
平成21年度補正予算において設けられた基金の執行状況等について

※金額の単位は百万円
基金名：　　　畜産経営維持緊急支援資金融通事業基金
基金設置団体名：一般社団法人畜産生産者団体協議会

A．当該基金への（独）農畜産業振興機構からの交付決定額（平成21年度予算）

B．令和4年度上半期における当該基金の残高（（）内は運用収入等（国庫返還済みも含む））

1,946 (83)

C．令和4年度上半期における執行済額（（）内は国庫返還済みの運用収入）

8,077 (32)

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目
金額

（百万円）

8 事務費 0.3

9 事務費 0.3

0.6

10 事務費 0.3

11 事務費 0.3

12 事務費 0.3

1 事務費 0.3

2 事務費 0.3

3 事務費 0.4

利子補給金 42.4

委託費 3.2

47.6

48.1平成21年度合計

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

振込手数料・通信運搬費・消耗品・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

9,940

旅費・通信運搬費・技術指導事務費 補助事業従事者、日本郵政

技術指導事務費 補助事業従事者

技術指導事務費 補助事業従事者

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

平成21年度上半期合計

支出目的 支出相手先

融資機関への利子補給金 北海道信連 他

県、信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

平成21年度下半期合計



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

6 事務費 0.4

7 事務費 0.3

8 事務費 0.3

9 事務費 0.3

1.9

10 事務費 0.3

11 事務費 0.3

利子補給金 0.3

12 事務費 0.3

1 事務費 0.3

2 事務費 0.3

利子補給金 47.1

3 事務費 0.4

利子補給金 625.1

委託費 2.1

676.6

678.6

信農連等に対する事務委託費 北海道信農連 他

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

振込手数料・通信運搬費・印刷製本費・消耗品
費・技術指導事務費

みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 北海道信農連 他

印刷製本費・技術指導事務費 補助事業従事者 他

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫仙台支店 他

融資機関への利子補給金 滋賀県信連

旅費・通信運搬費・技術指導事務費 補助事業従事者、日本郵政

旅費・通信運搬費・技術指導事務費 補助事業従事者、日本郵政

平成22年度上半期合計

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

振込手数料・通信運搬費・消耗品・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

技術指導事務費 補助事業従事者

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

支出目的 支出相手先

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

利子補給金 64.0

6 事務費 0.3

7 事務費 0.3

円滑化交付金 1.5

8 事務費 0.1

利子補給金 36.2

9 事務費 0.1

103.0

10 事務費 0.2

11 事務費 0.2

利子補給金 22.3

12 事務費 0.2

1 事務費 0.1

2 事務費 0.1

利子補給金 93.7

3 事務費 0.2

利子補給金 962.5

円滑化交付金 35.7

委託費 2.1

1,117.3

1,220.3

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

融資機関への利子補給金 北海道信用農業協同組合連合会 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会 他

信農連等に対する事務委託費 北海道信用農業協同組合連合会 他

振込手数料・通信運搬費・印刷製本費・技術指
導事務費

みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

技術指導事務費 補助事業従事者

技術指導事務費 補助事業従事者

平成23年度上半期合計

技術指導事務費 補助事業従事者

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者

振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 岩手県農業信用基金協会

通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、補助事業従事者

振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

支出目的 支出相手先



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.4

利子補給金 67.8

6 事務費 0.3

利子補給金 1.8

7 事務費 0.3

8 事務費 0.3

利子補給金 36.0

円滑化交付金 6.1

9 事務費 0.3

113.5

10 事務費 0.4

円滑化交付金 2.7

11 事務費 0.3

利子補給金 22.3

12 事務費 0.3

円滑化交付金 1.0

1 事務費 0.3

円滑化交付金 83.5

2 事務費 0.3

利子補給金 63.6

3 事務費 0.4

利子補給金 586.4

円滑化交付金 14.1

委託費 2.1

777.8

891.3

信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

平成24年度下半期合計

平成24年度合計

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、NTT、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 北海道信連 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 宮崎県・熊本県農業信用基金協会

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

振込手数料・旅費・通信運搬費・印刷製本費・技術
指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

平成24年度上半期合計

振込手数料・旅費・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 青森銀行 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

旅費・通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、NTT、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 愛媛県信連

技術指導事務費 補助事業従事者
振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務
費

みずほ銀行、日本郵政、運送会社、補助事業従事者 他

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

技術指導事務費 補助事業従事者

支出目的 支出相手先



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.4

利子補給金 26.9

6 事務費 0.3

利子補給金 1.8

7 事務費 0.3

8 事務費 0.3

利子補給金 13.7

9 事務費 0.3

44.3

10 事務費 0.4

円滑化交付金 21.6

11 事務費 0.3

利子補給金 9.7

12 事務費 0.4

円滑化交付金 51.8

1 事務費 0.3

2 事務費 0.3

利子補給金 34.7

3 事務費 0.4

委託費 2.1

利子補給金 350.7

円滑化交付金 35.0

507.8

552.1

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・岩手県・群馬県・宮崎県農業信用基金協会

平成25年度下半期合計

平成25年度合計

技術指導事務費・旅費交通費・通信運搬費・振
込手数料

みずほ銀行、運送会社、補助事業従事者他

信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

融資機関への利子補給金 北海道信連 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店　他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

技術指導事務費 補助事業従事者他

技術指導事務費・旅費交通費・振込手数料 みずほ銀行・補助事業従事者他

技術指導事務費・振込手数料 みずほ銀行、補助事業従事者他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店　他

技術指導事務費・旅費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、運送会社、補助事業従事者他

平成25年度上半期合計

技術指導事務費・旅費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、運送会社、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 秋田県・新潟県・長崎県農業信用基金協会

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、運送会社、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 青森銀行 他

旅費・通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、NTT、補助事業従事者

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 愛媛県信連

技術指導事務費 補助事業従事者

技術指導事務費 補助事業従事者

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

支出目的 支出相手先



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

利子補給金 21.2

6 事務費 0.3

利子補給金 1.7

7 事務費 0.4

8 事務費 0.3

円滑化交付金 2.6

利子補給金 13.2

9 事務費 0.3

円滑化交付金 53.6

94.3

10 事務費 0.3

11 事務費 0.3

利子補給金 9.1

円滑化交付金 19.1

12 事務費 0.3

円滑化交付金 0.0

1 事務費 0.3

円滑化交付金 8.7

2 事務費 0.3

利子補給金 31.5

円滑化交付金 16.7

3 事務費 0.4

委託費 2.1

利子補給金 318.7

円滑化交付金 8.8

416.7

510.9

支出目的 支出相手先

平成26年度下半期合計

平成26年度合計

信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

融資機関への利子補給金 北海道信連 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 青森県・佐賀県農業信用基金協会

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店　他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 宮崎県・鹿児島県農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、運送会社、NTT、補助事業従事者他

技術指導事務費・振込手数料 みずほ銀行、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・福岡県農業信用基金協会
技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料・印刷製
本費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費 日本郵政、運送会社、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費 日本郵政、NTT、補助事業従事者他
技術指導事務費・旅費・通信運搬費・振込
手数料

日本郵政、みずほ銀行、補助事業従事者他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店　他

旅費・通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、NTT、補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・岩手県・三重県・鹿児島県農業信用基金協会

平成26年度上半期合計

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、運送会社、補助事業従事者 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 長野県農業信用基金協会

融資機関への利子補給金 青森銀行 他

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 愛媛県信連

技術指導事務費 補助事業従事者、日本郵政

技術指導事務費 補助事業従事者

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

利子補給金 17.9

円滑化交付金 5.4

6 事務費 0.4

利子補給金 0.4

円滑化交付金 10.0

7 事務費 0.4

円滑化交付金 2.3

8 事務費 0.4

円滑化交付金 0.0

利子補給金 12.4

9 事務費 0.3

円滑化交付金 5.7

56.1

10 事務費 0.3

11 事務費 0.3

利子補給金 8.1

12 事務費 0.3

円滑化交付金 7.4

1 事務費 0.3

円滑化交付金 8.0

2 事務費 0.3

利子補給金 27.2

円滑化交付金 7.3

3 事務費 0.4

委託費 2.0

利子補給金 292.4

円滑化交付金 17.7

372.1

428.2

支出目的 支出相手先

みずほ銀行、運送会社、NTT、補助事業従事者他

平成27年度合計

融資機関への利子補給金 北海道信連 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 宮崎県・鹿児島県農業信用基金協会

平成27年度下半期合計

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店　他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・秋田県･佐賀県農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料他

信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 日本郵政、みずほ銀行、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者他

融資機関への利子補給金 東邦銀行他 4件

技術指導事務費・通信運搬費 みずほ銀行、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島農業信用基金協会

平成27年度上半期合計

技術指導事務費・通信運搬費 日本郵政、補助事業従事者他

技術指導事務費・旅費・通信運搬費・振込手数料 日本郵政、みずほ銀行、補助事業従事者他

融資機関への利子補給金 青森銀行 他

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 日本郵政、NTT、補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 大分県農業信用基金協会

振込手数料・旅費・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 長野県農業信用基金協会

融資機関への利子補給金 愛媛県信連

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費　 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会・長野県農業信用基金協会

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

利子補給金 16.1

円滑化交付金 11.9

6 事務費 0.3

利子補給金 0.2

円滑化交付金 22.3

7 事務費 0.4

8 事務費 0.4

円滑化交付金 1.9

利子補給金 10.8

9 事務費 0.3

運用益返還 7.1

72.4

10 事務費 0.3

円滑化交付金 3.0

11 事務費 0.3

利子補給金 7.5

円滑化交付金 0.3

12 事務費 0.3

円滑化交付金 6.9

1 事務費 0.3

円滑化交付金 4.2

2 事務費 0.3

利子補給金 23.9

円滑化交付金 3.9

3 事務費 0.5

委託費 2.0

利子補給金 262.4

円滑化交付金 29.4

345.5

417.9

支出目的 支出相手先

独立行政法人農畜産業振興機構

みずほ銀行、運送会社、NTT、補助事業従事者他

平成28年度合計

融資機関への利子補給金 北海道信連 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 青森県・愛媛県・鹿児島県農業信用基金協会

平成28年度下半期合計

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店他12件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 佐賀県農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料他

信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 日本郵政、みずほ銀行、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費 みずほ銀行、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・鹿児島県農業信用基金協会

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 佐賀県農業信用基金協会

技術指導事務費・旅費・通信運搬費・振込手数料 日本郵政、みずほ銀行、補助事業従事者他

融資機関への利子補給金 東邦銀行他 4件

平成27年度分の基金の運用利益

平成28年度上半期合計

技術指導事務費・通信運搬費 日本郵政、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 岩手県農業信用基金協会

融資機関への利子補給金 農林中央金庫福島支店 他７件

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、NTT、補助事業従事者

旅費・技術指導事務費　 みずほ銀行、補助事業従事者 

振込手数料・通信運搬費・旅費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

融資機関への利子補給金 愛媛県信連

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会・宮崎県農業信用基金協会

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会・愛媛県農業信用基金協会

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

技術指導事務費　 補助事業従事者

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

利子補給金 14.4

円滑化交付金 3.0

6 事務費 0.3

利子補給金 0.2

円滑化交付金 14.2

7 事務費 0.3

8 事務費 0.3

円滑化交付金 7.5

利子補給金 9.8

運用益返還 7.0

9 事務費 0.3

円滑化交付金 18.8

76.6

10 事務費 0.3

11 事務費 0.3

利子補給金 6.8

12 事務費 0.4

円滑化交付金 9.7

1 事務費 0.3

円滑化交付金 1.2

事務費 0.3

利子補給金 20.4

円滑化交付金 3.9

3 事務費 0.5

委託費 1.9

利子補給金 230.5

円滑化交付金 5.7

282.3

358.9

支出目的 支出相手先

独立行政法人農畜産業振興機構

日本郵政、みずほ銀行、NTT、補助事業従事者他

平成29年度下半期合計

平成29年度合計

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料他

信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

融資機関への利子補給金 北海道信連 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・鹿児島県農業信用基金協会

2 技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、補助事業従事者他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店他12件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 秋田県・鹿児島県農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 宮崎県農業信用基金協会

技術指導事務費・旅費・通信運搬費・振込手数料 みずほ銀行、補助事業従事者他

融資機関への利子補給金 東邦銀行他 4件

技術指導事務費・通信運搬費 日本郵政・みずほ銀行、補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 千葉県農業信用基金協会 他

平成29年度上半期合計

技術指導事務費・通信運搬費 補助事業従事者他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 岩手県農業信用基金協会 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫福島支店 他

平成28年度分の基金の運用利益

振込手数料・通信運搬費・技術指導事務費 補助事業従事者、みずほ銀行、NTT

振込手数料・通信運搬費・旅費・技術指導事務費 補助事業従事者、みずほ銀行 他

融資機関への利子補給金 愛媛県信連

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会・宮崎県農業信用基金協会

旅費・技術指導事務費　 補助事業従事者 

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会・愛媛県農業信用基金協会

振込手数料・旅費・通信運搬費・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政、補助事業従事者 他

技術指導事務費　 補助事業従事者

振込手数料・消耗品費・技術指導事務費 補助事業従事者みずほ銀行、日本郵政 他



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

6 事務費 0.3

利子補給金 12.9

円滑化交付金 31.0

7 事務費 0.4

8 事務費 0.4

利子補給金 8.6

9 事務費 0.3

円滑化交付金 3.0

運用益返還 5.7

基金の一部返還 1,346.3

1,409.6

10 事務費 0.3

事務費 0.3

利子補給金 6.2

円滑化交付金 3.2

事務費 0.3

円滑化交付金 14.8

事務費 0.3

円滑化交付金 5.8

事務費 0.3

利子補給金 17.1

事務費 0.7

委託費 1.9

利子補給金 198.7

円滑化交付金 6.0

255.8

1665.4

独立行政法人農畜産業振興機構

独立行政法人農畜産業振興機構

平成３０年度下半期合計

平成３０年度合計

3

技術指導事務費・消耗品・印刷費・通信運費他 みずほ銀行、ＮＴＴ、日本郵政、佐川急便・補助事業従事者

信農連等に対する事務委託費 北海道信連 他

融資機関への利子補給金 北海道信連 他15件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

1
通信運搬費・振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行、日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・佐賀県農業信用基金協会

2
振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行・補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店他10件

佐賀県農業信用基金協会

12
振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 愛媛県・鹿児島県農業信用基金協会

平成30年度上半期合計

通信運搬費・技術指導事務費 ＮＴＴ、補助事業従事者

11

振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 東邦銀行他4件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金

振込手数料・通信運搬費・旅費交通費・技術指導事務費 補助事業従事者、みずほ銀行

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

平成29年度分の基金の運用利益

使用見込みのない基金を返還

振込手数料・通信運搬費・旅費・技術指導事務費 補助事業従事者、みずほ銀行 他

融資機関への利子補給金 農林中央金庫福島支店 他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・秋田県・佐賀県農業信用基金協会

旅費・通信運搬費・技術指導事務費　 補助事業従事者 

技術指導事務費 補助事業従事者

振込手数料・印刷製本費・技術指導事務費 みずほ銀行、（株）共和印刷・補助事業従事者

融資機関への利子補給金 愛媛県信連他

技術指導事務費　 補助事業従事者

支出目的 支出相手先



月 科目
金額

（百万円）

事務費 0.3

円滑化交付金 16.8

事務費 0.3

利子補給金 11.7

円滑化交付金 21.1

事務費 0.3

円滑化交付金 22.2

7 事務費 0.3

事務費 0.3

利子補給金 7.8

円滑化交付金 3.1

事務費 0.3

円滑化交付金 0.9

運用益返還 5.6

91.1

事務費 0.4

円滑化交付金 5.5

事務費 0.3

利子補給金 5.5

事務費 0.3

円滑化交付金 1.5

1 事務費 0.3

事務費 0.4

円滑化交付金 6.4

利子補給金 14.6

事務費 0.6

委託費 1.9

円滑化交付金 3.4

利子補給金 176.0

216.9

308.0

令和元年度下半期合計

令和元年度合計

3

技術指導事務費・振込手数料・通信運搬費他 みずほ銀行、日本郵政・佐川急便・補助事業従事者 他

信農連等に対する事務委託費 北海道信用農業協同組合連合会他

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

融資機関への利子補給金 北海道信用農業協同組合連合会他１５件

技術指導事務費・通信運搬費他 日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

2

技術指導事務費・振込手数料・通信運搬費他 みずほ銀行、日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 岩手県・熊本県農業信用基金協会

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店他10件

11
技術指導事務費・振込手数料 みずほ銀行・補助事業従事者

融資機関への利子補給金 東邦銀行・足利銀行他3件

12
技術指導事務費・振込手数料 みずほ銀行・補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

令和元年度上半期合計

10
技術指導事務費・振込手数料・通信運搬費他 みずほ銀行・日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

9

技術指導事務費・振込手数料・通信運搬費他 みずほ銀行・日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 山形県農業信用基金協会

平成３０年度分の基金の運用利益 独立行政法人農畜産業振興機構

8

振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行・補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫福島支店他7件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 鹿児島県農業信用基金協会

6
技術指導事務費・振込手数料・通信運搬費他 みずほ銀行、日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・鹿児島県農業信用基金協会

技術指導事務費・旅費交通費・通信運搬費 日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

5

振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行・補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店他10件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・長野県農業信用基金協会

4
振込手数料・技術指導事務費 みずほ銀行・補助事業従事者

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道農業信用基金協会

支出目的 支出相手先



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

5 事務費 0.3

事務費 0.3

利子補給金 10.2

円滑化交付金 10.9

7 事務費 0.3

事務費 0.3

利子補給金 7.0

円滑化交付金 19.0

事務費 0.3

運用益返還 5.2

54.1

事務費 0.3

円滑化交付金 5.9

事務費 0.3

利子補給金 4.9

円滑化交付金 8.3

12 事務費 0.3

事務費 0.3

円滑化交付金 2.7

事務費 0.4

利子補給金 13.5

事務費 0.5

委託費 1.9

利子補給金 153.9

193.3

247.4

農業信用基金協会に対する円滑化交付金

技術指導事務費・印刷製本費・振込手数料ほか

融資機関への利子補給金

技術指導事務費・印刷製本費・振込手数料ほか

信農連等に対する事務委託費

融資機関への利子補給金

みずほ銀行・補助従事者ほか

9
技術指導事務費 補助事業従事者

令和元年度分の基金の運用利益 （独）農畜産業振興機構

令和２年度上半期合計

北海道農業信用基金協会

みずほ銀行、日本郵政・NTT・補助事業従事者ほか

みずほ銀行、日本郵政・NTT・補助事業従事者ほか

10

11

1

2

3

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・佐賀県・鹿児島県農業信用基金協会

技術指導事務費・振込手数料

融資機関への利子補給金

農業信用基金協会に対する円滑化交付金

技術指導事務費・旅費交通費・通信運搬費

技術指導事務費・印刷製本費・振込手数料

みずほ銀行・補助事業従事者

東邦銀行・足利銀行ほか

北海道農業信用基金協会

日本郵政・補助事業従事者

令和2年度下半期合計

令和2年度合計

みずほ銀行、日本郵政・NTT・補助事業従事者技術指導事務費・旅費交通費・通信運搬費・振込料

8

技術指導事務費・振込手数料 みずほ銀行、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫福島支店他7件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 千葉県・鹿児島県農業信用基金協会

技術指導事務費 補助事業従事者

6

技術指導事務費・振込手数料 みずほ銀行、補助事業従事者

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店他10件

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 北海道・長野県農業信用基金協会

技術指導事務費・旅費交通費・通信運搬費 日本郵政・佐川急便・補助事業従事者

技術指導事務費 補助事業従事者

支出目的 支出相手先



月 科目
金額

（百万円）

事務費 0.3

円滑化交付金 0.9

事務費 0.3

利子補給金 9.0

円滑化交付金 0.8

事務費 0.4

円滑化交付金 5.5

7 事務費 0.3

事務費 0.3

利子補給金 6.1

事務費 0.3

円滑化交付金 3.3

27.6

10 事務費 0.3

事務費 0.3

利子補給金 4.2

円滑化交付金 4.3

運用益返還 1.9

基金返還 495.3

12 事務費 0.3

事務費 0.5

円滑化交付金 34.3

事務費 0.3

利子補給金 11.6

事務費 0.7

委託費 1.8

利子補給金 133.4

689.2

716.7

支出相手先

令和3年度上半期合計

4

9

8

6

5

技術指導事務費・振込手数料ほか

融資機関への利子補給金

技術指導事務費・振込手数料

融資機関への利子補給金

農業信用基金協会に対する円滑化交付金

技術指導事務費・通信運搬費ほか

農業信用基金協会に対する円滑化交付金

支出目的

補助事業従事者・みずほ銀行

青森県農業信用基金協会農業信用基金協会に対する円滑化交付金

技術指導事務費・通信運搬費ほか 補助事業従事者・日本郵便ほか

鹿児島県農業信用基金協会農業信用基金協会に対する円滑化交付金

技術指導事務費・通信運搬費 補助事業従事者・日本郵便

農林中央金庫青森支店・福島支店ほか

農林中央金庫福島支店・宇都宮支店ほか

補助事業従事者・みずほ銀行

補助事業従事者・日本郵便・みずほ銀行ほか

補助事業従事者

岩手県農業信用基金協会

補助事業従事者・日本郵便・みずほ銀行ほか

北海道農業信用基金協会

技術指導事務費

技術指導事務費・通信運搬費ほか

技術指導事務費・振込手数料 補助事業従事者・みずほ銀行

融資機関への利子補給金 東邦銀行・足利銀行ほか

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 秋田県農業信用基金協会ほか

令和2年度分の基金の運用利益 独立行政法人農畜産業振興機構

11

1

使用見込みのない基金を返還 独立行政法人農畜産業振興機構

技術指導事務費・通信運搬費 補助事業従事者・日本郵便

技術指導事務費・通信運搬費ほか 補助事業従事者・日本郵便ほか

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 福岡県農業信用基金協会ほか

令和３年度合計

技術指導事務費・振込手数料 補助事業従事者・日本郵便ほか

3

2
技術指導事務費・振込手数料 補助事業従事者・みずほ銀行

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店・仙台支店ほか

信農連等に対する事務委託費 北海道信用農業協同組合連合会ほか

融資機関への利子補給金 北海道新農連・岩手県信農連ほか

令和３年度下半期合計



月 科目
金額

（百万円）

4 事務費 0.3

事務費 0.3

利子補給金 7.6

6 事務費 0.3

事務費 0.1

円滑化交付金 2.7

事務費 0.1

利子補給金 5.4

円滑化交付金 4.3

事務費 0.1

円滑化交付金 11.8

33.1

8076.8

E．翌半期の執行見込み

F．運用方法と運用収入実績について

（単位：百万円）　

預貯金

有価証券

政保債・地方債

その他社債等

支出目的 支出相手先

総合計

　令和４年度下半期においても引き続き、道県の融資機関に対する利子補給を執行するとともに、業務執行に必要な管理経費の
執行、道県信農連等に対する委託費並びに道県農業信用基金協会に対する保証円滑化交付金を執行。

畜産業振興事業により造成された基金等の管理運用
等について（平成18年４月１日18農畜機第23号）に基
づき運用

800.7                           0.7                         

畜産業振興事業により造成された基金等の管理運用
等について（平成18年４月１日18農畜機第23号）に基
づき運用

-                               -                          

800.7                           0.7                         

畜産業振興事業により造成された基金等の管理運用
等について（平成18年４月１日18農畜機第23号）に基
づき運用

1,145.8                         48.8                        

翌半期の執行見込みについて
執行見込み額

（百万円）

令和４年度下半期において、道県の融資機関に対する利子補給を執行すると
ともに、業務執行に必要な管理経費の執行並びに道県農業信用基金協会に
対する保証円滑化交付金を執行する予定。

166.0

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

うち運用収入

技術指導事務費 補助事業従事者

技術指導事務費・振込手数料 補助事業従事者・みずほ銀行ほか

融資機関への利子補給金 農林中央金庫青森支店・福島支店ほか

技術指導事務費・旅費交通費・通信運搬費 補助事業従事者・日本郵便

技術指導事務費・通信運搬費・支払手数料ほか 補助事業従事者・日本郵便・みずほ銀行

5

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 宮崎県農業信用基金協会

技術指導事務費・支払手数料 補助事業従事者・みずほ銀行

融資機関への利子補給金 農林中央金庫福島支店・宇都宮支店ほか

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 佐賀県農業信用基金協会

技術指導事務費・通信運搬費・振込手数料 補助事業従事者・日本郵便・みずほ銀行
9

8

農業信用基金協会に対する円滑化交付金 福岡県農業信用基金協会

令和４年度上半期合計

7

お問い合わせ先：一般社団法人畜産生産者団体協議会（０３－５５７７－５０１５）

ホームページ ：ホームページは開設していない。


	様式②（畜経）

