
令和3年度 森林・山村多面的機能発揮対策事業

1.事業概要

2.申請から実績報告まで

3.３年間の活動の進め方

4.実績の注意点



■背 景■

里山は、薪や炭・落葉の利用で維持・管理
されてきましたが、化石燃料、化学肥料の
普及等により荒廃が進んでいます。
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里山の保全管理や資源を
利用するための活動に対して
国・県・市が活動費用を支援



■対象の活動は4タイプ■

〇メインメニュー

①荒れている里山林や竹林の手入れ

【地域環境保全タイプ（里山林）】

【地域環境保全タイプ（竹 林）】

②薪や炭などの資源を活用

【森林資源利用タイプ】

〇サブメニュー（メインメニューと組み合わせが必要）

①森林整備のための作業道や鳥獣害防止柵の設置

【森林機能強化タイプ】

②関係人口（地域外居住者）と一緒に行う森林整備活動及び

森林資源利用活動

【関係人口創出・維持タイプ】 3
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地域環境保全タイプ
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森林資源利用タイプ
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森林機能強化タイプ
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①活動団体と参加者の打合せ ②活動団体と参加者が一緒に森林整備活動

③活動団体と参加者が一緒に整備活動

②活動団体と参加者が一緒に森林資源利用活動 ③反省会を行い、今後の活動につなげる

関係人口創出・維持タイプ



■申請の条件■

• 3人以上で団体を結成すること

（規約ひな形あり）

• 対象面積が０．１ha（１反）以上あること

• 森林経営計画の対象外であること

• 3年間の活動ができること
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■交付金額■

活動推進費 1年目のみ （単位：円）

地域環境保全タイプ（里山林）・森林資源利用タイプ 1haあたり（単位：円）

国 県 市町 交付金合計

1年目 120,000 20,000 20,000 160,000

2年目 115,000 19,167 19,167 153,334

3年目 110,000 18,334 18,334 146,668

国 県 市町 交付金合計

112,500 18,750 18,750 150,000



■交付金額■
地域環境保全タイプ（竹林） 1haあたり （単位：円）

森林機能強化タイプ 1，2，3年目 1mあたり （単位：円）

関係人口創出・維持タイプ 1，2，3年目 年間 （単位：円）

国 県 市町 交付金合計

1年目 285,000 47,500 47,500 380,000

2年目 265,000 44,167 44,167 353,334

3年目 245,000 40,834 40,834 326,668

国 県 市町 交付金合計

800 134 134 1,068

国 県 市町 交付金合計

50,000 8,334 8,334 66,668



令和３年度
採択申請書提出期限予定

申請期限（予定） 活動開始可能（予定）

１回目 ６月末 ８月末

２回目 ８月末 １０月末

３回目 ９月末 １１月末

実績報告提出日 令和４年２月１５日 厳守
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申請～実績報告までの流れ
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申請書類の様式説明と
記入するときの注意点



■申請に必要な書類■
１） 申請者概要
２） 採択申請書（様式第12号）
３） 活動計画書（様式第11号）
４） 参加同意書（別紙）
５） 規 約（様式第9号）
６） 資機材購入表（見積書添付）
７） 協定書（様式第10号）
８） 森林計画図（1/５０００以上)
９） 現況写真(各タイプ３枚以上）
10） 個別規範：林業 事業者向けチェックシート
※ 申請書様式は、ホームページでダウンロードできます。

申請の際には必ず今年度の様式を使用して下さい。
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1.申請者概要

・協議会が皆さま方と連絡をとるのに必要な

情報で書類一式の表紙となります。正確に

記入をお願いします。

・携帯電話・メールアドレスをお持ちの方は、

記入をお願いします。



2.採択申請書（様式第12号）

・交付金の上限は、資機材の購入費用もあわせて単年度500万円
※活動推進費は3カ年計画の初年度のみ。4年目以降に場所を変え新た
な3年計画を立てる場合は、初年度について交付されます。

活動年数記入 → 自動

で交付単価が反映され
ますので、取組面積をご
記入ください

黄色い個所のみを記入
→ 記入したところは白く
なります

押印不要です



安全講習会
1.対象森林内で実施
2.活動の開始月に予定を
組む

矢印（→）と文字で記入
してください

3年間の計画のための話合 など

チェンソー・刈払機

資機材購入：
活動開始月に予定を組む

（新設）関係人口創出・維持タイプ
1..参加者名の記入
2.10名以上の参加者が必要
3.活動内容を記入

侵入竹除去

【注意点】

採択決定日前の活
動や資機材購入は
×認められません



3.活動計画書（様式第11号）

【注意点】

の枠の中をすべて記入
してください

3.地区の概要
4.取組概要
は、特に詳しく記入してください

13.持続性向上に向けた取組
は、今年度追加された項目です



4.資機材購入表（購入する場合）

活動の実施に必要な機材・資材の購入は必要額の

１/２又は１/3を助成します。
（注意点）

・レンタルとの比較→ 購入する方が安い場合は購入可能

・2者の見積もりを取る→ 安い方の金額が交付金額

・購入後、協議会から支給されるラベルを貼り写真撮影

→ 実績書類で提出が必要



■想定している資機材■

刈払機、チェンソー、丸鋸、ウィンチ、

軽架線、チッパー、わな、苗木、電気柵、

土留め柵等資材、薪割機、薪ストーブ、

炭焼き小屋、あずまや（休憩や作業を実施する簡易建屋）、

資機材保管庫、移動式の簡易なトイレ（注1）、

林内作業車、携帯型GPS機器、設置費等

(注1)関係人口創出・維持タイプで使用する場合は、賃借
料に限る

※パソコン、デジカメ等汎用性の高い物品等は対象外です。
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5.参加同意書（別紙）

（注意点）

・参加同意書に名前が記載されていない方

には、作業賃金を支払うことはできません。

・年度途中に参加者に変更があった場合は、協

議会に新しい参加同意書を再提出してくださ

い。



6.規約（様式第9号）

（注意点）

第15条の会費について

会員から月（年）○○○○円の会費を徴収する
ものとする。

・他収入のある団体は必要ないが、会の自立

的活動のために会費の徴収が必要。

・実績書類のタイプ別金銭出納簿とは別に会計

管理をしてください。



7.協定書（様式第10号）

・森林経営計画および他事業による森林整備等

の計画がある森林→×活動地

・活動地に後から森林経営計画等が策定された。

→×二重補助。森林所有者と「事前協議」。

（注意点）

協定期間は3年以上で結ぶ

森林所有者が構成員でも必要



8.計画図（1/5000以上）

・活動場所の森林計画図、または縮尺
5,000分の1以上の図面を添付



9.現況写真

（注意点）

・活動区域・活動タイプ毎に3枚以上撮影

・遠景・近景など視点を変えて撮影

※撮影時に活動地の全範囲を視察し、状況

を把握した上で活動計画を立てる。



10.（個別規範：林業）
事業者向けチェックシート



■3年間の作業の進め方■

• この事業の助成は、作業した面積に応じて支給されますので、
1年目 申請範囲全体にわたって雑草木の刈払い
2年目 全体にわたって支障木、被圧木などの除伐
3年目 全体にわたって間伐
のように、申請面積全体を整備してください



実績書類の様式説明と
記入するときの注意点

提出期限 厳守

令和4年2月15日（火)



実績報告に必要な書類
1.実施状況報告書（様式第19号）

2.活動記録（様式第16号）

3.作業写真整理帳（別添1）

4.金銭出納簿（様式第17号）

5.モニタリング結果報告書（様式第18号）

6.実施状況整理票（別紙）

7.交付金交付申請書（別記様式第1号）※通帳のコピー

8.効果チェックシート（別紙２）

9.採択変更申請書 ※変更がある場合のみ

※提出の際には必ず今年度の様式を使用して下さい

※活動タイプ別に作成+領収書原本の提出



1.実施状況報告書（様式第19号）

（注意点）

・書類作成も考慮し最終活動日を設定

・提出期限は最終活動日から1ヶ月または、

提出期限である2月15日の早い方

・書類と一緒にデータも提出をお願いします

・実績報告書は5年間は保存してください



2.活動記録（様式第16号）

・活動日を日付順に記入※タイプ別にしない

・採択決定日以降の活動のみ交付金対象

・安全講習会が開催されていること

・休憩時間を確保していること

・モニタリングは活動の終わりに

※ただし新規の場所は、活動の最初と最後



3.作業写真整理帳（別添1）

1日の作業につき7枚の写真が必須

・集合写真 ※撮影者以外の全員
（賃金の支払いに必須事項）

・活動前（遠景・近景）
・活動中（遠景・近景）
・活動後（遠景・近景）

活動の結果、どのように山が変わったか分かる
よう活動前・活動後は同じ場所から撮影する。



活動によってどのように山が変わったか分かるよう、

活動前・活動後は同じ場所から撮影（7枚必須）

①集合写真

③遠景

②近景 ⑥近景

⑦遠景⑤遠景

※ヘルメットを着用し、活動を行って
いる人も入れて撮影する

④近景

活動前 活動中 活動後



4.金銭出納簿（様式第17号）

・タイプ別に作成する

交付金は別タイプへの流用不可

燃料代等厳密に分けられないものは適宜振分ける。

・領収書の宛名は団体名

・人件費や必要物品は計画を立てて購入する。

活動終了間近に必要以上の物を購入しない。

・3万円以上の領収書は2者見積もりが必要

・送料・振込手数料は×

交付対象外の必要なものは会費で支払う。



5.モニタリング結果報告書（様式第18号）
モニタリングとは、活動目標と活動後の成果を数値で表
記することになりますので、作業の結果変化する数値を
記録してください。

6.実施状況整理票（別紙）

7.交付金交付申請書（別記様式第1号）

8.効果チェックシート（別紙2）



9. 採択変更申請書（変更があるときのみ）

（注意点）

・活動面積の変更や30％を超える交付金の

減額がある場合に提出必要

・計画変更・減額の理由を記入


