
（別紙様式）

単位：百万円

(700,000)

(408)

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)

25,260 0

- -

299,458 408,251,607

299,458 408,251,607

- -

- -

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/5/31

短期・長期信託 -

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 -

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。

執行（支出）済み額 374,240

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２２年度の緊急人材育成支援事業費として166,989百万円を執行予定。
平成２２年度の中小企業等雇用創出支援事業費として30,397百万円を執行予定。

（執行見込額） 325,760

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。）

700,408

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成21年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）

326,168

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 365,543



（別紙様式）

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

新規訓練設定奨励金 70,000,000 計７３件

訓練・生活支援給付金 439,020,000 計３,８７０名

発送料 20,151 ヤマト運輸㈱他１社

封筒印刷代 110,145 ㈱キタジマ

経理システム導入経費 4,472,790 東芝情報機器㈱

事務用品購入代 940,349 ㈱ミクニ商会他４社

ポスター印刷作成経費 4,506,600 ㈱ｼﾞｪｲ・ｱｲ・ｼｰ

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

コピー・FAX使用料 154,368 富士ゼロックス㈱

職員旅費 3,620 計９名

労働者派遣料 519,494 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他１社

収入印紙購入代 70,000 郵便事業㈱

事務所工事費 727,650 ㈱イトーキ他３社

ISDN回線使用料 4,705 東日本電信電話㈱

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㈱

事務所光熱水料 190,209 住友不動産㈱

郵便料金 752,200 郵便事業㈱

職員人件費 20,877,279 計４４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

ホームページ改修経費 1,962,765 日本電気㈱

パソコン・ネットワーク機器他リース料 1,508,745 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱他５社

パンフレット作成経費 3,307,500 ㈱キタジマ

タクシー使用料 74,230 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

消耗品費

10月 広報資料作成費

10月 業務委託費

10月 通信運搬費

10月 印刷製本費

10月 雑役務費

10月

10月 新規訓練設定奨励金

10月 訓練・生活支援給付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 雑役務費

10月 雑役務費

10月 通信運搬費

10月 雑役務費

10月 旅費

10月 雑役務費

10月 通信運搬費

10月 人件費

10月 厚生経費

10月 土地建物借料

10月 雑役務費

10月 光熱水料

10月 通信運搬費

10月 広報資料作成費

10月 借料及び損料

10月 印刷製本費



（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

電話料金 76,029 東日本電信電話㈱他１社

登記印紙購入代 1,500 東京法務局

訓練・生活支援給付金 713,620,000 計６，６２０名

事務用品購入代 1,418,708 ㈱志正堂他４社

封筒印刷代 69,300 共立印刷㈱

広告掲載料 6,720,000 ㈱リクルート

パソコン・ネットワーク機器他リース料 2,091,862 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱他５社

収入印紙購入代 2,400 郵便事業㈱

実習型雇用助成金 135,000 計３社

新規訓練設定奨励金 153,300,000 計１４３件

職員人件費 20,827,472 計４４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

労働者派遣料 2,125,882 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他２社

業務用名刺印刷代 9,660 ㈱キタジマ

コピー・FAX使用料 159,956 富士ゼロックス㈱

発送料 7,855 ヤマト運輸㈱他１社

職員旅費 79,120 計２０名

職場体験参加奨励金 300,000 計３名

職場体験受入助成金 300,000 計２件

健康診断料 42,525 医療法人　同友会

郵便料金 1,187,570 郵便事業㈱

給付金システム導入経費 113,762,775 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

給付金システム運用経費 3,435,600 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

会議会場借上料 67,914 （財）東京消防会

10月 通信運搬費

11月 雑役務費

11月 広報資料作成費

11月 借料及び損料

11月 訓練・生活支援給付金

11月 消耗品費

11月 印刷製本費

11月 人件費

11月 厚生経費

11月 雑役務費

11月 雑役務費

11月 実習型雇用助成金

11月 新規訓練設定奨励金

11月 旅費

11月 職場体験参加奨励金

11月 職場体験受入助成金

11月 印刷製本費

11月 雑役務費

11月 通信運搬費

11月 厚生経費

11月 通信運搬費

11月 雑役務費

11月 借料及び損料

11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

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

タクシー使用料 111,120 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

給付金様式印刷代 232,785 ㈱キタジマ

ISDN回線使用料 4,696 東日本電信電話㈱

事務所光熱水料 177,244 住友不動産㈱

事務所工事費 90,300 住友不動産㈱

事務所清掃料 113,925 住友不動産㈱

事務所賃料・共益費 3,199,911 住友不動産㈱

ホームページ改修経費 3,139,584 日本電気㈱

電話料金 79,236 東日本電信電話㈱他１社

訓練・生活支援給付金 1,601,220,000 計１５ ,０２３名

訓練奨励金 151,800,000 計６９件

新規訓練設定奨励金 383,650,000 計３７９件

実習型雇用助成金 1,125,000 計２１件

職場体験受入助成金 1,400,000 計１９件

職場体験参加奨励金 1,980,000 計２２名

振込手数料 840 ㈱三井住友銀行

基金の一部国庫返納 353,353,373,000 厚生労働大臣官房会計課長

パソコン・ネットワーク機器他リース料 3,643,929 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱他６社

事務用品購入代 1,340,595 ㈱ミクニ商会他３社

事務所工事費 414,750 日興テクノス㈱他１社

封筒印刷代 268,800 ㈱キタジマ他１社

ポスター作成経費 1,538,250 ㈱キタジマ他１社

ポスター駅貼り広告経費 2,719,500 ㈱ジェイ・アイ・シー

業務用名刺印刷代 4,830 ㈱キタジマ

12月 広報資料作成費

11月 通信運搬費

11月 印刷製本費

11月 通信運搬費

11月 土地建物借料

11月 広報資料作成費

11月 通信運搬費

11月 光熱水料

11月 雑役務費

11月 雑役務費

12月 実習型雇用助成金

12月 職場体験受入助成金

12月 職場体験参加奨励金

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 雑役務費

12月 印刷製本費

12月 広報資料作成費

12月 雑役務費

12月 借料及び損料

12月 消耗品費

12月 国庫返納金

12月 印刷製本費



（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

委員会議事録作成代 47,775 日本盲人職能開発センター

委員謝金 192,150 計１４名

委員旅費 6,160 計１４名

コピー・FAX使用料 220,782 富士ゼロックス㈱

健康診断料 18,375 医療法人　同友会

給付金システム運用経費 4,796,400 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

郵便料金 1,674,065 郵便事業㈱

発送料 10,310 ヤマト運輸㈱他１社

福利厚生団体の事業主負担金 8,694 雇用・能力開発機構厚生会

労働者派遣料 2,365,194 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他１社

ISDN回線使用料 5,505 東日本電信電話㈱

職員旅費 13,620 計１３名

職員人件費 58,942,470 計５９名

タクシー使用料 177,410 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

事務所光熱水料 193,120 住友不動産㈱

電話料金 83,483 東日本電信電話㈱他２社

収入印紙購入代 1,200 郵便事業㈱

実習型雇用助成金 3,855,000 計５６件

職場体験受入助成金 3,950,000 計５０件

日系人離職者支援事業委託費 587,898,000 （財）産業雇用安定センター

振込手数料 1,365 ㈱三井住友銀行

新規訓練設定奨励金 179,500,000 計１７６件

訓練奨励金 417,520,000 計１３６件

訓練・生活支援給付金 1,530,520,000 計１４，３６５名

12月 旅費

12月 雑役務費

12月 厚生経費

12月 雑役務費

12月 諸謝金

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 通信運搬費

12月 通信運搬費

12月 光熱水料

12月 通信運搬費

12月 雑役務費

12月 旅費

12月 人件費

12月 通信運搬費

1月 業務委託費

1月 雑役務費

1月 新規訓練設定奨励金

1月 実習型雇用助成金

1月 職場体験受入助成金

1月 訓練奨励金

1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

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

給付金様式印刷代 273,000 ㈱第一印刷所

パソコン・ネットワーク機器他リース料 1,736,195 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱他３社

職場体験参加奨励金 3,630,000 計３８名

業務用名刺印刷代 84,525 ㈱キタジマ

封筒印刷代 364,350 ㈱キタジマ

労働者派遣料 2,381,920 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他１社

コピー・FAX使用料 210,309 富士ゼロックス㈱

給付金システム運用経費 6,339,900 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

職員人件費 31,207,593 計６６名

福利厚生団体の事業主負担金 9,744 雇用・能力開発機構厚生会

健康診断料 110,775 医療法人　同友会

郵便料金 2,828,230 郵便事業㈱

収入印紙購入代 10,200 郵便事業㈱

長期失業者支援事業委託費 181,395,889 テンプスタッフ転身サポート㈱他２社

発送料 14,720 ヤマト運輸㈱他１社

ISDN回線使用料 5,486 東日本電信電話㈱

事務所光熱水料 237,346 住友不動産㈱

事務所工事費 528,150 住友不動産㈱他１社

職員旅費 5,200 計６名

事務用品購入代 799,699 ㈱ノエス他３社

タクシー使用料 103,980 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

ホームページ改修経費 995,715 日本電気㈱

ポスター・チラシ作成経費 256,567 ㈱キタジマ

給付金システム増設経費 2,427,999 NTTファイナンス㈱1月 借料及び損料

1月 職場体験参加奨励金

1月 印刷製本費

1月 借料及び損料

1月 雑役務費

1月 人件費

1月 雑役務費

1月 雑役務費

1月 印刷製本費

1月 印刷製本費

1月 雑役務費

1月 業務委託費

1月 厚生経費

1月 通信運搬費

1月 厚生経費

1月 旅費

1月 通信運搬費

1月 光熱水料

1月 雑役務費

1月 通信運搬費

1月 広報資料作成費

1月 消耗品費

1月 通信運搬費

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

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

電話料金 104,408 東日本電信電話㈱他１社

訓練・生活支援給付金 1,868,040,000 計１７，５５５名

訓練・生活支援給付金取消 -100,000 計１名

実習型雇用助成金 9,010,000 計１０５件

職場体験受入助成金 15,970,000 計１８０件

職場体験参加奨励金 16,230,000 計１５２名

新規訓練設定奨励金 298,000,000 計２８５件

新規訓練設定奨励金取消 -1,000,000 計１件

訓練奨励金 505,740,000 計１９２件

収入印紙購入代 1,400 郵便事業㈱

パソコン・ネットワーク機器他リース料 3,686,024 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱他７社

ホームページ改修経費 1,763,706 日本電気㈱

事務用品購入代 985,753 ㈱ミクニ商会他２社

封筒印刷代 451,500 ㈱キタジマ

職員人件費 27,748,448 計６９名

役職員旅費 246,070 計１４名

委員謝金 50,400 計３名

委員旅費 3,140 計３名

事務所工事費 4,201,050 ㈱イトーキ他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

郵便料金 3,110,480 郵便事業㈱

コピー・FAX使用料 271,410 富士ゼロックス㈱

発送料 15,270 ヤマト運輸㈱他１社

ISDN回線使用料 5,383 東日本電信電話㈱

2月 訓練・生活支援給付金

2月 訓練・生活支援給付金

1月 通信運搬費

2月 訓練奨励金

2月 職場体験受入助成金

2月 職場体験参加奨励金

2月 雑役務費

2月 新規訓練設定奨励金

2月 借料及び損料

2月 消耗品費

2月 印刷製本費

2月 旅費

2月 人件費

2月 雑役務費

2月 謝金

2月 旅費

2月 雑役務費

2月 広報資料作成費

2月 通信運搬費

2月 通信運搬費

2月 雑役務費

2月 通信運搬費

2月 実習型雇用助成金

2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

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

労働者派遣料 3,461,642 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他２社

健康診断料 12,600 医療法人　同友会

会議用お茶代 1,079 ㈱レイカ

業務用名刺印刷代 28,980 ㈱キタジマ

就職安定資金融資関係補助金（長期失業者） 2,400,000 （社）日本労働者信用基金協会

訓練・生活支援資金融資関係補助金 1,230,000 （社）日本労働者信用基金協会

電話料金 117,471 東日本電信電話㈱他１社

タクシー使用料 140,410 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

事務所賃料・共益費 14,183,742 住友不動産㈱

事務所清掃料 505,092 住友不動産㈱

事務所光熱水料 270,194 住友不動産㈱

訓練・生活支援給付金 1,947,940,000 計１８，３０７名

訓練・生活支援給付金取消 -560,000 計３名

実習型雇用助成金 22,280,000 計１９８件

職場体験受入助成金 10,460,000 計１１３件

職場体験参加奨励金 10,530,000 計９６名

訓練奨励金 992,580,000 計３５１件

新規訓練設定奨励金 349,400,000 計３３８件

パソコン・ネットワーク機器他リース料 4,482,994 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱他７社

事務用品購入代 1,525,198 ㈱ミクニ商会他３社

封筒印刷代 586,215 寿堂紙製品工業㈱

事務所工事費 1,083,915 富士テレコム㈱

広告掲載経費 6,352,500 ㈱リクルート

業務用名刺印刷代 7,245 ㈱キタジマ

3月 訓練・生活支援給付金

補助事業費2月

2月 補助事業費

2月 印刷製本費

2月 雑役務費

2月 厚生経費

2月 会議費

3月 訓練・生活支援給付金

3月 実習型雇用助成金

3月 職場体験受入助成金

2月 通信運搬費

2月 通信運搬費

2月 土地建物借料

2月 雑役務費

2月 光熱水料

3月 消耗品費

3月 印刷製本費

3月 借料及び損料

3月 職場体験参加奨励金

3月 訓練奨励金

3月 新規訓練設定奨励金

3月 雑役務費

3月 広報資料作成費

3月 印刷製本費



（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

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 174,359 富士ゼロックス㈱

発送料 12,625 ヤマト運輸㈱他２社

役職員旅費 48,630 計１９名

労働者派遣料 3,586,414 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他２社

ISDN回線使用料 5,454 東日本電信電話㈱

事務所光熱水料 324,664 住友不動産㈱

職員人件費 28,863,372 計７２名

収入印紙購入代 30,200 郵便事業㈱

就職活動困難者支援事業委託費 2,748,900 ㈱アイズ・インターナショナル他１社

郵便料金 3,333,455 郵便事業㈱

会議用お茶代 705 ㈱レイカ

タクシー使用料 22,020 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

リーフレット作成経費 2,978,183 ㈱エム・クリエイション

ホームページ改修経費 750,519 日本電気㈱

電話料金 131,270 東日本電信電話㈱他１社

アンケート調査集計経費 363,825 ㈱マイルポスト

会議会場借上料 76,923 （財）鉄道弘済会　弘済会館

委員謝金 113,400 計７名

委員旅費 2,640 計７名

給付システム増設経費 8,998,500 ＮＴＴファイナンス㈱

給付システム改修経費 10,355,625 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ

平成２１年度退職給付引当金繰入 1,670,000

平成２１年度確定労働保険料 1,919,737 東京労働局

3月 人件費

3月 人件費

3月 雑役務費

3月 通信運搬費

3月 旅費

3月 雑役務費

3月 雑役務費

3月 通信運搬費

3月 通信運搬費

3月 会議費

3月 業務委託費

3月 雑役務費

3月 光熱水料

3月 人件費

3月 雑役務費

3月 借料及び損料

3月 謝金

3月 旅費

3月 雑役務費

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 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

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

預金残高証明書発行手数料 1,260 みずほ銀行他１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

派遣労働者料 4,166,067 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他２社

職員旅費 15,390 計８名

コピー機・ＦＡＸレンタル料 36,750 富士ゼロックス㈱

コピー・ＦＡＸ使用料 309,682 富士ゼロックス㈱

ホームページ改修経費 2,086,833 日本電気㈱他１社

ISDN回線使用料 5,436 東日本電信電話㈱

発送料 6,302 ヤマト運輸㈱他１社

郵便料金 4,844,355 郵便事業㈱

業務用名刺印刷代 65,205 ㈱キタジマ

職員人件費退職時精算 -95,260 計２名

職員人件費 5,152,373 計７２名

長期失業者支援事業委託費 218,374,521 テンプスタッフ転身サポート㈱他６社

タクシー使用料 56,190 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

電話料金 148,393 東日本電信電話㈱他１社

事務所光熱水料 232,696 住友不動産㈱

就職活動困難者支援事業委託費 3,300,150 ㈱アイズ・インターナショナル他２社

備品リース料 138,600 ㈱イトーキ

ネットワーク機器他運用支援経費 1,787,803 富士通㈱他５社

タクシー使用料 13,190 東京都個人ﾀｸｼｰ(協）

研修生・技能実習生の帰国旅費立替払事業委託費返還金 -15,662,951 （財）国際研修協力機構

長期失業者支援事業委託費 16,227,750 テンプスタッフ転身サポート㈱他１社

ジョブカード講習関係業務委託費 38,317,249 （財）日本生産性本部

4月 人件費

4月

4月

4月

4月

4月

4月

4月

雑役務費

4月 通信運搬費

4月 光熱水料

4月 業務委託費

4月 通信運搬費

印刷製本費

4月

5月 借料及び損料

5月 雑役務費

5月 業務委託費

5月 通信運搬費

人件費

4月 業務委託費

雑役務費

広報資料作成費

通信運搬費

通信運搬費

通信運搬費4月

4月

雑役務費

4月

5月 業務委託費

5月 業務委託費

旅費

借料及び損料

4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

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

就職安定資金融資関係補助金（長期失業者） 16,921,108 （社）日本労働者信用基金協会

訓練・生活支援資金融資関係補助金 15,143,076 （社）日本労働者信用基金協会

日系人離職者支援事業委託費返還金 -688,708,527 （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返還金 -399,141,476 （財）産業雇用安定センター

緊急人材育成支援事業委託費返還金 -683,987,528 （独）雇用・能力開発機構

5月 補助事業費

5月 補助事業費

5月 業務委託費

5月 業務委託費

5月 業務委託費


