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ウッドファーストなあきたの住まいづくり促進事業実施要領

制定 平成３１年４月１日 林産－１７５

一部改正 令和 ２年４月１日 林産－８５

一部改正 令和 ３年４月１日 林産－６４

一部改正 令和 ４年４月１日 林産－１

一部改正 令和 ５年１月３０日 林産－１６３３

ウッドファーストなあきたの住まいづくり促進事業（以下、「本事業」という。）の実施

については、秋田県財務規則及び秋田県林業関係補助金等交付要綱によるほか、この実施

要領に定めるところによる。

第１ 趣旨

本事業は、地域の木材を優先利用する「ウッドファーストな秋田の暮らし」を実現さ

せるため、県産材利用に積極的に取り組む工務店グループ等に対して支援し、住宅分野

での県産材製品の需要を喚起させることにより、県内の木材需要の拡大を図ることを目

的とする。

第２ 定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 県産材

秋田県内（以下「県内」という。）の森林から生産された原木又は県内の森林を

中心として生産された原木（注1）（広葉樹にあっては、輸入された原木及び一次

加工品（注2）を含む。)であって県内で製材・加工した木材製品。

注１：県内の森林を中心として生産された原木とは、隣県（青森県・岩手県・宮

城県・山形県）で生産された原木（丸太）をいう。

注２：一次加工品とは、主に高次加工品（フローリング等）の原料として、輸入

された製品をいう。

(2) 構造材及び下地材

大引、束、棟木（隅木、谷木含む）及び母屋、垂木、根太、筋交、間柱、窓ま

ぐさ、窓台、野縁、胴縁、野地板、合板等の構造及び下地の用に供する製品。

(3) 主要構造材

梁及び桁（胴差を含む）、柱（通し柱及び管柱）の用に供する製品であって、別

表１に掲げるもの。

(4) 工務店グループ等

県産材を利用した住宅を積極的に建築しようとする工務店等が組織する、実績

として年間２０戸以上の新築木造住宅を建築するグループ、または１者でこれを

満たす工務店等

(5) 事務委託団体

秋田県と委託契約を締結し、当該事業における工務店グループ等の補助金申請

に係る書類及び現地の確認等を行う団体。

第３ 事業の内容等

１ 事業内容

県と協定を締結した工務店グループ等が実施する次の取組に対して支援する。
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(1) 別表２に掲げる県産材利用率が基準を満たし、かつ、秋田らしい木づかいを行

った住宅の建築（以下、「住まいづくり促進事業」という。）

(2) 県産材及び県産材を利用した住宅のＰＲ等（以下、「住まいＰＲ等活動事業」と

いう。）

２ 事業実施主体

本事業の事業実施主体は、別に定める「県産材の利用に関する協定締結要領」に

基づき、秋田県と「県産材の利用に関する協定」を締結した工務店グループ等とす

る。

第４ 県の補助

１ 補助対象事業費

この補助金の対象となる事業費は別表３に定める経費とする。

なお、この補助金は、国の省庁等が所管する他の補助金等と重複して受けること

ができるものとする。

２ 補助の対象

(1) 住まいづくり促進事業における補助戸数は、第５の１に定める「ウッドファー

ストなあきたの住まいづくり促進事業計画申請書」の戸数を県が調整した上で割

り当てたものとする。

(2) 補助金の申請をできる者は、第３の２に掲げる者とする。

３ 補助の条件

住宅の新築に県産構造材及び下地材を利用した場合であって、次の(1)から(5)の

全ての条件を満たすものとする。

(1) 県内で建築した新築木造住宅（戸建注文・戸建建売・戸建貸家・住宅兼店舗・

長屋建住宅等）であること。

(2) 主要構造材には別表１で定める木材製品が利用されていること。

(3) 別表２に掲げる県産材利用率の基準を満たしていること。

(4) 別表４に掲げる秋田らしい木づかいが実施されていること。

(5) 完成年月日（注）が別表５に定める期間内であること。

(6) 県及び事務委託団体が行う現地確認や調査等に協力するものであること。

注：検査済証の発行年月日

４ 補助金の額等

(1) 第３の１の(1)の「住まいづくり促進事業」の取組については、別表２に掲げる

県産材利用率の基準に応じて、１戸当たり定額１５万円（別表２(1)通常枠）また

は、同２０万円（別表２(2)県産材フル活用枠）とする。

(2) 第３の１の(2)の「住まいＰＲ等活動事業」の取組については、１グループ当た

り定額１５万円とする。

第５ 事業の実施

１ 事業計画の申請

当年度事業を実施しようとする実施主体は、別に定める日までにウッドファース

トなあきたの住まいづくり促進事業計画申請書（様式①、②、③）を農林水産部長

（以下「部長」という。）に提出するものとする。

ただし、年度途中から新たに取り組む工務店グループ等の場合は、この限りでは

ない。

２ 事業計画の承認



- 3 -

部長は、前項１の申請書に係る審査を行い、その結果を事業実施主体に通知する。

（様式④）

３ 事業計画の変更

(1) 事業実施主体は、事業計画の変更の必要が生じる場合は、あらかじめ部長に変

更計画認定申請書（様式⑤、⑥、⑦）を提出し、承認を受けるものとする。

(2) 部長は、事業実施主体に前項の結果を通知（様式⑧）するものとする。

第６ 補助金の交付

１ 補助金の交付申請

事業実施主体は、第５の２の計画承認を受けた場合、別に定める日までに、補助

金交付申請書（様式⑪、⑫）を知事に提出するものとする。

２ 補助金の交付決定

知事は、前項１の交付申請があった場合、内容を審査し、補助金交付決定（様式

⑬）を行うものとする。

３ 補助金の変更

交付決定の変更を行う場合は、前項１から２に準ずるものとする。（様式⑭、⑮、

⑯）

４ 実績報告

事業実施主体は本事業が完了した場合、実績報告書（様式⑰、⑱、⑲）を知事へ

提出するものとする。

第７ 補助金の支払い

１ 住まいづくり促進事業

(1) 工務店グループ等及び構成員が補助金の支払いを受ける場合は、第４の３の条

件を満たした場合において、補助金交付申請書（様式㉑）に必要事項を記載し、

別表６に定める書類（様式㉒、㉓、工事請負契約書、検査済証）を添付の上、工

務店グループに提出するものとする。

(2) 工務店グループ等の事務局は、補助金支払依頼書(様式㉔）に前項１の書類を添

付して事務委託団体へ提出し、内容確認を受けるものとする。

(3) 事務委託団体への申請書の提出は、月毎に取りまとめ、翌月１５日を期限とす

る。

(4) 事務委託団体は、工務店グループ等から提出された申請書の内容を確認し、そ

の結果について確認審査報告書（様式㉕、㉖）により、県に報告するものとする。

(5) 県は事務委託団体からの報告を受けた後、適当と認められる場合はその旨を工

務店グループ等へ連絡するものとする。

(6) 県からの連絡を受けた工務店グループ等の事務局は、補助金の支払いを受ける

場合は、知事に請求書（様式㉘）を提出するものする。

なお、概算払の場合は概算払申請書（様式㉗）を添付するものとする。

(7) 補助金の支払い時期については、別に定めるものとする。

２ 住まいＰＲ等活動事業

上記、第７の１(6)及び(7)に準ずるものとする。

第８ 経理検査

(1) 知事は、事業実施主体から第６の４の実績報告書の提出があった場合、秋田県

補助事業工事経理検査実施要領により速やかに経理検査を行うものとする。
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(2) 経理検査後は、交付要綱第８に定める補助金の額の確定を行うものとする。

第９ 事務委託団体による事務の執行

(1) 補助金の申請があった時は、その内容を確認審査し、結果を取りまとめ（様式

㉕、㉖）県に報告するものとする。

(2) 提出された書類に不足等があった場合は、工務店グループ等及び構成員に対し、

指導等を行うものとする。

(3) 関係書類について、適正に管理、保管する。

第10 個人情報の保護

事務委託団体は、本事業の実施に伴い取得した個人情報を、本事業の目的以外に利用

しないものとする。

第11 その他

事業実施に関して必要な事項は、この要領に定めるもののほか、別に定める。

附則

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

３ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

４ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

５ この要綱は、令和５年１月３０日から施行する。
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■ 別表１（第２の(3)、第４の３の(2)関係 主要構造材の定義）

(1) ＪＡＳ人工乾燥処理構造用製材品

(2) ＪＡＳ構造用集成材

(3) 乾燥秋田スギ認証製品

■ 別表２（第３の１(1)、第４の３(3)関係 利用率の基準）

県産材利用率は、次の式により算定するものとする。

(1) 通常枠

主要構造材 並びに 構造材及び下地材 で

あって 県産材であるものの利用量（㎥）

≧ ６６％以上 ※令和４年４月１日以降完成分

延べ床面積（㎡）✕０．１６（㎥／㎡）

≧ ６４％以上 ※令和４年２～３月完成分

(2) 県産材フル活用枠

主要構造材 並びに 構造材及び下地材 であ

って 県産材であるものの利用量（㎥）※

≧ ８５％以上 ※令和４年８月１日以降完成分

延べ床面積（㎡）✕０．１６（㎥／㎡）

※ ただし、主要構造材のうち、梁又は桁（胴差を含む）及び、柱（通し柱または

管柱）を必ず使用することとする。

■ 別表３（第４の１関係 補助対象事業費）

対象となる経費は、事業を実施する上で必要となる次の経費とする。

(1) 工務店グループ等内の工務店が建築する住宅への県産材製品の利用に係る経費

(2) 工務店グループ等が実施する県産材製品を利用した住宅のＰＲ活動等を実施する上

で必要となる次の経費とする。

区分 内容

需用費 消耗品費、印刷製本費 等

役務費 通信運搬費、手数料 等

委託料 広告出稿料 等

使用料及び賃借料 会議室借料 等

その他 知事が必要と認める経費

■ 別表４（第４の３(4)関係 「秋田らしい木づかい」）

県産材を利用したものであって、次に例示する取組等とする。

例１）住宅の性能や品質の確保に関する取組

主要構造材以外でのＪＡＳ認定製品、乾燥秋田スギ認証製品の利用

ただし、ＪＡＳ構造用合板の利用については除く。

例２）外装、内装（造作、建具等）への利用

例３）木製品、木質資源の多角的利用（薪・ペレットストーブの設置等）等

■ 別表５（第４の３(5)関係 完成年月日）

(1) 令和４年２月１日から令和４年３月３１日まで（別表２(1)通常枠）
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(2) 令和４年４月１日から令和５年２月２８日まで（別表２(1)通常枠）

(3) 令和４年８月１日から令和５年２月２８日まで（別表２(2)県産材フル活用枠）

■ 別表６（第７の１(1)関係 補助金交付申請書類）

補助金交付申請書（様式㉑）に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 県産材製品納品証明書（様式㉒）

(2) 状況写真（様式㉓） ※構造または下地の利用状況、秋田らしい木づかいの実施

状況、完成状況について、各１枚以上

(3) 工事請負契約書（写） ※建売住宅、貸家の場合は不要

(4) 検査済証（写） ※検査済証が発行されない場合は、住宅瑕疵担保責任保険付保

証明書 等


