
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 8,659,563 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 2,527 千円

(3) その他の管理費

千円

千円

0 千円

9,342 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

8,650,221 千円
8,650,221 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。

（社）国際農林業協働協会

別記様式第5号（第10関係）

平成24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．交付先の公益法人の名称

４．交付実績額 9,000 千円(Ａ）

５．補助金等における管理費

(1) 人件費 2,568 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

2,568 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 市場等 54 千円

旅費 専門家、旅行代理店等 3,019 千円

謝金 委員、現地協力者 345 千円

印刷製本費 印刷業者等 311 千円

通信運搬費 郵便局等 65 千円

使用料および賃借料 現地協力機関等 501 千円

会議費 コンビニ等 3 千円

翻訳料 翻訳業者等 1,572 千円

通訳料 個人通訳等 380 千円

原稿料 専門家 139 千円

資機材費 現地販売店等 43 千円

6,432 千円

７．その他

1,216 千円

千円

1,216 千円

８．再補助等の割合 0.0 ％（Ｂ/Ａ）

内　　　　容 金　　　額

平成24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
援事業のうちアフリカ等農業・農民組織活性化支援事業・アジア）

政府の体制が脆弱なＬＤＣ諸国において、小規模農民の所得向上
のための農民の組織化、生産・販売、加工等の活動の取り組みを
支援し、対象国の農業発展やわが国の国際貢献に資する。

カンボジアを対象にわが国より専門家を派遣し、農業生産性等実
態調査によって抽出された課題を基に農業生産性・所得向上に関
する指導・助言を行った。また、事業評価検討のために委員会を
開催するとともに、現地活動状況・成果調査を実施した。

社団法人　国際農林業協働協会

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

（別記様式第6号）

法人自己負担額

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

合　　　　計

内　　　　容 金　　　額



別記様式第６号（第18関係）

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 19,611 千円(Ａ）

５． 補助金等における管理費

(1) 人件費 9,411 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

9,411 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 東京洋書他 173 千円

旅　費 専門家、旅行代理店等 5,879 千円

謝　金 委員、専門家等 579 千円

印刷製本費 曙光印刷他 521 千円

通信運搬費 郵政事業他 97 千円

使用料および賃借料 東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ他 509 千円

会議費 ファミリーマート他 1 千円

翻訳料 ファーロ他 764 千円

通訳料 ｻｲﾏﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ他 546 千円

原稿料 委員、専門家等 1,131 千円

10,200 千円

７． その他

3,205 千円

千円

3,205 千円

８． 再補助等の割合 0 ％（Ｂ/Ａ）

金　　　額

合　　　　計

内　　　　容 金　　　額

法人自己負担額

合　　　　計

合　　　　計

支出内容

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

内　　　　容 金　　　額

平成24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
援事業のうちアフリカ支援のための農林水産情報整備事業）

穀物輸入国のなかでも相対的に貧しいサブサハラ・アフリカ地域
への農林業協力を円滑かつ効果的に行うためには、各国の農林水
産業の現状と課題等について事前に情報を有していることが不可
欠です。同地域において、国別の現状、制度、課題等の最近の基
礎的な情報等を整備し、もってわが国の国際協力や投資・貿易の
促進に資するものとした。

現地調査として、ブルキナファソおよびセネガルに専門家を派遣
し、農林水産業に係る基礎的な情報およびバリューチェーンの実
態等を調査した。また、調査成果の共有と情報交換を図るため国
際セミナーを開催し、さらに事業成果を取りまとめ国別研究シ
リーズとして発刊した。
社団法人　国際農林業協働協会
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