
（平成24年度下半期の公表様式②例）

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25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
単位：百万円

月 科目 支出目的 金額

0

3月 補助金 木材加工流通施設等整備 72

3月 補助金 地域協議会の運営等 2

3月 補助金 高性能林業機械の導入 30

3月 事務費 県指導等事業費 1

104

104

4月 補助金 間伐等 48

4月 補助金 林内路網整備 77

4月 補助金 里山再生対策 53

4月 補助金 高性能林業機械の導入 41

4月 補助金 木材加工流通施設等整備 45

4月 補助金 木造公共施設等整備 46

4月 補助金 特用林産施設整備 3

4月 補助金 流通経費支援 8

4月 補助金 間伐材安定供給コスト支援 0

4月 補助金 地域材利用開発 17

7月 補助金 木材加工流通施設等整備［H21繰越］ 114

基金名：島根県中山間地域等活性化基金
基金設置法人名：島根県

4,200

-0 (3)

4,203

(有)石州造林外

江の川下流流域林業活性化
センター外

播磨屋林業(株)外

平成21年度下半期合計

支出相手先

平成21年度上半期合計

須山木材(株)外

浜田市外

島田たけのこ水煮出荷協議
会

仁多郡森林組合外

伸和産業(株)

協同組合ヴァーテックス外

平成21年度合計

雲南市外

安来市外

松江市外

(株)田部外

須山木材(株)



9月 補助金 林内路網整備［H21繰越］ 4

457

10月 補助金 林内路網整備［H21繰越］ 26

12月 補助金 林内路網整備［H21繰越］ 45

12月 補助金 間伐材安定供給コスト支援 0

1月 補助金 木造公共施設等整備［H21繰越］ 124

3月 補助金 林内路網整備［H21繰越］ 14

3月 補助金 地域協議会の運営等 2

3月 補助金 間伐等 4

3月 補助金 木造公共施設等整備 179

3月 委託費 間伐等 1

3月 事務費 県指導等事業費 1

398

855

4月 補助金 林内路網整備［H21繰越］ 130

4月 補助金 地域協議会の運営等 3

4月 補助金 間伐等 513

4月 補助金 林内路網整備 308

4月 補助金 里山再生対策 150

4月 補助金 木材加工流通施設整備 54

4月 補助金 木造公共施設等整備 41

4月 補助金 流通経費支援 8

4月 補助金 間伐材安定供給コスト支援 0

5月 補助金 木造公共施設等整備［H22繰越］ 38

7月 補助金 間伐等［H22繰越］ 2

7月 補助金 木材加工流通施設等整備 9

8月 補助金 林内路網整備［H22繰越］ 2

1,259

10月 補助金 林内路網整備［H22繰越］ 2

伸和産業(株)

海士町外

大田市森林組合

斐伊川流域林業活性化セン
ター

千代延林業(有)

社会福祉法人大社福祉会

隠岐島後森林組合

平成22年度上半期合計

(株)美都森林

日新林業(株)

安来市外

江の川下流流域林業活性化
センター外

松江市外

安来市外

松江市外

(株)日新

飯石森林組合

平成22年度下半期合計

平成22年度合計

千代延林業(有)

平成23年度上半期合計

(有)酒井材木店

邑南町外

仁多郡森林組合外

安野産業(株)

美郷町

松江市

竹下木材(有)



10月 補助金 間伐等 8

11月 補助金 林内路網整備［H22繰越］ 48

12月 補助金 間伐等［H22繰越］ 11

12月 補助金 林内路網整備［H22繰越］ 77

12月 補助金 特用林産施設整備［H22繰越］ 86

12月 補助金 間伐等 8

1月 補助金 林内路網整備［H22繰越］ 42

1月 補助金 木造公共施設等整備［H22繰越］ 33

1月 補助金 間伐等 0

1月 補助金 木材加工流通施設等整備 15

1月 補助金 地域材利用開発 3

2月 補助金 林内路網整備［H22繰越］ 11

2月 補助金 間伐等 15

2月 補助金 林内路網整備 16

2月 補助金 流通経費支援 0

3月 補助金 間伐等［H22繰越］ 4

3月 補助金 地域協議会の運営等 5

3月 補助金 間伐等 4

3月 補助金 林内路網整備 2

3月 委託費 間伐等 3

3月 委託費 木造公共施設等整備 3

3月 委託費 地域材利用開発 1

3月 事務費 県指導等事業費 1

397

1,656

5月 補助金 間伐等［H22繰越］ 188

5月 補助金 林内路網整備［H22繰越］ 500

5月 補助金 地域協議会の運営等 8

5月 補助金 間伐等 479

奥出雲町外

松江八束森林組合外

清水木材(有)

(株)出雲木材市場

キョーワ(株)

益田市外

大田市外

江津市森林組合外

日新林業(株)外

津和野町外

いずも農業協同組合

美郷町

日本製紙木材(株)岩国営業
所

浜田市

平成23年度下半期合計

平成23年度合計

日新林業(株)

(社)隠岐島前森林復興公社

斐伊川流域林業活性化セン
ター

松江八束森林組合

松江八束森林組合

飯石森林組合

雲南市外

安来市外

江の川下流流域林業活性化
センター外

松江市外



5月 補助金 林内路網整備 103

5月 補助金 里山再生対策 113

5月 補助金 高性能林業機械の導入 56

5月 補助金 木造公共施設等整備 62

5月 補助金 木質バイオマス利用施設等整備 10

5月 補助金 流通経費支援 2

5月 補助金 間伐材安定供給コスト支援 1

7月 補助金 間伐等［H23繰越］ 11

8月 補助金 里山再生対策［H23繰越］ 17

1,551

3月 補助金 里山再生対策［H23繰越］ 21

3月 委託費 地域材利用開発［H23繰越］ 0

22

1,573

0

3月 事務費 県指導等事業費 0

0

0

5月 補助金 林内路網整備 16

16

0

16

4,203

E．翌半期の執行見込み

安来市外

松江市外

出雲地区森林組合

平成24年度上半期合計

出雲市

しまね東部森林組合外

出雲市外

川本町

仁多郡森林組合外

安野産業(株)

大和森林(株)

平成25年度下半期合計

平成25年度合計

（公社）島根県林業公社

平成24年度下半期合計

平成24年度合計

平成25年度上半期合計

総合計

翌半期の執行見込みについて 執行見込み額

全額執行済み 0

平成26年度上半期合計

平成26年度下半期合計

平成26年度合計



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 4,203 3 

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

県資金管理方針に定められているため。


