
別記 別記
第１号様式（第４条関係） 第１号様式（第４条関係）

高知県知事　　　　　　　　様 高知県知事　　　　　　　　様

住　　所 住　　所

補助事業者 氏　　名 印　　　 補助事業者 氏　　名 印　　　

生年月日 生年月日

記 記

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総括表 単位：円 ２　事業の内容及び経費の配分総括表 単位：円

３　「略」 ３　「略」

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱(様式)（新旧対照表）

新 旧

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

令和　　年度高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付申請書 令和　　年度高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付申請書

負　　　　担　　　　区　　　　分 負　　　　担　　　　区　　　　分

計 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。 （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。       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。

　令和　　年度において下記のとおり事業を実施したいので、高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助

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。

　令和　　年度において下記のとおり事業を実施したいので、高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助

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。

事業区分
事業費

(A+B+C)

補助対象
事業費 摘　要 事業区分

事業費

(A+B+C)

補助対象
事業費 摘　要県補助金

（Ａ）
市町村費
（Ｂ）

そ　の　他
（Ｃ）

県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

そ　の　他
（Ｃ）

      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　「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。



４　事業完了予定年月日 ４　事業完了予定年月日

年　　月　　日 年　　月　　日

５　収支予算 ５　収支予算
　（１）収入 単位：円 　（１）収入 単位：円

予　　　算　　　額 備　　　　　　考 予　　　算　　　額 備　　　　　　考

　 　

　（２）支出 単位：円 　（２）支出 単位：円
予　　　算　　　額 経　費　積　算　の　基　礎 予　　　算　　　額 経　費　積　算　の　基　礎

６　添付資料 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） (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) (２)

「削除」 (３)実施設計書等

別紙１～２　「略」 別紙１～２　「略」

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱(様式)（新旧対照表）

新 旧

区　　　　　分 区　　　　　分

区　　　　　分 区　　　　　分

県　　 補　　 助　　 金 県　　 補　　 助　　 金

そ　　　　 の　　　　 他 そ　　　　 の　　　　 他

計 計

計 計

当該補助金に消費税等相当額を含めて交付申請する場合は、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）

当該補助金に消費税等相当額を含めて交付申請する場合は、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）



第２号様式（第７条関係） 第２号様式（第７条関係）

高知県知事　　　　　　　　様 高知県知事　　　　　　　　様

補助事業者　　　　　　　　　　印　　　 補助事業者　　　　　　　　　　印　　　

１　変更（中止・廃止）の理由 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 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。 （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。 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 ３

４ ４

３　「略」 ３　「略」

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱(様式)（新旧対照表）

新 旧

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

令和　　年度高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金変更等承認申請書 令和　　年度高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金変更等承認申請書

記 記

負　　　　担　　　　区　　　　分 負　　　　担　　　　区　　　　分

計 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。

　「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、高知県非住宅

建築物木造化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。

  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、高知県非住宅

建築物木造化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。

事業区分
事業費

(A+B+C)

補助対象
事業費

摘　要 事業区分
事業費

(A+B+C)

補助対象
事業費

摘　要県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

そ　の　他
（C）

県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

そ　の　他
（C）

　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。）。

　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。）。



４　事業完了予定年月日 ４　事業完了予定年月日

年　　月　　日 年　　月　　日

５　収支予算 ５　収支予算
　（１）収入 単位：円 　（１）収入 単位：円

予　　　算　　　額 備　　　　　　考 予　　　算　　　額 備　　　　　　考

　（２）支出 単位：円 　（２）支出 単位：円
予　　　算　　　額 経　費　積　算　の　基　礎 予　　　算　　　額 経　費　積　算　の　基　礎

６　添付資料 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） (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) (２)

「削除」 (３)変更設計書等

別紙１～２　「略」 別紙１～２　「略」
第３～５号様式「略」 第３～５号様式「略」

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱(様式)（新旧対照表）

新 旧

区　　　　　分 区　　　　　分

区　　　　　分 区　　　　　分

県　   補　　助   　金 県　   補　　助   　金

そ　　　　の　　　　他 そ　　　　の　　　　他

計 計

計 計

当該補助金に消費税等相当額を含めて交付申請する場合は、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）

当該補助金に消費税等相当額を含めて交付申請する場合は、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）



第６号様式（第11条関係） 第６号様式（第11条関係）

高知県知事　　　　　　　　様 高知県知事　　　　　　　　様

補助事業者　　　　　　　　　　　　　　印　　 補助事業者　　　　　　　　　　　　　　印　　

１　事業の実績 １　事業の実績

　（１）総括 単位：円 　（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。 　（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。     　  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。

　（２）　「略」 　（２）　「略」

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱(様式)（新旧対照表）

新 旧

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

令和　　年度高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金実績報告書 令和　　年度高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金実績報告書

記 記

負　　　　担　　　　区　　　　分 負　　　　担　　　　区　　　　分

計 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。

　　　　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、高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱第

11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。

  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、高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱第

11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。

事業区分
事業費

(A+B+C)

補助対象
事業費

摘　要 事業区分
事業費

(A+B+C)

補助対象
事業費

摘　要県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

そ　の　他
（Ｃ）

県補助金
（Ａ）

市町村費
（Ｂ）

そ　の　他
（Ｃ）



２　事業完了年月日 ２　事業完了年月日

年　　月　　日 年　　月　　日

３　収支精算 ３　収支精算

（１）収入 単位：円 （１）収入 単位：円

予　算　額 精　算　額 差引き増△減 備　　考 予　算　額 精　算　額 差引き増△減 備　　考

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

　 　

（２）支出 単位：円 （２）支出 単位：円

予　算　額 精　算　額 差引き増△減 備　　考 予　算　額 精　算　額 差引き増△減 備　　考

（３）収支精算 単位：円 （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

（返還額）　

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

（返還額）　
％ ％

４　添付資料 ４　添付資料
（１）設計書等積算根拠となる資料 （１）設計書等積算根拠となる資料
「削除」 （２）完成写真等

別紙１～２　「略」 別紙１～２　「略」
第７～８号様式「略」 第７～８号様式「略」

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱(様式)（新旧対照表）

新 旧

区　　　　　分 区　　　　　分

区　　　　　分 区　　　　　分

区　分 区　分

県　　　補　　　助　　　金 県　　　補　　　助　　　金

そ　　　　　の　　　　　他 そ　　　　　の　　　　　他

計 計

計 計

事　業　費 事　業　費

計 計


