
※金額の単位は百万円

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

－ － － －

0 

12月助成金支出 農業者への助成 6,358 

1月 助成金返納 過払い分返納 △ 2 

3月 助成金支出 農業者への助成 6,219 

3月 助成金返納 過払い分返納 △ 1 

12,573 

12,573 

7月 助成金返納 過払い分返納 △ 2 

8月 助成金返納 過払い分返納 △ 8 

9月 国庫返納 2,491 

2,481 

江別市地域協議会他51件

当麻町地域協議会他2件

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

基金名：
需要即応型水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：
北海道水田農業推進協議会

15,054

0

15,054

支出相手先

－

平成21年度上半期合計

札幌市地域協議会他81件

北野地域協議会他4件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

新十津川地域協議会他1件

ニセコ地域協議会他1件

平成22年度上半期合計



－ － － －

0 

2,480 

15,054 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

－

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

金　　　　　額

平成22年９月基金を廃止 －

総　合　計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：北海道農政部生産振興局農産振興課水田グループ 
                           （０１１－２３１－４１１１（代）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

12月 助成金支出 農業者への助成 600 

３月 助成金支出 農業者への助成 1,564 

2,164 

９月 助成金返納 国庫返納 573 

573 

2,737 

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

うち運用収入

預貯金 0 0 
短期・長期信託
有価証券

国債
政保債・地方債
その他社債等

2,737

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：青森県水田農業推進協議会

2,737

0

平内町水田農業推進協議
会ほか１０件

青森市地域水田農業推進
協議会ほか３３件

平成21年度下半期合計

東北農政局

平成22年度上半期合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

金　　　　　額

平成２２年９月に基金を廃止 －

総　合　計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：青森県農業再生協議会 
 電話 ０１７－７３４－９４７９ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

３月 助成金支出 地域協議会への助成 1,079 

３月 助成金支出 地域協議会への助成 879 

３月 助成金返納 過払い分返納 △ 0 

３月 助成金支出 地域協議会への助成 0 

1,958 

1,958 

９月 国庫返納 512 

512 

0 

2,470 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：岩手県水田農業改革推進協議会

2,470

0

2,470

支出相手先

14地域協議会

11地域協議会

１地域協議会

１地域協議会

平成22年９月基金を廃止 －

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：岩手県農業再生協議会 019-626-8528（直）） 
 ホームページ：http://iwate-suiden.jp/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0

12 事務費 振込手数料 △0.0

12 交付金支払 農業者への助成 537

2 交付金返還 確定減による返還 △0.3

3 事務費 振込手数料 △0.0

3 交付金支払 農業者への助成 2291

3 事務費 振込手数料 △0.0

3 交付金支払 農業者への助成 19

3 交付金返還 確定減による返還 △0.2

3 事務費 振込手数料 △0.0

3 交付金支払 農業者への助成 7

3 交付金返還 確定減による返還 △0.1

3 交付金返還 確定減による返還 △2.1

2851

平成21年度上半期合計

3,326

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：宮城県水田農業推進
協議会

3,326

0

宮城県水田農業推進協議会

蔵王町地域水田農業推進
協議会ほか１１件

加美町地域水田農業推進
協議会

宮城県水田農業推進協議会

登米市水田農業推進協議
会ほか３件

宮城県水田農業推進協議会

白石市農政推進協議会ほ
か３６件

平成21年度下半期合計

岩沼，涌谷地域協議会

宮城県水田農業推進協議会

栗原市地域水田農業推進
協議会

白石，鳴子岩出山地域協議会

栗原市地域水田農業推進
協議会



2851

0

10 国への返還 475

3 交付金返還 確定減による返還 △0.3

474

474

6 国への返還 0

0

3,326

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

平成21年度合計

河南地域水田農業推進協
議会

平成22年度上半期合計

平成23年7月基金を廃止 －

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

平成23年度上半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：宮城県農業再生協議会 
            （０２２－２１１－２８４２） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

12月 地域協議会助成金 農業者等への助成 2,640 

1月 地域協議会助成金 農業者等への助成 67 

2月 地域協議会助成金 助成金の返納 △ 1.3

3月 地域協議会助成金 助成金の返納 △ 0.2

3月 地域協議会助成金 農業者等への助成 188 

3月 地域協議会助成金 助成金の返納 △ 10 

2,884 

2,884 

9月 返納金 国へ返納 75 

75 

0 

2,959 

E．翌半期の執行見込み

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

鹿角協議会長他5名

横手市協議会長

鹿角協議会長他6名

鹿角協議会長他4名

平成21年度下半期合計

支出相手先

平成21年度上半期合計

鹿角協議会長他22名

鹿角協議会長他7名

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：

秋田県米政策事業推進本部

2,959

0

2,959



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金 0 0 

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

事業実施要綱で規定されているため

平成22年9月で基金を廃止 －

 お問い合わせ先： 
 秋田県農業再生協議会事務局 
 ０１８－８６０－１７８３（直） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

12月助成金支出 農業者への助成 1,612 

 2月 助成金返納 過払い分返納 △ 0 

 3月 助成金支出 農業者への助成 660 

 3月 助成金支出 農業者への助成 14 

 3月 助成金返納 過払い分返納 (利息122円の返納含む） △ 4 

2,282 

2,282 

 9月 国庫返納 資金残額を国に返還 256 

256 

2,538 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

2,538

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　  水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：山形県水田農業推進協議会

2,538

0

総　合　計

山形市地域協議会他25件

米沢地域協議会

天童市地域協議会他21件

中山町地域協議会他4件

金山町地域協議会他12件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

東北農政局

平成22年度上半期合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年9月末基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先 
 山形県農業再生協議会 水田農業推進部会（023－630－3090） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

１月 助成金支出 地域協議会への助成 1 

２月 助成金支出 地域協議会への助成 52 

３月 助成金支出 地域協議会への助成 786 

839 

839 

0 

10月国庫返納 587

３月 助成金返納 過払い分返納 △０

587 

587 

0 

11月 国庫返納 0 

0 

0 

1,426 

福島市地域水田農業推進協議会他７件

二本松市地域水田農業推進協議会他３２件

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：福島県水田農業産地
　　　　　　　　　　　づくり対策等推進会議

支出相手先

平成21年度上半期合計

棚倉町水田農業推進協議会

1,426

0

1,426

平成22年度合計

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

南相馬市地域水田農業推進協議会

平成22年度下半期合計

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

平成２４年３月基金廃止 －

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 
            （０２４－５２１－７３６９（福島県水田畑作課）） 
 ホームページ：http://fs-suishin.jp/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

２月 助成金支出 農業者への助成 66 

３月 助成金支出 農業者への助成 139 

３月 助成金支出 農業者への助成 835 

３月 助成金支出 農業者への助成 78 

３月 助成金支出 農業者への助成 △ 1 

３月 助成金支出 農業者への助成 △ 0.5

３月 助成金支出 農業者への助成 △ 1 

３月 助成金支出 農業者への助成 22 

３月 助成金支出 農業者への助成 △ 0.5

1,136 

９月 国庫返納 560 

560 

1,696 

E．翌半期の執行見込み

1,696

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：茨城県水田農業交付金運営協会

1,696

0

平成22年度下半期合計

大洗水田農業推進協議会他６件

小美玉市小川地区水田農業推進協議会他12件

水戸市水田農業推進協議会他21件

神栖市水田農業推進協議会他５件

行方市水田農業推進協議会

古河市水田農業推進協議会

守谷市水田農業推進協議会

日立市水田農業推進協議会他５件

境町水田農業推進協議会

平成21年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：茨城県農業再生協議会（０２９－２３２－２１０２） 
 ホームページ：http://www.ibaraki-suiden.jp/index.html 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

12月助成金支出 農業者への助成 30 

３月 助成金支出 農業者への助成 2,971 

3,001 

3,001 

９月 国庫返納 1,386 

1,386 

0 

4,387 

E．翌半期の執行見込み

4,387

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：栃木県水田農業推進協議会

4,387

0

平成22年度下半期合計

平成21年度上半期合計

鹿沼市協議会他１件

宇都宮市協議会他26件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：栃木県農業再生協議会（０２８－６２６－２３４５） 
 ホームページ：http://www.tcchu-ja.or.jp/saiseikyo/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

12月助成金支出 農業者への助成 13 

2月 助成金支出 農業者への助成 125 

3月 助成金支出 農業者への助成 155 

3月 助成金返納 過払い分返納 0 

293 

293 

9月 国庫返納 362 

362 

655 

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

前橋市地域協議会他１５件

太田市地域協議会他１３件

平成22年度上半期合計

前橋市地域協議会

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：群馬県水田農業推進協議会

平成21年度上半期合計

玉村町地域協議会他５件

655

0

655

支出相手先

平成22年９月基金を廃止 －

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額



うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：群馬県農業再生協議会（０２７－２２０－２０２８） 
 ホームページ：http://www.jagunma.net/chu/nougyousaisei/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成23年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

３月 助成金支出 農業者への助成 213 

３月 助成金返納 過払い分返納 △１

212 

212 

５月
７月

助成金返納 過払い分返納 △ 0 

９月 国庫返納 452 

452 

11
月
2月
3月

助成金返納 過払い分返納 △4

△4

４月 国庫返納 4 

4 

663 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：埼玉県農業再生協議会

663

0

663

支出相手先

さいたま市岩槻地域協議会他３６件

坂戸市地域協議会

平成21年度下半期合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

久喜市地域協議会他１件

平成22年度上半期合計

行田市地域協議会他２件

平成22年度下半期合計 　

平成23年度上半期合計

総　合　計

平成23年４月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：埼玉県農業再生協議会（048－830－4036

（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 194 

194 

194 

8月 助成金返納 過払い分返納 △ 2 

9月 国庫返納 43 

41 

0 

235 

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

うち運用収入

預貯金

平成21年度合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：千葉県水田農業推進協議会

235

0

235

支出相手先

平成21年度上半期合計

市原市水田農業推進協議
会他31件

平成21年度下半期合計

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

成田市水田農業推進協議会

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年9月基金を廃止 －



短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

 お問い合わせ先：千葉県農業再生協議会（０４３－２２３－２８９１） 
 ホームページ：http://www.chiba-suiden.jp/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

　

0 

　

0 

0 

９月 国庫返納 3 

3 

0 

3 

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：
神奈川県水田農業推進協議会

3

0

3

支出相手先

平成21年度上半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：神奈川県農業再生協議会 
           （神奈川県環境農政局農政部農業振興課内） 
                      （０４５－２１０－４４２７（直）） 
 ホームページhttp://www.jakanagawa.gr.jp/saiseikyo/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 24 

24 

24 

４月 国庫返納 1 

1 

0 

25 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：山梨県水田畑作農業
　　　　　　　　　　　再生協議会

25

0

25

支出相手先

平成21年度上半期合計

韮崎地域水田農業推進協
議会他５件

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年４月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：山梨県水田畑作農業再生協議会 

              （０５５－２２３－３５０３） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

3 助成金支出 地域水田農業推進協議会への交付 685 

685 

685 

４～７ 助成金返納 過払い分返納 △ 1 

9 国庫返納 689 

688 

1,372 

平成21年度合計

南信州水田農業推進協議会他５件

平成22年度合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：長野県水田農業推進協議会

1,372

0

小諸市水田農業推進協議会他５０件

平成21年度下半期合計

1,372

支出相手先

総　合　計

関東農政局長



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：長野県農業再生協議会（０２６－２３５－７２２１） 
 ホームページ：http://www.naganokaigi.com/ikusei/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 126 

126 

126 

９月 国庫返納 79

79 

205 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度上半期合計

205

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：静岡県水田営農対策協議会

205

0

焼津市地域協議会他６件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

総　合　計

平成23年12月基金を廃止 －

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：静岡県水田農業再生協議会     

（０５４－２２１－３２４９（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

１月 助成金支出 農業者への助成 485 

３月 助成金支出 農業者への助成 2,025 

2,510 

2,510 

９月 国庫返納 449 

449 

2,959 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

2,959

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：
新潟県農業米政策改革推進協議会

2,959

0

胎内市協議会他９件

関川村協議会他３７件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

金　　　　　額

平成22年９月基金を廃止 －

総　合　計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：新潟県農業再生協議会  
          （０２５－２３０－２０２１（直）） 
          ホームページは開設していない。 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

1月 助成金支出 農業者等への助成 340 

2月 助成金支出 農業者等への助成 224 

3月 助成金支出 農業者等への助成 867 

1,431 

1,431 

8月 助成金返納 過払い分返納 △ 1 

9月 国庫返納 242 

241 

1,672 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

ホームページは開設していない。

1,672

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：富山県水田農業推進協議会

1,672

0

総　合　計

アルプス地域協議会他５件

砺波市協議会他２件

富山市協議会他９件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

射水市協議会他５件

平成22年度上半期合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成23年9月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：富山県農業再生協議会 
            （076－445－2022（直）） 



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

協議会
A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

 3月 助成金支出 農業者への助成 354 

354 

354 

 8月 助成金返納 過払い分返納 △ 0 

 9月 国庫返納 129 

129 

483 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

ホームページは開設していない。

平成22年度上半期合計

483

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：石川県水田農業推進

483

0

加賀市協議会他１５件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

加賀市協議会他１件

平成22年9月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

 お問い合わせ先：石川県農業活性化協議会（０７６－２４０－５２３０



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

３月 助成金支出 農業者への助成 924 

924 

924 

８月 助成金返納 過払い分返納 △0

９月 国庫返納 695 

695 

1,620 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：福井県水田農業推進協議会

1,620

0

平成22年度上半期合計

1,620

支出相手先

大野市協議会他４件

金　　　　　額

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

福井市協議会他１５件

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

総　合　計

平成22年９月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：福井県農業再生協議会 
             ０７７６－２７－８２２３（直） 
 ホームページ：http://www.f-suden.jp/ 

（単位：百万円） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 854 

854 

854 

6月 助成金返納 過払い分返納 △ 9 

9月 国庫返納 230 

221 

1月 助成金返納 過払い分返納 △ 0 

1月 国庫返納 0 

0 

1,075 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

支出相手先

平成21年度上半期合計

基金名：
　需要即応型水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：
　岐阜県水田農業推進協議会

1,075

0

1,075

地域水田協議会（６）

平成22年度上半期合計

地域水田協議会（１）

平成21年度下半期合計

金　　　　　額

該当なし

地域水田協議会（24）

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成23年１月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：岐阜県農業再生協議会（058-272-8436（直）) 
 ホームページ：開設していない。 



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

　愛知県水田農業構造改革事業推進協議会
A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

助成金支出 農業者への助成 873 

873 

873 

9月 国庫返納 476 

476 

0 

1,349 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

1,349

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：

1,349

0

総　合　計

平成21年度上半期合計

地域水田協議会（26）

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：愛知県農業再生協議会（052-951-6957） 
 ホームページ：http://www.aisuikyo.jp 



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

　　　　　　三重県水田農業推進協議会

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 942 

942 

942 

８月 助成金返納 過払い分返納 △ 0 

９月 国庫返納 571 

571 

12月助成金返納 過払い分返納 △ 0 

12月国庫返納 0 

0 

1,513 

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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

平成21年度合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：

1,513

0

1,513

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域水田協議会（34）

平成21年度下半期合計

平成22年12月基金を廃止 －

地域水田協議会（３）

平成22年度上半期合計

地域水田協議会（１）

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：三重県農業再生協議会（059-224-2547） 
 ホームページ：開設していない 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3 助成金支出 農業者への助成 888 

3 助成金支出 農業者への助成 379 

3 助成金支出 農業者への助成 1 

3 助成金支出 農業者への助成 0 

3 戻入 △ 0 

1,268 

1,268 

9 国庫返納 260 

260 

2 戻入 △ 1 

3 国庫返納 1 

0 

1,529 

平成21年度上半期合計

東近江市グリーン近江地域水田農業推進協議会（追加分）

高島市今津町水田農業推進協議会外１

1,529

支出相手先

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：滋賀県水田農業推進協議会

1,529

0

平成21年度合計

31協議会

４協議会

彦根市地域水田農業推進協議会（追加分）

平成22年度上半期合計

平成21年度下半期合計

栗東市水田農業推進協議会外８

平成22年度下半期合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：滋賀県農業再生協議会（TEL 077-528-5211） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3 助成金支出 農業者への助成 135 

135 

135 

9 戻入 △ 0 

9 国庫返納 181 

181 

0 

316 

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：京都府水田農業推進協議会

316

0

316

支出相手先

平成21年度上半期合計

久御山町水田農業推進協議会外６

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年10月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：京都府農業再生協議会事務局 
           （京都府農林水産部農産課 京の米・豆・保険担当）            
           （０７５－４１４－４９５５（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3 助成金支出 農業者への助成 2 

2 

2 

8 戻入 △ 0 

9 国庫返納 8 

8 

0 

10 

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：大阪府水田農業推進協議会

10

0

10

支出相手先

平成21年度上半期合計

吹田市水田農業推進協議会外１０

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：大阪部推進課担い手育成グループ 
 Ｔｅｌ：06-6210-9594 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3 助成金支出 農業者への助成 673 

3 戻入 △ 0 

673 

673 

9 国庫返納 991 

991 

0 

1,663 

小野市水田農業推進協議会外４

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：兵庫県水田農業振興協議会

1,663

0

1,663

支出相手先

平成21年度上半期合計

41協議会

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年10月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：兵庫県農業活性化協議会 
 （０７８－３６２－３４０７（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3 助成金支出 農業者への助成 22 

22 

22 

9 国庫返納 68 

68 

0 

91 

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：奈良県水田農業推進協議会

91

0

91

支出相手先

平成21年度上半期合計

奈良市水田農業推進協議会他１４

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先： 

 奈良県農業再生協議会共同事務局 
 奈良県農林部農業水産振興課果樹農産係 
 TEL 0742-27-7443 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3 助成金支出 農業者への助成 29 

29 

29 

9 国庫返納 26 

26 

0 

55 

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置団体名：和歌山県水田農業
　　　　　　　　　　　　推進協議会

55

0

55

支出相手先

平成21年度上半期合計

和歌山市水田農業推進協議会外１２

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年9月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 
 お問い合わせ先：和歌山県農業再生協議会（073-441-2904（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 272 

272 

272 

0 

10月国庫返還 227 

227 

499 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：鳥取県水田農業推進協議会

499

0

499

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（19）

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年10月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：鳥取県農業再生協議会（0857-21-2607) 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 205 

205 

205 

４月 助成金支出 農業者への助成 7 

7 

９月 国庫返還 268 

268 

480 

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

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：島根県水田農業推進協議会

480

0

480

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（7）

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

地域協議会（1）

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年９月基金を廃止 －



うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：島根県農業再生協議会（０８５２－３１－３５１５（直）） 
 ホームページ：http://www.shimanesuidenkyo.jp/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 441 

441 

441 

0 

10月 国庫返還 422 

422 

863 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：岡山県水田農業推進協議会

863

0

863

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（32）

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年10月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：岡山県 農林水産部 農産課（０８６－２２６－７４２４） 
 ホームページ：http://www.o-saisei.net/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

２月
３月 助成金支出 農業者への助成 107 

107 

１０月 国庫返納 105 

105 

213 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：広島県水田農業推進協議会

213

0

213

支出相手先

平成21年度上半期合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年10月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：広島県農業再生協議会（082-507-7073） 
 ホームページ：http://www.h-suiden.jp/ 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 171 

171 

171 

0 

10月 国庫返還 295 

295 

466 

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

うち運用収入

預貯金

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：山口県水田農業改革推進本部

466

0

466

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（10）

平成22年10月基金を廃止 －

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額



短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

 お問い合わせ先：山口県地域農業戦略推進協議会 事務局 
 山口県農業協同組合中央会農業振興部地域農業戦略室 
 担当 吉村 ０８３－９０２－７５０３（直）  
 山口県農林水産部農業振興課農産班 
 担当 吾郷 ０８３－９３３－３３８５（直） 
 ホームページ：http://y-ninaite.jp/ 
 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 57 

57 

57 

0 

10月 国庫返還 278 

278 

335 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：徳島県水田推進協議会

335

0

335

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（16）

平成22年10月基金を廃止 －

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

  
お問い合わせ先：徳島県農業再生協議会（０８８－６２１－２４０６（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 220 

220 

220 

0 

11月 国庫返還 482 

482 

702 

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

うち運用収入

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：香川県水田農業振興協議会

702

0

702

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（16）

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年11月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額



預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

 お問い合わせ先：JA香川中央会（０８７－８２５－２５０３） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 124 

124 

124 

0 

11月 国庫返還 60 

60 

184 

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

うち運用収入

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：愛媛県水田農業推進協議会

184

0

184

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（6）

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年11月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額



預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

 お問い合わせ先：愛媛県農業再生協議会（０８９－９４８－５６０９（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

3月 助成金支出 農業者への助成 149 

149 

149 

0 

10月 国庫返還 606 

606 

755 

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

うち運用収入

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：高知県水田農業推進協議会

755

0

755

支出相手先

平成21年度上半期合計

地域協議会（20）

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年10月基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額



預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

 お問い合わせ先：高知県農業協同組合中央会（088－802－8035（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 1,653 

1,653 

1,653 

0 

0 

9月 地域からの返納 △ 36 

10月 国庫返納 493 

12月 地域からの返納 △ 2 

３月 国庫返納 2 

457 

2,109 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：福岡県水田農業推進協議会

2,109

0

2,109

支出相手先

平成21年度上半期合計

福岡市水田農業推進協議会他70件

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成23年３月　基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先： 
福岡県水田農業推進協議会（事務局：福岡県農林水産部水田農
業振興課水田農業経営係） ０９２－６４３－３４７３（直） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 1,462 

1,462 

1,462 

６月 国庫返納 218 

218 

0 

0 

1,681 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度上半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：佐賀県水田農業推進協議会

1,681

0

1,681

支出相手先

平成22年度上半期合計

平成21年度下半期合計

佐賀市水田農業推進協議会他29件

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年６月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：佐賀県農業再生協議会（0952-25-5112
（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 110 

110 

110 

６月 国庫返納 119 

119 

0 

0 

229 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：長崎県水田農業推進協議会

229

0

229

支出相手先

平成21年度上半期合計

長崎地域水田農業推進協議会他20
件

平成22年7月基金を廃止 －

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：長崎県水田農業推進協議会 
             （０９５－８９５－２９４３（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 899 

899 

899 

６月 国庫返納 885 

７月 地域からの返納 △ 3 

881 

９月 国庫返納 3 

3 

1,783 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：熊本県水田農業推進協議会

1,783

0

1,783

支出相手先

平成21年度上半期合計

熊本地域水田農業推進協議会他27
件

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成22年9月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：熊本県農業再生協議会（096－328－1059
（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 546 

546 

546 

0 

９月 国庫返納 315 

315 

860 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度上半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：大分県水田農業推進協議会

860

0

860

支出相手先

平成22年度上半期合計

平成21年度下半期合計

国東市田農業推進協議会他14件

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成21年度合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

平成23年2月基金を廃止 －



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：大分県水田農業改革推進協議会（097－544－0191（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 927 

927 

927 

６月 国庫返納 769 

769 

0 

0 

1,696 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：宮崎県水田農業推進協議会

1,696

0

1,696

支出相手先

平成21年度上半期合計

野尻町水田農業推進協議会他15件

平成２３年４月基金を廃止 －

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先：宮崎県農業再生協議会（０９８５－３１－２０３
０） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 164 

164 

164 

６月 国庫返納 192 

192 

0 

0 

355 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：鹿児島県水田農業推進協議会

355

0

355

支出相手先

平成21年度上半期合計

鹿児島市水田農業推進協議会他18
件

平成22年６月基金を廃止 －

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

総　合　計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額



F．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額
科　　目 当該運用資金を選択している理由

 お問い合わせ先： 
   鹿児島県水田農業推進協議会(099-286-3197（直）） 



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

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成22年度決算におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

C．執行済額

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額

0 

0 

0 

３月 助成金支出 農業者への助成 19 

0 

19 

19 

９月 国庫返納 2 

0 

2 

0 

0 

0 

21 

沖縄県地域水田農業推進協議会

基金名：需要即応型
　　　　　　水田農業確立推進事業基金

基金設置法人名：沖縄県水田農業推進協議会

平成21年度上半期合計

21

0

21

支出相手先

総　合　計

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計



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

うち運用収入

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成22年９月基金を廃止(９月に国庫返還) －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

 お問い合わせ先：ホームページは開設していない。 
 沖縄県水田農業推進協議会 （０９８－８６６－２２７５（直）） 


