
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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

44

-

44

平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：　(財）北海道学校給食会

支出相手先

11月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡
大事業に対する助成

1 
富良野

広域連合
栗山町農産物等販
路拡大推進協議会 名寄市

2月 事務費 通信運搬費 0.0 NTTドコモ

3月 事務費 通信運搬費・振込手数料 0.0 NTTドコモ 北洋銀行

0.7 

0.7 

４月 助成金 学校給食地場農畜水産物利用拡大に対する助成 3.1

４月 事務費 通信運搬費・送金手数料 0.0

５月 事務費 通信運搬費 0.0 NTTドコモ

６月 事務費 通信運搬費 0.0 NTTドコモ

７月 事務費 通信運搬費 0.0 NTTドコモ

3.1

10月 事務費 通信運搬費 0.0

平成21年度下半期合計

平成22年度上半期合計

平成21年度合計

NTTドコモ　　北洋銀行

NTTドコモ



11月 事務費 通信運搬費 0.0

12月 事務費 通信運搬費 0.0

0.0

3.1

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 40.0

40.0

10月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.0

0.0

40.0

43.8

E．翌半期の執行見込み

翌半期の執行見込みについて

平成23年度下半期合計

執行見込み額

－

平成22年度合計

総合計

平成23年度合計

平成22年度下半期合計

平成23年8月19日及び平成23年10月7日に残余及び運用収入を返納し、
基金を廃止

NTTドコモ

NTTドコモ

平成23年度上半期合計

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 40.0 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

金　　　　　額



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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

8月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.1 

0.1 

-

0.1 

0.0

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.7

0.0

1.7

1.7

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 29.5

9月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.0

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）青森県学校給食会

平成21年度合計

支出相手先
外ヶ浜町農業・農村活性化協
議会、藤崎町

平成21年度上半期合計

平成21年度下半期合計

外ヶ浜町農業・農村活性化協
議会、藤崎町

31

-

31



29.5

0.0

29.5

31.2

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 30 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度上半期合計

平成23年度合計

総合計

当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

金　　　　　額

執行見込み額翌半期の執行見込みについて

科　　目

平成23年8月5日及び平成23年9月5日に残余及び運用収入を返納し、基金
を廃止

－

平成23年度下半期合計



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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

10月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 6.6

平成21年度上半期合計

奥州市

299

支出相手先

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）岩手県学校給食会

299

-

6.6

6.6

0.0

0.0

0.0

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.4

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 12.5

3月 事務費 振込手数料 0.0

13.0

13.0

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 279.0

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

軽米町

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

奥州市



279.0

0.0

279.0

298.6

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 279 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

平成23年8月15日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

執行見込み額翌半期の執行見込みについて

総合計

政保債・地方債

その他社債等



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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

9月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.9 

0.9 

学校給食地場農畜産物利用拡大事業

51

支出相手先

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）宮城県学校給食会

51

-

平成21年度上半期合計

村田町学校給食地場農畜産物利用拡大協議会

11月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

1.1 

1月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

0.6 

1月 事務費 旅費、消耗品購入費、振込手数料 0.0 

3月 事務費
旅費、資料印刷費、通信運搬費、振込
手数料等

0.0 

1.8

2.6 

0.0

1月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

1.5 村田町

11月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

0.4 白石市

名取市

美里町

職員の指導旅費、（株）シャープド
キュメント２１ヨシダ、NTT、七十七
銀行

平成21年度下半期合計

職員の指導旅費、(株)エグチ、七十七銀行

平成21年度合計

平成22年度上半期合計



3月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

0.3 亘理町

3月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

0.9 美里町

1月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

2.2 名取市

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.2

3月 事務費
旅費、資料印刷費、通信運搬費、振込
手数料等

0.0

5.5

5.5

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 43.1

43.1

0.0

43.1

51.3

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

平成22年度合計

総合計

松島町

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 43 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

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

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成23年8月2日及び平成23年8月31日に残余及び運用収入を返納し、基金を
廃止

－

金　　　　　額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）秋田県学校給食会

28

-

28

支出相手先

平成21年度上半期合計

１１月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.0 

２月 事務費 発送費、振込手数料 0.0 

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0

2月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.0

2月 事務費 発送費、振込手数料 0.0

0.0

0.0

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 27.9

9月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.0

平成22年度合計

平成22年度上半期合計

北秋田市

平成21年度合計

秋田銀行等

秋田銀行等

平成21年度下半期合計

平成22年度下半期合計

北秋田市



27.9

0.0

27.9

27.9

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 28 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

翌半期の執行見込みについて

平成23年8月9日及び平成23年9月2日に残余及び運用収入を返納し、基金を
廃止

－

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

総合計

平成23年度上半期合計

執行見込み額

政保債・地方債

その他社債等



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

9月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.4 

1.4 

11月 事務費 発送費 0.0 

山辺町、庄内町

平成21年度上半期合計

郵便事業㈱

郵便事業㈱ 事務担当者1名 NTT東日

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）山形県学校給食会

108

-

108

支出相手先

12月 事務費 発送費、旅費、電話代、コピー代 0.0 

1月 事務費 発送費 0.0 

2月 事務費 発送費、振込手数料 0.0 

3月 事務費
発送費、振込手数料、電話代、コピー代、用紙
代、封筒代、卓上計算機代 0.0 

0.1 

1.4 

0.0

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 6.0

3月 事務費
発送費、振込手数料、電話代、コピー代、用紙
代、封筒代、卓上計算機代 0.1

6.1

郵便事業㈱、事務担当者1名、NTT東日
本、㈱オーエフ

郵便事業㈱

郵便事業㈱、庄内銀行

郵便事業㈱、庄内銀行、NTT東日本、㈱
オーエフ、㈱中央印刷、㈱中央印刷、㈱
オーエフ

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

山形市、東根市、山辺町、飯
豊町、庄内町

平成22年度上半期合計

郵便事業㈱、庄内銀行、NTT東日本、㈱
オーエフ、㈱中央印刷、㈱中央印刷、㈱
オーエフ

平成22年度下半期合計



6.1

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 100.9

100.9

0.0

100.9

108.4

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 101 0.0 

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

翌半期の執行見込みについて

平成23年8月16日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

執行見込み額

平成22年度合計

総合計

平成23年度上半期合計

短期・長期信託 ‐ ‐

有価証券 ‐ ‐

国費 ‐ ‐

政保債・地方債 ‐ ‐

その他社債等 　‐ ‐



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

36

支出相手先

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）福島県学校給食会

36

-

平成21年度上半期合計

１月 事務費 消耗品購入 0.0 

2月 事務費 雇用賃金 0.0 

3月 事務費 雇用賃金、発送費、旅費 0.1 

0.1 

0.1 

0.0

3月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

0.6

3月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成

0.4

1.1

1.1

平成21年度下半期合計

東北コピー販売（株）

雇用者５日

雇用者５日、郵便事業（株）、
職員の指導旅費18回分

平成21年度合計

矢吹町

平成22年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

本宮市



8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 34.4

34.4

0.0

34.4

35.6

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 34 0.0 

短期・長期信託

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成23年8月3日に残余及び運用収入を返納し、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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成23年度上半期合計

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 3.9

3.9

3.9

0.0

0.0

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 9.9

9.9

9.9

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 35.2

49

-

49

平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：（財）茨城県学校給食会

支出相手先

常陸太田市、北茨城市、稲敷市、坂東市

平成21年度下半期合計

常陸太田市、北茨城市、稲敷市

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

平成22年度合計



35.2

0.0

35.2

49.0

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 35 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年7月29日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

翌半期の執行見込みについて

金　　　　　額

執行見込み額

－

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

総合計



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分

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

-

9月 事務費 消耗品費、通信費 0.0

12月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 13.3

3月 事務費 振込手数料 0.0

13.3

13.3

0.0

3月 事務費 消耗品費、通信費 0.0

116

平成21年度上半期合計

平成21年度合計

宇都宮南郵便局等

平成22年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：（財）栃木県学校給食会

支出相手先

116

-

宇都宮南郵便局等

平成21年度下半期合計

小山市、鹿沼市、那須烏山市、那珂川町、
足利市学校給食会、都賀町地産地消・食
育推進協議会、栃木市

足利銀行



3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 26.1

3月 事務費 振込手数料 0.0

26.1

26.1

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 76.3

76.3

0.0

76.3

115.7

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 76 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

総合計

平成22年度合計

平成22年度下半期合計

足利銀行

小山市、那須烏山市、那珂川町、足利市
学校給食会、都賀町地産地消・食育推進
協議会、栃木市、高根沢町

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

翌半期の執行見込みについて

平成23年8月5日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

11月 事務費 会議費、旅費、雇用賃金 0.1 

12月 事務費 通信運搬費、印刷費、雇用賃金 0.1 

12月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 3.8

3月 事務費 会議費、振込手数料、雇用賃金、消耗品費 0.4

4.4

4.4 

8月 事務費 雇用賃金 0.2

0.2

12月 事務費 雇用賃金 0.2

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 8.2

事業周知電話切手印刷代等、雇
用者の賃金

雇用者の賃金

支出相手先

平成21年度上半期合計

会場借料、職員旅費、雇用者の賃金

綾瀬市、(財)横須賀市学校給食会

平成21年度合計

雇用者の賃金

綾瀬市、(財)横須賀市学校給食会

会場借料、県信連、雇用者の賃
金、保存用ファイル費等振替

平成21年度下半期合計

平成22年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(社)神奈川県畜産会

17

-

17



3月 事務費 通信運搬費、旅費、雇用賃金、消耗品費、振込手数料 0.2

8.6

8.8

4月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 3.5

5月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.0

3.5

0.0

3.5

16.7

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 4 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度合計

翌半期の執行見込みについて

平成22年度下半期合計

平成23年度下半期合計

執行見込み額

平成23年4月25日及び平成23年5月23日に残余及び運用収入を返納し、基金
を廃止

－

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

平成23年度上半期合計

平成22年度合計

総合計

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

事業推進電話切手代等、職員旅費、
雇用者の賃金、保存用ファイル



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 

0.0

0.0

0.0

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 14.9

平成22年度下半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：（財）山梨県学校給食会

支出相手先

15

-

15

平成21年度上半期合計

平成22年度合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成21年度下半期合計



14.9

0.0

14.9

14.9

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 14.9 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

平成23年7月25日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

総合計

平成23年度合計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

金　　　　　額

執行見込み額

－

翌半期の執行見込みについて



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 2.8

2.8

2.8 

0.0

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 9.9

9.9

9.9

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 42.9

平成22年度下半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：（財）長野県学校給食会

支出相手先

56

-

56

平成21年度上半期合計

平成21年度下半期合計

飯綱町、高山村、須坂市、上田地産地消
推進会議、中条村立小中学校給食共同
調理場

平成21年度合計

平成22年度合計

飯綱町、高山村、小布施町、須坂市、上
田地産地消推進会議、中条村立小中学
校給食共同調理場

平成22年度上半期合計



42.9

0.0

42.9

55.6

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 43 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

翌半期の執行見込みについて

平成23年7月27日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－

総合計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 6.6

6.6

6.6 

0.0

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 19.8

19.8

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：（財）静岡県学校給食会

支出相手先

富士市学校給食地場産品導入協議
会、三島市立小学校、三島市立錦田
学校給食共同調理場ほか

51

-

51

平成21年度上半期合計

平成21年度下半期合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

平成21年度合計

富士市学校給食地場産品導入協議
会、三島市立小学校、富士宮市、磐田

市



19.8

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 24.5

24.5

0.0

24.5

51.0

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 25 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年7月29日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

翌半期の執行見込みについて

平成23年度下半期合計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

金　　　　　額

執行見込み額

－

平成22年度合計

総合計



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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

8月 事務費 発送費 0.0 

36

-

36

平成21年度上半期合計

郵便事業（株）、ヤマト運輸（株）

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）新潟県学校給食会

支出相手先

1月 助成金支出 地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.9 

１月 事務費 振込手数料 0.0 

0.9 

0.9 

－

4月 助成金支出 地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.4

4月 事務費 発送費、振込手数料 0.0

0.4

0.4

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 34.6

34.6

0.0

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

平成21年度下半期合計

平成22年度合計

平成23年度上半期合計

平成22年度下半期合計

郵便事業（株）、ヤマト運輸（株）、第四銀行

第四銀行、黒川村農協

十日町市

胎内市

平成23年度下半期合計



34.6

35.9

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 34.6 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

総合計

平成23年7月14日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－

平成23年度合計

翌半期の執行見込みについて

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。



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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

11月 事務費 発送費、印刷費、旅費 0.0

12月 事務費 発送費、印刷費、旅費 0.0

1月 事務費 発送費、印刷費、旅費 0.0

学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）富山県学校給食会

22

-

22

支出相手先

平成21年度上半期合計

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費10日分

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費11日分

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費6日分

2月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２１年度分） 1.7

2月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２１年度分　概算払い） 1.6

2月 事務費 発送費、印刷費、振込手数料 0.0

3月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２１年度分） 2.5

3月 事務費 発送費、印刷費、振込手数料 0.0

5.9 

5.9 

4月 事務費 発送費、印刷費、旅費 0.0

5月 事務費 発送費、印刷費、旅費 0.0

6月 事務費 発送費、印刷費、旅費 0.0

8月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２１年度分　概算払い） 0.9

8月 事務費 発送費、印刷費、振込手数料 0.0

9月 事務費 旅費 0.0

高岡市学校給食会

黒部市学校給食会、宇奈月小学校、
宇奈月中学校

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、北陸
銀行等

小矢部市学校給食センター、魚津市
学校給食センター、黒部市学校給食
会
郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、北陸
銀行等

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費2日分北陸農政局への出
張旅費

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費2日分

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費3日分

黒部市学校給食会、宇奈月小学校、
宇奈月中学校

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、北陸
銀行等

職員の指導旅費1日分



0.9

10月 事務費 印刷費、旅費 0.0

11月 事務費 旅費 0.0

12月 事務費 旅費 0.0

1月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２２年度分） 0.3

1月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２２年度分　概算払い） 4.7

1月 事務費 発送費、印刷費、旅費、振込手数料 0.0

2月 事務費 印刷費、旅費 0.0

3月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２２年度分） 1.0

3月 事務費 発送費、印刷費、旅費、振込手数料 0.0

4月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成（平成２２年度分） 1.8

4月 事務費 発送費、印刷費、振込手数料 0.0

7.8

8.8

6月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 7.4

平成22年度上半期合計

コピー・印刷用紙、職員の指導旅費1
日分

職員の指導旅費2日分

職員の指導旅費2日分

宇奈月小学校、宇奈月中学校

小矢部市学校給食センター、砺波市
学校給食センター、黒部市学校給食
会
郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費1日分、北陸銀行等

コピー・印刷用紙、職員の指導旅費2
日分

砺波市学校給食センター

郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、職員
の指導旅費2日分、北陸銀行等

魚津市学校給食センター、小矢部市
学校給食センター、黒部市学校給食
会
郵便事業㈱、コピー・印刷用紙、北陸
銀行等

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

7.4

0.0

7.4

22.0

E．翌半期の執行見込み

平成23年度下半期合計

平成23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

平成23年6月28日に残余及び運用収入を返納し、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 7 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。



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23年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

11月 事務費 発送費 0.0 

12月 事務費 発送費 0.0 

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）石川県学校給食会

支出相手先

1

-

1

平成21年度上半期合計

郵便事業（株）

郵便事業（株）

1月 事務費 発送費 0.0 

2月 事務費 消耗品購入等 0.0 

3月 事務費 消耗品購入等 0.0 

0.0 

0.0 

4月 事務費 発送費 0.0

9月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.1 能登町

9月 事務費 発送費 0.0

0.1

4月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.4 能登町

4月 事務費 発送費 0.0

6月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.5

0.9

平成 年度 半期合計

平成23年度上半期合計

平成21年度下半期合計

平成22年度合計

郵便事業（株）

三鈴商会

理光商事（株）

郵便事業（株）

平成21年度合計

郵便事業（株）

郵便事業（株）

0.0平成23年度下半期合計



0.9

1.0

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 0.5 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年度合計

執行見込み額

総合計

当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

－平成23年6月22日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額
科　　目

翌半期の執行見込みについて



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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）福井県学校給食会

支出相手先

平成21年度上半期合計

1

-

1

3月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.1 

0.1 

0.1 

0.0

3月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.5

0.5

0.5

6月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.5

0.5平成23年度上半期合計

平成22年度下半期合計

平成22年度上半期合計

平成21年度合計

平成22年度合計

鯖江市

鯖江市

平成21年度下半期合計



0.0

0.5

1.1

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 0.5 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額

執行見込み額

平成23年度下半期合計

当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

総合計

平成23年度合計

科　　目

翌半期の執行見込みについて

平成23年6月30日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止 －



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

11月助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 3.3

51

平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）岐阜県学校給食会

支出相手先

下呂市・飛騨市

51

-

3.3

3.3 

0.0

2 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.5

3.0

3.5

3.5

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 44.6

44.6平成23年度上半期合計

平成22年度合計

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

平成21年度下半期合計

平成21年度合計



0.0

44.6

51.4

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 45 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

総合計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

平成23年8月19日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－

翌半期の執行見込みについて

その他社債等



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単位

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年度上半期終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）愛知県学校給食会

331

-

331

支出相手先

H21度尾張旭市分 H22 5/21支払（2）

１１月 事務費 発送費 0

１２月 事務費 発送費 0

１月 事務費 発送費 0

２月 事務費 発送費 0

３月 事務費 発送費 0

33.4平成21年度下半期合計

H21度愛知県立千種聾学校分 H22
5/21支払(0.09)

ヤマト運輸(株)

H21度愛西市分 H22 5/21支払(1.84)

H21度幸田町分 H22 5/21支払(0.681)

１１月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成金 33.4

ヤマト運輸(株)

ヤマト運輸(株)

H21度日進市分 H22 5/21支払(5.697)

H21度岡崎市分 H22 5/21支払(7.991)

H21度西尾市分 H22 5/21支払(13.534)

H21度田原市分 H22 5/21支払(1.582)

ヤマト運輸(株)

ヤマト運輸(株)



33.4

４月 事務費 発送費 0 ヤマト運輸(株)

４月 事務費 旅費 0

５月 事務費 発送費 0 ヤマト運輸(株)

６月 事務費 発送費 0 ヤマト運輸(株)

９月 事務費 発送費 0 ヤマト運輸(株)

９月 事務費 旅費 0

0平成22年度上半期合計

愛知県学校給食会職員

H22度尾張旭市分 H23 5/16支払（3.2）

H21度日進市分 H23 5/20支払(4.496)

H22度愛西市分 H23 5/20支払(3.275)

H22度幸田町分 H23 5/20支払(1 387)

H22度岡崎市分 H23 5/16支払
(12.839)

平成21年度合計

愛知県学校給食会職員

H22度田原市分 H23 5/16支払(1.707)

H22度西尾市分 H23 5/27支払(14.910)

助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成金 72

H22度一宮市分 H23 3/16支払（7.741）

１月 事務費 発送費 0

２月 事務費 発送費 0

２月 事務費 旅費 0

72

72

４月 事務費 発送費 0 郵便切手

４月 事務費 旅費 0

ヤマト運輸(株)

愛知県学校給食会職員

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

愛知県学校給食会職員

H22度愛知県立名古屋聾学校分H23
5/16支払(0.023)

ヤマト運輸(株)

H22度幸田町分 H23 5/20支払(1.387)

H22度豊川市分H23 5/20支払(6.175)

H22度豊橋市分H23 5/16支払(13.582)

H22度愛知県立千種聾学校分 H23
5/16支払(0.157)

H22度幡豆町分H23 5/27支払(0.176)



５月 事務費 発送費 0

５月 事務費 発送費 0

６月 事務費 発送費 0

８月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 225

９月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0

225

0.0

225

331

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

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

平成23年8月30日及び平成23年9月9日に残余及び運用収入を返納し、基金を
廃止

－

総合計

ヤマト運輸(株)

ヤマト運輸(株)

ヤマト運輸(株)

平成23年度上半期合計

平成23年度合計

平成23年度下半期合計

うち運用収入

預貯金 225 0

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額



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単位

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年度上半期終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 事務費 消耗品費 0.0

3月 事務費 消耗品費 0.0

0.0

0.0

-

平成21年度上半期合計

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

193

193

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）三重県学校給食会

支出相手先

4月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助
成金 2.1

4月 事務費 事業実施確認のための旅費（四日市市） 0.0

4月 事務費 振込手数料 0.0

5月 事務費 消耗品費 0.0

5月 事務費 発送費　切手代 0.0

9月 事務費 発送費　切手代 0.0

2.1

10月助成金 学校給食農畜産物利用拡大事業に対する助成金 1.7

10月事務費 事業実施確認のための旅費（松阪市） 0.0

10月事務費 事業実施確認のための旅費（亀山市） 0.0

10月事務費 事業実施確認のための旅費（玉城町） 0.0

10月事務費 消耗品購入 0.0

10月事務費 発送費　切手代 0.0

職員の指導旅費１日分（２人分）

平成22年度上半期合計

職員の指導旅費１日分（２人分）

三重県庁内郵便局

H22度松阪市分 H22 10/7支払(1.729)

三重県庁内郵便局

職員の指導旅費１日分（２人分）

百五銀行

職員の指導旅費１日分（２人分）

三重県庁内郵便局

H21度四日市市分　H22 4/30
(2.064)



10月事務費 振込手数料 0.0

11月事務費 事業実施確認のための旅費（四日市市） 0.0

11月事務費 発送費　切手代 0.0

12月助成金 学校給食農畜産物利用拡大事業に対する助成金 1.8

12月事務費 事業実施確認のための旅費（松阪市） 0.0

12月事務費 振込手数料 0.0

1月 事務費 発送費　切手代 0.0

2月 助成金 学校給食農畜産物利用拡大事業に対する助成金 1.8

2月 事務費 事業実施確認のための旅費（松阪市） 0.0

2月 事務費 発送費　切手代 0.0

2月 事務費 振込手数料 0.0

3月 事務費 事業実施確認のための旅費（四日市市・亀山市） 0.0

3月 事務費 事業実施確認のための旅費（玉城町） 0.0

5.3

7.4

4月 手数料 振込手数料 0 0

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

百五銀行

H22度松阪市分 H22 12/20支払(1.794)

H22度松阪市分 H23 2/22支払(1.750)

職員の指導旅費１日分（２人分）

職員の指導旅費１日分（２人分）

職員の指導旅費１日分（２人分）

百五銀行

三重県庁内郵便局

百五銀行

三重県庁内郵便局

百五銀行

三重県庁内郵便局

職員の指導旅費１日分（２人分）

職員の指導旅費１日分（２人分）

4月 手数料 振込手数料 0.0

4月 助成金 学校給食農畜産物利用拡大事業に対する助成金 10.6

4月 助成金 学校給食農畜産物利用拡大事業に対する助成金 0.8

4月 助成金 学校給食農畜産物利用拡大事業に対する助成金 0.7

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 173.9

186.1

0.0

186.1

193.5総合計

H22度玉城町分 H23 4/18支払(0.831)

H22度亀山市分 H23 4/26支払(0.722)

H22度四日市市分 H23 4/1支払(10.599)

平成23年度合計

平成23年度下半期合計

百五銀行

平成23年度上半期合計



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 173.9 0.1

短期・長期信託

有価証券

国費

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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

翌半期の執行見込みについて

平成23年8月16日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

9月 事務費支出 発送費 0.0

9月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 3.8

3.8

135

-

135

支出相手先

高島市、近江八幡市

平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：財団法人滋賀県学校給食会

郵便事業(株)

10月 事務費支出 発送費 0.0

10月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 7.1 彦根市、甲賀市、竜王町

11月 事務費支出 発送費・消耗品費・印刷費・複写費 0.2

12月 事務費支出 発送費・消耗品費 0.0

1月 事務費支出 発送費・印刷費 0.0

2月 事務費支出 通信運搬費・旅費 0.0

2月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.2

3月 事務費支出 通信運搬費・旅費・消耗品費 0.1

8.6

12.4 

4月 事務費支出 通信運搬費 0.0

5月 事務費支出 通信運搬費・消耗品費 0.0

6月 事務費支出 通信運搬費・印刷費・消耗品費 0.2

郵便事業(株)・キタムラ印判店・
リコー関西(株)・(株)スマイ印刷工業

郵便事業(株)・(株)イーエスシー

郵便事業(株)・(株)スマイ印刷工業

郵便事業(株)・現地視察交通費（3名）

草津市

平成21年度下半期合計

郵便事業(株)・現地視察交通費
(1名)・リコー関西(株)

郵便事業(株)・(株)ｲｰｴｽｼｰ

郵便事業(株)・(株)スマイ印刷工業
・(株)イーエスシー

郵便事業(株)

平成21年度合計

郵便事業(株)



7月 事務費支出 通信運搬費・消耗品費 0.0

8月 事務費支出 旅費 0.0

0.2

1月 事務費支出 消耗品費 0.0

1月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 3.5

2月 事務費支出 消耗品費・旅費 0.0

3月 事務費支出 通信運搬費・旅費 0.0

3月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 19.2

22.7

22.9

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 100.0

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.0

100.0

0.0

100 0

郵便事業(株)・(株)イーエスシー

現地視察交通費（２名）

平成22年度合計

長浜市・草津市・守山市・近江八幡市・
東近江市・高島市・竜王町・彦根市・甲賀市

平成22年度上半期合計

栗東市

(株)ｲｰｴｽｼｰ・現地視察旅費（２名）

郵便事業(株)・現地視察旅費（２名

リコージャパン(株)

平成22年度下半期合計

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

100.0

135.3

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 100 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年7月27日、平成23年8月12日及び平成23年8月15日に残余及び運
用収入を返納し、基金を廃止

科　　目 当該運用資金を選択している理由

執行見込み額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

翌半期の執行見込みについて

金　　　　　額

－

総合計

平成23年度合計



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

8月 事務費 事務処理賃金 0.0 

9月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.9

9月 事務費 振込手数料 0.0

9月 事務費 事務処理賃金 0.0 

1.0 

10月助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.0 

10月事務費 事務処理賃金 0.1 

11月事務費 事務処理賃金 0.0 

1月 事務費 事務処理賃金 0.0 

2月 事務費 事務処理賃金 0.0 

3月 事務費 事務処理賃金 0.1 

0.2 

1.2 

平成21年度下半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）京都府学校給食会

支出相手先

2名分

京丹後市、学校法人洛東学
園清水台幼稚園 亀岡市

4名分

3名分

3名分

269

-

269

平成21年度上半期合計

2名分

1名分

1名分

平成21年度合計



0.0

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.3

3月 事務費 振込手数料 0.0

4月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 2.1

4月 事務費 振込手数料 0.0

5月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.5 亀岡市 清水谷幼稚園

5月 事務費 振込手数料 0.0

3.8

3.8

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 263.9

263.9

0.0

263.9

269.0

E．翌半期の執行見込み

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

執行見込み額翌半期の執行見込みについて

平成23年8月1日及び平成23年8月25日に残余及び運用収入を返納し、基金を
廃止

－

平成22年度上半期合計

総合計

城陽市

京丹後市 宇治田原町

平成22年度下半期合計

平成22年度合計



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 264 0.1 

短期・長期信託

有価証券

国費

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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

９月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 10 

10 

１０月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 2 

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：公益財団法人 大阪府学校給食会
　　　　（旧名称：財団法人大阪府スポーツ・教育振興財団）

支出相手先

財団法人豊中市学校給食会

270

-

270

平成21年度上半期合計

豊中市・茨木市学校給食会

１１月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 6 

２月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 11 

３月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 21 

40 

50.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

平成21年度下半期合計

箕面市・箕面市学校給食会・能
勢町・松原市

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

松原市・茨木市学校給食会

箕面市・箕面市学校給食会・能
勢町・豊中市・財団法人豊中市
学校給食会

平成22年度下半期合計



0.0

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 220.3

220.3

0.0

220.3

270.3

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 220 0 

翌半期の執行見込みについて

平成23年7月29日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

総合計

平成22年度合計

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

１０月 事務費 発送費 0.0

374

-

374

平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）兵庫県体育協会

支出相手先

郵便事業(株)

２月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.4

２月 事務費 振込手数料 0.0

３月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 4.5

３月 事務費 振込手数料 0.0

5.9

5.9 

４月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 2.6

４月 事務費 振込手数料 0.0 みなと銀行

５月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 19.4

５月 事務費 振込手数料 0.0 みなと銀行

22.0

11月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.4

11月 事務費 振込手数料及び発送費 0.0 みなと銀行

平成21年度下半期合計

太子町学校給食共同調理センター

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

加東市地産地消推進協議会

小野市学校給食センター、三木市学校給
食会、洲本市地産地消推進協議会

みなと銀行

三木市学校給食会、加東市地産地消推進協議会、小野市学校給食センター、川西

市、赤穂市、宍粟市、朝来市、洲本市地産地消推進協議会、淡路市立第１給食セン

ター、洲本市第２給食センター、社会福祉法人恵泉保育園、

みなと銀行

洲本市地産地消推進協議会



２月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 20.7

２月 事務費 振込手数料 0.0 みなと銀行

３月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 16.5

３月 事務費 振込手数料 0.0 みなと銀行

38.6

60.6

５月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 4.1

５月 事務費 振込手数料 0.0 みなと銀行

５月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 8.3

５月 事務費 振込手数料 0.0 みなと銀行

５月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 15.2

５月 事務費 振込手数料 0.0 みなと銀行

７月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 279.7

307.3

0 0

平成23年度上半期合計

平成22年度合計

平成22年度下半期合計

小野市学校給食センター、伊丹市学校給食会

明石市学校給食会、佐用町、淡路市学校
給食センター、社会福祉法人恵泉保育園

三木市学校給食会、赤穂市、宍粟市学校給食セン
ター、朝来市、丹波市、相生市学校給食会

伊丹市学校給食会、小野市学校給食センター、三木市
学校給食会、川西市学校給食会、太子町学校給食共同
調理センター

明石市学校給食会、洲本市地産地消推
進協議会、加東市地産地消推進協議会

平成23年度下半期合計 0.0

307.3

373.8

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

うち運用収入

預貯金 280 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年7月29日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

翌半期の執行見込みについて

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

総合計

金　　　　　額

執行見込み額

－

平成23年度下半期合計

平成23年度合計



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 事務費 通信運搬費（切手代） 0.0 

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）奈良県学校給食会

支出相手先

30

-

30

郵便事業(株)

平成21年度上半期合計

0.0 

0.0 

4月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業助成（21年度分） 0.4 

4月 推進事業 消耗品（トナー） 0.0

8月 推進事業 クリアファイル 1.0

1.4

3月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業助成（22年度分） 4.5

4.5

5.9

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 24.0

24.0

実業印刷

奈良情報システム

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度合計

三郷町、山添村

平成22年度下半期合計

平成22年度上半期合計

奈良市、大和高田市、葛城市、宇陀市、
奈良養護学校、奈良西養護学校（一部、
4月支払い）

平成23年度上半期合計



0.0

24.0

29.9

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 24 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

金　　　　　額

執行見込み額

－

翌半期の執行見込みについて

平成23年7月29日に残余及び運用収入を返納し、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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成23年度合計

平成23年度下半期合計

その他社債等



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 推進事業費　事務費 消耗品費購入 0.0 

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：和歌山県地産地消推進協議会

支出相手先

株式会社大栄商事

18

-

18

平成21年度上半期合計

0.0 

0.0 

5月 助成事業費　助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.9 

5月 助成事業費　助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.4 

5月 推進事業費　助成金 助成金の振込手数料（２市町） 0.0 

6月 推進事業費　事務費 助成事業の現地調査に係る旅費 0.0 

1.3

0.0

1.3

5月 助成事業費　助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.9 

5月 助成事業費　助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.0 

5月 助成事業費　助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.2 

田辺市

日高川町

すさみ町

平成22年度上半期合計

平成22年度下半期合計

田辺市

すさみ町

平成22年度合計

平成21年度合計

平成21年度下半期合計



5月 推進事業費　助成金 助成金の振込手数料（3市町） 0.0 

3.1

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 13.5

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.0

13.5

16.6

18.0

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 14 0.0 

短期・長期信託

有価証券

平成23年度上半期合計

総合計

金　　　　　額

執行見込み額

－

翌半期の執行見込みについて

平成23年7月27日、平成23年8月15日に残余及び運用収入を返納し、基金を
廃止

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

国費

政保債・地方債

その他社債等



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単位 基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：財団法人鳥取県学校給食会

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23年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

10月助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 3.5
財団法人米子市学校給食会、伯耆
町食材供給連絡協議会

35

-

35

支出相手先

平成21年度上半期合計

3月 事務費 振込手数料 0.0

3.5

3.5

5月 助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 3.6

3.6

3月 事務費 振込手数料 0.0

0.0

3.6

5月 事務費 振込手数料 0.0

9月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 27.9

27.9

0.0

財団法人米子市学校給食会、伯耆
町食材供給連絡協議会

山陰合同銀行城北支店

山陰合同銀行城北支店

山陰合同銀行城北支店

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

平成23年度上半期合計

平成22年度下半期合計

平成23年度下半期合計



27.9

34.9

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 27.9 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

執行見込み額

－

翌半期の執行見込みについて

総合計

平成23年9月15日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

科　　目 当該運用資金を選択している理由

平成23年度合計

金　　　　　額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため



※金額の単位は百万円単位 基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

10月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.5 

12月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.1 

12月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1 3

42

支出相手先

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

基金設置法人名：(財）島根県学校給食会

42

-

邑南町

江津市

平成21年度上半期合計

益田市12月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.3 

11月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.2 

3月 事務費 振込手数料 0.0 

2.1 

2.1 

5月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 3.5 

7月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.1 

3.6 

5月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.2 

9月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.2 

3月 事務費 振込手数料 0.0 

1.3 

4.9 

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 34.7

飯南町

ＪＡ島根おおち、山陰合同銀行、
雲南農業協同組合へ振込み

益田市

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

益田市

江津市

平成22年度合計

平成22年度上半期合計

邑南町

飯南町

平成22年度下半期合計

ＪＡ島根おおち、山陰合同銀行、
雲南農業協同組合へ振込み

平成23年度上半期合計 34.7平成23年度上半期合計



0.0

34.7

41.7 

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

34.7 0.0 

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成23年8月29日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止 －

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

金　　　　　額

預貯金 実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため。

短期・長期信託

科　　目 当該運用資金を選択している理由

有価証券

総合計

平成23年度下半期合計

平成23年度合計



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単位 基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：岡山県学校給食県産食材利用拡大協議会

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23年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 4.9 

平成21年度上半期合計

岡山市

163

-

163

支出相手先

3 事務費 振込手数料 0.0 

4.9 

4.9 

4 助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 28.5 

28.5 

12 事務費 振込手数料 0.0 

3 事務費 振込手数料 0.0 

0.0 

28.5 

9月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 130.0

130.0

岡山市農業協同組合への振込み

岡山市農業協同組合への振込み

平成22年度下半期合計

平成21年度合計

岡山市

平成22年度上半期合計

岡山市農業協同組合への振込み

平成21年度下半期合計

平成22年度合計

平成23年度上半期合計



0.0

130.0

163.4 

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 130.0 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

総合計

平成23年9月29日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成23年度下半期合計

平成23年度合計



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単

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

8月 助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 0.1 

9月 助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 1.6 

1.7 

14.1

支出相手先

　　　　　　　　　　　　　基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

　　　　　　　　　　　　　基金設置法人名：山口県学校給食県産食材利用拡大協議会

14.1

-

阿武町

長門市、岩国市(玖珂学校給食セン
ター)、岩国市(美和中学校)

平成21年度上半期合計

2月 事務費 旅費、振込手数料 0.0 

3月 事務費 旅費、振込手数料 0.0 

0.0 

1.7 

4月 助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 1.7 

4月 事務費 旅費、振込手数料 0.0 

5月 助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 0.1 

5月 事務費 旅費、振込手数料 0.0 

6月 事務費 旅費、振込手数料 0.0 

1.9 

10月助成金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 0.5 

12月事務費 旅費、振込手数料 0.0 

1月 事務費 旅費、振込手数料 0.0 

長門市

職員旅費、山口信連

職員旅費、山口信連

平成22年度上半期合計

阿武町

職員旅費、山口信連

職員旅費、山口信連

平成21年度合計

長門市

職員旅費、山口信連

職員旅費、山口信連

平成21年度下半期合計

職員旅費、山口信連



0.5

2.4

9月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 10.0

10.0

0.0

10.0

14.1

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

総合計

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

平成23年9月21日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止 －

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

うち運用収入

預貯金 10.0 0.0 

短期・長期信託

有価証券

国費

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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 6.3 

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：かがわ農産物流通消費推進協議会

支出相手先

17.0

-

17.0

平成21年度上半期合計

観音寺市

6.3 

6.3 

6月 事務費 振込手数料 0.0 

0.0 

4月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 5.8 

5.8 

5.8 

5月 事務費 振込手数料、口座変更手数料 0.0 

0.0 

10月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 4.9

4.9

4.9 

17.0 

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

平成22年度下半期合計

観音寺市

平成22年度合計

総合計

平成23年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度上半期合計

百十四銀行

百十四銀行

平成23年度合計

平成23年度上半期合計



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 4.9 0.0 
短期・長期信託
有価証券

国費
政保債・地方債
その他社債等

金　　　　　額

執行見込み額

－

当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成23年10月11日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

翌半期の執行見込みについて

科　　目



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

9月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料他 0.1

0.1

10月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大
事業に対する助成

0.2

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）愛媛県学校給食会

35

-

35

支出相手先

(株）アグサス他

平成21年度上半期合計

鬼北町学校給食運営委員会

10月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料他 0.0 (株）アグサス、雇用者１名分

11月 〃 〃 0.0 (株）アグサス、雇用者１名分

12月 〃 〃 0.0 (株）アグサス、雇用者１名分

1月 〃 〃 0.0 (株）アグサス、雇用者１名分

2月 〃 〃 0.1 (株）アグサス、雇用者１名分

3月 〃 〃 0.1 (株）アグサス、雇用者１名分

0.4

0.5

4月 事務費 雇用賃金 0.0

5月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大
事業に対する助成

0.2

5月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大
事業に対する助成

0.2

5月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料他 0.0

6月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料他 0.0

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

雇用１名分

(株）アグサス、雇用者１名分、愛
媛銀行本店支店

(株）アグサス、雇用者１名分、郵
便局

鬼北町学校給食運営委員会

松山市学校給食会



7月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

8月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

9月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

0.6

10月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

11月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大
事業に対する助成

0.8

11月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

12月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

1月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

2月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料 0.0

3月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料他 0.1

1.0

1.6

4月 事務費 雇用賃金、パソコンリース料他 0.1

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 33.3

33 3

平成22年度上半期合計

(株）アグサス、雇用者１名分

(株）アグサス、雇用者１名分

(株）アグサス、雇用者１名分

(株）アグサス、雇用者１名分

平成22年度下半期合計

(株）アグサス、雇用者１名分、愛
媛銀行本店支店

平成22年度合計

平成23年度上半期合計

(株）アグサス、雇用者１名分

(株）アグサス、雇用者１名分

(株）アグサス、雇用者１名分

(株）アグサス、雇用者１名分

(株）アグサス、雇用者１名分、愛
媛銀行本店支店

今治市学校給食地場産品利
用推進協議会

33.3

0.0

33.3

35.4

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 33.3 0.0 
短期・長期信託
有価証券

国費
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

－

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

平成23年8月1日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

総合計

平成23年度上半期合計

平成23年度合計

平成23年度下半期合計



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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
8月 事務費 雇用賃金 0.0
9月 事務費 雇用賃金 0.0

0.0

10月 事務費 雇用賃金、通信費 0.0
11月 事務費 雇用賃金 0.0
11月 助成金 学校給食地場産物利用拡大事業に対する助成 0.1
12月 助成金 学校給食地場産物利用拡大事業に対する助成 2.0
12月 事務費 雇用賃金 通信費 0 0

平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金
基金設置法人名：(財）高知県学校給食会

9

-

9

支出相手先

田野町、四万十市
芸西村

雇用者１名分
雇用者１名分

雇用者１名分、切手代
雇用者１名分

雇用者１名分 切手代12月 事務費 雇用賃金、通信費 0.0
1月 事務費 雇用賃金、通信費 0.0
2月 事務費 雇用賃金 0.0
3月 事務費 雇用賃金 0.1

2.2

2.3

4月 事務費 雇用賃金 0.1
5月 助成金 学校給食地場産物利用拡大事業に対する助成 0.2
5月 事務費 雇用賃金、通信費 0.0
6月 助成金 学校給食地場産物利用拡大事業に対する助成 2.4 田野町、芸西村、四万十市
6月 事務費 雇用賃金、通信費 0.0
7月 事務費 雇用賃金、消耗品 0.0
8月 事務費 雇用賃金、送金手数料 0.0

2.8

10月 事務費 雇用賃金 0.0
11月 助成金 学校給食地場産物利用拡大事業に対する助成 0.7 四万十町

11月 事務費 消耗品 0.0

12月 事務費 送金手数料 0.0
1月 事務費 雇用賃金 0.0
2月 事務費 雇用賃金 0.0
3月 事務費 雇用賃金 0.1

雇用者１名分、切手代

平成21年度合計

雇用者１名分

雇用者１名分、切手代

雇用者１名分

平成21年度下半期合計

四国銀行下知支店

四国銀行下知支店

平成22年度上半期合計

㈱ｱｰﾊﾞﾝｻﾌﾟﾗｲ、高知県文
具㈱

雇用者１名分、㈱オフコム

雇用者１名分

南国市
雇用者１名分

雇用者１名分、切手代

雇用者１名分、切手代

雇用者１名分
雇用者１名分

雇用者１名分



0.9

3.6

4月 事務費 送金手数料 0.0

0.0

10月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 3.3

3.3

3.4

9.3

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 3.3 0.0
短期・長期信託
有価証券

国費
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

総合計

平成22年度下半期合計

平成23年10月3日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止 －

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成22年度合計

平成23年度下半期合計

四国銀行卸団地支店

平成23年度合計

平成23年度上半期合計



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-平成21年度上半期合計

20

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）福岡県学校給食会

支出相手先

-

20

３月 事務費 雇用賃金 0.1

0.1

0.1

５月 推進事業費支出 会議費 0.0

６月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成（平成２１年度分）

1.3

1.3

１０月推進事業費支出 消耗品費 0.0

３月 助成金支出
学校給食地場農畜産物利用拡大事業
に対する助成（平成２２年度分）

11.1

11.1

12.4

７月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 7.7

7.7

平成22年度上半期合計

平成21年度合計

平成21年度下半期合計

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



0.0

7.7

20.2

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 7.7 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

－

金　　　　　額
科　　目

平成23年7月25日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

翌半期の執行見込みについて

総合計

執行見込み額

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

その他社債等



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

17

-

17

平成21年度上半期合計

職員の指導旅費７日分 書

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置：長崎県学校給食地産地消推進協議会

支出相手先

3月 事務費 旅費、需用費 0.1 

0.1 

0.1 

5月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.8 

5月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.7 

6月 事務費 旅費、賃借料 0.0

1.5

0.0

1.5

5月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 2.2 

5月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 2.2 

6月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 10.7

平成22年度合計

平成22年度上半期合計

平成21年度下半期合計

平成21年度合計

平成22年度下半期合計

職員の指導旅費７日分、書
籍購入

対馬市

松浦市

通常総会委員旅費、会場借
料

対馬市

松浦市



15.1

0.0

15.1

16.7

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 10.7 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成23年度合計

平成23年6月15日及び平成23年6月30日に残余及び運用収入を返納し、基金
を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－

翌半期の執行見込みについて

総合計

平成23年度下半期合計

平成23年度上半期合計

その他社債等



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.3 

12月助成金支出 0 2

-

5

平成21年度上半期合計

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：熊本県学校給食地場農畜産物利用拡

支出相手先

上天草市地場農畜産物利用拡大協議会

宇土市

5

12月助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.2 

2月 事務費 振込手数料 0.0 

3月 事務費 振込手数料 0.0 

0.5 

0.5 

4月 事務費 残高証明発行 0.0

８月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.7

〃 事務費 振込手数料 0.0 

0.7

１月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.8

３月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.1

３月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 0.7

３月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.2

平成21年度下半期合計

あまくさ農業協同組合大矢野支所

肥後銀行　宇土支店

平成21年度合計

上天草市地場農畜産物利用拡大協議会

氷川町

宇土市

上天草市地場農畜産物利用拡大協議会

宇土市

上天草市地場農畜産物利用拡大協議会

平成22年度上半期合計

上天草市地場農畜産物利用拡大協議会



１月 事務費 振込手数料 0.0 

３月 事務費 振込手数料 0.0 

３月 事務費 振込手数料 0.0 宇土市

３月 事務費 振込手数料 0.0 

2.8

3.6

4月 事務費 残高証明発行 0.0

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 0.9

0.9

0.0

0.9

4.9

E．翌半期の執行見込み

執行見込み額

－平成23年7月22日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

総合計

平成22年度下半期合計

平成23年度合計

翌半期の執行見込みについて

上天草市地場農畜産物利用拡大協議会

氷川町

上天草市地場農畜産物利用拡大協議会

平成22年度合計

平成23年度下半期合計

平成23年度上半期合計

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 0.9 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

金　　　　　額

平成 年 月 残余及び運用収入を返納し、基金を廃



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

５月 助成金
学校給食地場農産物利用拡大事業
に対する助成(21年度分）

2 

９月 助成金
学校給食地場農産物利用拡大事業
に対する助成(21年度分）

2 

4.7 

30

平成22年度上半期合計

豊後高田市学校給食運営員
会、由布市

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：大分県食料・農業・農村振興協議会

支出相手先

宇佐市学校給食地産地消推
進会議

30

-

0 

4.7 

５月
学校給食地場農産物利用拡大事業
に対する助成(22年度分）

4 

６月
学校給食地場農産物利用拡大事業
に対する助成(22年度分）

6 

9.8

７月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 15.0

15.0

24.8

29.5

E．翌半期の執行見込み

平成22年度合計

平成22年度下半期合計

執行見込み額

豊後高田市学校給食運営委
員会、由布市

宇佐市学校給食地産地消推
進会議、中津市学校給食運
営審議会

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

翌半期の執行見込みについて



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 15.0 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

平成23年7月27日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

74

平成21年度上半期合計

-

宮崎中央地産地消協議会 綾町学

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置団体名：みやざきの食と農を考える県民会議

支出相手先

74

２月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 17.3

２月 事務費 振込手数料 0.0

３月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 1.4

３月 事務費 振込手数料 0.0

18.7

18.7平成21年度合計

宮崎中央地産地消協議会、綾町学
校給食地場農畜産物利用拡大推
進地域協議会、日南市学校給食地
産地消推進協議会、宮崎県学校給
食地場農畜産物利用拡大串間地
域協議会、都城地域学校給食地産
地消推進協議会、西諸県地域学校
給食地場農畜産物利用拡大推進
地域協議会、えびの市地産地消推
進協議会、西都・西米良地域食育・
地産地消推進協議会、児湯地域食
育・地産地消推進協議会、尾鈴地
域食育・地産地消推進協議会、学
校給食地産地消推進日向地域協
議会、西臼杵食育地産地消推進協
議会

西諸県地域学校給食地場農畜産
物利用拡大推進地域協議会、学校
給食のべおか食材の日推進協議
会

宮崎銀行等

平成21年度下半期合計

宮崎銀行、こばやし農協



８月 助成金支出 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 5.9

８月 事務費 振込手数料 0.0

5.9

１０月 助成支出金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 1.5

１０月 事務費 振込手数料 0.0

１２月 助成支出金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 6.2

綾町学校給食地場農畜産物利用
拡大推進地域協議会、都城地域学
校給食地産地消推進協議会、西諸
県地域学校給食地場農畜産物利
用拡大推進地域協議会、西臼杵食
育地産地消推進協議会

宮崎銀行等

宮崎中央地産地消協議会、綾町学
校給食地場農畜産物利用拡大推
進地域協議会、日南市学校給食地
産地消推進協議会、都城地域学校
給食地産地消推進協議会、西諸県
地域学校給食地場農畜産物利用
拡大推進地域協議会、西都・西米
良地域食育・地産地消推進協議
会、児湯地域食育・地産地消推進
協議会

宮崎中央地産地消協議会、綾町学
校給食地場農畜産物利用拡大推
進地域協議会、日南市学校給食地
産地消推進協議会、都城地域学校
給食地産地消推進協議会、西諸県
地域学校給食地場農畜産物利用
拡大推進地域協議会、児湯地域食
育・地産地消推進協議会、西臼杵
食育地産地消推進協議会

平成22年度上半期合計

宮崎銀行等

１２月 事務費 振込手数料 0.0

１月 助成支出金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 2.7

１月 事務費 振込手数料 0.0

２月 助成支出金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 5.1

２月 事務費 振込手数料 0.0

協議会

宮崎銀行等

宮崎中央地産地消協議会、日南市
学校給食地産地消推進協議会、西
臼杵食育地産地消推進協議会

宮崎中央地産地消協議会、綾町学
校給食地場農畜産物利用拡大推
進地域協議会、都城地域学校給食
地産地消推進協議会、西諸県地域
学校給食地場農畜産物利用拡大
推進地域協議会、児湯地域食育・
地産地消推進協議会

宮崎銀行等

宮崎銀行、九州労働金庫、高千穂
地区農協



３月 助成支出金 学校給食地場農産物利用拡大事業に対する助成 12.3

３月 事務費 振込手数料 0.0

27.7

33.6

7月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 21.9

21.9

0.0

21.9

平成22年度合計

宮崎中央地産地消協議会、日南市
学校給食地産地消推進協議会、宮
崎県学校給食地場農畜産物利用
拡大串間地域協議会、都城地域学
校給食地産地消推進協議会、西諸
県地域学校給食地場農畜産物利
用拡大推進地域協議会、えびの市
地産地消推進協議会、西都・西米
良地域食育・地産地消推進協議
会、児湯地域食育・地産地消推進
協議会、尾鈴地域食育・地産地消
推進協議会、学校給食地産地消推
進日向地域協議会、西臼杵食育地
産地消推進協議会

宮崎銀行等

平成22年度下半期合計

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

74.2

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

21.9 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

総合計

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

金　　　　　額

執行見込み額

－

預貯金

翌半期の執行見込みについて

平成23年7月15日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）鹿児島県学校給食会

支出相手先

89

-

89

-

3月 事務費 雇用賃金、振込手数料、旅費 0.5

３月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 8.4

8.9

8.9 

0.0

平成21年度下半期合計

県信用農業協同組合、雇用者１
名の賃金

指宿市、枕崎市、南さつま市、い
ちき串木野市、長島町、薩摩川内
市、さつま町、伊佐市、加治木
町、曽於市、東串良町、垂水市、
錦江町、喜界町、和泊町

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



３月 助成金支出 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成 23.9

23.9

23.9

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 56.4

56.4

0.0

56.4

89.2

E．翌半期の執行見込み

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

総合計

指宿市、枕崎市、南さつま市、い
ちき串木野市、長島町、薩摩川内
市、さつま町、伊佐市、加治木
町、霧島市、曽於市、東串良町、
垂水市、肝付町、南大隅町、中種
子町、喜界町、和泊町

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

平成23年度合計

平成23年度上半期合計

平成23年度下半期合計

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 56.4 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

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

平成23年8月31日に残余及び運用収入を返納し、基金を廃止

金　　　　　額

執行見込み額

－

科　　目 当該運用資金を選択している理由

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため



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単位

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年度決算終了時におけるAの金額の残高（運用収入を含む）

（－）

注：（）内は運用収入の繰り入れ分
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

-

11月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成金 1.9

12月 助成金 学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成金 1.0

２月 事務費 旅費、発送費 0.1

2.9

2.9 

0.0

１０月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事

業に対する助成金
1.0

３月 助成金
学校給食地場農畜産物利用拡大事

業に対する助成金
8.6

9.6

9.6

8月 - 補助金及び補助金に係る運用益の金額自主返納 35.6

35.6平成23年度上半期合計

平成21年度下半期合計

平成22年度上半期合計

八重瀬町

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

豊見城市、南風原町、八重瀬
町、南城市

豊見城市

職員の説明会旅費１日分、佐川急便㈱

南風原町、八重瀬町

基金名：学校給食地場農畜産物利用拡大基金

基金設置法人名：(財）沖縄県学校給食会

支出相手先

平成21年度合計

48

-

48

平成21年度上半期合計



0.0

35.6

48.1

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 35.6 0.0

短期・長期信託

有価証券

国費

政保債・地方債

その他社債等

金　　　　　額

執行見込み額翌半期の執行見込みについて

平成23年8月19日に残余及び運用収入を返納し、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

実施要領等により確実かつ安全な方法に限られているため

－

平成23年度下半期合計

平成23年度合計


