
（第２号様式） （第２号様式）

第　　　号　 第　　　号　

年　月　日　 年　月　日　

　高知県知事　　　　　　　　　様 　高知県知事　　　　　　　　　様

補助事業者の長 　 補助事業者の長 印

　　※　別紙の事業計画書及び添付資料を添えてください。 　　※　別紙の事業計画書及び添付資料を添えてください。

新 旧

高知県木材加工流通施設整備事業事業計画書 高知県木材加工流通施設整備事業事業計画書

　高知県木材加工流通施設整備事業事務取扱要領第２の２の規定に基づき、事業計画書を
提出します。

　高知県木材加工流通施設整備事業事務取扱要領第２の２の規定に基づき、事業計画書を
提出します。



（第７号様式） （第７号様式）

　 印

１　被災内容 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
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 千円 千円 千円

２　措置 ２　措置

　(1) 被災後において事業主体がとった措置 　(1) 被災後において事業主体がとった措置

　(2) 復旧見込額 　(2) 復旧見込額

　(3) 復旧措置 　(3) 復旧措置

　(4) その他 　(4) その他

３　調査意見 ３　調査意見

４　添付資料 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） （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、国費を括弧書きとすること。 （注）「補助金」欄は、国費及び県費の合計額とし、国費を括弧書きとすること。

新 旧

第　　　号 第　　　号

年　月　日 年　月　日

林業（振興）事務所長　様 林業（振興）事務所長　様

補助事業者の長 補助事業者の長

（元号）　年度高知県木材加工流通施設整備事業に係る災害報告書 （元号）　年度高知県木材加工流通施設整備事業に係る災害報告書

　（元号）　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。

　（元号）　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 記

事　業　計　画 被　災　内　容 事　業　計　画 被　災　内　容



（第８号様式） （第８号様式）

番 　　　　　号 番 　　　　　号

　年　　月　　日 　年　　月　　日

    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

1　延期の理由 1　延期の理由

２　変更前事業完成予定年月日 ２　変更前事業完成予定年月日

令和　　　年　　　月　　　日 令和　　　年　　　月　　　日

３　変更後事業完成予定年月日 ３　変更後事業完成予定年月日

令和　　　年　　　月　　　日 令和　　　年　　　月　　　日

４　工程表 ４　工程表

５　その他（添付資料） ５　その他（添付資料）

（注） １　延期の理由は、延期対象となる箇所毎に記入してください。 （注） １　延期の理由は、延期対象となる箇所毎に記入してください。

２　工程表については、当初と変更後が判るように記入してください。 ２　工程表については、当初と変更後が判るように記入してください。

３　添付資料は、延期の必要性が確認出来る資料、写真等を添付してください。 ３　添付資料は、延期の必要性が確認出来る資料、写真等を添付してください。

事 業 完 成 予 定 年 月 日 延 期 理 由 書　　　　（略） 事 業 完 成 予 定 年 月 日 延 期 理 由 書　　　　（略）

工　程　表　　　　（略） 工　程　表　　　　（略）

新 旧

　 　　　　　　　　　　　　　　　印

令和　　年度高知県木材加工流通施設整備事業完成予定年月日の延期届出書 令和　　年度高知県木材加工流通施設整備事業完成予定年月日の延期届出書

記 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。

　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。



（第10号様式） （第10号様式）

事業主体の長　 　 事業主体の長　　　　　　　印

請 負 者
住所氏名

契約金額
請 負 者
住所氏名

契約金額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）以下は、補助事業者において記載すること。 （注）以下は、補助事業者において記載すること。

補助事業者の長 　 補助事業者の長 印

　１．検査等の年月日 令和　　年　　月　　日 　１．検査等の年月日 令和　　年　　月　　日

　２．検査等の行為 　２．検査等の行為

新 旧

第　　　号 第　　　号

年　月　日 年　月　日

　補助事業者の長　　様 　補助事業者の長　　様

令和　　年度高知県木材加工流通施設整備事業完了届 令和　　年度高知県木材加工流通施設整備事業完了届

　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）通知のあったこの事業に
ついて、下記のとおり完了したので届け出ます。

　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）通知のあったこの事業に
ついて、下記のとおり完了したので届け出ます。

記 記

請負施行の場合 請負施行の場合

（注）１　別記第６号様式の入札・見積記録を作成した区分により記載すること。 （注）１　別記第６号様式の入札・見積記録を作成した区分により記載すること。

　　　２　記載する数量、金額は、出来高によるものとすること。 　　　２　記載する数量、金額は、出来高によるものとすること。

　　　３　「補助金」欄は、国費及び県費の合計額とし、国費を上段（　）書きとすること。 　　　３　「補助金」欄は、国費及び県費の合計額とし、国費を上段（　）書きとすること。

　　　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載する
　　　　こと。

　　　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載する
　　　　こと。

第　　　号 第　　　号

年　月　日 年　月　日

林業（振興）事務所長　様 林業（振興）事務所長　様

令和　　年度高知県木材加工流通施設整備事業完了届 令和　　年度高知県木材加工流通施設整備事業完了届

　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。

　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 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載すること。 （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載すること。

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

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14号様式） （第14号様式）

第　　　　　号 第　　　　　号

年　　月　　日 年　　月　　日

　補助事業者の長　　　　様 　補助事業者の長　　　　様

　事業主体の長　　　　　 　事業主体の長　　　　　印

（補助事業者の長　　　　　） （補助事業者の長　　　　印）

　１　施設名 　１　施設名

　２　事業主体 　２　事業主体

　３　利用計画の変更予定年月日 　３　利用計画の変更予定年月日

　４　利用計画の変更理由 　４　利用計画の変更理由

　５　利用計画の変更内容 　５　利用計画の変更内容

(1) 事業運営の対比 (1) 事業運営の対比

(2) 利用計画の対比 (2) 利用計画の対比

(3) 収支計画の対比 (3) 収支計画の対比

(4) 費用対効果 (4) 費用対効果

　６　添付資料 　６　添付資料

(1) 施設配置図の対比 (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）の対比など） (2) 施設の明細（取得年月日、耐用年数、利用内容（廃棄）の対比など）

(3) 積算資料 (3) 積算資料

新 旧

（高知県知事　　　　　　様） （高知県知事　　　　　　様）

高知県木材加工流通施設整備事業に係る施設等の利用計画の変更について（申請） 高知県木材加工流通施設整備事業に係る施設等の利用計画の変更について（申請）

　（元号）　年度高知県木材加工流通施設整備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。

　（元号）　年度高知県木材加工流通施設整備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15号様式） （第15号様式）

　補助事業者の長　　　　様 　補助事業者の長　　　　様

（高知県知事　　　　　　様） （高知県知事　　　　　　様）

　　　事業主体の長　　 　　　事業主体の長　　　　　印

　　（補助事業者の長 　　　） 　　（補助事業者の長 印）

　１　増築等予定年月日 　１　増築等予定年月日

　２　理由 　２　理由

　３　取得時の状況 　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　 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 円 円

　４　増築（改築、模様替え、移転）計画 　４　増築（改築、模様替え、移転）計画

　５　添付書類 　５　添付書類

　　　(1)計画図又は設計図面等 　　　(1)計画図又は設計図面等

　　　(2)その他参考資料 　　　(2)その他参考資料

（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（　）書きとすること。 （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（　）書きとすること。

新 新

第　　　　号 第　　　　号

年　 月　 日 年　 月　 日

高知県木材加工流通施設整備事業に係る施設等の増築（改築、模様替え、移転）届 高知県木材加工流通施設整備事業に係る施設等の増築（改築、模様替え、移転）届

　（元号）　年度高知県木材加工流通施設整備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。

　（元号）　年度高知県木材加工流通施設整備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 記



（第17号様式） （第17号様式）

第　　　号 第　　　号

年　月　日 年　月　日

　補助事業者の長　　　　様 　補助事業者の長　　　　様

（高知県知事　　　　　　様） （高知県知事　　　　　　様）

　事業主体の長　　　　　 　事業主体の長　　　　　印

（補助事業者の長　　　　　） （補助事業者の長　　　　印）

　１　実施場所 　１　実施場所

　２　事業主体 　２　事業主体

　３　処分施設 　３　処分施設

　４　代替施設 　４　代替施設

　５　添付書類 　５　添付書類

　　　(1)代替施設完成写真 　　　(1)代替施設完成写真

　　　(2)図面等 　　　(2)図面等

　　　(3)その他参考資料 　　　(3)その他参考資料

新 旧

　　　　　　　高知県木材加工流通施設整備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　　　

　　　　　　　高知県木材加工流通施設整備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　　　

　（元号）　年　月　日付け高知県指令　　　第　　　号により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。

　平成　年　月　日付け高知県指令　　　第　　　号により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 記

（注）１　「実施場所」は、大字単位まで記載すること。　　 （注）１　「実施場所」は、大字単位まで記載すること。　　

　　　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載すること。 　　　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載すること。

　　　３　「代替施設」は、導入施設名、構造規格又は規模を記載すること。 　　　３　「代替施設」は、導入施設名、構造規格又は規模を記載すること。



（第18号様式） （第18号様式）

　高知県知事　様 　高知県知事　様

　補助事業者の長 　 　補助事業者の長 印

　１　事業実施時の状況 　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 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 千円 千円

　２　被災内容 　２　被災内容

　　(1) 災害の原因 　　(1) 災害の原因

　　　　［例］（元号）○年○○月○○日　第○号台風による強風 　　　　［例］（元号）○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） 　　　　　　　　（○○気象台調べ○時○分○○m/s瞬間風速）

　　　　　　　（元号）○年○○月○○日　火災 　　　　　　　（元号）○年○○月○○日　火災

　　(2) 被災の程度 　　(2) 被災の程度

　　　　［例］屋根○○㎡及び○○機械○○台破損（焼失） 　　　　［例］屋根○○㎡及び○○機械○○台破損（焼失）

　　　　　　　破損（被災）額　○○○千円 　　　　　　　破損（被災）額　○○○千円

　３　復旧計画等 　３　復旧計画等

　　(1)　応急措置 　　(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。 　　　　［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 　　(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。 　　　　［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 　　　(ｱ)　復旧見積り額　○○○千円

　　　(ｲ)　復旧時期　　　（元号）○年○○月○○日～（元号）○年○○月○○日 　　　(ｲ)　復旧時期　　　（元号）○年○○月○○日～（元号）○年○○月○○日

　４　添付書類 　４　添付書類

　　　(1)被災状況写真（正面写真、側面写真等） 　　　(1)被災状況写真（正面写真、側面写真等）

　　　(2)図面 　　　(2)図面

　　　(3)その他参考資料 　　　(3)その他参考資料

（注）１　（災害）については災害の種類を記載すること（例：台風○号）。 （注）１　（災害）については災害の種類を記載すること（例：台風○号）。

　　　２　「施行箇所又は設置場所」欄は、地番まで記入すること。 　　　２　「施行箇所又は設置場所」欄は、地番まで記入すること。

　　　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すること。 　　　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すること。

新 旧

第　　　号 第　　　号

年　月　日 年　月　日

　　　　高知県木材加工流通施設整備事業により取得した機械施設等の災害報告について 　　　　高知県木材加工流通施設整備事業により取得した機械施設等の災害報告について

　（元号）　年度高知県木材加工流通施設整備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。

　（元号）　年度高知県木材加工流通施設整備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 記


