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単位：百万円

(935,020)
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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)

31,698 0

- -

166,516 998,134,776

166,516 998,134,776

- -

- -

支出月支出月

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

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 123,259

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年度上半期合計 104,390

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２４年度の新卒者就職実現プロジェクト事業費として39,474百万円を執行予定。
平成２４年度の成長分野等人材育成支援事業費として6,492百万円を執行予定。

（執行見込額） 197,087

-

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
198,085

執行（支出）済み額 737,933

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

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

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。）

936,018

（国からの交付決定額）

（運用収入額）



（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

10月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金 8,522,420,000 計８０，３７４名

10月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金取消 -4,040,000 計１４名

10月 訓練奨励金 訓練奨励金 7,682,140,000 計２，４６３件

10月 新規訓練設定奨励金 新規訓練設定奨励金 64,268,967 計４６件

10月 実習型雇用助成金 実習型雇用助成金 480,000 計１件

10月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型） 818,500,000 計１，６３７件

10月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型）取消 -500,000 計１件

10月 教育訓練助成金 教育訓練助成金 39,581,400 計９９件

10月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 1,614,100,000 計４，９１２件

10月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金取消 -900,000 計２件

10月 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 150,000,000 計１５０件

10月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 706,070 計１件

10月 雑役務費 収入印紙購入代 200 郵便事業㈱

10月 借料及び損料 パソコン・ネットワーク機器他リース料 4,367,411 東京センチュリーリース㈱他１０社

10月 借料及び損料 書類保管経費 554,164 東武デリバリー㈱

10月 消耗品費 事務用品購入代 687,328 ㈱ミクニ商会他３社

10月 通信運搬費 電話料金 1,227,197 東日本電信電話㈱他１社

10月 通信運搬費 郵便料金 9,824,730 郵便事業㈱

10月 通信運搬費 ISDN回線使用料 6,365 東日本電信電話㈱

10月 通信運搬費 発送料 79,793 ヤマト運輸㈱

10月 雑役務費 経理システムの運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

10月 雑役務費 事務所設備保守料 315,000 日興テクノス㈱

10月 雑役務費 事務所工事費 735,000 富士テレコム㈱

10月 雑役務費 メール一括送信システム運用経費 13,125 コクヨECプラットフォーム㈱

10月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 510,917 センコービジネスサポート㈱

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目



（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

10月 雑役務費 給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

10月 雑役務費 既卒者奨励金データ通信経費 17,115 ㈱ジャストシステム

10月 雑役務費 ネットワーク機器運用支援経費 166,640 富士テレコム㈱

10月 雑役務費 コピー・ＦＡＸ使用料 447,994 富士ゼロックス㈱

10月 雑役務費 派遣労働者料 17,766,191 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他5社

10月 印刷製本費 封筒印刷代 136,500 寿堂紙製品工業㈱

10月 広報資料作成費 ホームページ掲載経費 472,500 日本電気㈱

10月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

10月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

10月 厚生経費 健康診断料 113,400 経済団体健康保険組合

10月 人件費 職員人件費 50,691,090 計１２７名

10月 旅費 職員旅費 6,990 計９名

10月 土地建物借料 事務所賃料 7,833,675 住友不動産㈱

10月 雑役務費 事務所共益費 2,003,963 住友不動産㈱

10月 雑役務費 事務所清掃料 292,666 住友不動産㈱

10月 光熱水料 光熱水料 341,258 住友不動産㈱

10月 通信運搬費 インターネット接続経費 298,122 ＫＤＤＩ㈱

10月 消耗品費 新聞購読料 18,433 日本経済新聞社他４社

11月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金 6,263,560,000 計５９，０８３名

11月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金取消 -7,280,000 計２４名

11月 訓練奨励金 訓練奨励金 9,645,180,000 計２，９６５件

11月 新規訓練設定奨励金 新規訓練設定奨励金 12,500,000 計１１件

11月 実習型雇用助成金 実習型雇用助成金 480,000 計１件

11月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型） 863,174,455 計１，７２５件

11月 教育訓練助成金 教育訓練助成金 20,827,200 計５６件



（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

11月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 3,068,450,000 計８，３８０件

11月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金取消 -800,000 計３件

11月 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 914,200,000 計９１４件

11月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 2,990,000 計５件

11月 補助事業費 訓練・生活支援資金融資関係補助金 247,725,000 （社）日本労働者信用基金協会

11月 業務委託費 緊急人材育成支援事業委託費 175,743,395 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

11月 雑役務費 登記印紙購入代 700 東京法務局

11月 雑役務費 住民票取得手数料 800 入間市役所他１件

11月 雑役務費 住民票取得手数料の返還金 -300 山形市役所

11月 借料及び損料 パソコン・ネットワーク機器他リース料 4,102,478 東京センチュリーリース㈱他１０社

11月 借料及び損料 書類保管経費 469,629 東武デリバリー㈱

11月 消耗品費 事務用品購入代 1,572,480 ㈱ミクニ商会他５社

11月 通信運搬費 電話料金 1,032,218 東日本電信電話㈱他１社

11月 通信運搬費 ISDN回線使用料 6,270 東日本電信電話㈱

11月 通信運搬費 郵便料金 10,312,830 郵便事業㈱

11月 雑役務費 賃借備品返還経費 43,050 ㈱エーワン他１社

11月 通信運搬費 発送料 78,930 ヤマト運輸㈱

11月 雑役務費 コピー・ＦＡＸ使用料 398,036 富士ゼロックス㈱

11月 雑役務費 ネットワーク機器運用支援経費 164,466 富士テレコム㈱

11月 雑役務費 給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

11月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 712,031 センコービジネスサポート㈱

11月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器㈱

11月 雑役務費 既卒者奨励金データ通信経費 17,115 ㈱ジャストシステム

11月 雑役務費 派遣労働者料 16,879,801 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他４社

11月 雑役務費 メール一括送信システム運用経費 13,125 コクヨECプラットフォーム㈱



（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

11月 雑役務費 振込手数料 840 三井住友銀行　仙台支店他１件

11月 印刷製本費 封筒印刷代 30,870 (株)キタジマ

11月 厚生経費 健康診断料 4,200 経済団体健康保険組合

11月 広報資料作成費 ホームページ掲載経費 79,590 日本電気㈱

11月 諸謝金 法律顧問料・弁護士謝金 606,480 計１名

11月 諸謝金 産業医謝金 70,000 計１名

11月 人件費 職員人件費 42,263,521 計１２５名

11月 人件費 職員人件費退職時精算返還金 -71,240 計１名

11月 土地建物借料 事務所賃料 7,833,675 住友不動産㈱

11月 雑役務費 事務所共益費 2,003,963 住友不動産㈱

11月 雑役務費 事務所清掃料 292,666 住友不動産㈱

11月 光熱水料 光熱水料 328,708 住友不動産㈱

11月 旅費 職員旅費 92,070 計７名

11月 通信運搬費 インターネット接続経費 297,666 ＫＤＤＩ㈱

11月 消耗品費 新聞購読料 22,358 日本経済新聞社他５社

12月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金 6,261,060,000 計５９，０７０名

12月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金取消 -1,380,000 計８名

12月 訓練奨励金 訓練奨励金 10,928,920,000 計３，５１６件

12月 新規訓練設定奨励金 新規訓練設定奨励金 2,100,000 計２件

12月 実習型雇用助成金 実習型雇用助成金 480,000 計１件

12月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型） 477,325,545 計９５５件

12月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型）取消 -500,000 計１件

12月 教育訓練助成金 教育訓練助成金 40,075,800 計１０３件

12月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 3,538,125,000 計８，５５９件

12月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金取消 -600,000 計２件



（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

12月 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 1,574,800,000 計１，５７２件

12月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 6,147,362 計９件

12月 借料及び損料 パソコン・ネットワーク機器他リース料 3,949,214 東京センチュリーリース㈱他１０社

12月 借料及び損料 書類保管経費 366,775 東武デリバリー㈱

12月 消耗品費 事務用品購入代 222,158 ㈱ミクニ商会他２社

12月 通信運搬費 発送料 33,889 ヤマト運輸㈱

12月 通信運搬費 郵便料金 6,453,865 郵便事業㈱

12月 通信運搬費 電話料金 825,803 東日本電信電話㈱他１社

12月 通信運搬費 インターネット接続経費 297,478 ＫＤＤＩ㈱

12月 通信運搬費 ISDN回線使用料 5,695 東日本電信電話㈱

12月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 411,509 センコービジネスサポート㈱

12月 雑役務費 経理システムの運用サポート料 84,000 東芝情報機器㈱

12月 雑役務費 コピー・ＦＡＸ使用料 374,012 富士ゼロックス㈱

12月 雑役務費 ネットワーク機器運用支援経費 163,570 富士テレコム㈱

12月 雑役務費 給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

12月 雑役務費 既卒者奨励金データ通信経費 27,195 ㈱ジャストシステム

12月 雑役務費 派遣労働者料 7,490,051 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他４社

12月 雑役務費 メール一括送信システム運用経費 13,125 コクヨECプラットフォーム㈱

12月 雑役務費 事務所工事費 1,781,010 (株)イトーキ他３社

12月 雑役務費 振込手数料負担分 630 多摩信用金庫東村山支店

12月 雑役務費 賃借備品返還経費 4,830 オリックス・レンテック(株)

12月 雑役務費 備品修理代 18,900 リコージャパン(株)

12月 雑役務費 登記印紙購入代 1,400 東京法務局

12月 人件費 職員人件費 110,405,393 計１２５名

12月 印刷製本費 業務用名刺印刷代 2,205 (株)キタジマ



（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

12月 業務委託費 中小企業等雇用創出支援等業務委託費 251,600,000 （財）産業雇用安定センター

12月 広告資料作成費 ホームページ掲載経費 756,000 日本電気㈱

12月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

12月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

12月 土地建物借料 事務所賃料 7,833,675 住友不動産㈱

12月 雑役務費 事務所共益費 2,003,963 住友不動産㈱

12月 雑役務費 事務所清掃料 292,666 住友不動産㈱

12月 光熱水料 光熱水料 315,630 住友不動産㈱

12月 旅費 職員旅費 39,230 計１０名

12月 消耗品費 新聞購読料 22,358 日本経済新聞社他５社

1月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金 2,658,360,000 計２５，１０７名

1月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金取消 -1,300,000 計７名

1月 訓練奨励金 訓練奨励金 8,804,900,000 計２，８０３件

1月 新規訓練設定奨励金 新規訓練設定奨励金 20,960,800 計７件

1月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型） 500,000 計１件

1月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 1,495,650,000 計３，５９２件

1月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金取消 -600,000 計２件

1月 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 433,200,000 計４３１件

1月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 2,586,362 計４件

1月 借料及び損料 パソコン・ネットワーク機器他リース料 3,941,024 東京センチュリーリース㈱他１０社

1月 借料及び損料 書類保管経費 376,750 東武デリバリー㈱

1月 消耗品費 事務用品購入代 471,095 ㈱ミクニ商会他３社

1月 通信運搬費 電話料金 682,171 東日本電信電話㈱他１社

1月 通信運搬費 ISDN回線使用料 5,542 東日本電信電話㈱

1月 通信運搬費 発送料 27,645 ヤマト運輸㈱



（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

1月 通信運搬費 タクシー使用料 1,700 飛鳥交通㈱

1月 通信運搬費 郵便料金 5,515,675 郵便事業㈱

1月 雑役務費 給付金システム運用経費 5,662,650 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

1月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 359,439 センコービジネスサポート㈱

1月 雑役務費 派遣労働者料 5,788,073 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他5社

1月 雑役務費 メール一括送信システム運用経費 13,125 コクヨECプラットフォーム㈱

1月 雑役務費 賃借備品返還経費 31,080 エイトレント(株)他１社

1月 雑役務費 経理システムの運用サポート料 84,000 東芝情報機器㈱

1月 雑役務費 コピー・ＦＡＸ使用料 302,151 富士ゼロックス㈱

1月 雑役務費 既卒者奨励金データ通信経費 27,195 ㈱ジャストシステム

1月 雑役務費 ネットワーク機器運用支援経費 163,570 富士テレコム㈱

1月 雑役務費 会議会場使用料 34,600 万国橋会議センター

1月 雑役務費 収入印紙購入代 1,000 郵便事業㈱

1月 雑役務費 登記印紙購入代 700 東京法務局

1月 雑役務費 住民票取得手数料 1,100 大阪市役所他２件

1月 人件費 職員人件費 49,509,712 計１１９名

1月 印刷製本費 封筒印刷代 171,360 (株)キタジマ

1月 印刷製本費 業務用名刺印刷代 2,205 (株)キタジマ

1月 広告資料作成費 ホームページ掲載経費 283,500 日本電気㈱

1月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

1月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

1月 土地建物借料 事務所賃料 7,833,675 住友不動産㈱

1月 雑役務費 事務所共益費 2,003,963 住友不動産㈱

1月 雑役務費 事務所清掃料 292,666 住友不動産㈱

1月 光熱水料 光熱水料 298,544 住友不動産㈱



（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

1月 旅費 職員・顧問弁護士旅費 117,100 計１３名

1月 通信運搬費 インターネット接続経費 297,478 ＫＤＤＩ㈱

1月 消耗品費 新聞購読料 22,358 日本経済新聞社他５社

2月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金 1,931,840,000 計１８，２３９名

2月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金取消 -2,620,000 計９名

2月 訓練奨励金 訓練奨励金 6,807,880,000 計１，９８９件

2月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型） 500,000 計１件

2月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 2,948,850,000 計７，２９７件

2月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金取消 -3,675,000 計１０件

2月 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 463,200,000 計４５５件

2月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 11,447,210 計１８件

2月 借料及び損料 パソコン・ネットワーク機器他リース料 3,458,235 東京センチュリーリース㈱他９社

2月 借料及び損料 書類保管経費 342,352 東武デリバリー㈱

2月 消耗品費 事務用品購入代 212,036 ㈱ミクニ商会

2月 通信運搬費 発送料 20,158 ヤマト運輸㈱

2月 通信運搬費 電話料金 486,771 東日本電信電話㈱他１社

2月 通信運搬費 郵便料金 3,423,870 郵便事業㈱

2月 通信運搬費 ISDN回線使用料 5,130 東日本電信電話㈱

2月 通信運搬費 インターネット接続経費 296,893 ＫＤＤＩ㈱

2月 雑役務費 ネットワーク機器運用支援経費 160,777 富士テレコム㈱

2月 雑役務費 コピー・ＦＡＸ使用料 308,022 富士ゼロックス㈱

2月 雑役務費 給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

2月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 245,932 センコービジネスサポート㈱

2月 雑役務費 経理システムの運用サポート料 84,000 東芝情報機器㈱

2月 雑役務費 既卒者奨励金データ通信経費 27,195 ㈱ジャストシステム



（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

2月 雑役務費 メール一括送信システム運用経費 13,125 コクヨECプラットフォーム㈱

2月 雑役務費 備品修理代 1,732 ㈱ミクニ商会

2月 雑役務費 収入印紙購入代 62,000 郵便事業㈱

2月 雑役務費 登記印紙購入代 700 東京法務局

2月 雑役務費 住民票取得手数料 4,700 足立区役所他９件

2月 雑役務費 派遣労働者料 4,771,318 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他４社

2月 人件費 職員人件費 38,872,593 計１１７名

2月 人件費 職員人件費退職時精算返還金 -15,240 計１名

2月 印刷製本費 封筒印刷代 114,975 寿堂紙製品工業㈱

2月 広告資料作成費 ホームページ掲載経費 702,450 日本電気㈱

2月 国庫返納金 基金の一部国庫返納 25,538,549,000 厚生労働省大臣官房会計課長

2月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

2月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

2月 土地建物借料 事務所賃料 7,833,675 住友不動産㈱

2月 雑役務費 事務所共益費 2,003,963 住友不動産㈱

2月 雑役務費 事務所清掃料 292,666 住友不動産㈱

2月 光熱水料 光熱水料 301,039 住友不動産㈱

2月 補助事業費 訓練・生活支援資金融資関係補助金 260,180,000 (社)日本労働者信用基金協会

2月 旅費 職員旅費 9,700 計５名

2月 消耗品費 新聞購読料 26,283 日本経済新聞社他６社

3月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金 1,553,960,000 計１４，６５８名

3月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金取消 -45,460,000 計１２５名

3月 訓練奨励金 訓練奨励金 3,916,540,000 計１，１６２件

3月 訓練奨励金 訓練奨励金の取消 -240,000 計１件

3月 新規訓練設定奨励金 新規訓練設定奨励金 6,000,000 計５件



（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

3月 正規雇用奨励金（実習型） 正規雇用奨励金（実習型） 1,000,000 計２件

3月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 1,972,150,000 計５，０６６件

3月 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金取消 -1,700,000 計５件

3月 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 ３年以内既卒者採用拡大奨励金 283,200,000 計２８１件

3月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 13,054,678 計２３件

3月 成長分野等人材育成奨励金 成長分野等人材育成奨励金 13,457,000 計２件

3月 業務委託費 緊急人材育成支援事業委託費 165,710,431 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

3月 業務委託費 平成23年度研修生・技能実習生帰国旅費立替払事業委託費 82,800 (財)国際研修協力機構

3月 業務委託費 平成２３年度ジョブカード講習関係業務委託費 93,715,575 公益財団法人日本生産性本部

3月 雑役務費 収入印紙購入代 1,000 郵便事業㈱

3月 雑役務費 振込手数料負担金 925 三井住友銀行　天六支店他１件

3月 借料及び損料 パソコン・ネットワーク機器他リース料 5,878,497 東京センチュリーリース㈱他９社

3月 借料及び損料 書類保管経費 367,941 東武デリバリー㈱

3月 借料及び損料 会議会場使用料 4,500 東洋鉄球(株)

3月 消耗品費 事務用品購入代 384,956 ㈱ミクニ商会他２社

3月 通信運搬費 発送料 14,450 ヤマト運輸㈱

3月 通信運搬費 電話料金 491,894 東日本電信電話㈱他１社

3月 通信運搬費 ISDN回線使用料 5,014 東日本電信電話㈱

3月 通信運搬費 郵便料金 2,288,450 郵便事業㈱

3月 通信運搬費 インターネット接続経費 296,691 ＫＤＤＩ㈱

3月 雑役務費 課税証明関係手数料 600 各務原市役所

3月 雑役務費 住民票取得手数料 2,600 西宮市役所他６件

3月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 131,482 センコービジネスサポート㈱

3月 雑役務費 経理システムの運用サポート料 84,000 東芝情報機器㈱

3月 雑役務費 コピー・ＦＡＸ使用料 260,901 富士ゼロックス㈱



（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

3月 雑役務費 給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

3月 雑役務費 既卒者奨励金データ通信経費 27,195 ㈱ジャストシステム

3月 雑役務費 派遣労働者料 3,294,639 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他４社

3月 雑役務費 ネットワーク機器運用支援経費 159,810 富士テレコム㈱

3月 雑役務費 給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

3月 雑役務費 賃借備品解約経費 114,870 ＳＦＩリーシング(株)

3月 雑役務費 事務所工事費 77,175 日興テクノス㈱

3月 雑役務費 備品修理代 18,900 リコージャパン(株)

3月 人件費 職員人件費 39,502,006 計１１６名

3月 人件費 職員人件費退職時精算返還金 -28,750 計２名

3月 印刷製本費 業務用名刺印刷代 4,410 (株)キタジマ

3月 光熱水料 光熱水料 359,024 住友不動産㈱

3月 広告資料作成費 ホームページ掲載経費 332,850 日本電気㈱

3月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

3月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

3月 旅費 職員・顧問弁護士旅費 251,790 計１７名

3月 消耗品費 新聞購読料 22,358 日本経済新聞社他５社

3月 人件費 平成２３年度確定労働保険料 6,592,195 東京労働局

3月 人件費 平成２３年度退職金給付引当金繰入 3,493,500 -

4月 借料及び損料 パソコン・ネットワーク機器他リース料 309,534 エイトレント㈱他２社

4月 借料及び損料 書類保管経費 573,096 東武デリバリー㈱

4月 通信運搬費 電話料金 264,118 東日本電信電話㈱他１社

4月 通信運搬費 インターネット接続経費 296,588 ＫＤＤＩ㈱

4月 通信運搬費 発送料 28,113 ヤマト運輸(株)他１社

4月 通信運搬費 郵便料金 1,869,600 郵便事業㈱



（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

4月 雑役務費 既卒者奨励金データ通信経費 27,195 ㈱ジャストシステム

4月 雑役務費 賃借備品返還経費 657,825 エイトレント(株)他４社

4月 雑役務費 債務者調査経費 21,000 オリファサービス債権回収(株)

4月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 105,907 センコービジネスサポート㈱

4月 雑役務費 派遣労働者料 3,176,379 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他４社

4月 雑役務費 預金残高証明書発行手数料 525 三菱東京ＵＦＪ銀行　春日町支店

4月 雑役務費 経理システムの運用サポート・改修料 189,105 東芝情報機器㈱

4月 雑役務費 電話交換機保守料 315,000 日興テクノス㈱

4月 雑役務費 コピー・ＦＡＸ使用料 246,794 富士ゼロックス㈱

4月 雑役務費 ネットワーク機器運用支援経費 127,600 富士テレコム㈱

4月 雑役務費 住民票取得手数料の返還金 -200 大阪市役所

4月 人件費 職員人件費 5,427,585 計１１６名

4月 人件費 職員人件費退職時精算返還金 -116,680 計５名

4月 印刷製本費 業務用名刺印刷代 48,510 (株)キタジマ

4月 広告資料作成費 ホームページ掲載経費 397,950 日本電気㈱

4月 光熱水料 光熱水料 282,933 住友不動産㈱

4月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

4月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

4月 旅費 職員旅費 174,750 計７名

5月 雑役務費 賃借備品返還経費 2,415 ＮＥＣｷｬﾋﾟﾀﾙソリュージョン(株)

5月 雑役務費 事務所工事費 876,330 富士テレコム㈱

5月 補助事業費 訓練・生活支援資金融資関係補助金 433,683,331 (社)日本労働者信用基金協会

5月 補助事業費 就職安定資金融資関係補助金（長期失業者） 79,915,047 (社)日本労働者信用基金協会

5月 業務委託費 平成23年度緊急人材育成支援事業委託費返還金 -88,869,152 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

6月 業務委託費 平成23年度中小企業等雇用創出支援業務委託費返還金 -269,734,113 (財)産業雇用安定センター


