
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）の一部

改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改   正   後 現      行 

（交付の目的） 

第２ 補助金及び交付金は、次に掲げるところにより、「総合的なＴＰＰ等関連
政策大綱」（令和２年 12月８日ＴＰＰ等総合対策本部決定）に即し、新た
な国際環境の下で、合板・製材・集成材等の競争力を高めることに加えて、
豊富な資源量を有する森林資源を活用し、建築用木材等の供給力強化を図る
ことによる海外情勢の影響を受けにくい需給構造の構築を図る取組に対し、
支援することを目的とする。 

（交付の目的） 

第２ 補助金及び交付金は、次に掲げるところにより、「総合的なＴＰＰ等関連
政策大綱」（令和２年 12月８日ＴＰＰ等総合対策本部決定）に即し、新た
な国際環境の下で、合板・製材・集成材等の競争力を高めることに加えて、
今般の木材不足・価格高騰に緊急的に対応するため、加工施設の効率化、競
争力のある製品への転換、原木供給の低コスト化等を通じた体質強化及び輸
出促進等を図る取組に対し、支援することを目的とする。 

（１） （略） （１） (略) 

（２）交付金は、国際競争力・木材供給基盤強化対策等交付金事業（以下「交
付金事業」という。）の実施に必要な経費を交付する。 
（削る。） 
（削る。） 

 （２）交付金は、次に掲げる事業（以下「交付金事業」という。）の実施に必
要な経費を交付する。 

      ア 木材産業国際競争力強化対策交付金事業 
      イ 特用林産物生産施設等整備交付金事業 

（事業実施計画の提出） 
第５ 本要綱に基づき補助事業又は交付金事業（以下「補助事業等」という。）

を実施しようとする者（以下「補助事業者」という。）は、補助金又は交付
金（以下「補助金等」という。）の交付申請前に、林野庁長官が別に定める
ところにより供給力・体質強化計画及び当該年度の事業計画（以下「事業実
施計画」という。）を作成し、林野庁長官（沖縄県にあっては、内閣府沖縄
総合事務局長。以下「林野庁長官等」という。）の承認を受けるものとす
る。 

（事業実施計画の提出） 
第５ 本要綱に基づき補助事業又は交付金事業（以下「補助事業等」という。）

を実施しようとする者（以下「補助事業者」という。）は、補助金又は交付
金（以下「補助金等」という。）の交付申請前に、林野庁長官が別に定める
ところにより次の各号に掲げる計画（以下「事業実施計画」という。）を作
成し、林野庁長官（沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長。以下「林
野庁長官等」という。）の承認を受けるものとする。 

（削る。） （１）合板・製材生産性強化基金活用事業及び木材産業国際競争力強化対策交
付金事業 

     ア 体質強化計画 
     イ 当該年度の事業計画 

（削る。） （２）特用林産物生産施設等整備交付金事業 
      ア 特用林産物輸出促進計画 

    イ 当該年度の事業計画 

２・３ （略） ２・３ （略）  

 



別表（第３、第４及び第11関係） 別表（第３、第４及び第11関係）

経費の配分の
変更

事業内容の
変更

経費の配分の
変更

事業内容の
変更

Ⅰ （略） （略） Ⅰ （略） （略）

１ １ １ １

（１）供給力・体質強化計画の策定 （１）体質強化計画の策定

① ① ①・②　（略）

② ②

（２）・（３）　（略） （２）・（３）　（略） （２）・（３）　（略） （２）・（３）　（略）

２　（略） ２ ２ ２　（略） ２ ２

Ⅱ 　国際競争力・木
材供給基盤強化対
策等交付金事業
（合板製材事業）

Ⅱ 　木材産業国際競
争力強化対策交付
金事業
（合板製材事業）

１　供給力・体質強化計画の策定 １ １ １　体質強化計画の策定 １ １

２　国際競争力・木材供給基盤強化対策 ２ ２ ２　木材産業の輸出促進・体質強化対策 ２ ２

（１） （新設） （新設）

①

ア
イ

　木材加工流通施設整備
　ストックヤード整備

②

　

ア
イ

　木材加工流通施設整備
　ストックヤード整備

③ （３）品目転換施設整備

ア
イ

　木材加工流通施設整備
　ストックヤード整備

　 ④ （４）高度加工処理施設整備

ア
イ

　高度加工処理施設整備
　ストックヤード整備

⑤

（２） （２） ３ ３

① ①及び② ①及び②

ア 　間伐材の生産 ①

イ 　里山林の整備 （新設）

ウ 　関連条件整備活動（ア又はイ
と一体的に実施する対象森林の
調査、森林所有者の同意取付け
等）

②

②

ア
イ
ウ

　人工造林
　下刈り
　関連条件整備活動（ア又はイ
と一体的に実施する対象森林の
調査、森林所有者の同意取付け
等）

③ ③ ア～エ ③ ア、イ及びエ （２）

ア 　林業専用道（規格相当）整備 ①

イ   森林作業道整備 ② （略）

ウ 　機能強化 ウ 　（略） ③ ③ （略）

エ 　関連条件整備活動（ア～ウと
一体的に実施する対象森林の調
査、森林所有者の同意取付け
等）

④

（①～④の施設整備導入の効率的かつ
円滑な実施を図るために必要となる調
整活動、実践的知識及び技術の習得活
動等）

　間伐材の生産

３　原木の低コスト安定供給対策

合板・製材・集成材
国際競争力強化・輸
出促進対策交付金
（削る。）

区分の欄Ⅱにおける経費の皆
増又は皆減

（２）・（３）　（略）

　都道府県、市町村、
森林整備法人等、選定
経営体、地域協議会、
森林所有者、その他都
道府県知事が認めるも
の

（１）間伐材生産

　機能強化

　関連条件整備活動（①～③と一体
的に実施する対象森林の調査、森林
所有者の同意取付け等）

（略）

　関連条件整備活動（①と一体的に
実施する対象森林の調査、森林所有
者の同意取付け等）

（略） （略）

（新設）

　林業専用道（規格相当）整備

  森林作業道整備

２　（略） （略） （略）

合板・製材生産性強
化基金

①～⑤

　木材加工流通施設等整備・品目転
換施設整備・高度加工処理施設整備
附帯事業

　造林

（２）原木の生産基盤整備・低コスト安定
　　供給対策

　間伐材生産

　路網整備・機能強化

　事業費については定
額（1/2以内（沖縄県に
ついては2/3以内））

　附帯事務費について
は1/2以内

　合板・製材生産
性強化基金事業
（基金事業）

Ⅰ　（略）

区　分 事業内容 補助対象経費 事業実施主体等 補助率等

重要な変更

事業内容 補助対象経費 事業実施主体等

１　（略）

供給力・体質強化計画の策定

事業実施に必要なフォローアップ

（１） （１）　（略）

①・②　（略）

　品目転換施設整備

　高度加工処理施設整備

（略） （略）

補助率等

重要な変更

　合板・製材生産
性強化基金事業
（基金事業）

Ⅰ　（略）

１　合板・製材生産性強化基金活用事業
　　（基金活用事業）

１　（略）

（１） （１）　（略）

区　分

体質強化計画の策定

事業実施に必要なフォローアップ

合板・製材生産性強
化基金

１　合板・製材生産性強化基金活用事業
　　（基金活用事業）

（５）木材加工流通施設等整備・品目転
　　換施設整備・高度加工処理施設整備
　　附帯事業

（（１）～（４）の施設整備導入の効
率的かつ円滑な実施を図るために必要
となる調整活動、実践的知識及び技術
の習得活動等）

　事業費については定
額（1/2以内（沖縄県に
ついては2/3以内）で都
道府県知事が定めるも
のとする。）

　附帯事務費について
は1/2以内

（１）木材加工流通施設等整備
　　　（大規模・高効率化）

（１）～（５）都道府県、

（２）・（３）　（略）

　木材加工流通施設等整備
　（大規模・高効率化）

２　（略） （略） （略）

２　（略）

合板・製材・集成材
国際競争力強化・輸
出促進対策交付金
（交付金事業）

（１）木材産業の輸出促進・体質強化対策

（１）供給力・体質強化計画の策定
（２）事業実施に必要なフォローアップ

１　（略） （略）

２　（略）

　都道府県、市町村、
森林組合、生産森林組
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、地域材
を利用する法人及び地
方公共団体等の出資す
る法人その他都道府県
知事が認めるもの

　木材加工流通施設等整備
　（低コスト化）

区分の欄Ⅱ及びⅢにおける経
費の皆増又は皆減

１　（略） （略）

（１）体質強化計画の策定
（２）事業実施に必要なフォローアップ

市町村、森林組合、生
産森林組合、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、地域材を利用する
法人及び地方公共団体
等の出資する法人その
他都道府県知事が認め
るもの

①　加工流通施設整備
②　ストックヤード整備

（２）木材加工流通施設等整備

　　　（低コスト化）

①　加工流通施設整備
②　ストックヤード整備

①　木材加工流通施設整備
②　ストックヤード整備

①　高度加工処理施設整備
②　ストックヤード整備

（１）　（略）

（２）路網整備・機能強化 （２）

（１）都道府県、市町村、

森林整備法人等及び選
定経営体

①～④　　（略） ①、②及び④



オ 　航空レーザ計測 オ 　（略） オ 　（略） ⑤ ⑤ 　（略） ⑤ 　（略）

　（略） （略）

④ ④ ④

（削る。） （削る。） （削る。）

①
②
③

　 ⑤ ⑤ ⑤ （５）コンテナ苗生産基盤施設等の整備

ア
イ

　コンテナ苗生産基盤施設等整
備

①

イ 　普通苗生産基盤施設等整備 ②

３（１）① ３（１）① （新設）

（１）建築用木材供給力強化対策

①

ア 　木材加工流通施設

イ 　ストックヤード整備

ウ 　建築用木材供給力強化対策附
帯事業

② ３（１）② ３（１）②

（２） （２）

① ① ①

ア
イ
ウ
エ
オ

特用林産物生産基盤整備
特用林産物生産施設整備
特用林産物加工流通施設整備
廃床等活用施設整備
特用林産物獣害対策施設整備

② ②

ア 未利用間伐材等活用機材整備

イ 木質バイオマス供給施設整備

（1/2以内（沖縄県につ
いては2/3以内）で林野
庁長官が別に定める基
準に基づき都道府県知
事が定めるものとす
る。）

　附帯事務費について
は1/2以内

　（略） 　事業費については定
額（1/2以内（沖縄県に
ついては2/3以内）で林
野庁長官が別に定める
基準に基づき都道府県
知事が定めるものとす
る。）
　ただし、林業用四輪
駆動ダンプトラックに
ついては定額（1/4以内
（沖縄県については1/2
以内）で林野庁長官が
別に定める基準に基づ
き都道府県知事が定め
るものとする。）

　附帯事務費について
は1/2以内

　事業費については定
額（1/2以内（沖縄県に
ついては2/3以内））

　附帯事務費について
は1/2以内

①～⑤

（３）高性能林業機械等の整備 （３）　（略） （３）事業費については定

　（略）

　高性能林業機械等の整備

　都道府県、市町村、森林
組合、生産森林組合、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、地域材
を利用する法人及び地方公
共団体等の出資する法人そ
の他都道府県知事が認める
もの

ア～オ

　航空レーザ計測

　事業費については定額
（1/2以内（沖縄県について
は2/3以内））

　附帯事務費については1/2
以内

　都道府県、市町村、森林
整備法人等、選定経営体及
び貸付けを行う事業を実施
するもの（林業労働力確保
支援センター、森林組合連
合会その他都道府県知事が
認めるもの。）

　事業費については定額
（1/2以内（沖縄県について
は2/3以内）で林野庁長官が
別に定める基準に基づき都
道府県知事が定めるものと
する。）
　ただし、林業用四輪駆動
ダンプトラックについては
定額（1/4以内（沖縄県につ
いては1/2以内）で林野庁長
官が別に定める基準に基づ
き都道府県知事が定めるも
のとする。）

　附帯事務費については1/2
以内

　コンテナ苗生産基盤施設等の整備

　高性能林業機械等の整備

　特用林産物省エネルギー化施設等
整備

３　国内森林資源活用・建築用木材供給力
　強化対策

　木材加工流通施設整備（供給力強
化）

　都道府県、市町村、
森林組合、生産森林組
合、森林組合連合会、
農業協同組合、農業協
同組合連合会、農事組
合法人、林業者等の組
織する団体、地方公共
団体等が出資する法
人、地域材を利用する
法人及び特認団体（工
種ごとの事業実施主体
に該当する者（特認団
体を除く。）の有する
議決権の合計が議決権
全体の過半を占める団
体又はその他都道府県
知事から協議のあった
団体をいう。）

　都道府県、市町村、
森林組合、林業者等の
組織する団体、地方公
共団体等が出資する法
人、PFI事業者、民間事
業者等

　事業費については定
額（1/2以内（沖縄県に
ついては2/3以内））

　事業費については定
額（1/2、1/3以内（沖
縄県については2/3以
内）で都道府県知事が
定めるものとする。）

（1/2以内（沖縄県につ
いては2/3以内）で林野
庁長官が別に定める基
準に基づき都道府県知
事が定めるものとす
る。）

　

附帯事務費については
1/2以内

（４）造林 （４）都道府県、市町村、 （４）事業費については定

　人工造林
　下刈り
　関連条件整備活動（①又は②と一
体的に実施する対象森林の調査、森
林所有者の同意取付け等）

森林整備法人等及び選
定経営体

（林野庁長官が別に定
める基準に基づき都道
府県知事が定めるもの
とする。）

　附帯事務費について
は1/2以内

（５）　（略） （５）事業費については定

普通苗生産基盤施設等整備

コンテナ苗生産基盤施設等整備

②　木質バイオマスエネルギー転換
　促進対策

ウ　木質バイオマスエネルギー利
　用施設整備

　附帯事務費については1/2
以内

（２）燃油・資材の森林由来資源への
　　転換対策

（ア及びイの施設整備導入の効率的か
つ円滑な実施を図るために必要となる
調整活動、実践的知識及び技術の習得
活動等）



（削る。）

　　附　則

１　この通知は、令和４年12月２日から施行するものとする。

２  この通知による改正前の合板・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）に基づき実施された事業については、なお従前の例による。

２　附帯事務費 　附帯事務費については1/2
以内

　木材製品等の輸
出支援対策のう
ち、特用林産物生
産施設等整備交付
金事業

（１）都道府県が区分の欄Ⅲの
　　経費に係る事業の指導監督
　　等の実施に要する経費

　事業費については定額
（1/2以内（沖縄県について
は2/3以内）で都道府県知事
が定めるものとする。）

（１）特用林産物生産基盤整備
（２）特用林産物生産資材導入
（３）特用林産物生産施設整備
（４）特用林産物加工流通施設整備
（５）廃床等活用施設整備
（６）特用林産物獣害対策施設整備
（７）附帯事業（（１）～（６）の施設
　　整備等の実施に必要な調整活動、技
　　術の習得活動等）

Ⅲ

１　事業費

　区分の欄Ⅲの事業内容の欄
（１）～（７）に掲げる事業の
実施に要する経費

（２）市町村が区分の欄Ⅲの経
　　費に係る事業の実施に関し
　　て、指導監督等に要する経
　　費に対し、都道府県が交付
　　する場合における当該交付
　　に要する経費

都道府県、市町村、森林組
合、生産森林組合、森林組
合連合会、農業協同組合、
農業協同組合連合会、農事
組合法人、林業者等の組織
する団体、地方公共団体等
が出資する法人、地域材を
利用する法人及び特認団体
(工種ごとの事業実施主体に
該当する者（特認団体を除
く。）の有する議決権の合
計が議決権全体の過半を占
める団体又はその他都道府
県知事から協議のあった団
体。)
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