
（別紙様式）

単位：百万円

(1,018,368)

(1,293)

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)

38,706 0

- -

37,200 154,351,286

37,200 154,351,286

- -

- -

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

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年度下半期分合計 34,272

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

執行済み額（C)の
平成26年度上半期分合計 59,826

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 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 966,109

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成27年度の若者育成支援事業費として、26,008百万円を執行予定。
平成27年度の短期集中特別訓練事業費として、1,169百万円を執行予定。
平成27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、1,686百万円を執行予
定。

（執行見込額） 53,397

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。）

1,019,661

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成26年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
53,552

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

（当初見込み）
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

成長分野等人材育成支援奨励金 1,229,329,000 計１４７件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 564,500 計３件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 13,514,733 計３５件

正規雇用労働者育成支援奨励金 302,060,000 計１７６件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 1,195,010,500 計９２０件

若年者人材育成・定着支援奨励金(正社員雇用奨励金) 12,500,000 計２２件

地域若者サポートステーション事業経費 233,516,229 計１０９件

職員人件費 9,324,252 計１８名

法律顧問料 162,000 計１件

職員旅費 96,172 計１名

短期訓練支援計画書印刷 68,968 ㈱キタジマ

ＦＡＸ使用料 950 ＬＡＷＳＯＮみなとみらい四丁目

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,219 ＮＴＴファイナンス㈱

電話利用料金 11,989 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 140,167 日本郵便㈱新宿郵便局

短期訓練支援計画書印刷発送代 25,110 ㈱キタジマ

住民票等請求に係る郵便切手代及び郵便小為替等立替払い　 328 川崎区役所他３件

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 388,925 東武デリバリー㈱

光熱水料 27,788 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㈱

コピー・FAX使用料　 61,825 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 286,578 マンパワーグループ㈱

事務所清掃料 31,320 三井不動産ビルマネジメント㈱

収入印紙購入代(住民票取得に係る登記事項証明書発行) 600 東京法務局新宿出張所

債権者調査経費 43,740 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

短期訓練支援計画書梱包代 21,384 ㈱キタジマ

住民票等取得手数料 1,750 川崎区役所他３件

事務所賃料 1,029,544 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

成長分野等人材育成支援奨励金 567,778,000 計９９件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 1,102,000 計３件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 5,489,898 計７件

正規雇用労働者育成支援奨励金 159,067,000 計１１０件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 836,131,600 計６３７件

11月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用）

11月 若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練）

11月 成長分野等人材育成奨励金

11月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

11月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用）

10月 雑役務費

10月 土地建物借料

10月 広報等作成費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 借料及び損料

10月 借料及び損料

10月 光熱水料

10月 通信運搬費

10月 通信運搬費

10月 通信運搬費

10月 通信運搬費

10月 通信運搬費

10月 通信運搬費

10月 諸謝金

10月 旅費

10月 印刷製本費

10月 若年者人材育成・定着支援奨励金（正社員雇用奨励金）

10月 地域若者サポートステーション事業経費

10月 人件費

10月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用）

10月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用）

10月 若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練）

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 成長分野等人材育成奨励金

10月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）
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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

若年者人材育成・定着支援奨励金(正社員雇用奨励金) 34,000,000 計５９件

地域若者サポートステーション事業経費 196,688,777 計１０４件

若年無業者等集中訓練プログラム事業奨励金 18,783,000 計７件

職員人件費 8,685,034 計２０名

法律顧問料 161,352 計１件

職員旅費 2,076 計１名

事務用品購入代 31,479 ㈱ミクニ商会他１社

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,042 ＮＴＴファイナンス㈱

電話利用料金 12,101 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 164,832 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票取得返信用切手代 656 川崎市川崎区役所他７件

パソコンネットワーク機器他リース料 499,697 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 416,532 東武デリバリー㈱

光熱水料 27,949 三井不動産ビルマネジメント㈱

経理システム運用経費 86,054 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㈱

コピー・FAX使用料　 56,796 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 285,384 マンパワーグループ㈱

事務所清掃料 31,195 三井不動産ビルマネジメント㈱

債務者調査経費 9,720 オリファサービス債権回収㈱

各奨励金データ通信経費 69,167 ㈱ジャストシステム

住民票等取得手数料 3,150 川崎市川崎区役所他７件

事務所賃料 1,029,544 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

成長分野等人材育成支援奨励金 365,641,000 計６０件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 199,500 計１件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 5,118,000 計１６件

正規雇用労働者育成支援奨励金 149,734,000 計１０４件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 885,613,000 計６８７件

若年者人材育成・定着支援奨励金(正社員雇用奨励金) 80,000,000 計１１１件

地域若者サポートステーション事業経費 270,762,822 計１１５件

若年無業者等集中訓練プログラム事業奨励金 3,533,000 計５件

職員人件費 23,201,956 計２０名

法律顧問料 161,352 計１件

職員旅費 990 計２名

事務用品購入代 17,911 ㈱ミクニ商会

封筒印刷代 117,720 ㈱キタジマ

12月 旅費

12月 消耗品費

12月 印刷製本費

12月 地域若者サポートステーション事業経費

12月 人件費

12月 諸謝金

12月 若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練）

12月 若年者人材育成・定着支援奨励金（正社員雇用奨励金）

12月 地域若者サポートステーション事業経費

12月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

12月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用）

12月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用）

11月 土地建物借料

11月 広報等作成費

12月 成長分野等人材育成奨励金

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 雑役務費

11月 雑役務費

11月 光熱水料

11月 雑役務費

11月 雑役務費

11月 通信運搬費

11月 借料及び損料

11月 借料及び損料

11月 通信運搬費

11月 通信運搬費

11月 通信運搬費

11月 諸謝金

11月 旅費

11月 消耗品費

11月 地域若者サポートステーション事業経費

11月 地域若者サポートステーション事業経費

11月 人件費

11月 若年者人材育成・定着支援奨励金（正社員雇用奨励金）
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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

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,243 ＮＴＴファイナンス㈱

電話利用料金 23,174 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 135,994 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票取得返信用切手代 574 日光市役所他６件

パソコンネットワーク機器他リース料 499,697 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 440,063 東武デリバリー㈱

光熱水料 30,336 三井不動産ビルマネジメント㈱

経理システム運用経費 86,054 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㈱

契約の締結における収入印紙購入代 200 日本郵便㈱新宿郵便局

コピー・FAX使用料　 61,971 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 244,069 マンパワーグループ㈱

事務所清掃料 31,195 三井不動産ビルマネジメント㈱

債務者調査経費 34,020 オリファサービス債権回収㈱

住民票等取得手数料 4,150 日光市役所他９件

各奨励金データ通信経費 69,167 ㈱ジャストシステム

事務所賃料 1,029,544 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 30 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(東海・北陸ブロック) 13,737,146 ランゲート㈱

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(関東･近畿･九州・沖縄ブロック) 3,668,871 ㈱東京リーガルマインド

成長分野等人材育成支援奨励金 185,672,000 計２７件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 1,765,500 計５件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 222,886 計２件

正規雇用労働者育成支援奨励金 58,005,000 計４５件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 894,526,500 計５５７件

若年者人材育成・定着支援奨励金(正社員雇用奨励金) 151,500,000 計２２８件

地域若者サポートステーション事業経費 221,576,659 計１０３件

短期訓練受講手当 5,600,000 計５６件

通所手当 454,350 計５２件

短期集中特別訓練奨励金 360,000 計１件

研修・職業紹介一体型再就職応援経費 13,687,993 計３件

再就職報奨費 500,000 計２件

職員人件費 9,817,401 計２０名

法律顧問料 161,352 計１件

職員旅費 64,210 計２名

職員健康診断料　2名 21,600 (医社)陵秀会 金内メディカルクリニック

事務用品購入代 14,436 ㈱ミクニ商会1月 消耗品費

1月 諸謝金

1月 旅費

1月 厚生経費

1月 民間人材ビジネスの活用　研修・職業紹介一体型（再就職応援経費）

1月 民間人材ビジネスの活用　研修・職業紹介一体型（再就職報奨費）

1月 人件費

1月 短期集中特別訓練事業（受講手当）

1月 短期集中特別訓練事業(通所手当)

1月 短期集中特別訓練奨励金

1月 若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練）

1月 若年者人材育成・定着支援奨励金（正社員雇用奨励金）

1月 地域若者サポートステーション事業経費

1月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

1月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用）

1月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用）

12月 業務委託費

12月 業務委託費

1月 成長分野等人材育成奨励金

12月 雑役務費

12月 土地建物借料

12月 広報等作成費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 光熱水料

12月 雑役務費

12月 雑役務費

12月 通信運搬費

12月 借料及び損料

12月 借料及び損料

12月 通信運搬費

12月 通信運搬費

12月 通信運搬費
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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

書籍 3,098 凡人社

業務用名刺印刷代 2,808 ㈱キタジマ

封筒印刷代 132,300 ㈱キタジマ

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,173 ＮＴＴファイナンス㈱

郵便料金 140,015 日本郵便㈱新宿郵便局

公判記録の謄写記録発送代 360 福岡県弁護士協同組合

パソコンネットワーク機器他リース料 499,697 東京センチュリーリース㈱他1件

書類保管経費 344,063 東武デリバリー㈱

光熱水料 28,557 三井不動産ビルマネジメント㈱

ネットワーク機器運用支援経費 37,907 富士テレコム㈱

経理システム運用経費 86,054 東芝ソリューション販売㈱

コピー・FAX使用料　 39,898 富士ゼロックス㈱

事務所清掃料 31,195 三井不動産ビルマネジメント㈱

派遣労働者料 245,741 マンパワーグループ㈱

債務者調査経費 14,580 オリファサービス債権回収㈱

各奨励金データ通信経費 69,167 ㈱ジャストシステム

督促状送付に伴う登記簿謄本取得に係る収入印紙の立替払い 1,200 計１名（職員）

公判記録の謄写費用 2,940 福岡県弁護士協同組合

事務所賃料 1,029,544 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 30 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(関東･近畿･九州・沖縄ブロック) 66,116,007 ㈱東京リーガルマインド

成長分野等人材育成支援奨励金 265,670,000 計２８件

被災地復興建設労働者育成支援奨励金 292,400 計１件

非正規雇用労働者育成支援奨励金 265,600 計１件

正規雇用労働者育成支援奨励金 64,388,000 計４２件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 889,174,000 計５６６件

若年者人材育成・定着支援奨励金(正社員雇用奨励金) 316,500,000 計４３９件

地域若者サポートステーション事業経費 204244885 計１１６件

短期訓練受講手当 4,200,000 計４２件

通所手当 438,350 計４０件

短期集中特別訓練奨励金 20,070,000 計２２件

職員人件費 8,972,035 計２０名

法律顧問料 163,944 計１件

職員旅費 7,072 計２名

事務用品購入代 15,578 ㈱ミクニ商会他１社

書籍 3,122 ㈱凡人社

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,045 ＮＴＴファイナンス㈱2月 通信運搬費

2月 人件費

2月 諸謝金

2月 旅費

2月 消耗品費

2月 消耗品費

2月 若年者人材育成・定着支援奨励金（正社員雇用奨励金）

2月 地域若者サポートステーション事業経費

2月 短期集中特別訓練事業（受講手当）

2月 短期集中特別訓練事業(通所手当)

2月 短期集中特別訓練奨励金

2月 成長分野等人材育成奨励金

2月 日本再生人材育成奨励金（被災地復興建設労）

2月 日本再生人材育成奨励金（非正規雇用）

2月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用）

2月 若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練）

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 土地建物借料

1月 広報等作成費

1月 業務委託費

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 借料及び損料

1月 借料及び損料

1月 光熱水料

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 消耗品費

1月 印刷製本費

1月 印刷製本費

1月 通信運搬費

1月 通信運搬費

1月 通信運搬費
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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

電話利用料金 10,730 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 154,204 日本郵便㈱新宿郵便局

パソコンネットワーク機器他リース料 507,721 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 392,492 東武デリバリー㈱

光熱水料 25,941 三井不動産ビルマネジメント㈱

経理システム運用経費 87,438 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 38,515 富士テレコム㈱

コピー・FAX使用料　 63,600 富士ゼロックス㈱

事務所清掃料 31,695 三井不動産ビルマネジメント㈱

派遣労働者料 254,099 マンパワーグループ㈱

督促状送付に伴う登記簿謄本取得に係る収入印紙の立替払い 600 計１名（職員）

各奨励金データ通信経費 70,275 ㈱ジャストシステム

事務所賃料 1,050,214 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 33 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(関東･近畿･九州・沖縄ブロック) 51,261,255 ㈱東京リーガルマインド

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(東海・北陸ブロック) 15,198,241 ランゲート㈱

成長分野等人材育成支援奨励金 151,625,000 計２０件

正規雇用労働者育成支援奨励金 19,283,000 計１３件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 929,500,500 計５４２件

若年者人材育成・定着支援奨励金(正社員雇用奨励金) 315,000,000 計４５７件

地域若者サポートステーション事業経費 108,177,951 計９２件

若年無業者等集中訓練プログラム事業奨励金 17,649,000 計１６件

短期訓練受講手当 23,040,620 計２５４件

通所手当 1,918,676 計２２７件

短期集中特別訓練奨励金 36,798,000 計５１件

民間人材ﾋﾞｼﾞﾈｽ実態把握調査(職業紹介事業者)調査票の作成及び発送 1,171,680 ㈱サンワ

職員人件費 8,604,393 計２０名

法律顧問料 162,000 計１件

企画評価委員会出席謝金 9,072 計１件

職員旅費 30,917 計４名

職員健康診断料 10名 88,560 経済団体健康保険組合

事務用品購入代 38,227 ㈱文祥堂他１社

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,215 ＮＴＴファイナンス㈱

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ使用料、IP電話利用料金 6,951 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 134,957 日本郵便㈱新宿郵便局

住民票取得返信用切手代 246 宇部市役所他２件

パソコンネットワーク機器他リース料 1,329,945 東京センチュリーリース㈱他１件

3月 旅費

3月 短期集中特別訓練奨励金

3月 民間人材ﾋﾞｼﾞﾈｽ実態把握事業委託費

3月 人件費

3月 諸謝金

3月 諸謝金

3月 若年者人材育成・定着支援奨励金（正社員雇用奨励金）

3月 地域若者サポートステーション事業経費

3月 地域若者サポートステーション事業経費

3月 短期集中特別訓練事業（受講手当）

3月 短期集中特別訓練事業(通所手当)

2月 業務委託費

2月 業務委託費

3月 成長分野等人材育成奨励金

3月 日本再生人材育成奨励金（正規雇用）

3月 若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練）

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 土地建物借料

2月 広報等作成費

2月 光熱水料

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 雑役務費

2月 通信運搬費

2月 通信運搬費

2月 借料及び損料

2月 借料及び損料

3月 通信運搬費

3月 借料及び損料

3月 通信運搬費

3月 通信運搬費

3月 通信運搬費

3月 厚生経費

3月 消耗品費
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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

書類保管経費 368,048 東武デリバリー㈱

会議室等借料 35,640 ㈱ＴＣフォーラム　ＡＰ西新宿

光熱水料 33,066 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 440,977 富士テレコム㈱

コピー・FAX使用料　 47,688 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㈱

派遣労働者料 289,202 マンパワーグループ㈱

給与計算業務費 231,903 ㈱JOE

債務者調査経費 9,720 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

公判記録の謄写費用 1,050 福岡地方検察庁

住民票等取得手数料 850 宇部市役所他3件

契約の締結における収入印紙立替払い 4,000 計１名（職員）

登記事項証明書取得に係る手数料立替払い 600 計１名（職員）

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

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(関東･近畿･九州・沖縄ブロック) 290,504,477 ㈱東京リーガルマインド

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(東海・北陸ブロック) 37,370,873 ランゲート㈱

成長分野等人材育成支援奨励金 45,569,000 計４件

正規雇用労働者育成支援奨励金 14,212,000 計７件

若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練) 163,204,500 計１０６件

若年者人材育成・定着支援奨励金(正社員雇用奨励金) 62,000,000 計１０１件

短期訓練受講手当 2,811,220 計３３件

通所手当 206,428 計２６件

短期集中特別訓練奨励金 9,954,000 計１３件

職員人件費 970,220 計６名

法律顧問料 162,000 計１件

職員旅費 8,402 計２名

ＦＡＸ・パソコンバンク回線使用料 8,186 ＮＴＴファイナンス㈱

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ使用料、IP電話利用料金 138,264 ＫＤＤＩ㈱

電話利用料金 8,331 ＫＤＤＩ㈱

郵便料金 393,801 日本郵便㈱新宿郵便局

パソコンネットワーク機器他リース料 53,249 東京センチュリーリース㈱他１件

書類保管経費 355,220 東武デリバリー㈱

光熱水料 28,127 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㈱

給与計算業務費 12,932 ㈱JOE4月 雑役務費

4月 借料及び損料

4月 光熱水料

4月 雑役務費

4月 通信運搬費

4月 通信運搬費

4月 借料及び損料

4月 旅費

4月 通信運搬費

4月 通信運搬費

4月 短期集中特別訓練奨励金

4月 人件費

4月 諸謝金

4月 若年者人材育成・定着支援奨励金（正社員雇用奨励金）

4月 短期集中特別訓練事業（受講手当）

4月 短期集中特別訓練事業(通所手当)

4月 成長分野等人材育成奨励金

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）

3月 広報等作成費

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 雑役務費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 借料及び損料

3月 光熱水料

3月 雑役務費

3月 借料及び損料
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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

コピー・FAX使用料　 73,486 富士ゼロックス㈱

派遣労働者料 309,026 マンパワーグループ㈱

預金残高証明書発行手数料 540 三菱東京ＵＦＪ銀行　春日町支店

事務所清掃料 31,320 三井不動産ビルマネジメント㈱

ネットワーク機器運用支援経費 67,837 富士テレコム㈱

債務者調査経費 57,240 オリファサービス債権回収㈱

契約の締結における収入印紙立替払い 400 計１名（職員）

契約の締結における収入印紙購入代 60,000 日本郵便㈱新宿郵便局

各奨励金データ通信経費 69,444 ㈱ジャストシステム

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(東海・北陸ブロック) 15,594,445 ランゲート㈱

平成26年度　確定労働保険料 1,017,427 計３名

平成26年度　退職給付費用 579,300 計３名

弁護士謝金 388,400 計１件

電話利用料金 20,451 ＫＤＤＩ㈱

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ使用料、IP電話利用料金 12,362 ＫＤＤＩ㈱

ホームページ維持・運用経費 62 ㈱富士通システムズ アプリケーション＆サポート

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(東海・北陸ブロック) 37,142,514 ランゲート㈱

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(関東･東海･北陸･近畿･九州･沖縄ブロック) 54,073,329 公益財団法人日本生産性本部

短期集中特別訓練事業に係る委託業務費(関東･近畿･九州・沖縄ブロック) 114,044,671 ㈱東京リーガルマインド

訓練・生活支援資金融資補助金 436,300,974 (社)日本労働者信用基金協会

職業安定資金融資（長期失業者）補助金 28,243,658 (社)日本労働者信用基金協会

国庫返納金 21,249,694,748 厚生労働省大臣官房会計課長

5月 補助事業

5月 国庫返納

5月 業務委託費

5月 業務委託費

5月 補助事業

5月 通信運搬費

5月 広報等作成費

5月 業務委託費

5月 人件費

5月 諸謝金

5月 通信運搬費

4月 雑役務費

4月 業務委託費

5月 人件費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費

4月 雑役務費
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