
１．補助金等の名称

２．事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３．交付先の公益法人の名称

４．交付実績額 8,353,268 千円(Ａ）

５．補助金等における管理費

(1) 人件費 6,815 千円

(2) 一般管理費 5,315 千円

(3) その他の管理費

千円

千円

0 千円

12,130 千円

６．外部への支出

(1) 外部に再補助等されているものに関する支出

支出先

千円

千円

千円

千円

0 千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先

千円

千円

千円

0 千円

７．その他

8,341,138 千円
8,341,138 千円

８．再補助等の割合 0 ％（Ｂ/Ａ）

外国政府等に対する政府保有米の貸付けに伴い、将来、発
生することが見込まれる我が国の財政負担を平準化するた
めの資金の造成を行う。

（公社）国際農林業協働協会

別記様式第5号（第10関係）

平成27年度補助金支出明細書

緊急食糧支援事業費補助金

大規模かつ国際的な緊急食糧支援ニーズの高まりに対し円
滑に対処するため、財政負担の平準化等を行うことにより、
緊急食糧支援の着実な実施を図り、もって我が国及び国際
経済社会の健全な発展に資することを目的とする。

合　　　　計

内　　　　容

合　　　　計

支出内容

内　　　　容 金　　　額

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

金　　　額

合　　　　計

金　　　額
差額補填事業費



１．補助金等の名称

２．事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３．交付先の特例民法法人の名称

４．交付実績額 8,300 千円(Ａ）
５．補助金等における管理費

(1) 人件費 1,770 千円

(2) 一般管理費 0 千円

(3) その他の管理費

0 千円

0 千円

0 千円

1,770 千円

６．外部への支出

(1) 外部に再補助等されているものに関する支出

支出先

0 千円

0 千円

0 千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先

消耗品費 資材メーカー等 323 千円

機材費（リース料） リース会社 182 千円

旅費 専門家、旅行代理店等 2,756 千円

謝金（通訳謝金含む） 委員、通訳、専門家等 2,758 千円

印刷製本費 印刷業者等 72 千円

通信運搬費 郵便局等 49 千円

翻訳費 翻訳会社 390 千円

6,530 千円

７．その他

1,279 千円

千円

1,279 千円

８．再補助等の割合 0.0 ％（Ｂ/Ａ）

法人自己負担額

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

合　　　　計

内　　　　容 金　　　額

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

別記様式第7号（第19関係）

内　　　　容 金　　　額

平成27年度補助金等支出明細書

国際農業問題検討等補助金（途上国の農業等協力に係る現地活動支援
事業のうちアジアにおける貧困削減と持続的農業推進のための技術指導
事業（ミャンマー）

ASEAN後発国において、農村部の小規模農民の所得向上を図るた
め、わが国が有する先進的な技術や経験・ノウハウを活用し、農産
物の生産・販売・加工にかかる技術について、農民・農業関係者へ
直接指導を行い、貧困削減と環境保全型農業の推進を支援する。

ミャンマーにわが国より専門家を派遣し、営農実態調査で判明した
課題であるコメのポストハーベストを中心に、農家および小規模精
米業者を対象として技術指導を実施した。また、事業評価検討のた
めに委員会を開催するとともに、技術指導の成果調査・フォロー
アップを行った。

公益社団法人　国際農林業協働協会



１．補助金等の名称

２．事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３．交付先の特例民法法人の名称

４．交付実績額 33,314 千円(Ａ）
５．補助金等における管理費

(1) 人件費 14,007 千円

(2) 一般管理費 0 千円

(3) その他の管理費

0 千円

0 千円

0 千円

14,007 千円

６．外部への支出

(1) 外部に再補助等されているものに関する支出

支出先

0 千円

0 千円

0 千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出内容

消耗品費 692 千円

旅費交通費 9,093 千円

諸謝金 2,306 千円

印刷製本費 543 千円

通信運搬費 495 千円

賃貸料 レンタカー会社等 3,941 千円

委託費 協力機関、コンサルタント等 1,969 千円

雑役務費 写真撮影所 5 千円

振込手数料 50 千円

為替差損 213 千円

19,307 千円

７．その他

4,902 千円

千円

4,902 千円

８．再補助等の割合 0.0 ％（Ｂ/Ａ）

両替所

支出先

試験用資材等

専門家、旅行代理店等

委員、現地協力者等

印刷業者等

通信会社等

法人自己負担額

合　　　　計

合　　　　計

金　　　額

合　　　　計

内　　　　容 金　　　額

銀行等

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

別記様式第7号（第19関係）

内　　　　容 金　　　額

平成27年度補助金等支出明細書

国際農業問題検討等補助金（途上国の農業等協力に係る現地活動支援
事業のうちサブサハラ・アフリカにおけるアグリビジネス展開・促進実証モ
デル事業）

サブサハラ・アフリカ地域において、農業機械導入などの資機材投入によ
る農業生産性向上のための実証試験を通じ、民間企業等による農家向け
アグリビジネスへの投資を促進するとともに、農業生産性の増大による農
家の所得向上および貧困削減に資する。

ケニアを中心とした稲作農家に対して農業機械を導入した実証試験
および附帯調査を行うとともに、資機材利用のための農家および技
術者への講習会を実施した。また、ウガンダ・タンザニアでは、こ
れまでの事業対象国としてフォローアップ調査を継続し、民間企業
等によるアグリビジネスのへの投資促進に必要な情報を収集した。
あわせて、試験結果とともに情報共有のためのセミナーを実施し
た。

公益社団法人　国際農林業協働協会
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