
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21年度下半期終了時において、交付決定が行われていない金額

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 国庫返納 518 

518 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

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

交付決定額について全額返納済み ―

平成21年度上半期合計

平成21年度下半期合計

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：北海道耕作放棄地対策協議会

518

0(0)

518

支出相手先



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 518 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　　額

お問い合わせ先：北海道耕作放棄地対策協議会（０１１－２３１－４１１１(内27-218））
ホームページ： http://www.hca.or.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21年度下半期終了時において、交付決定が行われていない金額

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 国庫返納 467 

467 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：青森県担い手育成総合支援協議会

467

0(0)

467

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 467 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：青森県担い手育成総合支援協議会（０１７－７２２－１１１１ （内３３９１））
ホームページ：http://www.applenet.jp/home/08000112/kousakhoukiti/otoiawase.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21年度下半期終了時において、交付決定が行われていない金額

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 国庫返納 498 

498 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：岩手県担い手育成総合支援協議会

498

0(0)

498

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：岩手県農業再生協議会（０１９－６２９－５６４５（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21年度下半期終了時において、交付決定が行われていない金額

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 国庫返納 260 

260 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：宮城県耕作放棄地対策協議会

260

0(0)

260

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 260 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため

お問い合わせ先
宮城県耕作放棄地対策協議会

宮城県農業会議：０２２－２７５－９１９１（直）
ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/kousakuhouki.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21年度下半期終了時において、交付決定が行われていない金額

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 国庫返納 166 

166 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：秋田県耕作放棄地対策協議会

166

0(0)

166

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 166 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：秋田県耕作放棄地対策協議会（０１８－８６０－１８５７ （直））
ホームページ：http://www.akita-nouchi-saisei.com/



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21年度下半期終了時において、交付決定が行われていない金額

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 国庫返納 201 

201 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：山形県耕作放棄地対策協議会

201

0(0)

201

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 201 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：山形県耕作放棄地対策協議会（０２３－６３０－２４１６（直））

ホームページ：



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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 600 

600 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：福島県耕作放棄地対策協議会

600

0(0)

600

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 600 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：福島県耕作放棄地対策協議会（０２４－５２１－７４１５（直））
ホームページ：http://www.fnkaigi.com/houkiti/



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21年度下半期終了時における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 国庫返納 529 

529 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：茨城県耕作放棄地対策協議会

529

0(0)

529

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 529 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：茨城県耕作放棄地対策協議会（０２９－３０１－１２３６（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 158 

158 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：栃木県耕作放棄地対策協議会

158

0(0)

158

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 158 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：栃木県耕作放棄地対策協議会（０２８－６２３－２３１７（直））

※ホームページ：http://www.tochikaigi.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21年度下半期終了時における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 国庫返納 416 

416 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：群馬県担い手育成総合支援協議会

416

0(0)

416

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 416 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：群馬県担い手育成総合支援協議会（０２７－２２３－１１１１（直））

※ホームページ：http://www.gnkaigi.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21年度下半期終了時における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 国庫返納 224 

224 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：埼玉県耕作放棄地対策協議会

224

0(0)

224

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 224 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：埼玉県耕作放棄地対策協議会（０４８－８２９－３４８１（内３０２３））
※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21年度下半期終了時における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 国庫返納 603 

603 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：千葉県耕作放棄地対策協議会

603

0(0)

603

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 603 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：千葉県耕作放棄地対策協議会（０４３－２２３－２８６２（直））
ホームページ：

http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/06seibi/yuukyuunouchi/taisaku/yuukyuu_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21年度下半期終了時における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 国庫返納 85 

85 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：神奈川県耕作放棄地対策協議会

85

0(0)

85

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 85 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

問い合わせ先：神奈川県耕作放棄地対策協議会
(神奈川県環境農政局農政部農政課農地利用調整グループ)
電話 ０４５－２１０－４４３６（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21年度下半期終了時における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 国庫返納 316 

316 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：山梨県耕作放棄地対策協議会

316

0(0)

316

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 316 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：山梨県耕作放棄地対策協議会（０５５－２２３－１５９７（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21年度下半期終了時における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 国庫返納 930 

930 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：長野県担い手育成総合支援協議会

930

0(0)

930

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 930 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：長野県農業再生協議会（０２６－２３２－０１１１（内３１１３））
ホームページ：http://www.naganokaigi.com/ikusei/index.php



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21年度下半期終了時における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 国庫返納 452 

452 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：静岡県担い手育成総合支援協議会

452

0(0)

452

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 452 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：静岡県担い手育成総合支援協議会（０５４－２５５－７９３４（直））

※ホームページ：http://shizu‐nou‐kaigi.or.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

　　　　　　　　　　 総合支援協議会
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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 441 

441 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

平成21年度下半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―

支出相手先

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：新潟県担い手育成

441

0(0)

441



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

当該運用資金を選択している理由科　　目
金　　　　　額

お問い合わせ先：新潟県担い手育成総合支援協議会（０２５－２８５－５５１１（内２９１０））

※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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 43 

43 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：富山県耕作放棄地対策協議会

43

0(0)

43

支出相手先

平成21年度下半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

　

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：富山県耕作放棄地対策協議会（０７６－４３１－４１１１（内３９６

５））



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21年度下半期終了時における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 国庫返納 233 

233 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：いしかわの農地活用連絡調整会

233

0(0)

233

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 233 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：いしかわの農地活用連絡調整会（０７６－２２５－７６２１（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 82 

82 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

―

執行見込み額

交付決定額について全額返納済み

翌半期の執行見込みについて

82

平成21年度上半期合計

平成21年度下半期合計

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：福井県耕作放棄地再生利用推進協議会

0(0)

82

支出相手先



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 82 0 

短期・長期信託

有価国債

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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：福井県農業再生協議会（０７７６－２１－１１１１（内線３０５４））

※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21年度下半期終了時における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 国庫返納 232 

232 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：岐阜県耕作放棄地対策協議会

232

0(0)

232

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 232 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：岐阜県耕作放棄地対策協議会（０５８－２６８－２５２７（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 316 

316 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：愛知県耕作放棄地対策協議会

316

0(0)

316

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：愛知県耕作放棄地対策協議会（０５２－９５４－６４０４（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21年度下半期終了時における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 国庫返納 236 

236 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：三重県担い手育成総合支援協議会

236

0(0)

236

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 236 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

実施要領により預貯金による管理が規程されているため

お問い合わせ先：三重県農業再生協議会（０５９－２１３－２０２２（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 127 

127 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：滋賀県耕作放棄地対策協議会

127

0(0)

127

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 127 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：滋賀県耕作放棄地対策協議会（０７７－５２８－３８１５（直））

※ホームページ：http://www.shiga-suiden.jas.or.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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 141 

141 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：京都府担い手育成総合支援策協議会

141

0(0)

141

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 141 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：京都府担い手育成総合支援協議会（０７５－４４１－３６６０（直））

（事務局：京都府農業会議）
※ホームページ：http://www.agr-k.or.jp/noukai/kousakuhouki/saiseitop.htm



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21年度下半期終了時における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

-         

11 国庫返納 103 

103 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：大阪府遊休農地対策協議会

103

0(0)

103

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 103 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：大阪府遊休農地対策協議会（０６－６９４１－０３５１（内２７７５））
※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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 197 

197 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：兵庫県担い手育成総合支援協議会

197

0(0)

197

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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（０７８－３９１－１２２１（直））
※ホームページは今年度開設予定



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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 176 

176 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：和歌山県耕作放棄地対策協議会

176

0(0)

176

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 176 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため

お問い合わせ先：和歌山県耕作放棄地対策協議会（０７３－４３２－４１１１（内２９３１））
（県庁 経営支援課）

※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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 176 

176 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：鳥取県耕作放棄地対策協議会

176

0(0)

176

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 176 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：鳥取県農業再生協議会（０８５７－２６－７６８５（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 211 

211 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：島根県農地利活用推進協議会

211

0(0)

211

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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（０８５２－２２－４４７１（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 372 

372 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：岡山県耕作放棄地解消対策協議会

372

0(0)

372

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：岡山県耕作放棄地解消対策協議会（０８６－２２６－７４３９（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 236 

236 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：広島県耕作放棄地再生利用推進協議会

236

0(0)

236

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 236 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：広島県耕作放棄地再生利用推進協議会（082－502-7476（直））
ホームページ：http://www.hdn.or.jp/kousaku/06kyougikai/05houhou.htm



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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 327 

327 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：山口県担い手育成総合支援協議会

327

0(0)

327

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：山口県地域農業戦略推進協議会（０８３－９３３－３３８０（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 190 

190 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：徳島県担い手育成総合支援協議会

190

0(0)

190

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 190 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：徳島県担い手育成総合支援協議会（０８８－６２１－２４２６(直)）

ホームページ：http://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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 229 

229 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：香川県担い手育成総合支援協議会

229

0(0)

229

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：香川県農業再生協議会（０８７－８３２－３４０８(直)）
ホームページ：http://www.kagawa-saiseikyo.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21年度下半期終了時における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 国庫返納 372 

372 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：愛媛県担い手育成総合支援協議会

372

0(0)

372

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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 372 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

実施要領により預貯金による管理が規定されているため。

お問い合わせ先：愛媛県農業再生協議会（０８９－９４１－２１１１（内２５５２））

※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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 159 

159 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：高知県担い手育成総合支援協議会

159

0(0)

159

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：高知県担い手育成総合支援協議会（０８８－９２４－８５５５（直））

ホームページ：http://www5.ocn.ne.jp/~k-noukai/iku.htm



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21年度下半期終了時における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

-             

10 国庫返納 285 

285 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：福岡県耕作放棄地対策協議会

285

0(0)

285

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：福岡県耕作放棄地対策協議会（０９２－６５１－１１１１（内３８６１））
※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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 320 

320 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：佐賀県耕作放棄地対策協議会

320

0(0)

320

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：佐賀県耕作放棄地対策協議会（０９５２－２３－７０５７（直））
（佐賀県農業会議）

※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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 530 

530 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：長崎県担い手育成総合支援協議会

530

0(0)

530

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：長崎県担い手育成総合支援協議会（０９５－８９５－２９７４（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 313 

313 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：熊本県担い手育成総合支援協議会

313

0(0)

313

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：熊本県担い手育成総合支援協議会（０９６－３３３－２３７６（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 267 

267 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：大分県耕作放棄地対策協議会

267

0(0)

267

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：大分県耕作放棄地対策協議会（０９７－５０６－３５４４（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 229 

229 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：宮崎県担い手育成総合支援協議会

229

0(0)

229

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：宮崎県担い手育成総合支援協議会（０９８５－２６－７１２４（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 610 

610 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：鹿児島県担い手・地域営農対策協議会

610

0(0)

610

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：鹿児島県担い手・地域営農対策協議会（０９９－２８６－３１０９（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21年度下半期終了時における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

-             

11 国庫返納 278 

278 

※四捨五入の関係により、月ごとの金額と合計金額が合わない場合がある。

E．翌半期の執行見込み

基金名：耕作放棄地再生利用基金
基金設置団体名：沖縄県耕作放棄地対策協議会

278

0(0)

278

支出相手先

平成21年度上半期合計

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

交付決定額について全額返納済み ―



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

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：沖縄県耕作放棄地対策協議会（０９８－８６６－２２６３（直））
ホームページ：http://www.pref.okinawa.lg.jp/muradukuri/kousakuhoukiti/newpage2.html
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