
高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和 43 年高知県規則第７号。以下「規則」と

いう。）第 24 条の規定に基づき、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。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（補助目的及び補助対象事業）

第２条 県は、森林資源を活かした循環型社会の形成並びに新たな産業及び雇用の創出に向け、

木質バイオマスエネルギーの地域循環利用の促進を図るため、合板・製材・集成材国際競争力強

化・輸出促進対策交付金等交付要綱（平成 28年 1月 20 日付け 27林整計第 232 号農林水産事務次官依

命通知）、合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策実施要綱（平成 28年 1月 20 日付け 27

林整計第 236 号農林水産事務次官依命通知）、木材産業国際競争力強化対策実施要領（平成 28年１月

20 日付け 27林整計第 237 号林野庁長官通知）、木材産業国際競争力強化対策実施要領の運用につい

て（平成 28年１月 20日付け 27林整計第 238 号林野庁長官通知）、木質バイオマス利用促進対策のう

ち木質バイオマス燃料品質向上施設整備交付金事業実施要領（令和３年１月 28日付け２林政利第 127

号林野庁長官通知）、木質バイオマス利用促進対策のうち木質バイオマス燃料品質向上施設整備交付

金事業実施要領の運用について（令和３年１月 28 日付け２林政利第 128 号林野庁長官通知）、林業

成長産業化総合対策補助金等交付要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 林政政第 893 号農林水産事

務次官依命通知）、林業成長産業化総合対策実施要綱（平成 30年３月 30日付け 29林政政第 892

号農林水産事務次官依命通知）、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領（平成 30

年 3 月 30 日付け 29林政経第 349 号林野庁長官通知）等に基づき、別表第１に掲げる事業主体が

事業を行うために要する経費について、同表に掲げる補助事業者に対して予算の範囲内で補助金

を交付する。

（補助対象経費、補助率等）

第３条 前条に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費、補助率等

については、別表第２に定めるとおりとする。

（補助金の交付の申請）

第４条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書は、別記第１号様式によるものとし、補助金の

交付を受けようとするときは、所轄の林業事務所長（嶺北林業振興事務所の管内にあっては、

嶺北林業振興事務所長。以下「所長」という。）に提出しなければならない。

２ 補助事業者は、第 1項の規定による書類の提出に当たって、納期限の到来した県税について

滞納がないことを証するもの（県税事務所で発行する全税目の納税証明書）及び県に対する税

外未収金債務の滞納がないことの誓約書等を添えて提出しなければならない。ただし、県税の

納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。

（補助金の交付の決定）

第５条 所長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合において、その内容を審査

した上で、補助金の交付が適当であると認められるときは、別記第２号様式による決定通知書

により、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該事業主体が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときを除く。

(１) 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下この項において「暴



排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は

暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。）である

とき。

(２) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(３) その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。

以下この項において同じ。）が暴力団員等であるとき。

(４) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(５) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(６) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(７) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品そ

の他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営

に協力し、又は関与したとき。

(８) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められ

る者であることを知りながら、これを利用したとき。

(９) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第

三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

２ 所長は、前条の補助金等交付申請書を受理した後において、必要に応じて現地調査等を行う

ことができるものとし、当該事業主体は、この現地調査等に協力しなければならない。

（補助の条件）

第６条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。

(１) 補助事業に係る法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(２) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに所轄の所長に報告し、その指示を受けること。

(３) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠

書類を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管しなければならないこと。ただし、

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第５号に規定する処分制限期間を経過

しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制

限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳及びその他必要な関

係書類を保管しなければならないこと。

(４) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良

な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第２条に規定する補助目的に従って、そ

の効率的な運用を図らなければならないこと。

(５) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（機械及び器具にあっては、取得価格

又は効用の増加価格が 50 万円以上のものに限る。）については、処分を制限する期間（減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15号。以下「大蔵省令」とい

う。）に規定する財産にあっては大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間（中古機械に

あっては、高知県木質資源利用促進事業事務取扱要領第２の１の（１）の③ウの期間。大蔵

省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令

第 18 号）別表に規定する期間）をいう。以下この条において「処分制限期間」という。）

内において、知事の承認を受けないで、第２条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、



交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(６) 処分制限期間内に知事の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、

当該収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。ただし、補助事業を行うに当た

って、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から

融資を受ける場合であって、かつ、その内容が第４条の補助金等交付申請書の添付資料（別

記第１号様式別紙３）に具体的に記載されている場合は、知事の承認を受けたものとする。

(７) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制

限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速

やかに知事に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助

金相当額の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。ただし、公用の用に供する場合

又は天災地変その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(８) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等（補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108

号）第 30 条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及

び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。

ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限

りでない。

(９) 補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくは

これに付した条件、法令、規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく県の処分に違反した

ときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り

消すことがあること。

(10) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(11) 補助事業の実施に当たっては、第５条第１項ただし書各号のいずれかに該当すると認め

られるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わ

なければならないこと。

(12) 別表第 1のメニュー（事業）のうち１木質バイオマス利用施設等整備の補助事業におい

て、市町村以外のものが事業主体である場合は、補助金等交付申請書の提出に当たり別記第

１号様式の別紙５による「誓約書」を添えなければならないこと。

(13) 市町村が補助事業者である場合は、補助金の交付に際し、事業主体に対して前各号に掲

げる条件を付さなければならないこと。

（変更の手続）

第７条 補助事業者は、規則第５条第１項第１号又は第３号の規定により、知事の承認を受けよ

うとする場合は、別記第３号様式による変更等承認申請書を所長に提出しなければならない。

提出を受けた所長は、速やかに内容を確認し、知事に報告するものとする。

２ 規則第５条第１項第１号の知事が別に定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する

場合以外の場合とする。

(１) 補助金額の増加

(２) 補助金額の増加を伴わない補助対象経費の 20パーセントを超える増減

（遂行状況報告）

第８条 補助事業者は、規則第 10 条第１項の規定による遂行状況報告について、知事から求め

があった場合は、速やかにその状況について、別記第４号様式による遂行状況報告書を所長に

提出しなければならない。



（概算払の請求）

第９条 補助事業者は、規則第 14 条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようと

するときは、別記第５号様式による概算払請求書を所長に提出しなければならない。

（実績報告等）

第 10条 規則第 11条第１項の補助事業等実績報告書は、別記第６号様式によるものとし、補助

事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して 30 日を経過する日又は当該年度

の３月 31日のいずれか早い日までに所長に提出しなければならない。

２ 補助事業者は、第６条第８号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の

補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかに

なったときは、これを補助金額から減額して所長に報告しなければならない。

３ 第１項の補助事業等実績報告書の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕

入控除税額等が確定した場合は、その金額（実績報告において前項の規定により減額した場合

にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに別記第７号様式により所長

に報告するとともに、当該金額を県に返還しなければならない。

４ 前項の規定による報告は、第１項の補助事業等実績報告書を提出した年度の翌年度の５月末

日までに行わなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定して

いない場合は、翌々年度の５月末日までに報告しなければならない。

（補助金の額の確定）

第 11 条 所長は、前条の規定により実績報告書及び関係書類が提出されたときは、当該報告に

係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査した上で、補助金の額

を確定するものとし、確定額は、申請に基づく交付決定額と実績報告により算出した額とのい

ずれか低い方の金額とする。この場合において、交付決定額と確定額とが相違する場合は、別

記第８号様式により当該補助事業者に通知する。

（繰越しの承認の申請）

第12条 補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、別

記第９号様式の繰越承認申請書を提出し、所長の承認を受けなければならない。

（グリーン購入）

第 13条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グ

リーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

（情報の開示）

第 14条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）

に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、

原則として開示するものとする。

（雑 則）

第 15 条 高知県事務処理規則（平成 15 年高知県規則第 44 号）第７条の規定に基づき、木質バ

イオマス発電施設整備等の広域的な事務を処理する必要がある場合は、この要綱中「所轄の林

業事務所長」、「所轄の所長」及び「所長」とあるのは、それぞれ「知事」と読み替えて適用

するものとする。

（附 則）



１ この要綱は、平成 24年４月 17日から施行する。

２ この要綱は、令和６年５月 31 日限りその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付され

た補助金については、第６条、第 10条及び第 14条の規定は、同日以降もなおその効力を有す

る。

附 則

１ この要綱は、平成 25年４月 17日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成 26年３月 20日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成 27年４月 21日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成 28年４月７日から施行する。

附 則

１ この要綱は、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 改正前の本要綱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 この要綱は、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 改正前の本要綱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

この要綱は、平成 31年３月 19日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年３月 24日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年３月 24日から施行する。



別表第１（第２条関係）

メニュー（事業） 事業種目（工種）又は事業内容 事業主体 補助事業者

事業主体

３　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

４　附帯事務費

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（木質バイオマスエネルギー利
用施設装置）

木質バイオマス加工流通施設等整備
（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）

２ 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

県内の熱利用向け木質燃料
を製造する県内の事業者

市町村、森林組合、森林組
合連合会、林業者等の組織
する団体、木材関連業者等
の組織する団体、地方公共
団体等の出資する法人、農
業協同組合、農業協同組合
連合会、農事組合法人、一
部事務組合、社会福祉法
人、特定非営利活動法人、
ＰＦＩ事業者、民間事業者
その他知事が認めるもの

事業主体

１の事業の実施について、補助事業
者である市町村が指導監督及び事業
の推進に必要な会議の開催等に要す
るもの

市町村 市町村

市町村、森林組合、森林組
合連合会、林業者等の組織
する団体、木材関連業者等
の組織する団体、地方公共
団体等の出資する法人、農
業協同組合、農業協同組合
連合会、農事組合法人、漁
業協同組合、漁業協同組合
連合会、一部事務組合、社
会福祉法人、ＰＦＩ事業
者、民間事業者その他知事
が認めるもので、県内に事
業所を有し、原則として県
内に法人登記をしているも
の

市町村等
（原則として市
町村とする。た
だし、事業主体
としての条件は
満たしている
が、事業主体が
所在する市町村
の補助制度上の
理由等により、
市町村が補助事
業者になること
ができない場合
に限り、事業主
体のうち知事が
特に認めたもの
は、補助事業者
になることがで
きる。）



別表第２（第３条関係）

Ａ Ｂ 民間事業者以外 民間事業者

燃料貯蔵庫 棟 ㎡

燃料投入施設 式

木質資源利用ボイラー 台

木質バイオマス発電施設（注２） 式

受電施設 式 　２分の１以内 　２分の１以内

吸収冷凍機 式 (ｱ)6,000万円未満

熱交換器 式 　２分の１以内

熱利用配管 式

管理棟 棟 ㎡

作業用建物 棟 ㎡

その他（※具体名） － (ｲ)6,000万円以上

　３分の１以内

木質バイオマス供給施設装置 ２分の１以内 ２分の１以内

剥皮施設 式

異物除去機 台

磁選機 台

木質チップ選別機 台

ハンマーミル 台

チッパー 台

チップサイロ 棟 ㎡

燃料乾燥施設 式

燃料投入施設 式

木質燃料製造施設 式

計量・梱包装置 台

熱供給配管 式

木材成分抽出利用施設 式

丸鋸盤 台

チップ吹上装置 式

原料貯蔵庫 棟 ㎡

乾燥機 台

選別機 台

接着装置

切断機 台

成型施設 式

サンダー 台

集じん装置 式

作業用建物 棟 ㎡

製品保管倉庫 棟 ㎡

管理棟 棟 ㎡

貯木場 箇所 ㎡

その他（※具体名） －

補助率

（別表第1の事業主体毎）

メニュー 補助対象経費 工種又は施設区分

呼称単位

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
ギー利用施設等の整備
に要する経費とし、対
象となる施設は、「工
種又は施設区分」に掲
げるものとする。

 木質バイオマスエネルギー利用施設装置(注１) ①１台当たりの能力が
30万kcal/h未満の施設
園芸用ﾎﾞｲﾗｰ施設
　３分の２以内

①１台当たりの能力が
30万kcal/h未満の施設
園芸用ﾎﾞｲﾗｰ施設
　３分の２以内

①１台当たりの能力が
30万kcal/h未満の施設
園芸用ﾎﾞｲﾗｰ施設
　３分の２以内

②上記以外のﾎﾞｲﾗｰ及び
施設

②上記以外のﾎﾞｲﾗｰ及び
施設（補助対象事業費
別に区分）

②上記以外のﾎﾞｲﾗｰ及び
施設

(注３)又は(注４)に該
当する場合の補助率※ただし、補助金額

は2,000万円を上限と
する。

補助対象事業費別に区
分

※（注５）に該当する
場合、補助対象事業費
別に区分

(ｱ)6,000万円未満
　２分の１以内

(注３)又は(注４)に該
当する場合の補助率
（（注５）に該当する
場合を除く）※ただし、補助金額

は2,000万円を上限と
する。

(ｱ)6,000万円未満
　２分の１以内

※ただし、補助金額
は2,000万円を上限と
する。

(ｲ)6,000万円以上
　３分の１以内

※（注５）に該当する
場合、補助対象事業費
別に(ｳ)(ｴ)へ区分

(ｲ)6,000万円以上
　３分の１以内

(ｳ)133,334,000円未満
　２分の１以内

※ただし、補助金額
は2,000万円を上限と
する。

(ｴ)133,334,000円以上
　15％以内



２分の１以内

台

台

台

台

台

棟 ㎡

－

２分の１以内

台

台

台

台

台

台

棟 ㎡

－

式

式

式

燃料配送車

ログローダ

フォークリフト

クレーン

ホイルクレーン

機械保管倉庫

その他（※具体名）

未利用間伐材等活用機械

移動式木材破砕機

移動式チッパー

結束機

移動式植繊機

輸送用コンテナ

グラップル

機械保管倉庫

その他（※具体名）

木質バイオマスエネルギー供給用機械 補助対象事業費別に区
分

補助対象事業費別に区
分 ※燃料配送車は３分の

２以内(ｱ)6,000万円未満
　２分の１以内

(ｱ)6,000万円未満
　２分の１以内 (注３)又は(注４)に該

当する場合の補助率
（（注５）に該当する
場合を除く）

※ただし、補助金額
は2,000万円を上限と
する。

※ただし、補助金額
は2,000万円を上限と
する。

(ｲ)6,000万円以上
　３分の１以内

(ｲ)6,000万円以上
　３分の１以内

※（注５）に該当する
場合、補助対象事業費
別に(ｳ)(ｴ)へ区分

※(ｱ)から(ｲ)に関わら
ず燃料配送車は３分の
２以内

(ｳ)133,334,000円未満
　２分の１以内

※ただし、補助金額
は2,000万円を上限と
する。

(ｴ)133,334,000円以上
　15％以内

※(ｱ)から(ｴ)に関わら
ず燃料配送車は３分の
２以内

(注３)又は(注４)に該
当する場合の補助率

２  熱利用原
木確保緊急対策

県内の熱利用向け木質
燃料製造に必要な原木
の仕入れに係る経費と
し、対象となる内容
は、「工種又は施設区
分」に掲げるものとす
る。

原木購入費
※補助対象事業費は原木仕入価格から基準
額（４千円／トン）を差し引いた額

３ 木質バイオマ
ス利用コスト支
援

燃焼灰を取扱うために
必要な経費とし、対象
となる内容は、「工種
又は施設区分」に掲げ
るものとする。（注
６）

回収・運搬費、検査・分析費、処分費、再
生利用費、使用料、賃借料、役務費及び委
託料

４ 附帯事務費
指導監督等に要する経
費とし、対象となる内
容は、「工種又は施設
区分」に掲げるものと
する。

人件費、賃金、謝金、旅費、需用費（食料
費を除く。）、役務費、委託料、使用料及
び賃借料並びに備品購入費（耐用年数が事
業実施期間を超える場合は、補助対象外）

（補助対象事業費別に区分）

(ｱ)6,000万円未満
　２分の１以内
　※ただし、補助金額は2,000万円を上限とす
る。

(ｲ)6,000万円以上
　３分の１以内

２分の１以内
　   上限2,000円／トン

２分の１以内

２分の１以内

(注)　
　　　１　木質バイオマスエネルギー利用施設装置」に係る、熱利用配管、熱交換機等の附帯的な施設の整備費用は、本体部分の半額までを補助対象事業費とする。
　　　２　電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第９条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定対象となる発電施設本体を除く。
　　　３　木質バイオマス供給事業者と需用者との安定供給・受入協定に基づき、５年以上の期間にわたり、間伐材又は林地残材を原料とする木質バイオマスを年間１万立方メートル（原木ベース）以
　　　　上供給・利用するために必要な機材・施設。
　　　４　地域内エコシステムの構築に資する取組（市町村が中心となり、森林関係者を含む地域の全ての関係者の協力体制を構築し、熱利用または熱電併給を行う取組を指すものとする。市町村・燃
　　　　料供給者を含む全ての事業関係者で構成された協議会を設置する計画であること。）
　　　５　「木質バイオマス供給施設装置」及び「木質バイオマスエネルギー供給用機械」について、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第９条の再生可能エネルギー
　　　　発電事業計画の認定を受けた発電施設に供給することを主たる目的とする場合。
　　　６　「木質バイオマス利用コスト支援」のメニューは、発電施設及び製材乾燥機用木屑焚きボイラーから発生する燃焼灰は対象としない。
　　　７　国の補助事業等による支援を併用する場合、その支援を受ける額と当該補助金額の合計額は、別表第２に定める補助率により算定される補助金額を超えないものとする。



別記
第１号様式（第４条、第６条関係）

　　林業（振興）事務所長　様

（補助事業者）住　所

 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　

 生年月日

記

１　事業の目的

２　事業の内容及び経費の配分総括表 単位：円

第　     　　　　　　 号

令和　    年　　月　　日

令和　　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金交付申請書

負　　　　担　　　　区　　　　分

計

（注）１　　「事業費」欄は、消費税額を含めた額を記入してください。

      ２　　「摘要」欄は、消費税仕入控除税額等がある場合に消費税相当額を記入してください。

　　　４　　　県補助金額は、1,000円未満の端数を切り捨ててください。

　令和　　年度において下記のとおり事業を実施したいので、高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱第４条

の規定により、補助金　　　　　　　　　　　円の交付を申請します。

メニュー 事業主体
事業費

(A+B+C+D)

補助対象
事業費 摘　要県補助金

（Ａ）
市町村費

（Ｂ）
公庫資金

（Ｃ）
その他
（Ｄ）

      ３　　「補助対象事業費」欄は、「事業費」より消費税仕入控除税額等がある場合の消費税相当額を差し引いた額を記入して
            ください。



　３　事業の内訳

（注）1

２

３
４

単位：円
経　　　費　　　内　　　訳 工　　　期

　「工期」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分呼称単位ごとに記入してください。
　当該補助金に関する消費税仕入控除税額等がある場合は、「備考」欄に消費税額○○○円と記入するとともに、別紙２を設け、記入してください。

メニュー 市町村名
事  業
主体名

施  行
箇所名

工種又は
施設区分

構造規格
又は規模

事　業　量
事業費

(A+B+C+D)
受益
戸数

備　考県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

公庫資金
（Ｃ）

その他
（Ｄ）

着　手
(予定)
年月日

しゅん工
(予定)
年月日

Ａ Ｂ

総　　計

　「工種又は施設区分」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分ごとに記入することとし、工種又は施設区分ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記入し、「経費内訳」欄及び「受益戸
数」欄は、事業主体ごとに計のみを記入してください。
　「構造規格又は規模」欄は、機械の規格、建物の構造等について記入してください。なお、別表第２のうち呼称単位が「式」及び「－」で表示されている物については、別紙１を設け、１
件（単品目）ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記入してください。



４　事業完了予定年月日

年　　月　　日

５　収支予算
　（１）収入 単位：円

予　　　　算　　　　額 備　　　　　　　考

　（２）支出 単位：円
予　　　　算　　　　額 経　費　積　算　の　基　礎

６　添付資料
(１) 補助金の交付に関する規定（市町村の継ぎ足し補助がある場合）
(２)

(３) 実施設計書等
(４)

(５)

(６)

(７)
(８)

区　　　　　分

区　　　　　分

市町村以外の事業主体は、別紙６を添えてください。

県　   補　　助   　金

市   　町   　村   　費

計

事　　　業　　　費

附　帯　事　務　費

計

市町村以外の事業主体が当該補助金に消費税等相当額を含めて補助金の交付を申請する
場合は、事業主体の直近の消費税等の確定申告書（写し）、課税売上高を確認することがで
きるもの及び消費税法第37条第１項の規定に基づく届出書（写し）

補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資
を受ける場合に限り、別紙３を添えてください。
高知県木質資源利用促進事業事務取扱要領（以下「要領」という。）第２の１の(２)の規定によ
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、別紙４を添え
てください。

別表第1のメニュー（事業）１木質バイオマス利用施設等整備において、市町村以外の事業
主体は、補助金等交付申請書の提出に当たり別紙５を添えてください。

別表第１のメニュー（事業）１木質バイオマス利用施設等整備のうち木質バイオマス加工流通
施設等整備については、別紙７-１、別紙７-２を添えてください。



　別紙１

Ａ Ｂ

単位：円

事　　　業　　　量

事　　業　　種　　目 工 種 又 は 施 設 区 分

施　設　等　区　分 構　造　規　格　又　は　規　模 事　　業　　費 備　　　考



　別紙２

単位：円

（注） 1

２
３

４

５

６

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金に係る仕入れに係る消費税相当額集計表

仕入れに係る消費税等相当額

　第10条第３項により報告し、補助金の返還が伴う場合は、事業主体ごとに内訳を添えてください。

区　　分 事業主体名 事　業　費 県補助金
課　税
方　式

仕入れに係る
消費税額及び
地方消費税額

消費税
確　定
未確定

備　考
補助率

消費税分
補　助 金
相 当 額

合　　計

　当該補助金の事業主体（消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者又は同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した事業者が事業主体である場合
（地方公共団体又は同法第60条第４項の規定に該当する人格のない社団等が事業主体であるものを除く。）を含む。）について記入してください。

　「課税方式」欄は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の確定時において、消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者にあっては「免税」、同
法第37条第１項の規定による届出書を提出した事業者にあっては「簡易課税」、その他の事業者にあっては「課税」と記入してください。

　「仕入れに係る消費税額及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費
税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記入してください。

　「仕入れに係る消費税等相当額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として
控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を記入してください。

　「消費税確定未確定」欄は、消費税法第９条第１項の規定に該当する場合、同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した場合並びに消費税及び地方消費
税の確定申告を行った場合にあっては「確定」、それ以外の場合にあっては「未確定」と記入してください。



別紙３

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

記

　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４（※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載）

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

　要領第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載）



別紙５

　　林業（振興）事務所長　様

住　　　所

補助事業者 氏　　　名

第　     　　　　　　 号

令和　　年　　月　　日

誓約書

　（補助事業者名）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。



別紙６

私は、高知県木質資源利用促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）＜及び照会の結果に

ついて○○市＜町村＞に提供すること＞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

・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

高知県知事　　　　　　　　　　　　　様

所在地

（代表者・職）氏名（自署）

誓約書兼同意書



別紙７-1

1

1-(1)

1-(1)-①

1-(1)-②

1-(1)-③

1-(1)-④

1-(1)-⑤

1-(1)-⑥

1-(2)

農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：木材産業）

事業者向け　チェックシート

事業者名（工場名）

記入者　役職・氏名

製材業 / 集成材製造業 / 合単板製造業 /

ＬＶＬ製造業 / 床材製造業 / 木材チップ製造業 /

プレカット製造業 / 木材・竹材卸売業 /

その他（　　　　　　　　　　　　）

記入日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

現在の取組状況をご記入下さい。

作業安全確保のために必要な対策を講じる

人的対応力の向上

作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定
する。

知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者及び担当者を
選任する。

作業安全に関する研修・教育等を行う。外国人技能実習生
等を受け入れている場合は、確実に内容を理解できる方法に
より行う。また、作業安全に関する最新の知見及び情報の幅
広い収集に努める。

適切な技能、免許等が必要な業務には、有資格者を就か
せる。

職場での朝礼、定期的な集会等により、作業の計画及び安
全意識を周知・徹底する。

安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。

作業安全のためのルールや手順の順守

業種
（○を付ける。複数選択可）

具体的な事項

○:実施
×:実施していない
△:今後、実施予定
－:該当しない　



1-(2)-①

1-(2)-②

1-(2)-③

1-(2)-④

1-(2)-⑤

1-(2)-⑥

1-(3)

1-(3)-①

1-(3)-②

1-(3)-③

1-(4)

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(4)-③

1-(4)-④

1-(4)-⑤

1-(5)

関係法令等を遵守する。

木材加工用機械等、資機材等の使用に当たっては、取扱
説明書の確認等を通じて適切な使用方法を周知・徹底す
る。

作業に応じ、安全に配慮した服装、保護具等を着用させる。

日常的な確認、健康診断、ストレスチェック等により、健康状
態の管理を行う。

作業中に必要な休憩を設ける。また、暑熱環境下では水分
及び塩分摂取を推奨する。

作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指
導を受ける。

資機材、設備等の安全性の確保

燃料、薬品等危険性・有害性のある資材は、適切に保管
し、安全に取扱う。

機械、刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。

資機材、設備等を導入・更新する際には、無人化機械等を
含め、可能な限り安全に配慮したものを選択する。

作業環境の整備

職場及び個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、
日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。

高齢者を雇用する場合は、高齢に配慮した作業環境の整備
及び作業管理を行う。

安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を
明文化及び可視化し、全ての従事者が見ることができるように
する。

現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備及び注意喚起を
行う。

４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）活動を行う。

事故事例、ヒヤリ・ハット事例等の情報の分析及び活用

具体的な事項

○:実施
×:実施していない
△:今後、実施予定
－:該当しない　



1-(5)-①

1-(5)-②

2

2-(1)

2-(1)-①

2-(2)

2-(2)-①

2-(3)

2-(3)-①

行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例及
びヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防
止策を講じるとともに危険予知能力を高める。

実施した作業安全対策の内容を記録する。

事故発生時に備える

労災保険への加入等、補償措置の確保

経営者及び家族従事者を含めて、労災保険やその他の補
償措置を講じる。

事故後の速やかな対応策並びに再発防止策の検討及び実
施

事故が発生した場合の対応（救護・搬送、連絡、その後の調
査、労基署への届出、再発防止策の策定等）の手順を明
文化する。

事業継続のための備え

事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事
業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

具体的な事項

○:実施
×:実施していない
△:今後、実施予定
－:該当しない　



別紙７-2

1

1-①

1-②

1-③

1-④

1-⑤

1-⑥

1-⑦

1-⑧

1-⑨

2

2-①

2-②

農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：木材産業）

事業者団体向け　チェックシート

事業者団体名

記入者　役職・氏名

記入日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

現在の取組状況をご記入下さい。

構成員の作業安全確保のために必要な支援を行う

構成員の意識改革のための啓発活動を実施する。

構成員に対し、最新の知見、優良事例等に関する
様々な情報を積極的に提供する。

構成員の安全対策の対応力の向上のための研修の
実施及び外部の研修の紹介を行う。

構成員が共同利用する場所等を管理している場合
は、安全に配慮して作業環境の改善及び整備を行う。

構成員の安全に配慮された資機材等の導入・更新に
対し助言及び支援を行う。

行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故
事例及びヒヤリ・ハット事例を分析・共有し、構成員の
安全対策に活かす。

構成員向けの作業安全に係るガイドライン等の作成及
び既存のガイドライン等の周知を行う。

構成員からの安全対策に係る相談体制を整備する。

効果的な作業安全対策を講じるために関係機関等と
の連携を図る。

構成員の事故発生時に備えた措置を講じる

構成員の労災保険等の加入状況、意向等を把握し、
補償措置の確保を支援する。

構成員が事故発生時の事業継続のために行う準備を
支援する。また、事故発生時に積極的に支援を行う。

具体的な事項

○:実施
×:実施していない
△:今後、実施予定
－:該当しない　



第２号様式（第５条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県指令　　　　第　　　号

補助金交付決定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者住所、氏名

令和 年 月 日付けで補助金の交付の申請がありました令和 年度高知県木質資源利
用促進事業費補助金については、下記条件により金 円を交付することに決定しま
したので通知します。

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林業（振興）事務所長名

記

　１　補助金の交付対象となる事業及びその内容は、令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費
補助金交付申請書に記載のとおりとします。

　２　申請者は、高知県補助金等交付規則、高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱及び高
　　知県木質資源利用促進事業事務取扱要領の規定に従わなければなりません。

　３　この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出につい
　　ての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管しなければなりません。



第３号様式（第７条関係）

林業（振興）事務所長　様

（補助事業者）住　所

 氏　名　　  　  　　　　　　　　　　　　　

 生年月日

１　変更（中止・廃止）の理由

２　変更の内容及び経費の配分総括表 単位：円

（注）１ 　「事業費」欄は、消費税額を含めた額を記入してください。
２ 　「摘要」欄は、消費税仕入控除税額等がある場合に消費税相当額を記入してください。
３

４

第　     　　　　　　 号

令和　　年　　月　　日

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金変更等承認申請書

記

負　　　　担　　　　区　　　　分

計

　「補助対象事業費」欄は、「事業費」より消費税仕入控除税額等がある場合の消費税相当額を差し引いた額を記入し
てください。

  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（変更交付及び追加交付の

決定通知）がありましたことについて、下記のとおり変更（中止・廃止）したいので、高知県木質資源利用促進事

業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、その承認を申請します。

メニュー 事業主体
事業費

(A+B+C+D)

補助対象
事業費

摘　要県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

公庫資金
（Ｃ）

その他
（Ｄ）

　変更箇所については、変更前（上段括弧書き）と変更後（裸書き）とにより変更前と変更後との内容を対比してくだ
さい（変更のない箇所は、２段書きの必要はありません。）。



　３　事業の内訳

（注）1

２

３
４
５

単位：円
経　　　費　　　内　　　訳 工　　　期

　「工期」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分呼称単位ごとに記入してください。
　当該補助金に関する消費税仕入控除税額等がある場合は、「備考」欄に消費税額○○○円と記入するとともに、別紙２を設け、記入してください。
　変更箇所について、変更前（上段括弧書き）と変更後（裸書き）とにより変更前と変更後との内容を対比してください（変更のない箇所は、２段書きの必要はありません。）。

メニュー 市町村名
事  業
主体名

施  行
箇所名

工種又は
施設区分

構造規格
又は規模

事　業　量
事業費

(A+B+C+D)
受益
戸数

備　考県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

公庫資金
（Ｃ）

その他
（Ｄ）

着　手
(予定)
年月日

しゅん工
(予定)
年月日

Ａ Ｂ

総　　計

　「工種又は施設区分」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分ごとに記入することとし、工種又は施設区分ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記入し、「経費内訳」欄及び「受益戸
数」欄は、事業主体ごとに計のみを記入してください。
　「構造規格又は規模」欄は、機械の規格、建物の構造等について記入してください。なお、別表第２のうち呼称単位が「式」及び「－」で表示されている物については、別紙１を設け、１
件（単品目）ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記入してください。



４　事業完了予定年月日

年　　月　　日

５　収支予算
　（１）収入 単位：円

予　　　　算　　　　額 備　　　　　　　考

　（２）支出 単位：円
予　　　　算　　　　額 経　費　積　算　の　基　礎

６　添付資料
(１) 補助金の交付に関する規定（変更により新たに市町村の継ぎ足し補助がある場合）

(２)

(３) 変更設計書等
(４)

区　　　　　分

区　　　　　分

県　   補　　　助   　金

市   　町   　村   　費

計

事　　　業　　　費

附　帯　事　務　費

計

変更箇所について、変更前（上段括弧書き）と変更後（裸書き）とにより変更前と変更後との内容を対比して
ください（変更のない箇所は、２段書きの必要はありません。）。

市町村以外の事業主体が当該補助金に消費税等相当額を含めて補助金の交付を申請する
場合は、事業主体の直近の消費税等の確定申告書（写し）、課税売上高を確認することがで
きるもの及び消費税法第37条第１項の規定に基づく届出書（写し）

要領第２の１の(２)の規定による「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、別紙３を添えてください。



　別紙１

Ａ Ｂ

単位：円

事　　　業　　　量

事　　業　　種　　目 工 種 又 は 施 設 区 分

施　設　等　区　分 構　造　規　格　又　は　規　模 事　　業　　費 備　　　考



　別紙２

単位：円

（注） 1

２
３

４

５

６

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金に係る仕入れに係る消費税相当額集計表

仕入れに係る消費税等相当額

　第10条第３項により報告し、補助金の返還が伴う場合は、事業主体ごとに内訳を添えてください。

区　　分 事業主体名 事　業　費 県補助金
課　税
方　式

仕入れに係る
消費税額及び
地方消費税額

消費税
確　定
未確定

備　考
補助率

消費税分
補　助 金
相 当 額

合　　計

　当該補助金の事業主体（消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者又は同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した事業者が事業主体である場合
（地方公共団体又は同法第60条第４項の規定に該当する人格のない社団等が事業主体であるものを除く。）を含む。）について記入してください。

　「課税方式」欄は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の確定時において、消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者にあっては「免税」、同
法第37条第１項の規定による届出書を提出した事業者にあっては「簡易課税」、その他の事業者にあっては「課税」と記入してください。

　「仕入れに係る消費税額及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費
税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記入してください。

　「仕入れに係る消費税等相当額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として
控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を記入してください。

　「消費税確定未確定」欄は、消費税法第９条第１項の規定に該当する場合、同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した場合並びに消費税及び地方消費
税の確定申告を行った場合にあっては「確定」、それ以外の場合にあっては「未確定」と記入してください。



別紙３（※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載）

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載）



第４号様式（第８条関係）

林業（振興）事務所長　様

（補助事業者）住　所

 氏　名　　  　  　　　　　　　　　　　　　

 生年月日

第　     　　　　　　 号

令和　　年　　月　　日

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金遂行状況報告書

記

単位：円

計　　　　画 　　月　　日現在出来高

Ｂ／Ａ

％

計

　　２　パーセントは整数止めとし、端数を切り上げてください。

このことについて、高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱第８条の規定により、下記

のとおり報告します。

メニュー
事業
主体

進捗率

事業費 県補助金（Ａ） 事業費 県補助金（Ｂ）

(注)１　「計画」欄は、補助金交付申請書（変更の承認があった場合は、補助金変更承認申請書）
　　　により記入してください。



第５号様式（第９条関係）

林業（振興）事務所長　様

補助事業者　　　　　　　　　

単位：円

％

第　     　　　　 号

令和   年　月　日

概　算　払　請　求　書

記

計

  令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　　第　　　号で交付の決定通知（変更交

付及び追加交付の決定通知）がありました令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費

補助金について、高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱第９条の規定により、

下記により金　　　　　円を概算払によって交付されたく請求します。

メニュー 事業主体 事業費
補助金
交付

決定額

既受領
補助金

額

今回請
求額

 　月 　日
までの予定支払額  　月 日

までの予
定出来高

補助金
残額

備　考
事業費

補助金　
相当額



第６号様式（第10条関係）

林業（振興）事務所長　様

補助事業者

１　事業の実績

　（１）総括 単位：円

　（注）１　「事業費」欄は、消費税額を含めた額を記入してください。
    　   ２　「摘要」欄は、消費税仕入控除税額等がある場合に消費税相当額を記入してください。

第　     　　　　　　 号

令和　　年　　月　　日

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金実績報告書

記

負　　　　担　　　　区　　　　分

計

　　 ３「補助対象事業費」欄は、「事業費」より消費税仕入控除税額等がある場合の消費税相当額を差し引いた額を記入
　　　　してください。

  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（変更交付及び追加交

付の決定通知）がありましたことについて、高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱第10条第１項の規

定により、その実績を下記のとおり報告します。

メニュー 事業主体
事業費

(A+B+C+D)

補助対象
事業費

摘　要県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

公庫資金
（Ｃ）

その他
（Ｄ）



　（２）事業実績

（注）1

２

３
４

単位：円
経　　　費　　　内　　　訳 工　　　期

　「工期」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分呼称単位ごとに記入してください。
　当該補助金に関する消費税仕入控除税額等がある場合は、「備考」欄に消費税額○○○円と記入するとともに、別紙２を設け、記入してください。

メニュー 市町村名
事  業
主体名

施  行
箇所名

工種又は
施設区分

構造規格
又は規模

事　業　量
事業費

(A+B+C+D)
受益
戸数

備　考県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

公庫資金
（Ｃ）

その他
（Ｄ）

着　手
年月日

しゅん工
年月日Ａ Ｂ

総　　計

　「工種又は施設区分」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分ごとに記入することとし、工種又は施設区分ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記入し、「経費内訳」欄及び「受益戸
数」欄は、事業主体ごとに計のみを記入してください。
　「構造規格又は規模」欄は、機械の規格、建物の構造等について記入してください。なお、別表第２のうち呼称単位が「式」及び「－」で表示されている物については、別紙１を設け、１
件（単品目）ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記入してください。



（３）附帯事務費

　　　（ア）　経費の内訳 単位：円

　　　（イ）　経費の区分 単位：円

区　分 所　　要　　経　　費 事　　　　業　　　　内　　　　容

負　　担　　区　　分

県 補　助 金 市 町 村 費

計

経  費  区  分 事　　業　　費 積　算　の　基　礎

計



２　事業完了年月日

年　　月　　日

３　収支精算

（１）収入 単位：円

予　　算　　額 精　　算　　額 差引き増△減 備　　　　考

（注） 「予算額」欄は、前回の申請書（変更を含みます。）に記入したとおりとしてください。

　

（２）支出 単位：円

予　　算　　額 精　　算　　額 差引き増△減 備　　　　考

（３）収支精算 単位：円

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

既受領県
補助金総額

差引き県補助
金

未受領額
％

４　添付資料
（１）設計書等積算根拠となる資料
（２）完成写真等
（３）補助事業者の検査調書（写し）

区　　　　　分

区　　　　　分

区　分

県　　　補　　　助　　　金

市　　　町　　　村　　　費

計

事　　　　　業　　　　　費

附　　帯　　事　　務　　費

計

事　業　費

附帯事務費

計



　別紙１ 単位：円

Ａ Ｂ

事　　　業　　　量

事　　業　　種　　目 工 種 又 は 施 設 区 分

施　設　等　区　分 構　造　規　格　又　は　規　模 事　　業　　費 備　　　考



　別紙２

単位：円

（注） 1

２
３

４

５

６

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金に係る仕入れに係る消費税相当額集計表

仕入れに係る消費税等相当額

　第10条第３項により報告し、補助金の返還が伴う場合は、事業主体ごとに内訳を添えてください。

区　　分 事業主体名 事　業　費 県補助金
課　税
方　式

仕入れに係る
消費税額及び
地方消費税額

消費税
確　定
未確定

備　考
補助率

消費税分
補　助 金
相 当 額

合　　計

　当該補助金の事業主体（消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者又は同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した事業者が事業主体である場合
（地方公共団体又は同法第60条第４項の規定に該当する人格のない社団等が事業主体であるものを除く。）を含む。）について記入してください。

　「課税方式」欄は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の確定時において、消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者にあっては「免税」、同
法第37条第１項の規定による届出書を提出した事業者にあっては「簡易課税」、その他の事業者にあっては「課税」と記入してください。

　「仕入れに係る消費税額及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費
税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記入してください。

　「仕入れに係る消費税等相当額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として
控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を記入してください。

　「消費税確定未確定」欄は、消費税法第９条第１項の規定に該当する場合、同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した場合並びに消費税及び地方消費
税の確定申告を行った場合にあっては「確定」、それ以外の場合にあっては「未確定」と記入してください。



第７号様式（第10条関係）

林業（振興）事務所長　様

補助事業者　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金に係る

消費税仕入控除税額等報告書

記

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確定額

　　（令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　　第　　　号による交付決定額）

金　　　　　　　　　円

２　実績報告時に減額した消費税仕入控除税額等 金　　　　　　　　　円

３　消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額等 金　　　　　　　　　円

４　補助金返還相当額（３－２） 金　　　　　　　　　円

第　     　　　　　　 号

令和   年　　月　　日

　 令和　　年　　月　　日付け高知県指令　　　第　　　　号で補助金の交付の決定（又は補助金

変更の決定）通知がありましたことについて、高知県木質資源利用促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８号様式（第11条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県指令　　　　第　　　号

補助金の額の確定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者名

令和 年 月 日付けで実績報告がありました令和 年度高知県木質資源利用促進事業
費補助金については、金　　　　　　　　円を交付することに確定しましたので、通知します。

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林業（振興）事務所長名



第９号様式（第12条関係）

林業（振興）事務所長　様

補助事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

１　事業の繰越しを必要とする金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　１のうち補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（国費　　　　　　円）

３　令和　　年度　事業変更計画書 別紙９－２のとおり

４　令和　　年度　事業支出決算見込み書 別紙９－３のとおり

別紙９－４のとおり

令和　　年　　月　　日

第　     　　　　　　 号

令和    年　　月　　日

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金繰越承認申請書

５　変更比較工程表

６　繰越事業完了予定年月日

（注）添付書類

　　　(1)　当該施設の付近見取図及び位置図

　　　(2)　請負契約書（写し）

　　　(3)　(1)及び(2)に掲げるもののほか、関係書類

　 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（変更交付及び追加交付の

決定通知）がありましたことについて、別紙９－１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、高知県木質資源利用促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。



別紙９－１　繰越理由書

（注） １　「事業概要」欄は、「工種又は施設区分」及び「事業量」を記入してください。
２　「当初計画」欄は、着手日予定日及びしゅん工予定日を記入するものとし、設計積算、工事、地元調整など別に記入してください。
３　「事由」欄は、次に該当する事由を記入するとともに、具体的な内容を記入してください。
　ア　計画に関する諸条件
　イ　設計に関する諸条件
　ウ　気象の関係
　エ　用地の関係
　オ　補償処理の困難
　カ　資材の入手難
　キ　試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難
　ク　アからキまでに掲げるもの以外のもの

メニュー 事　業　概　要 当　初　計　画 事　　　　　　　　　由



別紙９－２

１　事業の内容及び経費の配分

（１）総括

　（注）  １　「事業費」欄は、消費税額を含めた額を記入してください。
　   　   ２　「摘要」欄は、消費税仕入控除税額等がある場合に消費税額を記入してください。

令和　　年度　　事業変更計画書　

単位：円（上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

負　　　　担　　　　区　　　　分

計

メニュー 事業主体
事業費

(A+B+C+D)
摘　要県補助金

（Ａ）
市町村費

（Ｂ）
公庫資金

（Ｃ）
その他
（Ｄ）

          ３  「補助対象事業費」欄は、「事業費」より消費税仕入控除税額等がある場合の消費税相当額を差し 引いた額を
             記入してください。



　（２）事業費

（注）1

２

３
４

単位：円（上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）
経　　　費　　　内　　　訳 工　　　期

　「工期」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分呼称単位ごとに記入してください。
　当該補助金に関する消費税仕入控除税額等がある場合は、「備考」欄に消費税額○○○円と記入するとともに、別紙２を設け、記入してください。

メニュー 市町村名
事  業
主体名

施  行
箇所名

工種又は
施設区分

構造規格
又は規模

事　業　量
事業費

(A+B+C+D)
受益
戸数

備　考県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

公庫資金
（Ｃ）

その他
（Ｄ）

着　手
(予定)
年月日

しゅん工
(予定)
年月日

Ａ Ｂ

総　　計

　「工種又は施設区分」欄は、別表第２に定める工種又は施設区分ごとに記入することとし、工種又は施設区分ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記載し、「経費内訳」欄及び「受益戸
数」欄は、事業主体ごとに計のみを記入してください。
　「構造規格又は規模」欄は、機械の規格、建物の構造等について記入してください。なお、別表第２のうち呼称単位が「式」及び「－」で表示されている物については、別紙１を設け、１
件（単品目）ごとに「事業量」欄及び「事業費」欄を記入してください。



　（３）附帯事務費

　　　（ア）　経費の内訳

　　　（イ）　経費の区分

単位：円（上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

区　分 所　　要　　経　　費 事　　　　業　　　　内　　　　容

単位：円（上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

負　　担　　区　　分

県 補 助 金 市 町 村 費

計

経  費  区  分 事　　業　　費 積　算　の　基　礎

計



２　事業完了予定年月日

年　　月　　日

３　収支予算

　（１）収入

　（２）支出

予　　　　算　　　　額 経　費　積　算　の　基　礎

単位：円 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

単位：円 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

区　　　　　分

区　　　　　分 予　　　　算　　　　額 備　　　　　　　考

県　　　補　　　助　　　金

市　　　町　　　村　　　費

計

（注）変更のない箇所は、３段書きの必要はありません。

事　　　業　　　費

附　帯　事　務　費

計

（注）変更のない箇所は、３段書きの必要はありません。



　別紙１

Ａ Ｂ

単位：円（上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

事　　　業　　　量

事　　業　　種　　目 工 種 又 は 施 設 区 分

施　設　等　区　分 構　造　規　格　又　は　規　模 事　　業　　費 備　　　考



　別紙２

単位：円

（注） 1

２
３

４

５

６

令和　　年度高知県木質資源利用促進事業費補助金に係る仕入れに係る消費税相当額集計表

仕入れに係る消費税等相当額

　第10条第３項により報告し、補助金の返還が伴う場合は、事業主体ごとに内訳を添えてください。

区　　分 事業主体名 事　業　費 県補助金
課　税
方　式

仕入れに係る
消費税額及び
地方消費税額

消費税
確　定
未確定

備　考
補助率

消費税分
補　助 金
相 当 額

合　　計

　当該補助金の事業主体（消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者又は同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した事業者が事業主体である場合
（地方公共団体又は同法第60条第４項の規定に該当する人格のない社団等が事業主体であるものを除く。）を含む。）について記入してください。

　「課税方式」欄は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の確定時において、消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者にあっては「免税」、同
法第37条第１項の規定による届出書を提出した事業者にあっては「簡易課税」、その他の事業者にあっては「課税」と記入してください。

　「仕入れに係る消費税額及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費
税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記入してください。

　「仕入れに係る消費税等相当額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として
控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を記入してください。

　「消費税確定未確定」欄は、消費税法第９条第１項の規定に該当する場合、同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した場合並びに消費税及び地方消費
税の確定申告を行った場合にあっては「確定」、それ以外の場合にあっては「未確定」と記入してください。



別紙９－３
令和　　年度　　事業支出決算見込み書

単位：円

県補助金 市町村費 計 県補助金 市町村費 計 県補助金 市町村費 計 県補助金 市町村費 計

予　　算　　額 支出決算見込額 翌年度繰越見込額 不要見込額

計

メニュー 事業主体



別紙９－４

変更比較工程表 変更前

変更後

工　種
全　体
工事量

繰　越
工事量

単位 月 月 月 月 月 月 月 月 月


