
平成27年度　出資法人経営評価表

法人名 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金

代表者名 所管部課名

所在地 設立年月日

TEL

URL

１【法人の概要】

 (千円、％)
出資額 構成比 出資額 構成比

滋賀県 251,000 50.0%

市町 100,000 19.9%

農業団体 130,000 25.9%

その他団体 21,000 4.2%

小計 502,000 100% 合計 502,000 100%

３【組織・人員】

（評議員会）

評議員長(1)

（理事会）

理事長(1) 理事(8)

監事(2)

（事務局：※印の4名は農業会議職員が兼務）

事務局長(1※) 総務班(1)

基金班(1
※
+1)

農地業務班(1※+16)事務局次長(1)

副理事長(1)

〈公益法人等用〉

 (1) 設立の趣旨・目的

 (2) 業務概要

基本財産等
その他

077-523-5505

理事長  千代  博

滋賀県大津市松本1-2-20

連絡先等
http://shiganou.com

滋賀県において農林漁業に従事しようとし、または従事している青年等の研修および仲間づくり活動等への援助を
通じ、将来、地域や農林漁業を担う優れた人材の確保育成を図るとともに、農用地の利用の効率化および高度化と
農業構造の改善を推進し、もって本県農林漁業の振興に寄与する。

将来の地域を担う農林漁業の担い手の育成、確保を図るため下記の事業を行う。
(1)担い手の確保（入口対策）
　・就農相談　　・体験事業　　・青年就農給付金（H25～：就農前の研修期間に給付）

(2)担い手の育成（就業後の定着対策）
　・後継者組織活動助成　　・経営改善研究活動助成　　・結婚相談員認証制度

(3)農用地の利用の効率化
　・農地保有合理化事業（実質H25まで。H25年度に強化基金3億円を返還）
　・農地中間管理事業（H26～）

区分
２【出資の状況】（平成26年度末）

昭和57年3月

　①組織図　（平成27年４月１日現在）

評議員(9)

事務局次長(1※)

区分

http://shiganou.com/


単位：人

②会員の状況（社団法人のみ） ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減

③役員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減
２７年度

評議員総数 10 10 10 10

うち県職員（特別職を含む。） 1 1 1 1

うち県退職職員（ＯＢ） 2 1 1 1

理事総数 10 10 10 10

うち県職員（特別職を含む。） 3 3 3 3

うち県退職職員（ＯＢ）

うち常勤役員数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

監事総数 2 2 2 2

うち県職員（特別職を含む。） 1

うち県退職職員（ＯＢ）

うち常勤監事数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

常勤役員の平均年齢

常勤役員の平均報酬年額（千円）

④職員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減
２７年度

職員総数 2 2 4 2 19

常勤職員 2 2 4 2 19

プロパー職員 (兼務4) (兼務4) (兼務4) (兼務4)

うち県退職職員（ＯＢ）

県等からの派遣職員

うち県派遣職員

臨時・嘱託職員 2 2 4 2 19

うち県退職職員（ＯＢ） 1 1 2 1 2

非常勤職員

うち県派遣職員

うち県退職職員（ＯＢ）

プロパー職員の平均年齢

プロパー職員の平均給与年額（千円）

年代別職員数

10代 20代 30代 40代 50代 60代～ 合計

(平成27年度当初実数)

⑤役員名簿 平成27年6月30日現在

役 職 名 氏　　　　名 区 分 役 職 名 氏　　　　名 区 分

評議員 安田 全男 理事長 千代　博

評議員 吉田 良美 副理事長 辻井 邦夫 ○

評議員 石谷 八郎 理事 保積 隆人

評議員 窪田 雄二 理事 臼居 仁司

評議員 津村 孝司 理事 岡本 將宏

評議員 村西 康弘 理事 小嶋 喜一

評議員 図司 嘉重 理事 地村 由貴人

評議員 西橋 利三 理事 礒谷 一治

評議員 西谷 弘士 理事 福永 亮順

評議員 嶋口 吉信 理事 奥村 次一

監事 平井 英雄

監事 森本 孝則

※区分欄には、常勤役員は○印を記入のこと

プロパー職員の年齢
構成等



４【財務】
(1)貸借対照表に関する項目

単位：千円

①資産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

現金・預金 319,399 13,663 37,616 23,953

その他

流動資産　計 319,399 13,663 37,616 23,953

基本財産 502,000 502,000 502,000

うち預金 136,060 135,811 135,562 △ 249

その他の固定資産 40,452 36,580 33,019 △ 3,561

土地・建物

退職給付引当預金

減価償却引当預金

特定資産 30,000 30,000 30,000

10,452 6,580 3,019 △ 3,561

その他の固定資産

固定資産　計 542,452 538,580 535,019 △ 3,561

資産合計額 861,851 552,243 572,635 20,392

②負債の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

短期借入金

うち県からの借入金

その他の流動負債 300,086 279 25,214 24,935

流動負債　計 300,086 279 25,214 24,935

長期借入金

うち県からの借入金

退職給付引当金

その他の固定負債 10,452 6,580 3,019 △ 3,561

固定負債　計 10,452 6,580 3,019 △ 3,561

負債合計額 310,538 6,859 28,233 21,374

③正味財産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

指定正味財産 502,000 502,000 502,000

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額

一般正味財産 49,312 43,384 42,402 △ 982

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額 30,000 30,000 30,000

正味財産額　計 551,312 545,384 544,402 △ 982

(2) 損失補償、債務保証の状況 単位：千円

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

　県の損失補償または債務保証に係る債務残高

(理由・内容と返済の見通し）

就農支援資金貸付金

④期間中の県からの借入で、同一年度に貸付けと返済の双
方が行われるものの額



(3) 正味財産増減計算書(20年基準適用年度から記入してください） 単位：千円

①一般正味財産増減の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

基本財産運用益 5,082 5,178 5,095 △ 83 4,901

特定資産運用益 281 298 27 △ 271 27

受取会費

事業収益

自主事業収益(受託以外の事業収益)

受託事業収益

うち県からの受託事業収益

受取補助金等 8,074 28,478 102,124 73,646 150,490

うち県からの補助金 8,074 28,478 102,124 73,646 150,490

受取負担金 200

うち県からの負担金

受取寄付金等

うち県からの寄付金等

雑収益 4 4 4 4

うち県からのその他の収益

引当金取崩額

経常収益計 13,441 33,958 107,250 73,292 155,622

事業費 15,989 36,334 105,422 69,088 153,653

管理費 3,003 2,656 2,810 154 2,400

経常費用計 18,992 38,990 108,232 69,242 156,053

当期経常増減額 △ 5,551 △ 5,032 △ 982 4,050 △ 431

経常外収益計

経常外費用計 896 △ 896

当期経常外増減額 △ 896 896

当期一般正味財産増減額 △ 5,551 △ 5,928 △ 982 4,946 △ 431

一般正味財産期首残高 54,863 49,312 43,384 △ 5,928 42,403

一般正味財産期末残高 49,312 43,384 42,402 △ 982 41,972

②指定正味財産増減の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高 502,000 502,000 502,000 502,000

指定正味財産期末残高 502,000 502,000 502,000 502,000

③正味財産期末残高 551,312 545,384 544,402 △ 982 543,972

再 人件費 11,619 11,491 29,209 17,718 64,926

うち退職給付費用

うち役員人件費

うち非常勤職員人件費

減価償却費

掲 法人税等

(4) 長期借入金の内訳

残存額　（千円）
平均借入
残存年数

借入先
平均借入
残存年数

平均借入残存年
数（全体）

24年度末 滋賀県以外

25年度末 滋賀県以外

26年度末 滋賀県以外

借入先

滋賀県

滋賀県

滋賀県

残存額　（千円）



滋賀県

５【主たる事業の実施状況】

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

110 132 137 5

青年就農給付金（準備型） 青年就農給付金（準備型）の給付（件数） 12 16 4

経営改善研究奨励事業 27 29 29

1,866 1,866農地貸借（農地中間管理事業） 農地の借入および貸付（ha）

事　業　名 概　要

就農相談 就農相談者への就農相談の実施（件数）

農林漁業担い手が行う研究活動に対し助成（件数）

(5) 指標、伸び率等
項 目 H２４ H２５ H２６ 25→26増減 算出方法

自己資本比率 64.0% 98.8% 95.1% △ 3.7 正味財産額／ 資産合計額×100

借入金依存率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 （短期借入額＋長期借入額）／ 資産合計額×100

流動比率 106.4% 4897.1% 149.2% △ 4,747.9 流動資産／流動負債×100

長期借入金返済（所要）年数 0.0 0.0 0.0 0.0
長期借入金／（当期経常増減額＋減価償却費－
法人税等）

長期借入金平均借入残存年数 長期借入金について、償還期間を金額で加重平均

基本財産運用益構成比 37.8% 15.2% 4.8% △ 10.5 基本財産運用益／経常収益計

受取会費構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 受取会費／経常収益計

自主事業収益構成比（20年基準） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 自主事業収益／経常収益計

受託事業収益構成比（20年基準） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 受託事業収益／経常収益計

補助金収益構成比（20年基準） 60.1% 83.9% 95.2% 11.4 補助金収益／経常収益計

管理費構成比（20年基準） 15.8% 6.8% 2.6% △ 4.2 管理費／ 経常費用計

基本財産運用効率（20年基準） 1.01% 1.03% 1.01% △ 0.0 基本財産運用益／基本財産

人件費の構成比（20年基準） 61.2% 29.5% 27.0% △ 2.5 人件費／ 経常経費計



H24 H25 H26
効果性 中期経営計画、年度目標とも策定している。

中期経営計画のみ策定している。

年度目標のみ策定している。

策定していない。 ○ ○ ○
全ての事業が社会情勢に適合し、その意義は大きい。 ○ ○ ○

　 社会情勢に照らして意義が薄れてきた事業がいくつかある。

社会情勢に照らして意義の薄れてきた事業が多くある。

活動について成果目標を定め、目標以上に達成している。

活動について成果目標を定め、目標どおり達成している。

活動について成果目標を定め、概ね目標どおりに達成している。

活動について成果目標を定め、達成しているものもあるが、十分ではない。

活動について成果目標を定めていない。 ○ ○ ○
多様な調査を実施し、積極的にニーズの把握に努めている。

ニーズを把握するための手段を講じている。 ○ ○ ○
具体的な取組はしていない。

効率性 管理費比率が２期連続で減少した。 ○
管理費比率が前期に比べ減少した。 ○
管理費比率が前期に比べ増加した。

管理費比率が２期連続で増加した。 ○
経常収益が２期連続で経常費用を上回った。

経常収益が、当期は経常費用を上回った。

経常収益が、当期は経常費用を下回った。

経常収益が、２期連続して経常費用を下回った。 ○ ○ ○
健全性 当期末において債務超過でない。 ○ ○ ○

２期連続で改善した。

前期に比べ改善した。

前期に比べ悪化した。

２期連続で悪化した。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。

前期に比べ減少した。

２期連続で減少した。 ○ ○ ○
当期末において累積欠損金はない。 ○ ○ ○
累積欠損金は、２期連続で減少した。

累積欠損金は、前期に比べ減少した。

累積欠損金は、前期に比べ増加した。

累積欠損金は、２期連続で増加した。

流動比率は、２期連続で100%以上であった。 ○ ○ ○
流動比率は、当期は100%以上であった。

流動比率は、当期は100%未満であった。

流動比率は、２期連続で100%未満であった。

当期末において借入金はない。 ○ ○ ○
２期連続で低下した。

前期に比べ低下した。

前期に比べ上昇した。

２期連続で上昇した。

長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より短い － － －
長期借入金の返済（所要）年数と平均借入残存年数がほぼ同じ － － －
長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より長い － － －

借入金依存率の
状況

長期借入金返済能力の
状況

債務超過、借入金はなく、健全な経営が保ている。
なお、経常収益が経常費用を下回っているため、正味財
産期末残高は、４期連続で減少しているため、運用益の確
保のための国債購入方法の見直しや、事業見直しを行う。

住民、関係者等のニー
ズの把握状況

経常費用に占める管理
費の状況

青年就農給付金、農地中間管理事業など、事業が拡大し
ているが、必要最小限の人員で、管理費を増加させないよ
うにしながら、効率的な事業運営を行っている。
なお、経常収益が経常費用を４期連続で下回っていること
から、事業見直しや、事業参加者等から参加負担金を徴
収する等を行い、経常収益を高められる方向で検討する。

青年就農給付金、農地中間管理事業の実施
など、県からの補助で事業は拡大している
が、補助金も活用しながら効率的に事業を実
施されている。

経常収益・費用の比率

６【評価】

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

中期経営計画、
年度目標の策定

就業相談から就業後の定着、経営の改善のための事業を
実施し、新規就業者の確保・定着を図っている。
今後、担い手の確保・育成につながるかどうかという視点
で、事業の効果性について見直しを行い、27年度に策定
する中期経営計画に反映する。

新規就農者等の育成・確保および農用地の
効率利用について、効果を上げている。
中期経営計画を策定にあたっては、成果目
標を定め、一層の成果があがる事業体系とさ
れるよう指導・助言する。事業活動の社会情勢へ

の適合性

活動の成果の達成度

債務超過、借入金はなく、健全な経営をされ
ている。
なお、正味財産期末残高が減少しているた
め、運用益で実施している基金事業の見直し
を行うなど、収入の範囲内で、事業が実施す
るようできるよう、助言・指導する。

債務超過の状況

正味財産期末残高の状
況

累積剰余金（欠損金）の
状況

短期的支払い能力の状
況



H24 H25 H26
自立性 当期末において県派遣職員はない ○ ○ ○

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ低下した。 － － －
常勤職員に占める県派遣職員の割合は前期と概ね同程度 － － －
常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ上昇した。 － － －
当期末において県退職職員の就任はない

常勤職員に占める県退職職員の割合が25%未満 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県退職職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県退職職員の割合は前期と概ね同程度 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ上昇した。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。

前期に比べ減少した。

２期連続で減少した。 ○ ○ ○
当期末において県の財政支出はない

経常収益に占める県の財政支出の割合が25%未満

経常収益に占める県の財政支出の割合が25%以上50%未満

経常収益に占める県の財政支出の割合が50%以上 ○ ○ ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ上昇した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で上昇した。 ○ ○ ○
当期末において県の損失補償等なし ○ ○ ○
県の損失補償等の割合が25%未満

県の損失補償等の割合が25%以上50%未満

県の損失補償等の割合が50%以上

県の損失補償等の割合が２期連続で低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ上昇した。 － － －
県の損失補償等の割合が２期連続で上昇した。 － － －
借入金はすべて県の損失補償等を受けている。 － － －

透明性 規程を整備している。 ○ ○ ○
規程を設けていない。

出資法人のホームページで公開している。 ○ ○ ○
出資法人の事務所において書類を公開している。

県民情報室で公開している。

上記以外の方法で公開している。

不特定の者に対する情報公開はしていない。

財務諸表、事業報告、監査報告書、事業計画、中期経営計画、年度目標、経
営評価表を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標、経営評価表を公
開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画を公開している。 ○ ○ ○
不特定の者に対する情報公開はしていない。

作成した財務諸表について、会計監査人監査を受けている、または、財務諸
表の作成過程で、会計の専門家の指導・助言を受けている。 ○ ○ ○

会計の専門家による監査・指導・助言等は受けていない。

県派遣職員の状況②

県退職職員の就任状況
①

ホームページ上で、公益財団法人としての情報を開示して
おり、また財務諸表について公認会計士の指導・助言を受
けている。

ホームページで財務諸表等を公表されてお
り、透明性は確保されている。

会計専門家の関与状況

情報公開規程の整備状
況

不特定の者に対する情
報公開の機会確保の状
況

情報公開の内容

就農相談、青年就農給付金、農地中間管理事業等につい
て、県の補助金により実施することで、担い手育成・確保
に係る総合的な事業を実施することができている。
運用益の増加が期待できない状況のもとで、基金の目的
を達成していくためには、引き続き、県からの補助金が必
要と考えている。

県退職職員の就任状況
②

県財政支出の状況①

県財政支出の状況②

損失補償等の状況①

損失補償等の状況②

県の所見評価内容
該当項目に○

県では、新規就農者等の育成・確保および農
用地の効率利用を重要な政策と位置付けて
いる。自主財源のみでは政策達成に支障を
来すため、今後とも県からの財政支援（国庫
財源を含む）が必要である。

出資法人の所見

経常収益に占める自主
事業収益の割合

区分 評価項目

県派遣職員の状況①



【出資法人の総合的評価・対応】　

【県の総合的評価・対応】　

【行政経営方針実施計画、中期経営計画の達成状況に関する事項】
平成２７年度に中期経営計画を策定するよう指導・助言する。

【総合所見】
平成２７年度の中期経営計画の策定を通じて、より効率的・効果的に事業が実施されるよう指導、助言する。

【総合所見】
新たに追加された事業をより効果的に推進できるよう検討するとともに、既存事業の見直しを行い、農林漁業の担い手確保・育成のより一層の推進を図る。また、これによるより一層の財政改善を目指す。

【事業に関する事項】
県で重要な政策として位置付けている「新規就農者等の育成・確保」および「農用地の効率利用」に関する事業が適切に実施されている。今後、より効率的・効果的に実施されるよう助言・指導を行う。

【財務に関する事項】
債務超過、借入れ金はなく健全な経営がされているが、正味財産が年々減少しているため、事業見直し等について、指導・助言する。

【事業に関する事項】
農林漁業の担い手確保・育成について「農林漁業への入口」、「就業後の定着」、「経営の改善」という体系とし、事業を推進している。また、平成25年度から「青年就農給付金（準備型）支給事業」、平成26年度から
「農地中間管理事業」を新たに実施するなどより充実した事業展開を行っている。

【財務に関する事項】
正味財産は年々減少しているため、事業見直しを行い、より一層の財政の健全化を図るとともに、研修会の参加者から参加負担金を徴収するなどで収益確保にも努める。

【中期経営計画の達成状況に関する事項】
平成27年度に中期経営計画を策定する。



　財務諸表等へのリンク
公益財団法人　滋賀県農林漁業担い手育成基金ホームページ

http://shiganou.com/

　行政経営方針実施計画の記述

行政経営方針実施計画の各法人に係る部分のデータを貼付してください（画像データでも可）。


