
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 3,530,193 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 2,580 千円

(3) その他の管理費

千円

千円

0 千円

9,395 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

3,520,798 千円
3,520,798 千円

８．再補助等の割合 0 ％（Ｂ/Ａ）

金　　　額

金　　　額
差額補填事業費

合　　　　計

合　　　　計

内　　　　容

合　　　　計

支出内容

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

内　　　　容 金　　　額

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23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。



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 8,942 千円(Ａ）

５．補助金等における管理費

(1) 人件費 2,627 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

2,627 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 6 千円

旅費 委員、専門家等 3,181 千円

謝金 委員、現地協力者 439 千円

印刷製本費 印刷業者等 104 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 699 千円

会議費 コンビニ等 3 千円

翻訳料 個人翻訳者等 977 千円

通訳料 個人通訳等 584 千円

原稿料 専門家 199 千円

資機材費 市場等 58 千円

6,315 千円

７．その他

861 千円

千円

861 千円

８．再補助等の割合 0.0 ％（Ｂ/Ａ）

合　　　　計

金　　　額

法人自己負担額

合　　　　計

内　　　　容

合　　　　計

金　　　額

支出内容

合　　　　計

金　　　額

合　　　　計

支出内容

金　　　額

別記様式第6号(第18関係)

社団法人　国際農林業協働協会

内　　　　容

平成23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。



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 23,962 千円(Ａ）

５． 補助金等における管理費

(1) 人件費 6,550 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

6,550 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 ㈱マイダス他 75 千円

旅　費 委員、専門家等 1,355 千円

謝　金 委員、専門家等 1,311 千円

印刷製本費 印刷業者 159 千円

通信運搬費 郵政事業㈱他 51 千円

使用料および賃借料 日産レンタカー他 236 千円

会議費 ニラックス 6 千円

翻訳料 個人翻訳者 1,504 千円

通訳料 個人通訳者 570 千円

原稿料 専門家等 355 千円

研修員招へい費 旅行代理店他 11,592 千円

支度料 研修員 198 千円

17,412 千円

７． その他

1,662 千円

千円

1662 千円

８． 再補助等の割合 0 ％（Ｂ/Ａ）

法人自己負担額

合　　　　計

合　　　　計

支出内容

合　　　　計

支出内容 金　　　額

金　　　額

合　　　　計

内　　　　容 金　　　額

合　　　　計

平成２３年度補助金等支出明細書

紛争復興支援のための農民リーダー研修事業

アフガニスタンおよびパキスタン等の紛争地域においては、紛争
の拡大を防ぎ、経済復興を行うことが民政安定の鍵となっていま
す。特に農村部においては、食料不足や貧困が紛争の発生する要
因ともなっており、これらの地域の食料不足や貧困の改善を目的
とした農民リーダー等向けの本邦受入研修を行うものです。

アフガニスタンを対象に、わが国に研修員（２０名）を招聘し、
約３週間にわたる本邦受入研修（東京都内での座学および都内・
香川・三重両県での現場研修を）実施し、同成果を日本語・ダリ
語の報告書に取りまとめた。

社団法人　国際農林業協働協会

内　　　　容 金　　　額



１．委託事業の名称

２．事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３．委託先の特例民法法人の名称

４．委託費の額 5,258 千円(Ａ）

５．委託費における管理費

(1) 人件費 824 千円

(2) 一般管理費 242 千円

(3) その他の管理費

千円

千円

千円

1,066 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（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先

委員 108 千円

委員 265 千円

売店等 4 千円

委員 588 千円

旅行代理店等 1,019 千円

欧州情報会社 2,019 千円

印刷会社 75 千円

4,078 千円

７．その他

115 千円

千円

115 千円

８．再委託等の割合 0.0% （Ｂ/Ａ）

平成23年度補助金等支出明細書

海外農業情報調査分析事業（欧州）

諸外国における主要穀物の生産・在庫状況、農業政策、農産物貿易動向の
把握により、WTO農業交渉等への適切な対処と、我が国の食料安定供給の
確保に資することを目的とする。

欧州地域の共通農業政策（CAP）等について、（１）2014年以降のCAP改革の動き、（２）EU各
国の「クロスコンプライアンス」と「良好な農業及び環境条件」の実態、（３）EU新規加盟国の加
盟後の農業・食品産業の変化について情報収集・分析を行い、成果を取りまとめた。

（社）国際農林業協働協会

内　　　　容 金　　　額

合　　　　計

合　　　　計

支出内容 金　　　額

合　　　　計

支出内容 金　　　額

委員謝金

委員等旅費

会議費

情報購入費

外国旅費、現地調査事業費

情報収集費

印刷費

合　　　　計

内　　　　容 金　　　額

消費税及び地方税相当額

合　　　　計




