
（別紙様式）

単位：百万円

(911,500)
(731)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

50,950 0

- -

354,193 731,138,498

354,193 731,138,498

- -

- -

支出月支出月

当該運用方法を選択している理由

預貯金
運用管理方針により、預金による運
用が規定されているため。

短期・長期信託 -

平成22年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）

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

基金名称 緊急人材育成・就職支援基金

基金設置法人名 中央職業能力開発協会

有価証券

国債
運用管理方針により、国債による運
用が規定されているため。

政保債・地方債 -

その他社債等 -

科目

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）
（運用収入を含む。）

E

912,231

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

401,947

401,216

執行（支出）済み額 510,284

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２３年度の緊急人材育成支援事業費として173,223百万円を執行予定。
平成２３年度の新卒者就職実現プロジェクト事業費として32,402百万円を執行予定。
平成２３年度の成長分野等人材育成支援事業費として8,000百万円を執行予定。

（執行見込額）

執行済み額（C)の
平成21年度通年分合計 374,240

執行済み額（C)の
平成22年度通年分合計 136,044



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

日系人離職者支援事業委託費 635,433,000 （財）産業雇用安定センター

中小企業等雇用創出支援等業務委託費 368,966,000 （財）産業雇用安定センター

新規訓練設定奨励金 760,200,000 計７１５件

訓練奨励金 1,408,680,000 計４４５件

訓練・生活支援給付金 3,501,240,000 計３２，８９３名

実習型雇用助成金 60,530,000 計３８９件

職場体験受入助成金 15,170,000 計１７５件

職場体験参加者奨励金 15,420,000 計１４６名

収入印紙購入代 410,800 郵便事業㈱

登記印紙購入代 1,000 東京法務局

委員会議事録作成代 47,775 日本盲人職能開発センター

パソコン・ネットワーク機器他リース料 2,060,550 オリックス・レンテック㈱他４社

給付金様式印刷代 346,500 ㈱第一印刷所　

事務用品購入代 755,226 ㈱ミクニ商会他２社

職員人件費 35,435,448 計１０４名

日系人離職者支援事業委託費 530,374,000 （財）産業雇用安定センター

事務用品購入代 583,516 ㈱ミクニ商会他２社

新聞購読料 81,582 日本経済新聞他５社

実習型雇用助成金 115,615,000 計５１０件

職場体験受入助成金 9,540,000 計１０５件

職場体験参加者奨励金 9,420,000 計８４名

訓練・生活支援給付金 3,553,080,000 計３３，４３６名

新規訓練設定奨励金 648,854,848 計５２７件

訓練奨励金 1,279,300,000 計４０５件

訓練奨励金

科目

職場体験参加者奨励金

執行済み額（C)の内訳

5月

消耗品費

5月 業務委託費

5月

5月 消耗品費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

職場体験受入助成金

4月

4月

4月

実習型雇用助成金

雑役務費

4月

4月 業務委託費

支出月

4月 業務委託費

4月 新規訓練設定奨励金

4月 職場体験参加者奨励金

4月

訓練・生活支援給付金

4月 借料及び損料

4月

印刷製本費

人件費

4月

4月 消耗品費

実習型雇用助成金

職場体験受入助成金

訓練・生活支援給付金

5月

5月

5月

5月 新規訓練設定奨励金

5月 訓練奨励金



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

緊急人材育成支援事業委託費 696,582,600 （独）雇用・能力開発機構

パソコン・ネットワーク機器他リース料 3,861,961 東京センチュリーリース㈱他６社

給付金システム運用経費 6,095,775 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

職員旅費 6,280 計９名

労働者派遣料 4,194,009 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他２社

ISDN回線使用料 5,687 東日本電信電話㈱

事務所工事費 1,720,058 ㈱イトーキ他２社

職員人件費 41,312,138 計１０５名

職員人件費退職時精算 -201,369 計１名

収入印紙購入代 200 郵便事業㈱

郵便料金 5,452,850 郵便事業㈱

就職活動困難者支援事業委託費 12,067,650 ㈱テクノ経営総合研究所他２社

発送料 10,240 ヤマト運輸㈱他１社

インターネット接続経費 17,928 ㈱ＵＣＯＭ

業務用名刺印刷代 4,830 ㈱キタジマ

封筒印刷代 400,575 ㈱キタジマ

電話料金 264,173 東日本電信電話㈱他１社

訓練・生活支援給付金 3,940,960,000 計３７，１２０名

実習型雇用助成金 237,780,000 計７８２件

職場体験受入助成金 7,060,000 計７３件

職場体験参加者奨励金 7,320,000 計６４名

正規雇用奨励金（職場体験型） 3,000,000 計６件

訓練奨励金 2,438,840,000 計７４２件

新規訓練設定奨励金 769,105,307 計６１８件

5月 借料及び損料

5月 印刷製本費

5月 印刷製本費

5月 業務委託費

5月 通信運搬費

通信運搬費5月

雑役務費

通信運搬費

人件費

5月

5月 人件費

5月 業務委託費

5月

5月

5月

5月

5月 雑役務費

通信運搬費

5月

5月 雑役務費

雑役務費

旅費

6月 職場体験参加者奨励金

6月 訓練・生活支援給付金

6月 実習型雇用助成金

6月 職場体験受入助成金

6月 正規雇用奨励金（職場体験型）

5月 通信運搬費

6月 訓練奨励金

6月 新規訓練設定奨励金



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

新規訓練設定奨励金取消 -1,000,000 計１件

就職活動困難者支援事業委託費 6,678,000 ㈱ツクイ他１社

メール一括送信システム導入経費 155,400 コクヨＥＣプラットフォーム㈱

事務用品購入代 1,326,653 ㈱ミクニ商会他３社

新聞購読料 44,716 日本経済新聞他５社

職員旅費 109,030 計１０名

封筒印刷代 283,500 ㈱キタジマ

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

コピー・ＦＡＸ使用料 548,305 富士ゼロックス㈱

収入印紙購入代 10,000 郵便事業㈱

職員人件費 95,663,915 計１０４名

パソコン・ネットワーク機器他リース料 4,029,961 東京センチュリーリース㈱他７社

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

給付金システム改修経費 6,063,750 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

労働者派遣料 4,470,944 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他２社

郵便料金 4,973,130 郵便事業㈱

ホームページ改修経費 937,587 日本電気㈱

ISDN回線使用料 5,597 東日本電信電話㈱

長期失業者支援事業委託費 177,843,750 テンプスタッフ転身サポート（㈱）他６社

インターネット接続経費 17,928 ㈱ＵＣＯＭ

発送料 6,400 ヤマト運輸㈱

タクシー使用料 17,860 東京都個人タクシー（協）

事務所光熱水料 624,468 住友不動産㈱

中小企業等雇用創出支援等業務委託費 368,966,000 （財）産業雇用安定センター

6月 業務委託費

6月 雑役務費

6月 新規訓練設定奨励金

6月 借料及び損料

6月 雑役務費

6月 雑役務費

6月 雑役務費

6月 通信運搬費

6月 雑役務費

6月 人件費

6月 消耗品費

6月 消耗品費

6月 旅費

6月 印刷製本費

6月 雑役務費

6月 雑役務費

6月 広報資料作成費

6月 通信運搬費

6月 光熱水料

6月 業務委託費

6月 通信運搬費

6月 業務委託費

6月 通信運搬費

6月 通信運搬費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

電話料金 234,691 東日本電信電話㈱他１社

実習型雇用助成金 462,865,000 計１，３１３件

職場体験受入助成金 700,000 計７件

正規雇用奨励金（職場体験型） 11,500,000 計２３件

職場体験参加者奨励金 840,000 計７名

訓練奨励金 3,287,340,000 計９６７件

新規訓練設定奨励金 1,003,742,247 計７７０件

訓練・生活支援給付金 5,404,500,000 計５０，９１０名

事務所工事費 5,070,450 ㈱イトーキ他２社

新聞購読料 7,850 ㈲勉精堂

事務用品購入代 1,501,307 ㈱ノエス他４社

パソコン・ネットワーク機器他リース料 4,423,269 東京センチュリーリース㈱他７社

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

業務用名刺印刷代 43,470 ㈱キタジマ

職員旅費 13,960 計１０名

コピー・ＦＡＸ使用料 406,187 富士ゼロックス㈱

就職活動困難者支援事業委託費 20,076,000 ㈱ツクイ他２社

長期失業者支援事業委託費 68,376,000 ㈱ツクイ他２社

収入印紙購入代 2,000 郵便事業㈱

ISDN回線使用料 5,776 東日本電信電話㈱

事務所光熱水料 392,805 住友不動産㈱

郵便料金 7,843,775 郵便事業㈱

労働者派遣料 6,814,215 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

7月 雑役務費

7月 業務委託費

7月 雑役務費

7月 業務委託費

7月 印刷製本費

7月 旅費

7月 雑役務費

7月 通信運搬費

7月 光熱水料

7月 通信運搬費

7月 訓練・生活支援給付金

7月 実習型雇用助成金

7月 職場体験受入助成金

7月 正規雇用奨励金（職場体験型）

7月 職場体験参加者奨励金

7月 訓練奨励金

7月 借料及び損料

7月 消耗品費

7月 雑役務費

7月 消耗品費

7月 雑役務費

7月 新規訓練設定奨励金

6月 通信運搬費

7月 雑役務費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

封筒印刷代 293,475 ㈱キタジマ

職員人件費 49,834,188 計１１１名

職員人件費退職時精算 -122,674 計３名

事務所賃料 32,373,405 住友不動産㈱

事務所共益費 8,281,570 住友不動産㈱

事務所清掃料 1,304,465 住友不動産㈱

発送料 4,860 ヤマト運輸㈱

インターネット接続経費 17,928 ㈱ＵＣＯＭ

ホームページ改修経費 170,100 日本電気㈱

給付金システム増設経費 5,775,735 NTTファイナンス㈱

電話料金 258,173 東日本電信電話㈱他１社

訓練・生活支援給付金 4,800,920,000 計４５，２４１名

実習型雇用助成金 603,305,000 計１，５９３件

教育訓練助成金 199,000 計１件

正規雇用奨励金（職場体験型） 8,500,000 計１７件

訓練奨励金 3,224,120,000 計９０８件

新規訓練設定奨励金 681,509,124 計５５６件

長期失業者支援事業委託費 840,000 ㈱キャリーアップ他１社

就職活動困難者支援事業委託費 13,018,950 ㈱ツクイ他２社

緊急人材育成支援事業委託費 390,559,050 （独）雇用・能力開発機構

新聞購読料 89,432 日本経済新聞他５社

事務用品購入代 1,236,496 ㈱ミクニ商会他４社

リーフレット作成経費 2,614,500 ㈱キタジマ

事務所工事費 4,036,200 日興テクノス㈱他２社

8月 業務委託費

8月 消耗品費

8月 消耗品費

8月 業務委託費

8月 業務委託費

8月 訓練奨励金

8月 新規訓練設定奨励金

8月 広報資料作成費

8月 雑役務費

7月 通信運搬費

7月 通信運搬費

7月 土地建物借料

7月 雑役務費

7月 雑役務費

8月 訓練・生活支援給付金

8月 実習型雇用助成金

8月 正規雇用奨励金（職場体験型）

7月 通信運搬費

7月 広報資料作成費

7月 借料及び損料

8月 教育訓練助成金

7月 印刷製本費

7月 人件費

7月 人件費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

給付金様式印刷代 441,462 ㈱第一印刷所

パソコン・ネットワーク機器他リース料 5,035,133 東京センチュリーリース㈱他８社

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

給付金支給決定通知書作成経費 325,867 ㈱イセトー

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

業務用名刺印刷代 4,830 ㈱キタジマ

発送料 20,750 ヤマト運輸㈱

コピー・ＦＡＸ使用料 390,579 富士ゼロックス㈱

労働者派遣料 7,829,167 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

郵便料金 7,649,445 郵便事業㈱

ISDN回線使用料 5,668 東日本電信電話㈱

事務所賃料 6,474,681 住友不動産㈱

事務所共益費 1,656,314 住友不動産㈱

事務所清掃料 260,893 住友不動産㈱

事務所光熱水料 367,957 住友不動産㈱

職員人件費 46,792,264 計１２２名

職員人件費退職時精算 -2,930 計１名

職員旅費 9,010 計９名

訓練・生活支援資金融資関係補助金 32,820,000 （社）日本労働者信用基金協会

就職安定資金融資関係補助金（長期失業者） 39,970,000 （社）日本労働者信用基金協会

インターネット接続経費 18,491 ㈱ＵＣＯＭ

封筒印刷代 411,075 寿堂紙製品工業㈱

ホームページ改修経費 170,646 日本電気㈱

電話料金 284,545 東日本電信電話㈱他１社

8月 印刷製本費

8月 通信運搬費

8月 光熱水料

8月 広報資料作成費

8月 通信運搬費

8月 補助事業費

8月 補助事業費

8月 旅費

8月 人件費

8月 人件費

8月 土地建物借料

8月 雑役務費

8月 印刷製本費

8月 通信運搬費

8月 雑役務費

8月 雑役務費

8月 雑役務費

8月 雑役務費

8月 通信運搬費

8月 通信運搬費

8月 雑役務費

8月 雑役務費

8月 印刷製本費

8月 借料及び損料



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

訓練奨励金 2,860,260,000 計８１９件

訓練奨励金取消 -180,000 計１件

新規訓練設定奨励金 596,277,857 計４９０件

新規訓練設定奨励金取消 -1,000,000 計１件

訓練・生活支援給付金 4,582,120,000 計４３，１５４名

訓練・生活支援給付金取消 -4,480,000 計２８名

振込手数料 892 三菱東京ＵＦＪ銀行

実習型雇用助成金 884,215,000 計２，１２０件

正規雇用奨励金（実習型） 5,500,000 計１１件

正規雇用奨励金（職場体験型） 23,000,000 計４６件

教育訓練助成金 39,400 計１件

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

パソコン・ネットワーク機器他リース料 5,048,726 東京センチュリーリース㈱他８社

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

封筒印刷代 120,750 ㈱キタジマ

事務用品購入代 455,401 ㈱志正堂他３社

給付金支給決定通知書作成経費 551,931 ㈱イセトー

コピー・ＦＡＸ使用料 429,118 富士ゼロックス㈱

職員旅費 7,360 計１２名

労働者派遣料 7,977,768 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

健康診断料 107,625 医療法人社団　同友会

ISDN回線使用料 5,785 東日本電信電話㈱

郵便料金 7,015,660 郵便事業㈱

発送料 37,490 ヤマト運輸㈱

9月 雑役務費

9月 消耗品費

新規訓練設定奨励金9月

9月 雑役務費

9月 雑役務費

9月 印刷製本費

借料及び損料

9月 雑役務費

9月

9月 通信運搬費

9月 厚生経費

9月 通信運搬費

9月 通信運搬費

9月 旅費

9月 雑役務費

9月 訓練・生活支援給付金

9月 正規雇用奨励金（実習型）

9月 正規雇用奨励金（職場体験型）

9月 訓練奨励金

9月 新規訓練設定奨励金

9月 訓練・生活支援給付金

9月 訓練奨励金

9月 雑役務費

9月 実習型雇用助成金

9月 教育訓練助成金



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

業務用名刺印刷代 4,830 ㈱キタジマ

職員人件費 43,975,878 計１２２名

職員人件費退職時精算 -7,000 計１名

長期失業者支援事業委託費 945,257 ㈱キャリア総合研究所他５社

就職活動困難者支援事業委託費 708,750 ㈱アイズ・インターナショナル

インターネット接続経費 19,303 ㈱ＵＣＯＭ

収入印紙購入代 29,000 郵便事業㈱

事務所光熱水料 404,220 住友不動産㈱

ホームページ改修経費 437,556 日本電気㈱

委員謝金 129,150 計８名

委員旅費 2,940 計８名

会議会場借上料 62,370 （財）鉄道弘済会　弘済会館

会議用お茶代 7,854 （財）鉄道弘済会　弘済会館

電話料金 315,126 東日本電信電話㈱他１社

長期失業者支援事業委託費 1,824,375 テンプスタッフ転身サポート㈱他４社

中小企業等雇用創出支援等業務委託費 368,966,000 （財）産業雇用安定センター

訓練・生活支援給付金 7,226,180,000 計６８，０２８名

訓練・生活支援給付金取消 -1,040,000 計９名

訓練奨励金 5,402,000,000 計１，５８１件

新規訓練設定奨励金 890,991,550 計７２９件

実習型雇用助成金 824,870,000 計１，８７１件

実習型雇用助成金取消 -480,000 計１件

正規雇用奨励金（実習型） 29,500,000 計５９件

正規雇用奨励金（職場体験型） 26,000,000 計５２件10月 正規雇用奨励金（職場体験型）

10月 業務委託費

10月 業務委託費

10月 訓練・生活支援給付金

10月 訓練・生活支援給付金

10月 訓練奨励金

10月 新規訓練設定奨励金

10月 実習型雇用助成金

10月 実習型雇用助成金

10月 正規雇用奨励金（実習型）

9月 通信運搬費

9月 諸謝金

9月 旅費

9月 借料及び損料

9月 会議費

9月 広報資料作成費

9月 光熱水料

9月 雑役務費

9月 通信運搬費

9月 業務委託費

9月 業務委託費

9月 人件費

9月 印刷製本費

9月 人件費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

教育訓練助成金 99,600 計１件

郵便料金 6,548,895 郵便事業㈱

パソコン・ネットワーク機器他リース料 4,128,873 東京センチュリーリース㈱他６社

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

新聞購読料 73,732 日本経済新聞社他５社

事務用品購入代 1,269,104 ㈱ミクニ商会他４社

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

会議会場借上料 9,000 東洋鉄球㈱

給付金支給決定通知書作成経費 435,862 ㈱イセトー

コピー・FAX使用料 420,010 富士ゼロックス㈱

職員旅費 12,980 計７名

書類保管経費 136,496 東武デリバリー㈱

委員会議事録作成代 54,600 日本盲人職能開発センター

ISDN回線使用料 5,561 東日本電信電話㈱

職員人件費 50,833,705 計１３３名

職員人件費退職時精算 -261,007 計１名

健康診断料 156,975 医療法人社団　同友会他１社

ネットワーク機器他運用支援経費 1,704,516 富士通㈱

就職活動困難者支援事業委託費 52,500 ㈱テクノ経営総合研究所　

収入印紙購入代 2,800 郵便事業㈱

発送料 34,675 ヤマト運輸㈱他１社

事務所工事費 444,990 住友不動産㈱他１社

給付金様式印刷代 446,250 ㈱キタジマ

労働者派遣料 7,430,488 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

10月 雑役務費

10月 業務委託費

10月 雑役務費

10月 通信運搬費

10月 雑役務費

10月 印刷製本費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 旅費

10月 借料及び損料

10月 雑役務費

10月 通信運搬費

10月 人件費

10月 人件費

10月 厚生経費

10月 教育訓練助成金

10月 通信運搬費

10月 借料及び損料

10月 雑役務費

10月 消耗品費

10月 消耗品費

10月 雑役務費

10月 借料及び損料



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

電話料金 138,421 東日本電信電話㈱

訓練・生活支援給付金 5,767,300,000 計５４，２８９名

訓練・生活支援給付金取消 -1,620,000 計１１名

訓練奨励金 4,564,700,000 計１，３５０件

新規訓練設定奨励金 771,246,616 計６１０件

実習型雇用助成金 791,350,000 計１，７３１件

正規雇用奨励金（実習型） 57,000,000 計１１４件

正規雇用奨励金（職場体験型） 23,000,000 計４６件

教育訓練助成金 685,000 計７件

パソコン・ネットワーク機器他リース料 6,102,145 東京センチュリーリース㈱他８社

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

給付金システム運用経費 5,426,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

給付金システム増設経費 2,267,685 ＮＴＴファイナンス㈱

事務用品購入代 900,387 ㈱ミクニ商会他３社

労働者派遣料 6,473,588 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

事務所工事費 10,372,425 住友不動産㈱他３社

預金残高証明書発行手数料 5,250 みずほ銀行他１社

給付金支給決定通知書作成経費 552,044 ㈱イセトー

発送料 44,590 ヤマト運輸㈱他１社

コピー・FAX使用料 457,865 富士ゼロックス㈱

就職活動困難者支援事業委託費 10,500 ㈱ツクイ

電話料金 432,843 東日本電信電話㈱他１社

職員人件費 47,876,629 計１３１名

職員人件費退職時精算 -19,170 計１名

11月 業務委託費

11月 通信運搬費

11月 人件費

11月 人件費

11月 雑役務費

11月 雑役務費

11月 消耗品費

11月 雑役務費

11月 雑役務費

11月 雑役務費

11月 雑役務費

11月 通信運搬費

11月 雑役務費

11月 訓練・生活支援給付金

11月 訓練奨励金

11月 新規訓練設定奨励金

11月 実習型雇用助成金

11月 正規雇用奨励金（実習型）

11月 正規雇用奨励金（職場体験型）

11月 教育訓練助成金

11月 借料及び損料

11月 雑役務費

10月 通信運搬費

11月 訓練・生活支援給付金



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

書類保管経費 46,981 東武デリバリー㈱

郵便料金 8,120,315 郵便事業㈱

ホームページ改修経費 294,987 日本電気㈱

封筒作成代 498,750 寿堂紙製品工業㈱

職員旅費 15,090 計９名

ISDN回線使用料 5,875 東日本電信電話㈱

訓練・生活支援資金融資関係補助金 97,155,000 （社）日本労働者信用基金協会

就職安定資金融資関係補助金（長期失業者） 31,785,000 （社）日本労働者信用基金協会

緊急人材育成支援事業委託費 426,795,600 （独）雇用・能力開発機構

収入印紙購入代 400 郵便事業㈱

健康診断料 210,000 経済団体健康保険組合

インターネット接続経費 17,431 ㈱ＵＣＯＭ

事務所設備保守料 178,032 日興テクノス㈱他１社

登記印紙購入代 1,500 東京法務局

新聞購読料 36,866 日本経済新聞社他４社

振込手数料 630 秋田銀行

訓練・生活支援給付金 7,431,260,000 計７０ ，００５名

訓練・生活支援給付金取消 -3,080,000 計１４名

訓練奨励金 5,918,880,000 計１，７４５件

新規訓練設定奨励金 915,777,342 計７４７件

実習型雇用助成金 1,488,395,000 計３，１９７件

正規雇用奨励金（実習型） 213,500,000 計４２７件

正規雇用奨励金（職場体験型） 30,000,000 計６０件

教育訓練助成金 1,943,800 計７件12月 教育訓練助成金

11月 消耗品費

11月 雑役務費

12月 訓練・生活支援給付金

12月 訓練・生活支援給付金

12月 訓練奨励金

12月 新規訓練設定奨励金

12月 実習型雇用助成金

12月 正規雇用奨励金（実習型）

12月 正規雇用奨励金（職場体験型）

11月 通信運搬費

11月 補助事業費

11月 補助事業費

11月 業務委託費

11月 雑役務費

11月 厚生経費

11月 通信運搬費

11月 雑役務費

11月 雑役務費

11月 借料及び損料

11月 通信運搬費

11月 広報資料作成費

11月 印刷製本費

11月 旅費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

電話料金 1,062,146 東日本電信電話㈱他１社

パソコン・ネットワーク機器他リース料 6,365,951 東京センチュリーリース㈱他８社

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

コピー・FAX使用料 431,210 富士ゼロックス㈱

事務用品購入代 1,088,642 ㈱ミクニ商会他１社

新聞購読料 68,266 日本経済新聞社他５社

タクシー使用料 2,450 東京都個人タクシー（協）

給付金支給決定通知書作成経費 681,097 ㈱イセトー

郵便料金 8,200,450 郵便事業㈱

登記印紙購入代 1,500 東京法務局

収入印紙購入代 200 郵便事業㈱

事務所敷金負担金 84,610,000 住友不動産㈱

発送料 40,580 ヤマト運輸㈱

事務所光熱水料 1,177,923 住友不動産㈱

職員人件費 116,000,510 計１３０名

ISDN回線使用料 6,240 東日本電信電話㈱

労働者派遣料 11,575,820 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

封筒印刷代 131,250 ㈱キタジマ

書類保管経費 70,314 東武デリバリー㈱

職員旅費 61,810 計１５名

長期失業者支援事業委託費 735,000 ㈱キャリア総合研究所他３社

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 400,000 計７件

健康診断料 4,200 経済団体健康保険組合

12月 雑役務費

12月 印刷製本費

12月 借料及び損料

12月 旅費

12月 業務委託費

12月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金

12月 厚生経費

12月 雑役務費

12月 通信運搬費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 敷金・保証金

12月 通信運搬費

12月 光熱水料

12月 人件費

12月 通信運搬費

12月 通信運搬費

12月 借料及び損料

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 消耗品費

12月 消耗品費

12月 通信運搬費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

ホームページ掲載経費 39,123 日本電気㈱

事務所賃料 31,334,700 住友不動産㈱

事務所共益費 8,015,852 住友不動産㈱

事務所清掃料 1,167,589 住友不動産㈱

インターネット接続経費 347,310 ＫＤＤＩ㈱

インターネット接続初期費用 604,334 ＫＤＤＩ㈱

振込手数料 840 浜松信用金庫

訓練・生活支援給付金 5,789,880,000 計５４，５５１名

訓練・生活支援給付金取消 -120,000 計１名

訓練奨励金 4,331,060,000 計１，３５９件

新規訓練設定奨励金 641,052,406 計５４２件

実習型雇用助成金 600,280,000 計１，２７５件

実習型雇用助成金取消 -655,000 計２件

正規雇用奨励金（実習型） 52,500,000 計１０５件

正規雇用奨励金（職場体験型） 5,500,000 計１１件

教育訓練助成金 265,200 計１件

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 2,500,000 計３３件

パソコン・ネットワーク機器他リース料 6,685,702 東京センチュリーリース㈱他８社

給付金システム運用経費 5,505,150 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

職員研修経費 91,215 （財）２１世紀職業財団

アンケート調査集計経費 318,977 ㈱帝国データバンク

事務用品購入代 1,300,812 ㈱ノエス他１社

中小企業等雇用創出支援等業務委託費 368,964,000 （財）産業雇用安定センター

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

1月 雑役務費

1月 消耗品費

1月 業務委託費

1月 雑役務費

1月 借料及び損料

1月 訓練奨励金

1月 新規訓練設定奨励金

1月 実習型雇用助成金

1月 実習型雇用助成金

1月 正規雇用奨励金（実習型）

1月 雑役務費

1月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 通信運搬費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

1月 訓練・生活支援給付金

1月 訓練・生活支援給付金

1月 正規雇用奨励金（職場体験型）

1月 教育訓練助成金

1月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金

12月 広報資料作成費

12月 土地建物借料



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

給付金支給決定通知書作成経費 569,063 ㈱イセトー

事務所工事費 134,400 日興テクノス㈱他１社

郵便料金 8,433,390 郵便事業㈱

職員旅費 21,600 計１６名

ホームページ改修経費 204,687 日本電気㈱

電話料金 528,755 東日本電信電話㈱他１社

労働者派遣料 5,947,877 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他２社

職員人件費 55,717,919 計１３１名

発送料 41,270 ヤマト運輸㈱

事務所賃料 7,833,675 住友不動産㈱

事務所共益費 2,003,963 住友不動産㈱

事務所清掃料 292,666 住友不動産㈱

コピー・FAX使用料 485,085 富士ゼロックス㈱

ISDN回線使用料 6,133 東日本電信電話㈱

長期失業者支援事業委託費 427,875 ㈱キャリア総合研究所他３社

ネットワーク機器等運用支援経費 662,936 富士通㈱他１社

職員研修会場借上料 49,000 ㈲フロアサポート

給付金様式印刷代 446,250 ㈱キタジマ

封筒印刷代 328,650 ㈱キタジマ

新聞購読料 44,716 日本経済新聞社他５社

書類保管経費 86,565 東武デリバリー㈱

事務所光熱水料 487,750 住友不動産㈱

備品修理代 45,360 ㈱シルバーサービス

インターネット接続経費 269,850 ＫＤＤＩ㈱1月 通信運搬費

1月 業務委託費

1月 雑役務費

1月 借料及び損料

1月 印刷製本費

1月 印刷製本費

1月 消耗品費

1月 借料及び損料

1月 光熱水料

1月 雑役務費

1月 通信運搬費

1月 雑役務費

1月 人件費

1月 通信運搬費

1月 土地建物借料

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 通信運搬費

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 通信運搬費

1月 旅費

1月 広報資料作成費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

訓練・生活支援給付金 5,972,380,000 計５６，３４７名

訓練・生活支援給付金取消 -4,040,000 計１４名

訓練奨励金 5,528,680,000 計１，６８９件

新規訓練設定奨励金 669,423,552 計５３７件

実習型雇用助成金 366,350,000 計７８２件

正規雇用奨励金（実習型） 480,500,000 計８４６件

正規雇用奨励金（職場体験型） 20,000,000 計４０件

教育訓練助成金 4,606,200 計１３件

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 40,000,000 計１９８件

振込手数料 525 広島銀行　

パソコン・ネットワーク機器他リース料 6,583,848 東京センチュリーリース㈱他９社

経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

事務用品購入代 468,709 ㈱ミクニ商会他１社

電話料金 1,085,202 東日本電信電話㈱他１社

給付金支給決定通知書作成経費 687,605 ㈱イセトー

職員研修委託費 903,000 ㈱日本能率協会コンサルティング

発送料 47,830 ヤマト運輸㈱

既卒者奨励金データ通信経費 17,115 ㈱ジャストシステム

ホームページ改修経費 147,798 日本電気㈱

収入印紙購入代 1,000 郵便事業㈱

コピー・FAX使用料 517,445 富士ゼロックス㈱

郵便料金 8,499,870 郵便事業㈱

労働者派遣料 10,848,950 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

2月 通信運搬費

2月 雑役務費

2月 広報資料作成費

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 通信運搬費

2月 雑役務費

2月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金

2月 雑役務費

2月 借料及び損料

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 消耗品費

2月 通信運搬費

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 訓練・生活支援給付金

2月 訓練・生活支援給付金

2月 訓練奨励金

2月 新規訓練設定奨励金

2月 実習型雇用助成金

2月 正規雇用奨励金（実習型）

2月 正規雇用奨励金（職場体験型）

2月 教育訓練助成金



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

事務所光熱水料 379,335 住友不動産㈱

ISDN回線使用料 6,454 東日本電信電話㈱

職員旅費 13,690 計１４名

職員人件費 47,509,967 計１２８名

職員人件費退職時精算返還分 -4,500 計１名

登記印紙購入代 1,000 東京法務局

訓練・生活支援資金融資関係補助金 150,325,000 （社）日本労働者信用基金協会

就職安定資金融資関係補助金（長期失業者） -4,000,000 （社）日本労働者信用基金協会

ネットワーク機器等運用支援経費 524,863 富士通㈱他１社

書類保管経費 236,484 東武デリバリー㈱

事務所賃料 7,833,675 住友不動産㈱

事務所共益費 2,003,963 住友不動産㈱

事務所清掃料 292,666 住友不動産㈱

新聞購読料 44,716 日本経済新聞社他５社

委員会謝金 50,400 計３名

委員会旅費 3,140 計３名

インターネット接続経費 595,233 ＫＤＤＩ㈱

封筒印刷代 283,500 ㈱寿堂紙製品工業

業務用名刺印刷代 24,255 ㈱キタジマ

訓練・生活支援給付金 5,973,500,000 計５６，３５５名

訓練・生活支援給付金取消 -2,160,000 計７名

訓練奨励金 4,476,720,000 計１，４２７件

訓練奨励金取消 -400,000 計１件

新規訓練設定奨励金 889,819,238 計６７３件

3月 訓練・生活支援給付金

3月 訓練奨励金

3月 訓練奨励金

3月 新規訓練設定奨励金

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 消耗品費

2月 諸謝金

2月 旅費

2月 通信運搬費

2月 印刷製本費

2月 印刷製本費

3月 訓練・生活支援給付金

2月 旅費

2月 人件費

2月 人件費

2月 雑役務費

2月 補助事業費

2月 補助事業費

2月 雑役務費

2月 借料及び損料

2月 土地建物借料

2月 光熱水料

2月 通信運搬費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

実習型雇用助成金 95,135,000 計２０２件

実習型雇用助成金取消 -480,000 計１件

正規雇用奨励金（実習型） 825,000,000 計１，６５０件

正規雇用奨励金（実習型）取消 -500,000 計１件

教育訓練助成金 5,646,200 計２０件

正規雇用奨励金（職場体験型） 22,000,000 計４４件

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 347,300,000 計１，１９９件

パソコン・ネットワーク機器他リース料 11,969,858 東京センチュリーリース㈱他８社

経理システム運用経費 168,000 東芝情報機器㈱

労働者派遣料 10,059,790 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他３社

封筒印刷代 207,900 ㈱キタジマ

事務用品購入代 1,164,361 ㈱ミクニ商会他３社

給付金支給決定通知書作成経費 569,184 ㈱イセトー

既卒者奨励金データ通信経費 17,115 ㈱ジャストシステム

発送料 57,040 ヤマト運輸㈱

給付金システム運用経費 9,592,800 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

ホームページ掲載経費 684,873 日本電気㈱

電話料金 548,192 東日本電信電話㈱他１社

インターネット接続経費 325,199 ＫＤＤＩ㈱

書類保管経費 175,647 東武デリバリー㈱

郵便料金 7,851,780 郵便事業㈱

コピー・ＦＡＸ使用料 488,552 富士ゼロックス㈱

職員旅費 52,380 計１８名

ISDN回線使用料 6,067 東日本電信電話㈱3月 通信運搬費

3月 通信運搬費

3月 雑役務費

3月 広報資料作成費

3月 通信運搬費

3月 通信運搬費

3月 借料及び損料

3月 通信運搬費

3月 雑役務費

3月 旅費

3月 正規雇用奨励金（職場体験型）

3月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金

3月 借料及び損料

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 印刷製本費

3月 消耗品費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 実習型雇用助成金

3月 実習型雇用助成金

3月 正規雇用奨励金（実習型）

3月 正規雇用奨励金（実習型）

3月 教育訓練助成金



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

職員人件費 47,205,208 計１２７名

緊急人材育成支援事業委託費 68,073,514 （独）雇用・能力開発機構

長期失業者支援事業委託費 472,258 ㈱キャリア総合研究所他１社

収入印紙購入代 424,000 郵便事業㈱

ネットワーク機器他運用支援経費 257,512 富士通㈱他１社

事務所工事費 294,000 ㈱イトーキ他１社

新聞購読料 44,716 日本経済新聞社他５社

防災管理定期点検料 60,375 ニッケイ㈱

事務所光熱水料 492,357 住友不動産㈱

委員謝金 113,400 計６名

委員旅費 2,680 計６名

会議会場借上料 62,370 （財）鉄道弘済会　弘済会館

会議用お茶代 7,854 （財）鉄道弘済会　弘済会館

平成２２年度退職給付引当金繰入 3,131,894

平成２２年度確定労働保険料 6,628,443 東京労働局

訓練・生活支援給付金 1,576,120,000 計１４，８５６名

訓練奨励金 1,572,860,000 計４９０件

新規訓練設定奨励金 227,370,482 計１６５件

監査報酬料 1,050,000 有限責任　あずさ監査法人

給付金支給決定通知書作成経費 568,053 ㈱イセトー

委員会議事録作成代 47,775 日本盲人機能開発センター

業務用名刺印刷代 28,665 ㈱キタジマ

電話料金 362,561 東日本電信電話㈱他１社

アンケート調査集計経費 121,453 ㈱マイルポスト

4月 訓練奨励金

4月 新規訓練設定奨励金

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 印刷製本費

4月 通信運搬費

4月 雑役務費

3月 光熱水料

3月 諸謝金

3月 旅費

3月 借料及び損料

3月 会議費

3月 人件費

3月 人件費

4月 訓練・生活支援給付金

3月 人件費

3月 業務委託費

3月 業務委託費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 消耗品費

3月 雑役務費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

ホームページ改修経費 1,832,712 日本電気㈱他１社

事務所工事費 661,500 ㈱イトーキ他１社

電話交換機保守料 315,000 日興テクノス㈱

発送料 48,710 ヤマト運輸㈱

職員旅費 25,180 計１２名

書類保管経費 182,122 東武デリバリー㈱

備品レンタル料 316,205 エイトレント㈱他１社

コピー・ＦＡＸ使用料 395,802 富士ゼロックス㈱

郵便料金 9,110,905 郵便事業㈱

既卒者奨励金データ通信経費 17,115 ㈱ジャストシステム

労働者派遣料 12,286,764 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他５社

事務所光熱水料 407,307 住友不動産㈱

メール一括送信システム運用経費 24,018 コクヨECプラットフォーム㈱

職員人件費 7,982,604 計１２７名

預金残高証明書発行手数料 525 三菱東京ＵＦＪ銀行

ネットワーク機器他運用支援経費 225,028 富士通㈱

長期失業者支援事業委託費 31,500 テンプスタッフ・ドレーク・ビーム・モリン㈱

インターネット接続経費 297,294 ＫＤＤＩ㈱

事務所工事費 21,000 住友不動産㈱

平成２２年度研修生・技能実習生の帰国旅費立替払事業委託費 4,020 （財）国際研修協力機構

平成２２年度ジョブカード講習関係業務委託費 71,368,083 （財）日本生産性本部

平成２２年度訓練・生活支援資金融資 209,674,645 （社）日本労働者信用基金協会

平成２２年度就職安定資金融資（長期失業者） 15,043,949 （社）日本労働者信用基金協会

平成２2年度緊急人材育成支援事業委託費返還金 -86,668,343 （独）雇用・能力開発機構

4月 雑役務費

4月 通信運搬費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 光熱水料

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 通信運搬費

4月 旅費

4月 借料及び損料

4月 借料及び損料

4月 雑役務費

4月 人件費

4月 雑役務費

4月 広報資料作成費

4月 業務委託費

4月 通信運搬費

5月 雑役務費

5月 業務委託費

5月 業務委託費

5月 補助事業費

5月 補助事業費

5月 業務委託費



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先科目

執行済み額（C)の内訳

支出月

平成２2年度中小企業等雇用創出支援等業務委託費返還金 -219,799,093 （財）産業雇用安定センター

平成２２年度日系人離職者支援事業委託費返還金 -213,861,860 （財）産業雇用安定センター

5月 業務委託費

5月 業務委託費


