助金の額の確定等

　　　県要綱第10条の規定による補助金実績報告書における補助金額及び県要綱第11条の規定に
　　　よる補助金等の額の確定は、補助事業者への内示額の範囲において、千円未満の端数を切
　　　り捨てた額とする。

第６　利用効果

　１　達成状況調査報告
　　　　補助事業者の長は、事業完了後において次により当該計画の達成状況を調査し、その結果
　　　を所長に報告するものとし、報告を受けた所長は、所定の様式により当該結果の分析・評価
　　　を行うとともに事業の課題及び今後の対応等を整理して、各調査年度の翌年度に、次の定期
　　　報告については、７月末日（合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策交付金を活
　　　用した事業にあっては５月末日）までに、次の費用対効果分析については、９月末日までに
　　　知事に報告するものとする。

　　(１)　定期報告

　　　①　補助事業者の長は、事業を実施した年度から目標年度（事業実施年度の翌年度から起算
　　　　して５年目、ただし、森林整備加速化・林業再生事業及び合板・製材・集成材国際競争力
　　　　強化・輸出促進対策交付金を活用した事業にあっては３年目）までの全ての年度において
　　　　計画の達成状況を調査し、各調査年度の翌年度の７月末日（合板・製材・集成材国際競争
　　　　力強化・輸出促進対策交付金を活用した事業にあっては５月末日）までに別記第11号様式
　　　　による達成状況調査報告書により、その結果を所長に報告するものとする。
　　　②　収支を伴う施設については、当該施設の運営が開始された年度の実績から、別記第11号
　　　　様式の(３)による報告も行うものとする。
　　　③　①の報告で、事業計画に対し達成率が80%未満となった年度においては、施設ごとにそ
　　　　の要因及び目標の達成に向けた取組について記載するものとする。
　　　　　なお、第６の４に基づく改善措置等を実施する場合は、改善計画の作成をもってこれに
　　　　代えることができる。



　　(２)　費用対効果分析

　　　　県要綱の別表第１の１木質バイオマス利用施設等整備事業の場合は、補助事業者の長は、
　　　目標年度において、原則として事業主体の長に計画数値を現況数値に置き換えて費用対効
　　　果分析報告書（別記第３号様式）を作成させ、所長に提出するものとする。また、収支を
　　　伴う施設については、調査初年度から起算して３年目についても費用対効果分析を行うこ
　　　ととし、所長に報告するものとする。

　２　利用効果調査（目標年度経過後の調査）

　　　　補助事業者の長は、転用制限期間又は処分制限期間（耐用年数）が経過していない施設
　　　にあっては、目標年度が経過した後においても、１の達成状況調査報告に定める定期報告
　　　の手続に準じて当該施設の整備完了の翌年度から起算して10年間、毎年度の利用状況を調
　　　査し、別記第12号様式による利用効果調査表を作成して、各調査年度の翌年度の９月末日
　　　までに所長に報告するものとする。報告を受けた所長は、速やかに内容を確認し、各調査
　　　年度の翌年度の10月末日までに知事に報告するものとする。　　

　３　施設の利用状況等の記録
　　　　事業主体の長は、転用制限期間又は処分制限期間内においては１に定める達成状況調査
　　　報告書及び２に定める利用効果調査表に準じて毎年度の利用状況を記録し、補助事業者の
　　　長及び県から求められたときは速やかに提出することができるよう保管するものとする。
　４　施設等の利用や経営の改善
　　(１)　事業主体の利用効果の達成

　　　　事業主体の長は、整備した施設のうち事業計画において個々に設定した指標の目標値の
　　　達成状況が次のとおり低調である場合は、その原因を分析し、利用促進の強化を図るもの
　　　とする。また、計画達成が不十分な場合や事業目的からの逸脱等がある場合は、事業主体
　　　は利用改善のための措置をとらなければならない。

　　　①　目標年度までの期間において、目標値の達成率が３年連続して70パーセント未満とな
　　　　った場合又は単年度で50パーセント未満の場合
　　　②　目標年度において目標値の達成率が70パーセント未満である場合

　　(２)　収支を伴う施設の利用効果の報告

　　　　事業主体の長は、毎月の計画と実績との差異の分析、四半期ごとの棚卸し等によって、
　　　売上高、原価、利益を把握し、健全な施設の経営管理に努めるものとする。また、収支が
　　　悪化（施設整備を実施した年度以降で決算が赤字。以下同じ。）し、事業継続が困難なお
　　　それがある場合は、事業主体の長は補助事業者の長及び所長に報告するものとする。
　　　　報告を受けた所長は、速やかに内容を確認し、知事に報告するものとする。

　　(３)　補助事業者及び県の経営管理指導

　　　　補助事業者及び県は、事業主体の長からの報告等により施設の利用状況及び収支状況を
　　　把握し、適切かつ具体的な経営指導及び助言等を行うものとする。
　　　　また、事業主体の収支が悪化し、事業継続が困難となるおそれがある場合は、必要に応
　　　じて中小企業診断士等を活用して、事業主体に徹底的な経営改善等を行わせ、経営改善計
　　　画を策定・提出させる等の必要な改善措置を行わせるものとする。

　　　  なお、改善措置を実施してもなお、目標の達成率が50パーセント未満である場合は、事
　　　業の中止又は条件を付した事業の継続等の検討を行うものとする。

　　(４)　利用計画等の見直し

　　　①　利用計画見直し
　　　　事業主体の長は、設置時の環境が変化したこと等により施設の設置目的が薄れたときに
　　　は、遊休施設として放置せず施設の有効利用が図られるように検討し、事前に利用計画又
　　　は利用目的の変更等を行うものとする。

　　　②　変更利用計画（利用及び生産・加工内容）の申請

　　　　事業主体の長は、変更利用計画とその計画基礎、収支計画、施設ごとの使用計画等の参
　　　考資料を整理し、別記第13号様式により補助事業者の長に協議し、補助事業者の長は、内
　　　容を検討の上、所長に提出するものとする。
　　　　所長は、速やかに内容を検討の上、知事に報告するものとする。



第７　施設の管理運営

　１　管理主体

　　　施設の管理運営は、原則として事業主体がこれを行うものとする。ただし、その施設の設
　　置目的の承継及び達成が確保される場合に限り、原則として当該施設に係る実施（受益）地
　　域に係る団体（当該施設における県要綱で定められた事業主体の範囲にとどめ、かつ適当と
　　認められるもの。以下「管理主体」という。）に、管理運営させることができる。
　　　この場合、事業計画協議書等においてあらかじめ承認を受けているものを除き、事業主体
　　の長は補助事業者の長に協議することとし、協議を受けた補助事業者の長は、速やかに所長
　　に届け出てその指示を受け、所長は、速やかにその内容等を知事に報告するものとする。

　２　管理運営方法

　　(１)　管理運営規程

　　　　事業主体又は管理主体の長が定める施設の管理運営規程には、原則として次に掲げる事
     項を定めるものとする。

　　　ア　目的 

　　　イ　施設の種類、構造、規模、型式、数量

　　　ウ　施設の所在

　　　エ　管理責任者

　　　オ　利用者の範囲

　　　カ　利用方法に関する事項

　　　キ　使用料に関する事項

　　　ク　施設の保全に関する事項

　　　ケ　施設の償却に関する事項

　　(２)　表示

　　　　事業主体又は管理主体の長は、補助事業により導入した施設の管理を円滑にするため、
      個々の機械及び建物等の施設の見やすい位置に事業年度、事業名、事業主体名を適当な大
      きさで表示するものとする。

    (３)　利用状況の記録

　　　　事業主体又は管理主体の長は、運転日誌、利用記録簿等を整備し、施設の利用状況を適
　　　切に記録するものとする。

　３　増改築等に伴う手続

　　(１)　事業主体の届出

　　　　事業主体の長は、補助事業によって取得した施設の移転、更新又は主要機能の変更を伴
　　　う増築、改築、模様替え等をしようとするときは、その１月前までに別記第14号様式によ
　　　る増改築等の届を補助事業者の長に提出し、その指示を受けるものとする。

　　(２)　補助事業者等の届出

　　　　(１)の届出を受けた補助事業者の長は、遅滞なくその必要性を検討のうえ、別記第14号
　　　様式による増改築等の届を所長に提出し、その指示を受けるものとする。
　　　　また、所長は提出のあった増改築等の届の内容について知事に報告し、その指示を受け
　　　るものとする。

　４　譲渡等に伴う手続

　　(１)　事業主体の処分承認申請

　　　　転用制限期間又は処分制限期間内において、補助事業によって取得又は効果の増加した
　　　財産を、補助金等の目的に反して使用、譲渡、交換、若しくは貸し付け又は担保に供しよ
　　　うとするときは、事業主体の長は、補助金等に係る財産処分について（平成20年11月28日
　　　付け20高財政第210号副知事通知）の別紙第２による財産処分承認申請書に、次の書類を
　　　添付し補助事業者の長に申請するものとする。
　　　ア　無償譲渡による事業承継を行う場合は、事業承継計画書
　　　イ　補助事業者にあっては、事業主体の長から補助事業者の長への財産処分承認申請書の
　　　　写し
　　　ウ　財産取得から現在に至るまでの計画に対する利用実績（事業量及び損益計算書」）
　　　エ　別記第15号様式による減価償却計算書
　　　オ　事業主体の処分に関する議事録
　　　カ　図面（位置図、設計図及び代替施設の設計図）及び写真
　　　キ　補助金等交付決定（写し）及び補助金等交付額が確認することができる書類（実績報
　　　　告書等）

　　(２)　補助事業者の長の処分承認申請

　　　　前記(１)の申請を受けた補助事業者の長は、その必要性を検討の上、(１)による財産処
　　　分承認申請書を所長に提出するものとする。



　　(３)　県の処分承認

　　　　前記(１)及び(２)の申請を受けた所長は、速やかにその内容を審査の上、知事に報告し、
　　　その指示を受けるものとする。

　　(４)　代替施設を施工する場合

　　　　処分の承認を受けた施設の代替施設を設置する場合は、当該施設の施工が完了次第、事
　　　業主体の長は別記第16号様式による代替施設完了報告書を補助事業者の長に提出し、提出
　　　を受けた補助事業者の長は前項の申請内容と比較し現地等で確認の上、同様に所長に提出
　　　するものとする。
　　　　所長は、その内容等を確認の上、知事に報告するものとする。

　５　事業完了後の災害の報告

　　(１)　届出

　　　　事業主体又は管理主体の長は、補助事業により取得し又は効果の増加した施設等が、天
　　　災その他の災害を受けたときは遅滞なくその旨を補助事業者の長に届け出るものとする。

　　(２)　市町村長等の処理

　　　　前記(１)の届出を受けた補助事業者の長は、当該施設等の所在、事業種目、滅失又はき
　　　損の原因、被災程度、損害見積価格、復旧見込額、事業主体において講じた暫定措置及び
　　　防災復旧措置等について調査確認するとともに、調査意見及び被災写真等を添付した別記
　　　第17号様式による施設等の災害報告書を所長に提出し、その指示を受けるものとする。
　　　　所長は、速やかに提出のあった災害報告書とともに指示した内容を知事に報告し、その
　　　指示を受けるものとする。

第８　諸手続関係

　１　補助事業者が事業主体の場合の手続

　　　補助事業者が事業主体である場合には、この要領に定める事業主体の長から補助事業者の
　　長への書類の提出、報告等の手続は、当該補助事業者の長が定めるところによるものとする。

　２　書類の提出部数

　　　補助事業者の長は、所長が知事に報告、提出及び副申等を行うものについては正副２部、
　　それ以外のものについては１部の書類を提出するものとする。

　３　書類の提出先

　　　この要領の規定により、所長に提出する書類のうち、知事が別に指定する事業にあっては、
　　知事に提出するものとする。

　　　附　　則
　　　１　この要領は、平成24年４月17日から施行する。
　　　附　　則
　　　１　この要領は、平成25年４月17日から施行する。
　　　附　　則
　　　１　この要領は、平成27年４月21日から施行する。
　　　附　　則
　　　１　この要領は、平成28年４月７日から施行する。
　　　附　　則
　　　１　この要領は、平成29年５月22日から施行し、平成29年度事業から適用する。
　　　２　改正前の本要領に基づいて実施された事業については、なお従前の例による。

　　　附　　則
　　　１　この要領は、平成30年４月４日から施行し、平成30年度事業から適用する。

　　　２　改正前の本要領に基づいて実施された事業については、なお従前の例による。
　　　附　　則
　　　　　この要領は、平成31年３月19日から施行する。

　　　附　　則

　　　　　この要領は、令和２年３月24日から施行する。

　　　附　　則

　　　１　この要領は、令和２年８月６日から施行する。

　　　２　令和２年度に限り、第６の１及び第６の１の(１)に規定する「７月末日」を

　　　　「８月18日」と読み替えるものとする。

　　　附　　則

　　　　　この要領は、令和３年３月24日から施行する。



第１号様式

第　　　　　　号

令和　年　月　日

　高知県知事　　　　　　　　　様

補助事業者の長　　　　　　　　　

　　※　別紙の事業計画書及び添付資料を添えてください。

高知県木質資源利用促進事業事業計画書

　高知県木質資源利用促進事業事務取扱要領第２の１の規定に基づき、事業計画書を提出
します。



市 町 村 名

作成申請年度

（別紙）

令和　　年度

高知県木質資源利用促進事業 事業計画書



第１　事業計画総括表

Ａ Ｂ

合計

（注）１　「メニュー」欄、「事業種目」欄及び「工種又は施設区分」欄は、県要綱の別表第２により記入してください。

　　　２　「事業費」欄は、税込み金額を記入し、「備考」欄に消費税額を記入してください。

　　　３　「事業量」欄は、県要綱の別表第２の呼称単位により記入してください。

　　　４　公庫から融資を受けるために補助金対象物件の一部でも担保に供する場合は、「備考」欄に「担保有り」と記入し、別紙１を添えてください。

事　業　計　画 負担区分（円）

事業量メニュー
事業
種目

事業
主体

備　考
受益
戸数

工種又は
施設区分

事業費
（円）

県補助金 市町村
公庫
資金

その他



　　(1) 事業の概要　

　　(2) 利用計画等

木質バイオマスエネルギー利用施設装置

現状 将来 現状 将来

計

（注）１　「原材料の種類」欄は、括弧で数量を記入してください。

　　(3) 事業計画

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

円 千円

計

　１　木質バイオマス利用施設等整備
　　　　木質バイオマスエネルギー利用施設整備

　　　　施設等の整備の方針、事業の内容、事業実施の方法、燃料の調達先（協定内容等）及び事業効果等について
　　　記入してください。

利　　用　　計　　画

発生エネルギー量

　　　２　利用計画の「現状」欄は、直近年度の数値を上段裸書き、最近３箇年の平均値を下段括弧書き、
　　　　「将来」欄は、目標年度の数値を記入してください。

　　　３　機能要件に係る指標の括弧は、国実施要領の別表３から適宜指標を記入し、「現状」欄は、直
　　　　近年度の数値を上段裸書き、最近３箇年の平均値を下段括弧書き、「将来」欄は、目標年度の数
　　　　値を記入してください。

　　　４　燃料用チップ、ペレット等の安定取引協定の内容を「備考」欄に記入してください。

今回導入分

事業量

（注）１　「事業内容」欄は、県要綱の別表第２の「工種又は施設区分」欄ごとに当該施設名を用いて記入し
　　　　てください。

　　　２　「型式規模」欄は、メーカー、型番、能力及び規模等を適当な単位を用いて記入し、カタログ等を
　　　　添付してください。

　　　３　「事業量」欄及び「現有の同等施設の数量」欄は、県要綱の別表第２の呼称単位により記入してく
　　　　ださい。

事業主体

機能要件に係る
指標（　　　） 備　考

利用方法 受益戸数
原材料の
種　類

ｴﾈﾙｷﾞｰの
種　類

事業主体 事業内容 

現有の同等
施設の数量 備考

型式規模 単価 事業費



　　(1) 事業の概要　

　　(2) 利用計画等

備　考

現状 将来 現状 将来

t/年 t/年

計

（注）１　「原材料の種類」欄は、樹種を記入してください。

　　(3) 事業計画

　１　木質バイオマスエネルギー利用施設整備（利用に係るもの）の(3)の表に準ずるものとします。

　２　木質バイオマス利用施設等整備
　　　　木質バイオマス加工流通施設等整備

　　　　施設等の整備の方針、事業の内容、事業実施の方法、受益対象地域の範囲、燃料の調達先（協定内容等）
　　　及び事業効果等について記入してください。

木質バイオマス供給施設装置、木質バイオマスエネルギー供給用機械、未利用間伐材等活用機械

利　　用　　計　　画

ｴﾈﾙｷﾞｰの数量

　　　２　「エネルギーの種類」欄は、燃料用チップ、ペレット等の木質燃料の種類を記入してください。

　　　３　利用計画の「現状」欄は、直近年度の数値を上段裸書き、最近３箇年の平均値を下段括弧書き、
　　　　「将来」欄は、目標年度の数値を記入してください。

　　　４　機能要件に係る指標の括弧は、国実施要領の別表３から適宜指標を記入し、「現状」欄は、直
　　　　近年度の数値を上段裸書き、最近３箇年の平均値を下段括弧書き、「将来」欄は、目標年度の数
　　　　値を記入してください。

　　　５　燃料用チップ、ペレット等の安定取引協定の内容を「備考」欄に記入してください。

　　　６　第２の1の(２)による「木質バイオマス利用推進に向けた課題解決につながる事業」について
　　　　は、「備考」欄に「課題解決事業」と記入し、別紙２を添付してください。

事業主体

機能要件に係る
指標（　　　）

利用方法 受益戸数
原材料の
種　類

ｴﾈﾙｷﾞｰの
種　類



　　(1) 事業の概要　

　　(2) 利用計画等

現　状
導入年度
(Ｒ　　)

１年目
(Ｒ　　)

２年目
(Ｒ　　)

３年目
(Ｒ　　)

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年

円/t 円/t 円/t 円/t 円/t

（注）１　「受益戸数」欄は、木質バイオマス出荷予定者数を記入してください。

　　(3) 事業計画

事業量
（トン）

事業費
（千円）

　３　熱利用原木確保緊急対策
　　　　熱利用向け木質燃料製造用の原木仕入れコスト支援

　　　　事業の内容、事業実施の方法、集荷対象地域の範囲、製造した木質バイオマス燃料の主な販売先及び事業効
　　　果等について記入してください。
　　　※販売先のおおむね８割以上は、木質バイオマス発電向けを除く県内の熱利用事業者としてください。
　　　※補助対象とする仕入れ原木は県産材とし、県外由来のものや製材由来のチップ、背板、端材等は除きます。
　　　※木質バイオマス燃料供給等の仕組みを説明するスキーム図等の補足資料があれば添えてください。
　　　※補助対象とする仕入量は、事業主体である木質燃料製造事業者の製造能力に必要な原木量を上限とします。

利　　用　　計　　画

木質燃料製造用原木仕入量及び仕入平均単価

　　　２　「木質燃料製造用原木仕入量及び仕入平均単価」欄の現状値は最近３年の平均としてください。

　　　３　「木質燃料製造用原木仕入量及び仕入平均単価」欄は導入年度、導入年度の翌年から３年間までの
　　　　　計画量を記入してください。

　　　４　複数の木質燃料を製造する場合は、「木質燃料の種類」毎に記入し、「備考」欄にその割合を記入
　　　　　してください。

工種又は区分
具体的内容

備　　考

原木購入費 スギ、ヒノキ等低質材

合計

（注）１　「工種又は区分」欄は、県要綱の別表第２の「工種又は施設区分」から記入してください。

　　　２　「事業量」欄は、スギ、ヒノキ等低質材の年間仕入量（製造能力に必要な原木量を上限）を記入し
　　　　　てください。

　　　３　「事業費」欄は、具体的内容ごとの事業費を記入し、最下段に合計を記入してください。

　　　４　事業費の積算資料を添えてください。

事業主体
木質

燃料の
種類

備 考受益
戸数



　　(1) 事業の概要　

　　(2) 利用計画等

受益戸数 燃焼灰の回収量 燃焼灰の再生利用量 燃焼灰の処分量

t/年 t/年 t/年

（注）１　「受益戸数」欄は、燃焼灰回収対象者数を記入してください。

　　(3) 事業計画

事業量
事業費

（千円）
備　　考

　４　木質バイオマス利用コスト支援
　　　　燃焼灰回収等コスト支援

　　　　事業の内容、事業実施の方法、燃焼灰回収対象地域の範囲、燃焼灰の処分・再生利用の方法及び事業
　　　効果等について記入してください。
　　　※再生利用等の仕組みを説明するスキーム図等の補足資料があれば添えてください。

利　　用　　計　　画

工種又は区分 具体的内容

合計

（注）１　「工種又は区分」欄は、県要綱の別表第２の「工種又は施設区分」から記入してください。

　　　２　「事業費」欄は、具体的内容ごとの事業費を記載し、最下段に合計を記入してください。

　　　３　事業費の積算資料を添えてください。

事業主体 備　考



別紙１

１　補助事業者名

２　事業主体名

３　担保施設の概要

（１）名称（施設名）

（２）所在地

（３）構造、規模等

（４）総事業費及び負担区分

４　借入れの概要

（１）借入先

（２）制度融資名

（３）資金区分

（４）借入額

（５）償還期間

（６）債務保証

５　その他参考となる事項

（１）事業計画作成申請書

（２）償還予定表

（３）利用する制度融資のパンフレット等

　事業主体が補助事業を行うに当たって自己負担の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資

を受けるために補助金対象物件を担保に供する場合の内訳書



別紙２（※課題解決事業のみ）

（１）目標年度までの利用計画（エネルギーの数量） （単位：t/年）

現　状
導入年度
(Ｒ　　)

１年目
(Ｒ　　)

２年目
(Ｒ　　)

３年目
(Ｒ　　)

（２）利用計画達成のポイント（調達・販売に係る協定等を基に記入してください。）

１　補助事業者名

２　事業主体名

３　導入施設の概要

（１）名称（施設名）

（２）所在地

（３）構造、規模等

４　課題解決につながる
　　ポイント

（１）事業の現状と課題

５　導入施設の稼働率の確保

　第２の１の(２)による「木質バイオマス利用推進に向けた課題解決につながる事業」としての課

題解決方法（改善性、新規性、モデル性等）の確認資料

（２）課題解決の方法及び
　導入施設の必要性
　（改善点、新規性、モデ
　ル性、その他課題解決に
　つながるポイント、導入
　施設の必要性等を記入し
　てください）



第２号様式

メニュー 事業実施期間

事業種目 施設名

１．年総効果額の総括

効　果　項　目 年総効果額（千円） 効　果　項　目 年総効果額（千円）

生産向上効果 雇用創出効果

　生産増大効果 安全性向上効果

　品質向上効果 防災機能向上効果

　販売促進効果 　早期災害復旧効果

経費節減効果 　土砂災害防止効果

　労働経費節減効果 交流資源利用効果

　機械･資材･維持管理経費節減効果 　地域交流促進効果

　生産経費節減効果 　イベント開催等促進効果

　造林経費節減効果 　施設展示効果

　作業道等関連経費節減効果 獣害復旧費節減効果

　施設運営経費節減効果 住宅における地域材需要拡大効果

公共施設における地域材需要拡大効果

炭素貯蔵効果

炭素排出抑制効果

普及促進効果

直接効果小計（A） 間接効果小計（B）

年総効果額合計 (A)＋(B) ①

２．総合耐用年数の算出

施　　設　　名 耐用年数 工事費等（千円） 年工事費（減価額）

② ③ （千円）④＝③／②

３．廃用損失額

施　　設　　名 残存価額（千円）

計　⑧

４．還元率 ｉ×（ｉ＋１）＾ｎ ＝ ⑨

｛（１＋ｉ）＾ｎ｝－１

ｉ＝０．０４

５．投資効率の総括

区　　　　　分 算　　式

総事業費 ⑩ 千円

年総効果額 ① 千円／年

総合耐用年数 ⑦ 年

還元率 ⑨

妥当投資額 ⑪＝①／⑨ 千円

廃用損失額 ⑧ 千円

投資効率 ⑫＝（⑪－⑧）／⑩

費用対効果分析報告書

（注）１　事業ごとに必要な効果項目について、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金の事業評価実施要領の別記「林業・木材産業
　　　　成長産業化促進対策交付金に係る費用対効果算定指針（以下「効果算定指針」という。）」により年総効果額を算定することと
　　　　し、算定を要しない項目は適宜削除してください。

　　　２　算定を要する効果項目について、効果算定指針第４に規定する各様式を作成して添えてください。

計（工事費＝⑤，年工事費（減価額）＝⑥）

総合耐用年数　　　　　　　⑦＝⑤／⑥

数　　　　　値

その他、当該地域関連林業・木材産
業波及効果



第３号様式

令和　　年　　月　　日作成

１．企業概況

　(1)  企業概要

  (2)　企業の沿革

  (3)　販売及び仕入れの状況

  (4)　株主（出資者の構成）

  (5)　組織図

２．事業計画

  (1)　設備投資計画

  (2)　資金調達計画

  (3)　販売計画

  (4)　生産計画

  (5)　従業員の現状と計画

  (6)　借入金調書

  (7)　設備の状況と計画

  (8)　利益計画

  (9)　借入･返済計画

  (10) 減価償却費明細

経　営　計　画　書

事業主体名：



１．企業概況

　(1) 企業概要

　(2) 企業の沿革

　(3) 販売及び仕入れの状況（令和　　年度）

①製品販売の状況（小口の販売先は「その他」としてまとめてください。）

現金 ％
手形 ％（サイト： ）
現金 ％
手形 ％（サイト： ）
現金 ％
手形 ％（サイト： ）
現金 ％
手形 ％（サイト： ）
現金 ％
手形 ％（サイト： ）
現金 ％
手形 ％（サイト： ）
現金 ％
手形 ％（サイト： ）

②材料等仕入れの状況（小口の仕入先は「その他」としてまとめてください。）

現金 ％
手形 ％ （サイト：　　　　　 　　　））
現金 ％
手形 ％ （サイト：　　　　　 　　　））
現金 ％
手形 ％ （サイト：　　　　　 　　　））
現金 ％
手形 ％ （サイト：　　　　　 　　　））
現金 ％
手形 ％ （サイト：　　　　　 　　　））
現金 ％
手形 ％ （サイト：　　　　　 　　　））
現金 ％
手形 ％ （サイト：　　　　　 　　　））

　(4) 株主（出資者）構成

ＮＯ ＮＯ

１ ６

２ ７

３ ８

４ ９

５ １０

会 社 名 代表者名 資本金 千円

本 社 所 在 地 電　話

工 場 所 在 地 電　話

主要生産品目等

創業年度

販　　売　　先 主要な製品名 割合（％） 決　　済　　条　　件

仕　入　先 割　合（％） 決　　済　　条　　件

（注）１　販売及び仕入れについて、直近の会計年度の状況を記入してください。

　　　２　販売及び仕入れの「割合」欄は、それぞれ総売高、材料費計に占める割合を記入してください。

　　　３　「決済条件」欄の現金、手形の％は、取引先ごとの割合を記入してください。

株主名 株数 持株比率 株主名 株数 持株比率



　(5) 組織図

２．事業計画

　(1) 設備投資計画

別紙「（７）設備の状況と計画」のとおり

　(2) 資金調達計画 (単位：千円）

自己資金計

借入金計

交付金等計

資金調達計

　(3) 販売計画（小口の販売先は「その他」としてください。） (単位：千円）

（注）販売先別の販売金額を記入してください。

　(4) 生産計画 （単位：ｍ3、千円）

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

区　　分 令和　　年度 令和 　 年度 合　計 備　　考

増　　資

資産処分

手元余裕金

農林公庫

民間金融機関

その他

国交付金

県交付金

市町村交付金等

（注）借入金は、（６）の借入金調書の「使途」欄に新規と記載し、借入条件が分かるようにしてください。

計　　　画

導入年度 初年度 目標年度

（　年度） （　年度） （　年度） （　年度）

計

計　　　画

導入年度 初年度 目標年度

（　年度） （　年度） （　年度） （　年度）

計

販　売　先
実績（直近） 左　記　計　画　の　　　

達 成 見 通 し  等

製　品　名

実績（直近）
備
考



　(5) 従業員の現状と計画

人 人 人 人 人

男

女

計

人 人 人 人 人

男

女

計

　(6) 借入金調書

使途

現　状 性　別 専従役員 事務員 販売員 作業員 計

直近年度

（　　年度）

計　画 性　別 専従役員 事務員 販売員 作業員 計

目標年度

（　　年度）

（注）　目標年度までに大幅な雇用の見直しを行う場合は、当該年度についても表を作成してください。

借　入　先 借入元高 借入金残金 借入利率 借入期間 返済額 担保設定の

（金融機関名等） （千円） （千円） （％） （年） （千円/年） 有無・内容

（注）１　借入口数ごとに直近月末時の金額等を記入してください。

　　　２　「担保設定の有無・内容」欄は、設定している担保の内容（土地、建物等）を記入してください。

　　　３　「使途」欄は、機械購入資金、土地購入資金、運転資金等、その借入金の使途を記入してください。

長
期
借
入
金

短
期
借
入
金



　(7) 設備の状況と計画

土地 地目 計

建物 構造

機械 型、規格 用途
金額
(円)

金額
(円)

金額
(円)

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

計

現　　　　　　　　　　　　　　　有 新　　　　　　規

継続使用
　補助事業で
　取得予定のもの

補助事業以外で
取得予定のもの

年 年

設備内容 数量
最近決算時
の簿価(円)

数量 数量 数量 数量

事業所用地

そ　の　他

計

事業所

倉　庫

事務所

計

合計

所有形態及
び設備内容

取得後
５年未
満は○
印

土地

m2

建物
　棟
　m2

機械

　台
左のうち
借入資産
の数量

借入資産
であるた
め返却

他人に貸
し付ける

売却処分
を予定

土
地

建
物

機
械

設
備

主
要
設
備
・
付
属
施
設
・
運
搬
用
具
等



　(8) 利益計画

令和　年 令和　年 令和　年 平均 構成比 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年
売上高

材料仕入高
期首材料棚卸高
期末材料棚卸高
計

外注費
人件費

消耗品費
減価償却費
賃借料
水道・光熱・燃料費
その他経費
計

期首仕掛品棚卸高
期末仕掛品棚卸高

計
期首製品棚卸高
期末製品棚卸高
売上原価
売上総利益

販売員給料手当
支払運賃・荷造費
旅費交通費
その他の販売費
計
役員給料手当
事務員給料手当
福利厚生費
支払利息割引料
減価償却費
その他の管理費
計

計
営業利益

配当金・雑収入
支払利息・保証料他

経常利益
補助金
固定資産圧縮損

税引き前利益
法人税等

税引後利益

（注）１　事業主体の会計年度により記入してください。

（単位：千円）
実　　　　績 計　　　　　画

償却前税引後利益(ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ）

　　　２　「区分」欄は、事業主体の財務諸表の仕訳により項目を適宜追加・削除して記入し、部門が複数（製材業、林産業等）ある場合には、それぞれの部門ごと及び合計の表を作成してください。

区　　　分 備　考

材
料
費

製
造
経
費

販
売
費

一
般
管
理
費

営業外
損　益

特別
損益

当
期
製
造
原
価

販
売
管
理
費



　 (9) 借入・返済計画 （単位：千円）

金融機関・
制度資金名

借入元金 利率等 支払状況等 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年 令和　年

借入年月 期首元金残
　　年　月 元金返済額

借入元金 利率 期末元金残
千円 ％ 支払利息

借入年月 期首元金残
　　年　月 元金返済額

借入元金 利率 期末元金残
千円 ％ 支払利息

借入年月 期首元金残
　　年　月 元金返済額

借入元金 利率 期末元金残
千円 ％ 支払利息

借入年月 期首元金残
　　年　月 元金返済額

借入元金 利率 期末元金残
千円 ％ 支払利息

借入年月 期首元金残
　　年　月 元金返済額

借入元金 利率 期末元金残
千円 ％ 支払利息

期首元金残
元金返済額

計 期末元金残
千円 支払利息

借入年月 期首元金残
　　年　月 元金返済額

借入元金 利率 期末元金残
千円 ％ 支払利息

借入年月 期首元金残
　　年　月 元金返済額

借入元金 利率 期末元金残
千円 ％ 支払利息

期首元金残
元金返済額

計 期末元金残
千円 支払利息

期首元金残
元金返済額
期末元金残

千円 支払利息
期末元金残

千円 支払利息

区分

合　　　計

短期借入金合計

支払利息合計

長

期

借

入

金

既

存

借

入

金

新
規
借
入



　(10) 減価償却費明細

償却方法(１：定率法　２：定額法) （単位：円）

圧縮前取得価額 取得価額 期末簿価 耐用

（事業費） (　年　月) 年数 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

小計

小計

合　計

（注）　一の施設等について耐用年数及び償却率が異なる期間がある場合は、償却率には、各率ごとの適用年度を括弧書きしてください。

償　　　却　　　費
施設等名 残存価額 償却率

既

存

新

規



第４号様式

建物、構築物及び機械関係施設整備実施設計書様式

印

職　名 印 職　名 印

設計書番号

市町村名

実施年度 令和　　年度

令和　　　年度

○○○○○○○施設整備実施設計書

事業種目

施設内容

事 業 主 体 名　　　　　　　　　　　　　　　

所　　在　　地　　　　　　　　　　　　　　　

設計及び審査

所　　属　　機　　関　　名 氏　　　　名

林業（振興）事務所 補助事業者

所 属 名 氏　名 所 属 名 氏　名

（注）１　この様式は、建物及び構築物（以下「建物等」という。）、機械器具又は建物等及び機械器具を一
        体的に整備する場合に使用してください。

　　　２　審査は、当該事業に関連する職務を担当する職員又はそれに準ずる者としてください。ただし、建
　　　　物等の審査は、できるだけ建築士の資格を有する職員が審査してください。なお、1,000万円以上の
　　　　建築工事に係る部分の県の審査は、原則として知事が行うこととし、林業（振興）事務所はそれ以外
　　　　の部分を審査すること。

設　

計

審　

査



　１　総括表

千円

自 至

建物等

機械器具

　２　施行区分別事業費内訳表

m2
千円

m2

m2

一式

　３　○○工事明細表

単位

(1) 施工箇所（保管設置場所）

(2) 事　業　量

(3) 事　業　費

(4) 工 事 等 の 概 要

(5) 施 工 方 法 建物等 機械器具

(6) 施 工 期 間

(7) 施工後の管理方法

特　記　事　項

（注）１　「施工方法」欄は、請負、委託、購入等の方法を記入してください。

　　　２　「特記事項」欄は、事業の経済効果若しくは利用上の便宜が特に著しい場合の増築併設、古材の
　　　　使用等の有無又は集材架線技士・トラクター運転士等の機械運転技術者の状況、その他事業の推
　　　　進にあたって特に問題となる事項について記入してください。

施　設　名
工事(機械)
区　　分

構造又は規格
規模又は
数　　量

金　額 備　考

（例）

木材処理加工施設 敷地造成
工事明細表
○頁

作業用建物 〃

管理棟 〃

○○用機械施設
機械器具明細表
○頁

（注）１　本表は、工種又は施設区分、施行箇所の異なる個々の事業ごとの事業費積算の総括表として作
        成してください。

　　　２　「工事（機械）区分」欄は、建物等については原則として１棟又は１施設ごとの事業の内容を
　　　　明らかにし、機械器具については用途別に一括計上してください。

　　　３　「備考」欄は、工事又は機械器具の明細表の表番号を記入してください。

工種又は種目 規格（寸法） 数　量 単　価 金　額 備　　考

円 千円

（注）１　この明細表には、建物等について記入してください。

　　　２　「備考」欄は、単価表の表番号を記入してください。



　４　単価表

単位

　５　機械器具明細表

単位

　６　事業雑費明細表

数量 単位

（注）１　この明細表は、５の機械器具に事業雑費がある場合に作成してください。

　　　３　運送料がある場合、「備考」欄に輸送機械器具の発送地を記入してください。

名称又は種別 形状寸法 数　量 単　価 金　額 備　　考

円 千円

（注）この表は、３の○○工事明細表のうち、工種又は種目の積算が複雑なものについて作成してください。

品　　目 型　　式 数　量 単　価 金　額 備　　考

円 千円

小　計

合　計

（注）１　この明細表には、機械器具について記入してください。

　　　２　「品目」欄は、本機及び付属機械器具ごとに区分して記載し、機械ごとに金額の小計及び合
　　　　計をとってください。

　　　３　「型式」欄は、メーカー名、馬力、延長、重量等各機械器具の性能、規模、特徴を記入して
　　　　ください。

　　　４　「金額」欄は、事業雑費を含む場合には、事業雑費の総額及び事業雑費明細表の表番号を記
　　　　入してください。

種　目 単　価 金　額 備　　考

円 千円

　　　２　「種目」欄は、運送料、据付料、車両購入に伴う重量税等の交付金交付対象経費を記入して
　　　　ください。



第５号様式

令和　　年　　月　　日　　　午前・午後　　　時

円　（　　　　　　）

第　回 第　回 第　回 第　回 第　回 第　回

円 円 円 円 円 円

入札・見積記録

契 約 す る 業 務 名

入 札 等 の 区 分
　□指名競争入札　　　□随意契約（複数）　　□単独随意契約

　　　※　該当項目の □ にチェック（レ点）してください。

随 意 契 約 の 理 由

単 独 見 積 の 理 由

入札・見積の場所

入札・見積の担当者

立 会 者

入 札 ・ 見 積 日 時

落 札 の 上 限 価 格

業 者 名

落札者

（注）「落札の上限価格」欄は、実施設計の金額等、適切に積算された上限価格を記入し、税込み、
　　税抜きの別を括弧内に記入してください。



第６号様式

１　被災内容

工種又は
施設区分

事業
主体

施行箇所
又　　は
設置箇所

事業量 事業費 補助金
施行
方法

災害の
種　類

被　災
年月日

被災時
の工事
進捗度

被　害
の程度

被　害
見込額

備考

千円 千円 千円

２　措置

　(1) 被災後において事業主体がとった措置

　(2) 復旧見込額

　(3) 復旧措置

　(4) その他

３　調査意見

４　添付資料

（被災写真及び図面等、火災にあっては所轄警察署長等の証明書等）

（注）「補助金」欄は、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。

第　　　　　　号

令和　年　月　日

林業（振興）事務所長　様

補助事業者の長　　

令和　年度高知県木質資源利用促進事業に係る災害報告書

　令和　年　月　日付け高知県指令　　第　　 号で補助金の交付決定通知（変更及び追加交付決定通知）
のあった事業が施工途中において、下記のとおり災害を受けたので報告します。

記

事　業　計　画 被　災　内　容



第７号様式

第　　 　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

    林業（振興）事務所長　　様

補助事業者

1　延期の理由
別紙１のとおり

２　当初事業完了予定年月日
令和　　　年　　　月　　　日

３　変更事業完成予定年月日
令和　　　年　　　月　　　日

４　事業変更計画書
別紙２のとおり

　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業完成予定年月日の延期届出書

記

　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がありました
事業について、下記のとおり事業完成予定年月日を延期したいので届け出ます。



別紙　１

１．箇所名

２．延期の理由

（注） １　延期対象となる箇所毎に記入してください。

２　必要に応じて、延期理由が確認することができる資料や写真等を添えてください。

 事 業 完 成 予 定 年 月 日 延 期 理 由 書



別紙　２
　事　業　変　更　計　画　書

変更前

変更後

工　種
全　体
工事量

単位 月 月 月 月 月 月 月 月 月



第８号様式

第　　　　　号
年　　月　　日

　補助事業者の長　　様

林業（振興）事務所長

　変更内容
完成予定年月日の変更

完成予定年月日の延期届出書の受理について

変更前 変更後

　令和　年　月　日付けで提出のありました令和　　年度高知県木質資源利用促進事業完
成予定年月日の延期届出書については、下記の内容のとおり受理しました。



第９号様式

事業主体の長　　　　　　

請 負 者
住所氏名

契約金額

千円 千円 千円

（注）以下は、補助事業者において記入してください。

補助事業者の長　　

　１．検査等の年月日 令和　　年　　月　　日

　２．検査等の行為

第　　　　　　号

令和　年　月　日

　補助事業者の長　　様

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業完了届

　令和　年　月　日付け　番　　号で補助金の交付決定（変更決定又は追加交付決定）通知がありましたこの事
業について、下記のとおり完了しましたので、届け出ます。

記

請負施行の場合

（注）１　別記第６号様式の着手届を作成した区分により記入してください。

　　　２　記載する数量、金額は、出来高によるものとしてください。

　　　３　「補助金」欄は、国費及び県費の合計額とし、国費を上段（　）書きとしてください。

　　　４　「契約金額」欄は、補助事業の対象外経費が含まれる場合は、その額を上段括弧書き外数で記入して
　　　　ください。

第　　　　　　号

令和　年　月　日

林業（振興）事務所長　様

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業完了届

　このことについて、上記（又は別紙）のとおり、事業主体から完了届の提出がありましたので、提出します。
なお、この事業に係る○○○○（補助事業者）の検査等の状況は、下記のとおりです。

記

（注）「検査等の行為」は、現地・現物確認、完成検査等の具体的な行為を記入してください。

工種又は
施設区分

施工箇所
又　　は
設置箇所

事業量 事業費
（国費）

補助金

着　手

年月日

着　工

年月日

完　了

年月日



第10号様式

確認等 所　　見　　等

１．事業の成果物について

(1) 計画書、設計書と成果物の対比（構造、規格、事業量等） □

(2) 計画・設計外部分の確認 □

(3) 使用した資材等の確認 □

①コンクリート配合報告書 □

②コンクリート強度試験成績書 □

③ミルシート（鋼材検査証明書） □

④仕様書、納品書 □

(4) 工事記録の確認（工事日誌、監督日誌等） □

(5) 現場施工写真等の確認 □

(6) 成果物への事業名の明示の確認 □

２．交付対象経費について

(1) 支出額の確認（領収証、請求書、支払伝票等） □

(2) 支出額と帳簿（元帳、補助簿、出納簿等）、通帳の照合 □

(3) 直営工事に関する書類の確認 □

①賃金台帳、出面簿等、雇用契約書の確認 □

②機械器具等の運転日誌の確認 □

③損料積算基礎資料（固定資産台帳、機械諸元等） □

④保険料率等が確認できる書類 □

(4) 支出経費と交付対象経費の照合 □

(5) 支出経費と上限建設費の照合 □

３．契約手続きについて

(1) 入札事務の処理の確認 □

①発注用設計書（金抜きを含む。）、仕様書等 □

②契約方法の選定理由（入札、随契、単独随契） □

③入札・見積業者の選定方法 □

④予定価格（又は落札の上限価格）の決定方法 □

⑤入札・見積記録と入札書又は見積書 □

⑥予定価格（落札の上限価格）の決定方法 □

(2) 契約書類、契約内容の履行確認 □

(3) 現場責任者・監督者等の選任状況の確認 □

(4) 検査書類、検査内容の確認 □

(5) 成果物の引取書類の確認 □

(6) 機種等の選定方法(理由)の確認【計画と実績が異なる場合】 □

(7) 規模決定の方法(理由)の確認　【　　　　〃　　　　　　】 □

４．補助金事務手続きについて

(1) 実績と事業計画書の変更該当事項の照合 □

(2) 実績と交付申請書の変更該当事項の照合 □

(3) 補助金決定通知と着手届の照合 □

(3) 遂行状況報告書の確認 □

(4) 検査書類と完了届、実績報告書の照合 □

(5) 成果物の引取書類と完了届、実績報告書の照合 □

(6) 年度内実績と繰越事業の確認 □

(7) 上記(1)～(6)の添付書類と実績の照合 □

５．その他

(1) 関係法規に基づく手続きの確認 □

①森林法関係（保安林・林地開発許可制度等） □

②自然公園法関係 □

③都市計画法関係 □

④廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 □

⑤労働安全衛生法関係 □

(2) 総会、役員会等議事録 □

(3) 予算関係書類 □

(4) 施設の管理関係書類 □

①固定資産台帳の登載内容の確認 □

②利用状況の確認書類（日誌、台帳等）の作成確認 □

③火災保険（建物）等の確認 □

検査内容一覧表
項　　　　　目

（注）１　事業の内容等により、必要な項目を追加して作成すること。また、不要な項目は削除してください。

　　　２　確認済みの項目については、「確認等」欄にチェック（レ点）してください。



第11号様式

　(1) 実績及び達成率

現状値 目標値 備考

（　　年度）（　　年度） 実績
達成率
（％） 実績

達成率
（％） 実績

達成率
（％） 実績

達成率
（％） 実績

達成率
（％） 実績

達成率
（％）

高知県木質資源利用促進事業達成状況調査報告書

補助事業者名 調査年度 　　　年度（　　年目）

事業完了年度 目標年度

実施年度の報告 １年目の報告 ２年目の報告 ３年目の報告 ４年目の報告 目標年度の報告

（　　　　年度） （　　　年度） （　　　年度） （　　　年度） （　　　年度） （　　　年度）

（注）１　本表は、事業完了年度から目標年度まで記入してください。

　　　２　「指標」欄、「現状値」欄及び「目標値」欄は、事業計画の内容としてください。

　　　３　「達成率」欄は、各年の実績／目標値としてください。（小数点以下第１位を四捨五入し、単位止めとしてください。）

　　　４　「実績」欄は、その調査方法を「備考」欄に明示してください。

メニュー 事業主体
工種又は
施設区分

指標



　(2) 総合評価

①補助事業者の評価及び今後の課題とその解決策

メニュー 事業主体

（注）以下は、林業（振興）事務所において記入してください。

②林業（振興）事務所の評価及び今後の課題とその解決策

メニュー 事業主体

　事業主体ごとに事業評価を分析したうえでその評価について記入するとともに、調査年度の実績が目標数値に対して80％未満となった場合は、今後の
課題とその解決策を記載してください。

本事業の分析とその評価

本事業の分析とその評価



(3)収支実績

備考

収　入

支　出

収支差

収入のう
ち公的資

金等

報　告　年　度

運　用
開始年度

1年目
（令和　年度）

2年目
（令和　年度）

3年目
（令和　年度）

4年目
（令和　年度）

（注）１　この表は、収支を伴う施設についてのみ記入してください。

　　　３　「目標」欄は、事業計画書の作成段階における目標年度の収支計画を記入してください。

　　　５　「収入」欄は、販売額又は利用料等としてください。
　　　６　「支出」欄は、固定経費及び変動経費の合計とし、減価償却費等支出に計上すべきものを正確に積み上げてください。

メニュー 事業主体
工種又は
施設区分

設置年度 項目 目　標 目標年度
（令和　年度）

　　　２　項目の「収入のうち公的資金等」欄は、市町村の一般財源や森林組合の他事業からの流用等施設の運営による収入以外の収入
        （収入の内数）を記入してください。

　　　４　「報告年度」欄及び「目標年度」欄は、事前に費用対効果分析報告書を作成した施設ごとに、当該施設の運営が開始された年度
　　　　から目標年度までの実績を事業主体の各会計年度の区分により記入（報告はそれぞれの実績の翌年度）してください。



第12号様式

１　施設の利用状況

（　年度） （　年度）

合　計

利用効果調査表

補助事業者名

報　告　年　度

（注）１　この表は、メニュー、事業主体ごと作成してください。

　　　２　「目標」欄は、事業計画書の利用計画等に記入している「将来」の事業量を転記し、その上段に素材生産量、製材加工量等の目標とす
　　　　る項目を記入してください。
　　　　　なお、実績が、著しく低迷（目標に対して半分以下の場合）した場合は、その対処方針を「備考」欄又は別紙に記入してください。

　　　３　「計画策定時事業量」欄は、事業計画書の利用計画等における「現在」又は「現状」の事業量を転記し、単位を明記してください。

　　　４　「報告年度」欄は、目標年度の翌年度から当該施設の整備完了の翌年度から起算して10年度目までの実績を事業主体の会計年度の区分
　　　　により記入（報告はそれぞれの実績の翌年度）してください。また、下段に達成率（実績／目標）を括弧書きで記入してください。

メニュー 事業主体
工種又は
施設区分

設置年度 目標

計画策定時
事　業　量

目標に係る年
度の実績 備　考



２ 収支実績

（　年度）

収　　入

支　　出

収 支 差

収入のうち
公的資金等

収　　入

支　　出

収 支 差

収入のうち
公的資金等

（単位：円）

報　告　年　度

（注）１　この表は、収支を伴う施設について、「１　施設の利用状況」の区分により記入してください。

　　　２　項目の「収入のうち公的資金等」欄は、収入のうち市町村の一般財源や森林組合の他事業からの流用等施設の運営による収入以外の収
　　　　入を記入してください（収入の内数）。

　　　３　「目標」欄は、計画書の収支計画における「将来」の収支を転記してください。

　　　４　「報告年度」欄は、目標年度の翌年度から当該施設の整備完了の翌年度から起算して10年度目までの実績を事業主体の会計年度の区分
　　　　により記入（報告はそれぞれの実績の翌年度）してください。

　　　５　「収入」欄は、販売額又は利用料等としてください。

　　　６　「支出」欄は、固定経費及び変動経費の合計とし、減価償却費等支出に計上すべきものを正確に積み上げてください。

メニュー 事業主体
工種又は
施設区分

設置年度 項　　目 目　標

目標に係る
年度の実績 備　考



第13号様式

第　　　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　補助事業者の長　　　　様

　事業主体の長　　　　　

（補助事業者の長）

　１　施設名

　２　事業主体

　３　利用計画の変更予定年月日

　４　利用計画の変更理由

　５　利用計画の変更内容

(1) 事業運営の対比

(2) 利用計画の対比

(3) 収支計画の対比

(4) 費用対効果

　６　添付資料

(1) 施設配置図の対比

(2) 施設の明細（取得年月日、耐用年数、利用内容（廃棄）の対比等）

(3) 積算資料

（高知県知事　　　　　　様）

高知県木質資源利用促進事業に係る施設等の利用計画の変更について（申請）

　令和　年度高知県木質資源利用促進事業により導入した下記の施設の利用計画を変更した
いので、申請します。



第14号様式

　補助事業者の長　　　　様

（高知県知事　　　　　　様）

　１　増築等予定年月日

　２　理由

　３　取得時の状況

メニュー
事業種目

（事業内容）
設置箇所 事業主体 事 業 量 事 業 費 補助金等額 備　考　

円 円

　４　増築（改築、模様替え及び移転）計画

　５　添付書類

　　　(1)計画図又は設計図面等

　　　(2)(1)に掲げるもののほか、参考資料

（注）「補助金等額」欄は、国費及び県費の合計額とし、国費を上段に括弧書きとしてください。

第　　　　　　　　号

令和　　年　 月　 日

　　　事業主体の長　　　　　　　

　　（補助事業者の長）

高知県木質資源利用促進事業に係る施設等の増築（改築、模様替え、移転）届

　令和　年度高知県木質資源利用促進事業によって実施した下記の施設等について、このたび増築（改
築、模様替え、移転）したいので、届け出ます。

記



第15号様式

　補助事業者の長　　　　様

（高知県知事　　　　　　様）

　　　事業主体の長　　　　　　　

　　（補助事業者の長）

　１　事業主体

　２　処分しようとする理由

　３　処分の内容

(1) 取得機械施設等

工種又は
施設区分

構造又は
規　　格

数　　量

(2) 処分計画

工種又は
施設区分

構造又は
規　　格

数　　量

(3) 代替施設計画

工種又は
施設区分

構造又は
規　　格

数　　量

処　分　承　認　申　請　書

第　　　号

年　月　日

　高知県木質資源利用促進事業により取得した機械施設の処分について

　令和　年度高知県木質資源利用促進事業により取得した機械施設について、下記のとおり処分したいので承
認されたく申請します。

記

事　業　内　容

事     業     内      容

事   業   内    容

（注）１　「処分しようとする理由」は、次の内容を簡潔に記入してください。

　　　　①　施設設置の年度、施設名、施設の目的・必要性及び設置後の利用状況

　　　　②　施設を処分しようとする背景、理由

　　　　③　施設処分を防止しようとした努力及びやむを得ないとした理由

　　　　④　処分後の事業内容等の継続関係

　　　２　(1)の「補助金額」欄は、国費及び県費の合計額とし、国費を上段括弧書きとしてください。

　　　３　(2)の「処分内容」欄は、目的外使用（事業の中止又は取り壊し）、譲渡、交換、貸付、担保等に
　　　　分けて記入してください。

　　　４　(2)の「備考」欄は、相手方の利用方法、利用計画等を記入してください。

　　　５　(3)は、処分機械施設等に対する代替施設を設置する場合のみ記入してください。

　　　６　申請書には、次の書類を添付してください。

　　　　①　補助事業者にあっては、事業主体の長から補助事業者の長への承認申請書の写し

　　　　②　財産取得時から現在に至るまでの計画に対する利用実績（事業量及び収支）

　　　　③　減価償却計算書（別紙）

　　　　④　事業主体の処分に関する議事録

　　　　⑤　図面（位置図、設計図、代替施設の設計図）

　　　　⑥　写真

　　　　⑦　①から⑥に掲げるもののほか、必要により確認書、顛末書等

取　　得
年 月 日

事業種目
事業費
（千円）

補助金額
（千円）

備　　　考　

処分内容
処分予定
年 月 日

処分の　
相手方

処分に係
る事業費
（千円）

処分価格
（千円）

残存価格
（千円）

備考

設置予定
年 月 日

事業主体
事 業 費
（千円）

備　　　　考



　１　事業名

　２　施設の名称

　３　事業費 円（うち国費　　　　　円、うち県費　　　　　円）

　４　耐用年数 年 償却方法　　　　　法（償却率　　　　　）

　５　取得年月日 令和　　　　　　　年　　月　　日

　６　処分予定年月日 令和　　　　　　　年　　月　　日

年度 償却額 年度　

（注）１　円未満は切り捨ててください。

　　　２　補助対象に係る事業費（自力の分を除く）の減価償却であり、圧縮記帳は行わないでください。

（別紙）

　減価償却計算書

残存価格　　　 償却額 残存価格

①　令和　　年度の償却額（償却開始年度）

　　○○○円（Ａ）×○月（○月～○月）÷12月＝○○○円（当該年度の償却額）

　　　※原則として当該施設等の取得した日の属する月から計算してください。

②　令和　　年度の償却額（償却開始及び最終年度以外）

　　○○○円（定率法にあっては当該年度の前年度末の残存価格、定額法にあっては取得価格）×○○○（償却率、
　　定率法で調整前償却額が償却保証額に満たない場合には改定償却率）＝○○○円（Ｂ）（当該年度の償却率）

③　令和　　年度の償却額（償却最終年度）

　　○○○円（定率法にあっては当該年度の前年度末の残存価格、定額法にあっては取得価格）×○○○（償却率、
　　定率法で調整前償却額が償却保証額に満たない場合には改定償却率）＝○○○円（Ｃ）

　　○○○円（Ｃ）×○月（○月～○月）÷12月＝○○○円（当該年度の償却額）

　　　※原則として当該事業の終了した日の属する月の前月までとして計算してください。

④　補助金等返還相当額（補助金返還の必要がある場合）

　　○○○円（残存価格）×（○○○円（国費＋県費）÷○○○円（事業費））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝○○○円（補助金等返還相当額）

　　　３　施設の取得日を含む年度の制度（耐用年数、残存価額等）及び当該事業主体が選択している償却方
　　　　法により計算してください。

　　○○○円（取得価格）×○○○（償却率、定率法で調整前償却額が償却保証額に満たない場合には
　　改定償却率）＝○○○円（Ａ）



第16号様式

第　　　　　　号

令和　年　月　日

　補助事業者の長　　　　様

（高知県知事　　　　　　様）

　　　事業主体の長　　　　　

　　（補助事業者の長）

　１　実施場所

　２　事業主体

　３　処分施設

　４　代替施設

　５　添付書類

　　　(1)代替施設完成写真

　　　(2)図面等

　　　(3)その他参考資料

　　　　　　　高知県木質資源利用促進事業により取得した機械施設等の
　　　　　　　処分に係る代替施設完了報告書　　　

　令和　年　月　日付け高知県指令　　　第　　　号で承認された機械施設等の処分について、
その代替施設が下記のとおり完了したので報告します。

記

（注）１　「実施場所」は、大字単位まで記入してください。

　　　２　「処分施設」は、導入年度、導入事業名、導入施設名、構造規格又は規模を記入してください。

　　　３　「代替施設」は、導入施設名、構造規格又は規模を記入してください。



第17号様式

　高知県知事　様

　補助事業者の長　　　

　１　事業実施時の状況

メニュー
事業種目

(事業内容)
事業主体 管理主体

取　得
年月日

施行箇所又
は設置場所

構造規格
又は規模

事業量 事業費
補助金等

額
備考

千円 千円

　２　被災内容

　　(1) 災害の原因

　　　　［例］令和○年○○月○○日　第○号台風による強風

　　　　　　　　（○○気象台調べ○時○分○○m/s瞬間風速）

　　　　　　　令和○年○○月○○日　火災

　　(2) 被災の程度

　　　　［例］屋根○○㎡及び○○機械○○台破損（焼失）

　　　　　　　破損（被災）額　○○○千円

　３　復旧計画等

　　(1)　応急措置

　　　　［例］災害部分について応急措置（暫定措置）として屋根を被覆した。

　　(2)　復旧計画

　　　　［例］○○年度使用時期までに自己資金で復旧し、本来の機能の復旧を図る。

　　　(ｱ)　復旧見積り額　○○○千円

　　　(ｲ)　復旧時期　　　令和○年○○月○○日～令和○年○○月○○日

　４　添付書類

　　　(1)被災状況写真（正面写真、側面写真等）

　　　(2)図面

　　　(3)(1)及び(2)に掲げるもの以外の参考資料

（注）１　（災害）については災害の種類を記入してください（例：台風○号）。

　　　２　「施行箇所又は設置場所」欄は、地番まで記入してください。

　　　３　「補助金等額」欄は、国費及び県費の合計額とし、国費を上限に括弧書きとしてください。

第　　　　　　号

令和　年　月　日

　　　　高知県木質資源利用促進事業により取得した機械施設等の災害報告について

　令和　年度高知県木質資源利用促進事業により取得した機械施設等が（災害）により
被災したので報告します。

記


