
（別紙様式）

単位：百万円

(1,018,368)

(1,288)

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)

22,290 0

- -

65,695 149,479,938

65,695 149,479,938

- -

- -

>2011/10/1<2012/5/31

A
基金造成のための

国からの交付決定額
（運用収入を含む。）

1,019,656

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成26年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
87,819

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

科目 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 -

執行（支出）済み額 931,837

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成26年度の若者育成支援事業費として、48,589百万円を執行予定。
平成26年度の短期集中特別訓練事業費として、4,411百万円を執行予定。
平成26年度の民間人材ビジネスの活用による労働市場の機能強化事業費として、90百万円を執行予
定。

（執行見込額） 87,669

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 -

執行済み額（C)の
平成24年度通年分合計 31,586

執行済み額（C)の
平成25年度通年分合計 102,492

執行済み額（C)の
平成26年度上半期分合計 59,826

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

執行済み額（C)の
平成23年度通年分合計 227,650
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 2,900,000 計８件

成長分野等人材育成奨励金 1,779,187,000 計２５１件

成長分野等人材育成奨励金（震災特例） 9,071,000 計２０件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 5,884,900 計１２件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 40,254,982 計４１件

正規雇用労働者育成支援奨励金 275,482,000 計２１６件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 365,306,700 計３５９件

地域若者サポートステーション事業経費 251,805,777 計３２件

若年無業者等集中訓練プログラム事業奨励金 6,591,000 計５件

職員人件費 7,651,180 計１８名

新聞購読料 54,108 ㈱今田新聞店

金融機関・店舗情報CD-ROM 175,520 一般社団法人　全国銀行協会

業務用名刺印刷代 15,876 ㈱キタジマ

住民票取得返信用切手代 246 千葉中央区役所他２件

公判記録の謄写記録発送代 510 福岡県弁護士協同組合

住民票取得手数料 1,400 千葉中央区役所他２件

公判記録の謄写費用 240 福岡県弁護士協同組合

預金残高証明書発行手数料 2,100 三菱東京ＵＦＪ銀行　春日町支店

事務所賃料 2,067,356 三井不動産ビルマネジメント㈱

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 1,800,000 計２件

成長分野等人材育成奨励金 1,297,323,000 計２３９件

成長分野等人材育成奨励金（復興関連） 2,090,000 計１件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 3,870,100 計８件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 38,859,672 計４３件

正規雇用労働者育成支援奨励金 364,775,000 計２３１件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 425,512,500 計４７７件

地域若者サポートステーション事業経費 267,604,234 計９２件

若年無業者等集中訓練プログラム事業奨励金 30,384,000 計１９件

地域若者サポートステーション事業連絡会議費 55,160 計２件

職員人件費 7,338,948 計１７名

法律顧問料・弁護士謝金 173,500 計１名

職員旅費 2,036 計４名

スパムメール除去ソフト 86,281 ㈱ノエス

事務用品購入代 9,291 ㈱ノエス

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,887 ＮＴＴファイナンス㈱

郵便料金 124,220 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票取得返信用切手代 1,722 石川県内灘町役場他２件

4月 成長分野等人材育成奨励金（震災特例）

4月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

4月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用)

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

4月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金

4月 成長分野等人材育成奨励金

4月 地域若者サポートステーション事業経費

4月 人件費

4月 消耗品費

4月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用)

4月 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練)

4月 地域若者サポートステーション事業経費

4月 通信運搬費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 消耗品費

4月 印刷製本費

4月 通信運搬費

5月 成長分野等人材育成奨励金

5月 成長分野等人材育成奨励金（復興関連）

5月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

4月 雑役務費

4月 土地建物借料

5月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金

5月 地域若者サポートステーション事業経費

5月 地域若者サポートステーション事業経費

5月 地域若者サポートステーション事業経費

5月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用)

5月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用)

5月 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練)

5月 消耗品費

5月 消耗品費

5月 通信運搬費

5月 人件費

5月 諸謝金

5月 旅費

5月 通信運搬費

5月 通信運搬費

2/6



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

光熱水料 30,760 三井不動産ビルマネジメント㈱

パソコン・ネットワーク機器他リース料 501,703 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 351,347 東武デリバリー㈱

ネットワーク機器運用支援経費 38,059 富士テレコム(株)

コピー・FAX使用料 51,704 富士ゼロックス㈱

事務所清掃料 31,320 三井不動産ビルマネジメント㈱

各奨励金データ通信経費 69,444 ㈱ジャストシステム

債務者調査経費 4,860 オリファサービス債権回収㈱

派遣労働者料 300,907 マンパワージャパン㈱

住民票等取得手数料 8,450 大田原市役所他８件

事務所賃料 1,033,678 三井不動産ビルマネジメント㈱

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 125,000 計１件

成長分野等人材育成奨励金 1,390,028,000 計２５６件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 8,261,700 計２７件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 37,167,932 計５１件

正規雇用労働者育成支援奨励金 410,722,000 計３４０件

人材育成型労働移動支援奨励金（再就職コース） 489,900 計１件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 668,799,300 計７０５件

地域若者サポートステーション事業経費 350,955,267 計１１９件

職員人件費 17,021,550 計１７名

法律顧問料・弁護士謝金 173,500 計１名

職員旅費 2,640 計２名

事務用品購入代 25,920 ㈱ミクニ商会

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,025 ＮＴＴファイナンス㈱

電話利用料金 7,725 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 174,285 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票等取得返信用切手代 1,722 青森市役所他２０件

訴訟事件に関する書類配送料立替払い 3,672 計１名（顧問弁護士）

公判記録の謄写記録発送代 510 福岡県弁護士協同組合

光熱水料 29,982 三井不動産ビルマネジメント㈱

パソコン・ネットワーク機器他リース料 501,703 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 347,814 東武デリバリー㈱

経理システム運用経費 172,800 東芝ソリューション販売㈱

ネットワーク機器運用支援経費 228,004 富士テレコム(株)

コピー・FAX使用料 88,170 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 286,579 マンパワージャパン㈱

事務所清掃料 31,320 三井不動産ビルマネジメント㈱

5月 借料及び損料

5月 借料及び損料

5月 雑役務費

5月 光熱水料

5月 雑役務費

5月 雑役務費

5月 雑役務費

5月 雑役務費

5月 雑役務費

5月 雑役務費

6月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

6月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用)

6月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用)

5月 土地建物借料

6月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金

6月 成長分野等人材育成奨励金

6月 人件費

6月 諸謝金

6月 旅費

6月 日本再生人材育成奨励金（再就職コース）

6月 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練)

6月 地域若者サポートステーション事業経費

6月 通信運搬費

6月 通信運搬費

6月 通信運搬費

6月 消耗品費

6月 通信運搬費

6月 通信運搬費

6月 借料及び損料

6月 雑役務費

6月 雑役務費

6月 通信運搬費

6月 光熱水料

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
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

各奨励金データ通信経費 69,444 ㈱ジャストシステム

住民票等取得手数料 8,100 青森市役所他２１件

公判記録の謄写費用 1,020 福岡県弁護士協同組合

事務所賃料 1,033,678 三井不動産ビルマネジメント㈱

ホームページ維持・運用経費 64 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

成長分野等人材育成奨励金 1,297,301,000 計２８１件

成長分野等人材育成奨励金（震災特例） 1,590,000 計４件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 1,911,300 計３件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 41,641,896 計４７件

正規雇用労働者育成支援奨励金 542,747,000 計４５２件

人材育成型労働移動支援奨励金（出向コース） 4,981,600 計１件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 949,459,200 計９４０件

地域若者サポートステーション事業経費 422,190,260 計１３６件

若年無業者等集中訓練プログラム事業奨励金 18,377,000 計１１件

職員人件費 8,280,378 計１９名

法律顧問料 157,500 計１名

職員旅費 237,896 計６名

事務用品購入代 12,960 ㈱ミクニ商会

業務用名刺印刷代 27 ㈱キタジマ

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,319 ＮＴＴファイナンス㈱

電話利用料金 6,508 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 162,666 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票取得返信用切手代 902 釜石市役所他８件

発送料 756 ヤマト運輸㈱

パソコン・ネットワーク機器他リース料 587,108 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 350,116 東武デリバリー㈱

光熱水料 33,205 三井不動産ビルマネジメント㈱

経理システム運用経費 86,400 東芝ソリューション販売㈱

ネットワーク機器運用支援経費 38,059 富士テレコム(株)

コピー・FAX使用料 117,994 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 300,907 マンパワージャパン㈱

事務所清掃料 31,320 三井不動産ビルマネジメント㈱

各奨励金データ通信経費 69,444 ㈱ジャストシステム

契約の締結における収入印紙購入代 300,000 日本郵便㈱新宿郵便局

債務者調査経費 137,160 オリファサービス債権回収㈱

住民票等取得手数料 4,000 釜石市役所他９件

事務所賃料 1,033,678 三井不動産ビルマネジメント㈱

6月 雑役務費

6月 雑役務費

6月 雑役務費

7月 成長分野等人材育成奨励金（震災特例）

7月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

7月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用)

6月 土地建物借料

6月 広報資料作成費

7月 成長分野等人材育成奨励金

7月 地域若者サポートステーション事業経費

7月 地域若者サポートステーション事業経費

7月 人件費

7月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用)

7月 日本再生人材育成奨励金（出向コース）

7月 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練)

7月 印刷製本費

7月 通信運搬費

7月 通信運搬費

7月 諸謝金

7月 旅費

7月 消耗品費

7月 借料及び損料

7月 借料及び損料

7月 光熱水料

7月 通信運搬費

7月 通信運搬費

7月 通信運搬費

7月 雑役務費

7月 雑役務費

7月 雑役務費

7月 雑役務費

7月 雑役務費

7月 雑役務費

7月 土地建物借料

7月 雑役務費

7月 雑役務費

7月 雑役務費
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

ホームページ維持・運用経費 30 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

成長分野等人材育成奨励金 1,297,631,000 計２２５件

成長分野等人材育成奨励金（震災特例） 5,152,000 計１件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 7,632,100 計２２件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 26,673,825 計３３件

正規雇用労働者育成支援奨励金 449,311,000 計３４８件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 817,194,550 計７４５件

地域若者サポートステーション事業経費 181,125,272 計１０１件

若年無業者等集中訓練プログラム事業奨励金 7,331,000 計９件

職員人件費 8,526,932 計１９名

法律顧問料・弁護士謝金 159,896 計１名

職員旅費 2,657 計３名

事務用品購入代 19,376 ㈱ミクニ商会他１社

封筒印刷代 7,050 ㈱キタジマ

業務用名刺印刷代 68,037 ㈱キタジマ

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,236 ＮＴＴファイナンス㈱

電話利用料金 8,947 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 171,859 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票取得返信用切手代 574 福岡市役所他６件

債権回収に係る「返還依頼書」の発出用切手・着払い郵便料金立替払い 11,268 計１名（職員）

パソコン・ネットワーク機器他リース料 537,062 東京センチュリーリース㈱他２件

書類保管経費 343,923 東武デリバリー㈱

光熱水料 28,730 三井不動産ビルマネジメント㈱

経理システム運用経費 86,400 東芝ソリューション販売㈱

ネットワーク機器運用支援経費 38,211 富士テレコム(株)

コピー・FAX使用料 71,384 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 301,384 マンパワージャパン㈱

事務所清掃料 31,320 三井不動産ビルマネジメント㈱

債務者調査経費 58,320 オリファサービス債権回収㈱

各奨励金データ通信経費 69,444 ㈱ジャストシステム

契約の締結における収入印紙購入代 100,000 日本郵便㈱新宿郵便局

契約の締結における収入印紙購入代 120,000 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票等取得手数料 2,650 札幌市東区役所他１件

事務所賃料 1,033,678 三井不動産ビルマネジメント㈱

ホームページ維持・運用経費 31 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

３年以内既卒者採用拡大奨励金 1,000,000 計１件

成長分野等人材育成奨励金 894,757,000 計１５６件

7月 広報資料作成費

8月 成長分野等人材育成奨励金

8月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用)

8月 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練)

8月 地域若者サポートステーション事業経費

8月 成長分野等人材育成奨励金（震災特例）

8月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

8月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用)

8月 旅費

8月 消耗品費

8月 印刷製本費

8月 地域若者サポートステーション事業経費

8月 人件費

8月 諸謝金

8月 通信運搬費

8月 通信運搬費

8月 通信運搬費

8月 印刷製本費

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 雑役務費

8月 借料及び損料

8月 借料及び損料

8月 光熱水料

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 雑役務費

8月 雑役務費

9月 ３年以内既卒者採用拡大奨励金

9月 成長分野等人材育成奨励金

8月 雑役務費

8月 土地建物借料

8月 広報資料作成費
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

成長分野等人材育成奨励金（震災特例） 994,000 計２件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 8,770,000 計２２件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 21,517,745 計３１件

正規雇用労働者育成支援奨励金 257,656,000 計２２３件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 868,761,500 計７４５件

地域若者サポートステーション事業経費 243,285,652 計１１３件

職員人件費 8,132,497 計１８名

法律顧問料 180,000 計１名

職員旅費 5,707 計３名

事務用品購入代 27,918 ㈱ミクニ商会

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,349 ＮＴＴファイナンス㈱

電話利用料金 9,610 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 190,909 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票取得返信用切手代 410 大阪市役所他４件

債権回収に係る着払い郵便料金立替払い 1,120 計１名（職員）

パソコン・ネットワーク機器他リース料 501,703 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 346,785 東武デリバリー㈱

光熱水料 30,414 三井不動産ビルマネジメント㈱

経理システム運用経費 86,400 東芝ソリューション販売㈱

ネットワーク機器運用支援経費 37,907 富士テレコム(株)

コピー・FAX使用料 54,320 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 287,413 マンパワージャパン㈱

事務所清掃料 31,320 三井不動産ビルマネジメント㈱

債務者調査経費 38,880 オリファサービス債権回収㈱

各奨励金データ通信経費 69,444 ㈱ジャストシステム

住民票等取得手数料 1,500 大阪市役所他４件

監査報酬料 3,045,000 協和監査法人

事務所賃料 1,033,678 三井不動産ビルマネジメント㈱

ホームページ維持・運用経費 31 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

国庫返納金 36,192,832,486 厚生労働省大臣官房会計課長

国庫返納金 7,150,942,000 厚生労働省大臣官房会計課長

9月 成長分野等人材育成奨励金（震災特例）

9月 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練)

9月 地域若者サポートステーション事業経費

9月 人件費

9月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

9月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用)

9月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用)

9月 通信運搬費

9月 通信運搬費

9月 通信運搬費

9月 諸謝金

9月 旅費

9月 消耗品費

9月 借料及び損料

9月 光熱水料

9月 雑役務費

9月 通信運搬費

9月 通信運搬費

9月 借料及び損料

9月 雑役務費

9月 雑役務費

9月 雑役務費

9月 雑役務費

9月 雑役務費

9月 雑役務費

9月 広報資料作成費

9月 国庫返納

9月 国庫返納

9月 雑役務費

9月 雑役務費

9月 土地建物借料

6/6


