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F　運用方法と運用収入実績について
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支出月支出月 支出月 支出月
>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1

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。）

700,008

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成21年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
691,311

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 8,697

E

翌半期以降の執行
見込みについて

緊急人材育成支援事業費として289,057百万円を執行予定。
中小企業等雇用創出支援事業費及び長期失業者等支援事業として47,591百万円を執行
予定。(353,354百万円については、10月16日閣議決定により自主返納予定）

（執行見込額） 337,949

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21年度上半期合計 8,697
執行済み額（C)の

平成21年度下半期合計 0



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

収入印紙購入代 1,404,000 郵便事業㈱

中小企業等雇用創出支援等業務委託費 686,654,000 （財）産業雇用安定センター

日系人離職者支援事業業務委託費 2,978,988,000 （財）産業雇用安定センター

振込手数料 1,260 ㈱三井住友銀行他１社

職員人件費 16,122,692 計３５名

福利厚生団体の事業主負担金 8,710 雇用・能力開発機構厚生会

郵便料金 1,740 郵便事業㈱

発送料 2,900 ヤマト運輸㈱

収入印紙購入代 109,000 郵便事業㈱

事務用品購入代 1,585,565 ㈱志正堂他４社

委員会議事録作成代 54,600 日本盲人職能開発センター

業務用名刺印刷代 99,015 ㈱キタジマ

委員謝金 220,500 計１２名

委員旅費 7,320 計１２名

新聞年間購読料 357,728 日本経済新聞社他５社

職員旅費 10,970 計１５名

郵便料金 27,410 郵便事業㈱

事務所賃料・共益費 6,399,822 住友不動産㈱

事務所清掃料 227,850 住友不動産㈱

会議会場借上料 10,000 東洋鉄球㈱

訓練・生活支援給付金 42,300,000 計４０２名

職員人件費 18,379,058 計３６名

労働者派遣料 539,439 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他１社

発送料 1,600 ヤマト運輸㈱

7月 雑役務費

7月 業務委託費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

7月 厚生経費

7月 通信運搬費

7月 通信運搬費

7月 業務委託費

7月 雑役務費

7月 人件費

8月 雑役務費

8月 印刷製本費

8月 諸謝金

8月 雑役務費

8月 消耗品費

8月 土地建物借料

8月 雑役務費

8月 借料及び損料

8月 通信運搬費

8月 旅費

8月 消耗品費

8月 旅費

8月 通信運搬費

8月 訓練・生活支援給付金

8月 人件費

8月 雑役務費



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

タクシー使用料 57,080 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

封筒印刷代 468,195 ㈱キタジマ

事務所光熱水料 154,224 住友不動産㈱

お茶代 3,349 ㈱レイカ

福利厚生団体の事業主負担金 8,710 雇用・能力開発機構厚生会

新規訓練設定奨励金 22,750,000 計２３件

電話料金 57,113 東日本電信電話㈱他１社

確認印作成代 892,500 ㈱ミクニ商会

訓練・生活支援給付金 198,420,000 計１,８３５名

収入印紙購入代 411,600 郵便事業㈱

各種様式印刷代 1,522,500 ㈱キタジマ

事務用品購入代 303,394 ㈱ノエス他４社

ホームページ改修経費 810,873 日本電気㈱

研修生・技能実習生の帰国旅費立替払事業業務委託費 16,884,166 （財）国際研修協力機構

ﾊﾟｿｺﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器他リース料 2,690,835 ㈱ｿﾆｰﾌｧｲﾅﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ他３社

委員謝金 50,400 計３名

委員旅費 3,120 計３名

職員旅費 5,100 計８名

事務所工事費 5,869,500 住友不動産㈱他１社

労働者派遣料 563,420 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他１社

郵便料金 309,925 郵便事業㈱

新規訓練設定奨励金 36,500,000 計３８件

職員人件費 20,454,069 計４５名

福利厚生団体の事業主負担金 8,710 雇用・能力開発機構厚生会

8月 通信運搬費

8月 印刷製本費

8月 新規訓練設定奨励金

8月 消耗品費

8月 会議費

8月 厚生経費

8月 光熱水料

9月 印刷製本費

9月 消耗品費

9月 広告資料作成費

8月 通信運搬費

9月 訓練・生活支援給付金

9月 雑役務費

9月 旅費

9月 雑役務費

9月 諸謝金

9月 旅費

9月 業務委託費

9月 借料及び損料

9月 人件費

9月 厚生経費

9月 雑役務費

9月 通信運搬費

9月 新規訓練設定奨励金



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

ISDN回線使用料 25,579 東日本電信電話㈱

事務所光熱水料 208,542 住友不動産㈱

事務所賃料・共益費 3,199,911 住友不動産㈱

事務所清掃料 113,925 住友不動産㈱

発送料 41,165 ヤマト運輸㈱他１社

業務用名刺印刷代 2,415 ㈱キタジマ

コピー・FAX使用料 289,516 富士ゼロックス㈱

お茶代 881 ㈱レイカ

緊急人材育成支援事業委託費 1,151,656,800 (独)雇用・能力開発機構

日系人離職者支援事業委託費 3,478,998,000 （財）産業雇用安定センター

封筒作成代 168,000 ㈱キタジマ

タクシー使用料 4,840 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

電話料金 60,305 東日本電信電話㈱他１社

9月 通信運搬費

9月 雑役務費

9月 印刷製本費

9月 通信運搬費

9月 光熱水料

9月 土地建物借料

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 印刷製本費

9月 会議費

9月 通信運搬費


