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新たに農林業に従事しようと希望する者や、既に従事している青年等に対して、次１．基金事業

の事業による支援を行い、将来の地域を担う農林漁業担い手の確保・育成を推進す

る。事業の推進については「農林漁業への入口対策 「定着対策」と農林漁業の担」、

い手の確保・育成が円滑に進む体系とし、事業を実施する。

（１） 農林漁業への入口対策

事 業 名 事 業 内 容

農林漁業の担い手の確保のため、農林漁業担い手グループが行う体験

交流等の 活動に対して助成を行う事業。具体的には、農林漁業担いPR

手グループが行う農林漁業の理解を深めその魅力にふれ、将来の農林漁

PR① 農 林 漁 業 体 験 交 流 業の担い手の確保につながるイベント開催や体験交流活動開催等の

事 業 活動に対して助成する。また、将来の担い手の育成という観点から、小P R

中学生に対する体験授業等の活動についても助成対象とする。

この事業により、農林漁業を広く する活動を促進し、農林漁業のPR

担い手確保につなげる。

活動助成 円 予算上限 円PR @50,000 150,000

（２） 就業後の定着対策

事 業 名 事 業 内 容

農林漁業担い手が組織する広域グループで、農林漁業の技術・経営等

の向上を目指し活動を行うグループに助成を行う。具体的には、グルー

プ員が直面する様々な経営課題を克服しようと取り組む活動や相互の経

営発展のためグループ員が協力して行う勉強会・先進地視察研修等を行

うグループに対して助成する。

② 後 継 者 等 組 織 活 動 この事業により、仲間づくりを通じた経営改善を促進し、農林漁業担

推進事業 い手の就業定着・地域発展に結びつける。

滋賀県指導農業士会

滋賀県青年農業者クラブ連絡協議会

滋賀県水産後継者連絡協議会 （ 円）@100,000

滋賀県林業研究グループ連絡協議会

滋賀県湖北養蚕振興推進協議会



農林漁業担い手の経営改善に資するための研究活動や経営環境改善活
動に対し助成する。研究活動助成の具体的内容は、それぞれの直面する
経営課題を克服し、経営発展につなげようという活動や経営発展の手法
を探ろうと調査研究する活動を行う個人・グループに対し助成するとと

③ 経営改善奨励事業 もに、研究活動スキルアップのためのセミナー等への参加費の助成を行
（事業組替） う（研究活動奨励事業 。経営環境改善活動の具体的内容は、豊かな農）

林水産資源確保等のための経営環境整備活動や農林漁業就業における安
全な労働環境整備のための活動等に対して助成する（経営環境整備活動
奨励事業 。）

この事業により、よりよい経営環境を整備しさらなる経営発展につな
げる。

・研究活動奨励事業助成
研究助成 個 人 円@20,000
研究助成 グル－プ 円 予算上限 円@30,000 660,000
研究情報収集活動助成 円@20,000

・経営環境整備活動事業助成
グループ 円 予算上限 円@80,000 480,000

農林漁業担い手の配偶者確保のため、無償で結婚相談活動を行う者を
結婚相談員として認証し、結婚相談に係る研修を行うことで、より円滑
かつ効果的な結婚相談活動を推進する。具体的には、相談員を理事長名
で認証し、その相談員に対して、結婚相談のノウハウや効果的な結婚相

④ 結婚相談員認証制度事業 談活動の手法を学ぶ研修を行う。
これにより相談活動実績のさらなる向上につなげ、農林漁業後継者の

配偶者確保を促進し、就業定着や地域の発展に結びつけていく。

・結婚相談員の認証
・結婚相談員の資質向上のための研修等の開催
・表彰事業の実施

新たに農業に従事しようと希望する者や既に従事している青２．青 年 農 業 者 就 農 支 援 事 業
年等に対して、次の事業による支援を行い、将来の地域を担

う農業の担い手の確保・育成を推進する。事業の推進につい
ては「農林漁業への入口対策 「就業対策 「定着対策」と」、 」、
農林漁業の担い手の確保・育成が円滑に進む体系とし、事業
を実施する。

（１） 農林漁業への入口対策

事 業 名 事 業 内 容

新規就農希望者の就農促進を図るため、就農相談員を設置し、相談活
動を実施する。就農相談の具体的手法は、新規就農促進パンフレット等
を活用しながら、電話での相談、直接面談しての相談、相談会にブース

① 就 農 相 談 活 動 出展しての相談等により行う。また、農地確保支援活動により関係機関
と連携し、新規就農希望者と農地提供者のマッチングを図り、具体的な
就農相談活動を行うなど、広く新規に農業を行いたいという者を誘導し
ていくものである。



・就農相談員の設置 名1
・就農希望青年等に対する就農関連情報等の提供、相談活動の実施
・関係機関、団体への就農関連情報等の提供
・現地実態調査、就農関連情報等の提供先に対する指導、助言
・就農啓発、就農相談資料の作成
・新規就農相談フェアへの参加
・無料職業紹介活動の実施
・就農支援企画会議、就農促進育成会議の開催

農家に宿泊し農業体験を行う等、若い世代に農業の魅力を肌で感じて
もらう機会を提供することで、就農への興味を持ってもらい、農業を職
業として選択してもらえるよう推進する。

② 五感で感じる農業体験
・農作業体験交流会
・青年農業者との交流会
・農業体験報告会
・直売所見学会

農林漁業の担い手確保のため、農林漁業への就業・就職を希望する者
に対する相談会を開催する。この相談会については、農林漁業外からの
新規参入希望者がすぐに自立して農林漁業を開始するのは困難であるた
め、農林漁業の法人等への就職の後、独立等を目指す求職希望者と、求

。③ しがの農林水産業就業 人意向のある農林漁業の法人等とのマッチングの場となるよう開催する
フェア開催事業 新規 また、具体的な就農につながるよう農業経営者による農業の魅力を発（ ）

信するプレゼンテーションを同時に開催する。

・農林漁業版会社説明会
・農林漁業就業相談会 年 回開催2
・農業の魅力を発信するプレゼンテーション

（２） 就業対策

事 業 名 事 業 内 容

、 、 ，就農希望者を対象に 農業の基礎や現状 就農に必要な知識を総合的
体系的に習得できるよう就農準備講座を開催する。具体的には 「新規、

④ 就 農 準 備 講 座 就農の現状，課題 「新規就農者の育成方策 「新規就農者の体験談 、」、 」、 」
「農業経営の多角化，高付加価値化」等のカリキュラムで計 日間の講3
座を開催し、就農に必要な基礎知識の習得により、将来の就農に備えて
もらおうというもの。

農業大学校生などの新規就農候補者や就農相談活動を通じて把握した
⑤ 就農希望者・青年 就農希望者ならびに参加募集した本県就農希望者と青年農業者が交流す

農 業 者 等 交 流 会 ることにより、農業に対する興味を一層喚起し、新規就農への具体的な
きっかけとなることを目的として、交流会を開催する。

農業技術および経営ノウハウの習得のための研修に専念する就農希望
者の生活を支援し、将来の農業の担い手確保のため、給付金を給付する
事業。具体的には、将来、独立・自営就農または雇用就農を目指す就農

⑥ 準 備 型 青 年 就 農 希望者が農業経営者育成教育機関や農業法人等で研修を行う場合、当該
給 付 金 支 給 事 業 研修に専念できるよう給付金を給付する。

・準備型青年給付金支給
・研修状況，就農状況の確認
・事業説明会等ＰＲ活動



（３） 定着対策

事 業 名 事 業 内 容

（青年農業者交流事業）

青年農業者が自主的、主体的に行う広域的、多角的な交流活動を通じ

て、農業に対する自信と誇りを培うとともに、農業を取り巻く諸問題や

新規就農を促進する方策を検討し、青年農業者の確保育成を図るため、

県下７地域の青年農業者クラブが行う下記の交流会事業について支援する。

⑦ 青年農業者交流事業 ・就農希望者・青年農業者交流会（地域）

・都市青年，消費者等交流会

・異業種交流会

・先進的産地等交流会

・青年農業者交流会

（雇用就業者交流事業）

農業法人等で働く従業員等が、今後の技術向上や将来の独立に向けて

の参考となるよう、それぞれの経験や情報を交換する交流事業を行う。

本県農業の次代を担う青年農業者が、経営上当面する課題克服や経営

・技術の向上を目指して実践したプロジェクト活動の成果を地域、県域

で発表し、互いの知識・技術のより一層の向上を図るとともに、連帯意

識を高めることを目的として実施する。また、全国・近畿地域段階で開

。⑧ プロジェクト発表大会 催される農業青年交換大会に農業青年クラブ員等青年農業者を派遣する

これらの活動により、青年農業者の経営改善・経営発展を促進する。

・プロジェクト発表大会の開催（地域）

・プロジェクト発表大会の開催（県域）

・全国，近畿地域プロジェクト発表大会への派遣

雇用労働力を導入している農業経営体における従業員の定着率を高め

るため、経営者向けの人材育成セミナーを開催する。具体的には 「従、

⑨ 優れた担い手育成 業員のスキルアップ・キャリアアップ方法 「従業員とのコミュニケー」、

セミナー（新規） ション方法 「労務管理」等のカリキュラムで計 日間のセミナーを開」、 3

催し、経営者として従業員のやる気や能力を引き出す手法を習得しても

らう。

就農支援資金の貸付は「青年等の就農促進のための資金の貸付等に関

する特別措置法」に基づき行っていたが同法が廃止さた。また農業経営

基盤強化促進法の改正され、その基で青年等就農資金の貸付が平成 年26

⑩ 就農支援資金貸付事業 度から行われている。これにより就農支援資金の研修資金・準備資金が

廃止され、就農施設等資金は青年等就農資金として継続されている。こ

のため就農支援資金の研修資金・準備資金の貸付業務はないが、これま

でに貸し付けた資金の償還事務を行う。また就農支援資金の就農施設等

資金の償還を行うＪＡへの支援も行う。



地域内の分散した農地利用を整理し、担い手ごとに集約化する必要がある３．農地中間管理事業
場合等、農地中間管理機構として農地を借り受け、必要な場合は基盤整備等
の条件整備を行い、担い手（法人経営・大規模家族経営、集落営農等）がま
とまりのある形で農地を利用できるよう配慮して貸し付ける。

事 業 名 事 業 内 容

農地所有者から「農地を貸したい」旨の申出を受け、賃料等について
農地所有者と借受契約を締結し農地を借受け、必要な場合は基盤整備等
の条件整備を行い、応募を受けた借受希望者の中から農地有効利用にお
いて適格な借受者を選定し農地を貸し付ける。なお、農地中間管理機構

① 農地中間管理事業 の農地貸借は「農地中間事業の推進に関する法律」に基づく。

・農地相談等業務（農地の貸借に関する相談、出し手の掘り起こし等）
・借受希望者の募集、貸付希望者の申し出受付
・農地利用配分計画の作成
・貸借農地における賃借料の授受
・機構に通知のあった遊休農地の受け手の掘り起こし等

2,340ha・農地貸借 借入面積
2,340ha貸付面積

旧農地保有合理化事業において貸借している農地の権利関係の管理業
② 旧農地保有合理化事業 務を行う。

3 70a H31.2.19・貸借農地の状況 筆 利用権の終期



（単位：円）

当年度 前年度 増減

１．経常増減の部

（1）経常収益

1）基本財産運用収入 4,518,550 4,901,187 △ 382,637

2）特定資産運用収入 12,000 27,000 △ 15,000

3)補助金等収入 158,833,000 150,490,000 8,343,000

4）農地賃貸収入 217,230,000 0 217,230,000

5）負担金等 200,000 200,000 0

6）雑収入 3,450 3,823 △ 373

経常収益計 380,797,000 155,622,010 225,174,990

（2）経常費用

1）事業費 378,543,000 153,653,000 224,890,000

賃金 58,733,000 46,685,000 12,048,000

福利厚生費 9,071,000 7,869,000 1,202,000

通勤費 1,638,000 2,744,000 △ 1,106,000

給与負担金 6,469,000 6,687,000 △ 218,000

人材派遣費 0 3,570,000 △ 3,570,000

会議費 71,000 85,000 △ 14,000

旅費交通費 1,884,000 1,004,000 880,000

通信運搬費 2,371,000 1,348,000 1,023,000

支払保険料 0 40,000 △ 40,000

消耗什器備品費 0 0 0

消耗品費 984,000 939,000 45,000

印刷製本費 2,549,000 1,281,000 1,268,000

賃借料 14,651,000 12,341,000 2,310,000

諸謝金 1,406,000 1,111,000 295,000

光熱水料費 0 334,000 △ 334,000

支払助成金 1,790,000 2,060,000 △ 270,000

情報発信費 1,148,000 0 1,148,000

就農支援資金貸付推進事務費 90,000 196,000 △ 106,000

就農支援資金事務委託料 5,000 10,000 △ 5,000

雑費 1,548,000 970,000 578,000

燃料費 500,000 318,000 182,000

見学会費 0 0 0

青年就農給付金 41,100,000 35,875,000 5,225,000

農地中間管理料 2,400,000 2,400,000 0

農地賃借料 217,230,000 0 217,230,000

農地相談等業務委託費 3,240,000 7,856,000 △ 4,616,000

推進事務業務委託費 8,500,000 10,815,000 △ 2,315,000

農地システム入力業務委託費 500,000 0 500,000

支払手数料 0 6,420,000 △ 6,420,000

活動負担金 650,000 680,000 △ 30,000

大会派遣負担金 15,000 15,000 0

2）管理費 1,931,000 2,400,000 △ 469,000

賃金 579,000 813,000 △ 234,000

福利厚生費 93,000 128,000 △ 35,000

給与負担金 55,000 55,000 0

会議費 6,000 6,000 0

旅費交通費 20,000 70,000 △ 50,000

通信運搬費 60,000 60,000 0

減価償却費 0 0 0

消耗品費 30,000 30,000 0

印刷製本費 50,000 50,000 0

賃借料 550,000 700,000 △ 150,000

諸謝金 0 0 0

協会負担金 300,000 300,000 0

支払負担金 0 0 0

決算相談料 108,000 108,000 0

雑費 80,000 80,000 0

経常費用計 380,474,000 156,053,000 224,421,000

当期経常増減額 323,000 △ 430,990 753,990

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（2）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 323,000 △ 430,990 753,990

一般正味財産期首残高 42,108,194 41,530,976 577,218

一般正味財産期末残高 42,431,194 41,099,986 1,331,208

基本財産等運用益

基本財産等受取利息 4,518,550 4,901,187 △ 382,637

一般正味財産への振替額

一般正味財産への振替額 △ 4,518,550 △ 4,901,187 382,637

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 502,000,000 502,000,000 0

指定正味財産期末残高 502,000,000 502,000,000 0

Ⅲ正味財産期末残高 544,431,194 543,099,986 1,331,208

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金

Ⅰ一般正味財産増減の部

Ⅱ指定正味財産増減の部

勘定科目



（単位：円）

基金事業
青年農業者等育成

センター事業等
農地中間管理事業

Ⅰ一般正味財産増減の部

　1.経常増減の部

　　（１）経常収益

　　　　基本財産等運用益 2,259,275 2,259,275 4,518,550
　　　　特定資産運用益 12,000 12,000
　　　　受取補助金等 57,017,000 101,816,000 158,833,000
         農地賃貸収入 217,230,000 217,230,000
　　　　負担金等 200,000 200,000
　　　　雑収益 725 2,725 3,450

経常収益合計 2,272,000 57,217,000 319,046,000 2,262,000 0 380,797,000
　　（２）経常費用

      ①事業費

　　　　　賃金 4,387,000 54,346,000 58,733,000
　　　　　福利厚生費 712,000 8,359,000 9,071,000
　　　　　通勤費 69,000 1,569,000 1,638,000
　　　　　給与負担金 4,677,000 1,792,000 6,469,000
　　　　　人材派遣費 0 0
　　　　　会議費 4,000 67,000 71,000
　　　　　旅費交通費 3,000 364,000 1,517,000 1,884,000
　　　　　通信運搬費 48,000 363,000 1,960,000 2,371,000
　　　　　支払保険料 0
　　　　　消耗什器備品費 0
　　　　　消耗品費 44,000 220,000 720,000 984,000
　　　　　印刷製本費 41,000 478,000 2,030,000 2,549,000
　　　　　賃借料 420,000 1,375,000 12,856,000 14,651,000
　　　　　諸謝金 100,000 1,227,000 79,000 1,406,000
　　　　　光熱水料費 0
　　　　　支払助成金 1,790,000 1,790,000
　　　　　情報発信費 1,148,000 1,148,000
　　　　　就農支援資金貸付推進事務費 90,000 90,000
　　　　　就農支援資金事務委託料 5,000 5,000
　　　　　雑費 30,000 70,000 1,448,000 1,548,000
     　　  燃料費 500,000 500,000
           見学会費 0
           青年就農給付金 41,100,000 41,100,000
　　　　  農地中間管理料 2,400,000 2,400,000
           農地賃借料 217,230,000 217,230,000
　　　　　農地相談等業務委託費 3,240,000 3,240,000
　　　　　推進事務業務委託費 8,500,000 8,500,000
　　　　　農地システム入力業務委託費 500,000 500,000
　　　　　支払手数料 0
　　　　  活動負担金 650,000 650,000
　　　　  大会派遣負担金 15,000 15,000

　　　②管理費

　　　　　賃金 579,000 579,000
　　　　　福利厚生費 93,000 93,000
　　　　　給与負担金 55,000 55,000
　　　　　会議費 6,000 6,000
　　　　　旅費交通費 20,000 20,000
　　　　　通信運搬費 60,000 60,000
　　　　　減価償却費 0
　　　　　消耗品費 30,000 30,000
　　　　　印刷製本費 50,000 50,000
　　　　　賃借料 550,000 550,000
　　　　　諸謝金 0
　　　　　協会負担金 300,000 300,000
　　　　　支払負担金 0
　　　　　決算相談料 108,000 108,000
　　　　　雑費 80,000 80,000
経常費用合計 2,480,000 57,017,000 319,046,000 1,931,000 0 380,474,000
当期経常増減額 △ 208,000 200,000 0 331,000 0 323,000
　2.経常外増減の部

　　（１）経常外収益

経常外収益計

　　（2）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

他会計振替額 0
当期一般正味財産増減額 △ 208,000 200,000 0 331,000 0 323,000
一般正味財産期首残高 30,318,963 △ 76,000 3,453 11,861,778 0 42,108,194
一般正味財産期末残高 30,110,963 124,000 3,453 12,192,778 0 42,431,194

Ⅱ指定正味財産増減の部

基本財産等運用益

基本財産等受取利息 2,259,275 2,259,275 4,518,550
一般正味財産への振替額

一般正味財産への振替額 △ 2,259,275 △ 2,259,275 △ 4,518,550
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 251,000,000 0 0 251,000,000 502,000,000
指定正味財産期末残高 251,000,000 0 0 251,000,000 502,000,000

Ⅲ正味財産期末残高 281,110,963 124,000 3,453 263,192,778 0 544,431,194

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金

勘定科目

公益目的事業会計(公1）

法人会計 内部取引消去 合計



資金調達および設備投資の見込み

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで28 4 1 29 3 31

公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金

（１） 資金調達の見込み

借入予定 無

事業番号 借入先 金額 使途

円0

公１

円0

（２） 設備投資の見込み

借入予定 無

事業番号 借入先 金額 使途

円0


	Taro13-H28基金事業計画書
	H28予算書（損益）
	2 手元資料1

	H28予算書（損益内訳）
	内訳表

	Taro13-資金調達見込み


内訳表





														参考 サンコウ

														公益財団法人　財務３基準説明資料 コウエキ ザイダンホウジン ザイム キジュン セツメイ シリョウ





				正味財産増減予算書内訳表 ショウミ ザイサン ゾウゲン ヨサンショ ウチワケ ヒョウ



				平成28年4月1日から平成29年3月31日まで ヘイセイ ネン ガツ ニチ ヘイセイ ネン ガツ ニチ



												公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン シガケン ノウリン ギョギョウ ニナ テ イクセイ キキン

																（単位：円） タンイ エン

				勘定科目 カンジョウ カモク		公益目的事業会計(公1） コウエキ モクテキ ジギョウ カイケイ コウ						法人会計 ホウジン カイケイ		内部取引消去 ナイブ トリヒキ ショウキョ		合計 ゴウケイ

						基金事業 キキン ジギョウ		青年農業者等育成センター事業等 ナド		農地中間管理事業 ノウチ チュウカン カンリ ジギョウ

				Ⅰ一般正味財産増減の部 イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

				　1.経常増減の部 ケイジョウ ゾウゲン ブ

				　　（１）経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　基本財産等運用益 キホン ザイサン トウ ウンヨウエキ		2,259,275						2,259,275				4,518,550

				　　　　特定資産運用益 トクテイ シサン ウンヨウ エキ		12,000										12,000

				　　　　受取補助金等 ウケトリ ホジョキン トウ				57,017,000		101,816,000						158,833,000

				         農地賃貸収入 ノウチ チンタイ シュウニュウ						217,230,000						217,230,000

				　　　　負担金等 フタンキン ナド				200,000								200,000

				　　　　雑収益 ザツ シュウエキ		725						2,725				3,450



				経常収益合計 ケイジョウ シュウエキ ゴウケイ		2,272,000		57,217,000		319,046,000		2,262,000		0		380,797,000

				　　（２）経常費用 ケイジョウ ヒヨウ

				      ①事業費 ジギョウヒ

				　　　　　賃金 チンギン				4,387,000		54,346,000						58,733,000

				　　　　　福利厚生費 フクリ コウセイヒ				712,000		8,359,000						9,071,000

				　　　　　通勤費 ツウキンヒ				69,000		1,569,000						1,638,000

				　　　　　給与負担金 キュウヨ フタンキン				4,677,000		1,792,000						6,469,000

				　　　　　人材派遣費 ジンザイ ハケンヒ				0								0

				　　　　　会議費 カイギヒ		4,000		67,000								71,000

				　　　　　旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		3,000		364,000		1,517,000						1,884,000

				　　　　　通信運搬費 ツウシン ウンパンヒ		48,000		363,000		1,960,000						2,371,000

				　　　　　支払保険料 シハライ ホケン リョウ												0

				　　　　　消耗什器備品費 ショウモウ ジュウキ ビヒンヒ												0

				　　　　　消耗品費 ショウモウヒン ヒ		44,000		220,000		720,000						984,000

				　　　　　印刷製本費 インサツ セイホン ヒ		41,000		478,000		2,030,000						2,549,000

				　　　　　賃借料 チンシャクリョウ		420,000		1,375,000		12,856,000						14,651,000

				　　　　　諸謝金 ショ シャキン		100,000		1,227,000		79,000						1,406,000

				　　　　　光熱水料費 コウネツ スイリョウヒ ヒ												0

				　　　　　支払助成金 シハラ ジョセイキン		1,790,000										1,790,000

				　　　　　情報発信費 ジョウホウ ハッシン ヒ				1,148,000								1,148,000

				　　　　　就農支援資金貸付推進事務費 シュウノウ シエン シキン カシツケ スイシン ジムヒ				90,000								90,000

				　　　　　就農支援資金事務委託料 シュウノウ シエン シキン ジム イタクリョウ				5,000								5,000

				　　　　　雑費 ザッピ		30,000		70,000		1,448,000						1,548,000

				     　　  燃料費 ネンリョウ ヒ						500,000						500,000

				           見学会費 ケンガク カイヒ												0

				           青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン				41,100,000								41,100,000

				　　　　  農地中間管理料 ノウチ チュウカン カンリ リョウ						2,400,000						2,400,000

				           農地賃借料 ノウチ チンシャクリョウ						217,230,000						217,230,000

				　　　　　農地相談等業務委託費 ノウチ ソウダン ナド ギョウム イタクヒ						3,240,000						3,240,000

				　　　　　推進事務業務委託費 スイシン ジム ギョウム イタク ヒ						8,500,000						8,500,000

				　　　　　農地システム入力業務委託費 ノウチ ニュウリョク ギョウム イタク ヒ						500,000						500,000

				　　　　　支払手数料 シハライ テスウリョウ												0

				　　　　  活動負担金 カツドウ フタンキン				650,000								650,000

				　　　　  大会派遣負担金 タイカイ ハケン フタンキン				15,000								15,000



				　　　②管理費 カンリヒ

				　　　　　賃金 チンギン								579,000				579,000

				　　　　　福利厚生費 フクリ コウセイヒ								93,000				93,000

				　　　　　給与負担金 キュウヨ フタンキン								55,000				55,000

				　　　　　会議費 カイギヒ								6,000				6,000

				　　　　　旅費交通費 リョヒ コウツウヒ								20,000				20,000

				　　　　　通信運搬費 ツウシン ウンパンヒ								60,000				60,000

				　　　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ												0

				　　　　　消耗品費 ショウモウヒン ヒ								30,000				30,000

				　　　　　印刷製本費 インサツ セイホン ヒ								50,000				50,000

				　　　　　賃借料 チンシャクリョウ								550,000				550,000

				　　　　　諸謝金 ショ シャキン												0

				　　　　　協会負担金 キョウカイ フタンキン								300,000				300,000

				　　　　　支払負担金 シハライ フタンキン												0

				　　　　　決算相談料 ケッサン ソウダン								108,000				108,000

				　　　　　雑費 ザッピ								80,000				80,000

				経常費用合計 ケイジョウ ヒヨウ ゴウケイ		2,480,000		57,017,000		319,046,000		1,931,000		0		380,474,000

				当期経常増減額 トウキ ケイジョウ ゾウゲンガク		△ 208,000		200,000		0		331,000		0		323,000

				　2.経常外増減の部 ケイジョウ ガイ ゾウゲン ブ

				　　（１）経常外収益 ケイジョウ ガイ シュウエキ

				経常外収益計 ケイジョウ ガイ シュウエキ ケイ

				　　（2）経常外費用 ケイジョウ ガイ ヒヨウ

				経常外費用計 ケイジョウ ガイ ヒヨウ ケイ

				当期経常外増減額 トウキ ケイジョウ ガイ ゾウゲンガク

				他会計振替額 タ カイケイ フリカエガク												0

				当期一般正味財産増減額 トウキ イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		△ 208,000		200,000		0		331,000		0		323,000

				一般正味財産期首残高 イッパン ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ		30,318,963		△ 76,000		3,453		11,861,778		0		42,108,194

				一般正味財産期末残高 イッパン ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ		30,110,963		124,000		3,453		12,192,778		0		42,431,194

				Ⅱ指定正味財産増減の部 シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

				基本財産等運用益 キホン ザイサン トウ ウンヨウエキ

				基本財産等受取利息 キホン ザイサン トウ ウケトリ リソク		2,259,275						2,259,275				4,518,550

				一般正味財産への振替額 イッパン ショウミ ザイサン フリカエ ガク

				一般正味財産への振替額 イッパン ショウミ ザイサン フリカエ ガク		△ 2,259,275						△ 2,259,275				△ 4,518,550

				当期指定正味財産増減額 トウキ シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		0						0				0

				指定正味財産期首残高 シテイ ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ		251,000,000		0		0		251,000,000				502,000,000

				指定正味財産期末残高 シテイ ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ		251,000,000		0		0		251,000,000				502,000,000

				Ⅲ正味財産期末残高 ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ		281,110,963		124,000		3,453		263,192,778		0		544,431,194










































































































































2 手元資料1

		正味財産増減予算書 ショウミ ザイサン ゾウゲン ヨサンショ



		平成28年4月1日から平成29年3月31日まで



												公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン シガケン ノウリン ギョギョウ ニナ テ イクセイ キキン

														（単位：円）

		勘定科目 カンジョウ カモク								当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増減 ゾウゲン

		Ⅰ一般正味財産増減の部 イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

				１．経常増減の部 ケイジョウ ゾウゲン ブ

				（1）経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						1）基本財産運用収入 キホン ザイサン ウンヨウ シュウニュウ				4,518,550		4,901,187		△ 382,637

						2）特定資産運用収入 トクテイ シ サン ウンヨウ シュウニュウ				12,000		27,000		△ 15,000

						3)補助金等収入 ホジョキン トウ シュウニュウ				158,833,000		150,490,000		8,343,000

						4）農地賃貸収入 ノウチ チンタイ シュウニュウ				217,230,000		0		217,230,000

						5）負担金等 フタンキン ナド				200,000		200,000		0

						6）雑収入 ザツ シュウニュウ				3,450		3,823		△ 373



						経常収益計 ケイジョウ シュウエキ ケイ				380,797,000 		155,622,010 		225,174,990

				（2）経常費用 ケイジョウ ヒヨウ

						1）事業費 ジギョウ ヒ				378,543,000 		153,653,000 		224,890,000

								賃金 チンギン		58,733,000		46,685,000		12,048,000

								福利厚生費 フクリ コウセイヒ		9,071,000		7,869,000		1,202,000

								通勤費 ツウキンヒ		1,638,000		2,744,000		△ 1,106,000

								給与負担金 キュウヨ フタンキン		6,469,000		6,687,000		△ 218,000

								人材派遣費 ジンザイ ハケンヒ		0		3,570,000		△ 3,570,000

								会議費 カイギヒ		71,000		85,000		△ 14,000

								旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		1,884,000		1,004,000		880,000

								通信運搬費 ツウシン ウンパンヒ		2,371,000		1,348,000		1,023,000

								支払保険料 シハライ ホケンリョウ		0		40,000		△ 40,000

								消耗什器備品費 ショウモウ ジュウキ ビヒンヒ		0		0		0

								消耗品費 ショウモウヒン ヒ		984,000		939,000		45,000

								印刷製本費 インサツ セイホン ヒ		2,549,000		1,281,000		1,268,000

								賃借料 チンシャクリョウ		14,651,000		12,341,000		2,310,000

								諸謝金 ショ シャキン		1,406,000		1,111,000		295,000

								光熱水料費 コウネツ スイ リョウ ヒ		0		334,000		△ 334,000

								支払助成金 シハラ ジョセイキン		1,790,000		2,060,000		△ 270,000

								情報発信費 ジョウホウ ハッシン ヒ		1,148,000		0		1,148,000

								就農支援資金貸付推進事務費 シュウノウ シエン シキン カシツケ スイシン ジムヒ		90,000		196,000		△ 106,000

								就農支援資金事務委託料 シュウノウ シエン シキン ジム イタクリョウ		5,000		10,000		△ 5,000

								雑費 ザッピ		1,548,000		970,000		578,000

								燃料費 ネンリョウヒ		500,000		318,000		182,000

								見学会費 ケンガク カイヒ		0		0		0

								青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		41,100,000		35,875,000		5,225,000

								農地中間管理料 ノウチ チュウカン カンリ リョウ		2,400,000		2,400,000		0

								農地賃借料 ノウチ チンシャクリョウ		217,230,000		0		217,230,000

								農地相談等業務委託費 ノウチ ソウダン ナド ギョウム イタク ヒ		3,240,000		7,856,000		△ 4,616,000

								推進事務業務委託費 スイシン ジム ギョウム イタク ヒ		8,500,000		10,815,000		△ 2,315,000

								農地システム入力業務委託費 ノウチ ニュウリョク ギョウム イタクヒ		500,000		0		500,000

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		0		6,420,000		△ 6,420,000

								活動負担金 カツドウ フタンキン		650,000		680,000		△ 30,000

								大会派遣負担金 タイカイ ハケン フタンキン		15,000		15,000		0

						2）管理費 カンリ ヒ				1,931,000 		2,400,000 		△ 469,000

								賃金 チンギン		579,000		813,000		△ 234,000

								福利厚生費 フクリ コウセイヒ		93,000		128,000		△ 35,000

								給与負担金 キュウヨ フタンキン		55,000		55,000		0

								会議費 カイギヒ		6,000		6,000		0

								旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		20,000		70,000		△ 50,000

								通信運搬費 ツウシン ウンパンヒ		60,000		60,000		0

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		0		0		0

								消耗品費 ショウモウヒン ヒ		30,000		30,000		0

								印刷製本費 インサツ セイホン ヒ		50,000		50,000		0

								賃借料 チンシャクリョウ		550,000		700,000		△ 150,000

								諸謝金 ショ シャキン		0		0		0

								協会負担金 キョウカイ フタンキン		300,000		300,000		0

								支払負担金 シハライ フタンキン		0		0		0

								決算相談料 ケッサン ソウダン		108,000		108,000		0

								雑費 ザッピ		80,000		80,000		0

						経常費用計 ケイジョウ ヒ ヨウ ケイ				380,474,000 		156,053,000 		224,421,000

						当期経常増減額 トウキ ケイジョウ ゾウゲン ガク				323,000 		△ 430,990 		753,990

				２．経常外増減の部 ケイジョウ ガイ ゾウゲン ブ

				（1）経常外収益 ケイジョウ ガイ シュウエキ

						経常外収益計 ケイジョウ ガイ シュウエキ ケイ				0		0		0

				（2）経常外費用 ケイジョウ ガイ ヒヨウ

						経常外費用計 ケイジョウ ガイ ヒヨウ ケイ				0		0		0

						当期経常外増減額 トウキ ケイジョウ ガイ ゾウゲンガク				0 		0 		0

						当期一般正味財産増減額 トウキ イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲンガク				323,000 		△ 430,990 		753,990

						一般正味財産期首残高 イッパン ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ				42,108,194 		41,530,976 		577,218

						一般正味財産期末残高 イッパン ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ				42,431,194 		41,099,986 		1,331,208

		Ⅱ指定正味財産増減の部 シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

				基本財産等運用益 キホン ザイサン トウ ウンヨウエキ

						基本財産等受取利息 キホン ザイサン トウ ウケトリ リソク				4,518,550		4,901,187		△ 382,637

				一般正味財産への振替額 イッパン ショウミ ザイサン フリカエ ガク

						一般正味財産への振替額 イッパン ショウミ ザイサン フリカエ ガク				△ 4,518,550		△ 4,901,187		382,637

						当期指定正味財産増減額 トウキ シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲンガク				0		0		0

						指定正味財産期首残高 シテイ ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ				502,000,000		502,000,000		0

						指定正味財産期末残高 シテイ ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ				502,000,000		502,000,000		0

		Ⅲ正味財産期末残高 ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ								544,431,194		543,099,986		1,331,208







































































