
（厚生労働省分） 単位：百万円
(1,985百万円)(7百万円)BC

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)1,901百万円 6,810,234円

支出月支出月 支出月 支出月>2009/3<2009/10 >2010/3/31 <2010/10/1執行済み額（C)の平成22年度下半期合計 643百万円

執行済み額（C)の平成21年度合計 87百万円執行済み額（C)の平成22年度上半期合計 0百万円

国債政保債・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 県において基金は全て預貯金で運用することとしているため有価証券

執行（支出）済み額
87百万円E 翌半期の執行見込みについて 残額については平成23年度以降、順次交付予定。（執行見込額）

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 奈良県安心こども基金基金設置法人名 奈良県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。） 1,992百万円（国からの交付決定額）（運用収入額）

短期・長期信託

平成22年度上半期終了時におけるAの金額の残高（A-C） 1,905百万円

… …



D 執行済み額（C)の平成22年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先保育所緊急整備事業 399,867,000 奈良市地域子育て創生事業 93,737,000 大和高田市他　１８市町村　１NPO法人地域子育て創生事業(次世代育成支援対策推進事業） 5,759,000 子育て家庭サポートセンター他施設入所児童等特別支援事業 14,365,000 個人　計１２名（福）いかるが園他６団体地域子育て創生事業(こども電話相談体制整備） 700,000 奈良いのちの電話協会地域子育て創生事業(食育に関するアンケート調査） 11,655,000 (株)シャパンインターナショナル総合研究所地域子育て創生事業（絆発見通学合宿事業） 1,400,000 東市まるごと子ども通学合宿実行委員会他８団体地域子育て創生事業（体験学習プログラム構築普及事業） 860,000 近畿大学農学部Feellink他　４団体地域子育て創生事業（絆発見通学合宿事業・体験学習プログラム構築普及事業） 188,000 富士ゼロックス奈良株式会社他「おはよう・おやすみ・おてつだい」約束運動事業 292,000 （株）あらき商店　ほか3社幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 65,234 （株）ヤナギビジネス他計３社幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 64,000 個人　計３名幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 4,640 個人　計５名幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 2,920 個人　計５名幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 10,940 個人　計６名幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 1,187,000 国立学校法人　奈良教育大学幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 1,360 個人　計１名幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 22,344 木谷紙店幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 4,260 個人　計３名幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 4,100 個人　計２名幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 22,050 （株）実業印刷幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 69,300 （株）実業印刷幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 73,500 （株）コーナン幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 99,225 （株）アイプリコム幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 90,000 個人　計４名

5月 事務費6月 需用費

3月 補助金
11月 補助金3月 補助金
11月 補助金3月 事務費
4月 委託料
5月 補助金5月 補助金支出月 科目

4月 需用費5月 報酬
7月 旅費7月 委託料
5月 旅費6月 旅費
10月 旅費12月 旅費
9月 旅費9月 需用費
1月 需用費2月 需用費
12月 需用費12月 役務費
2月 報酬費



D 執行済み額（C)の平成22年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目 幼児の運動能力・生活習慣等調査研究事業 51,127 個人　計３４名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 1,920 個人　計３名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 229,616 株式会社ワールドインシュアランス高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 15,000 個人　計１名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 1,940 個人　計２名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 112,075 （株）紀伊国屋書店ほか　２社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 9,640 個人　計３名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 245,313 （株）ひらせ　ほか８社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 18,000 個人　計３名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 8,720 個人　計３名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 192,200 （株）いかるが書店ほか７社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 61,000 個人　計３名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 5,200 個人　計５名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 388,835 （株）タカギ　ほか１１社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 50,000 個人　計２名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 6,380 個人　計３名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 431,034 （株）コメリ　ほか１５社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 17,140 個人　計２名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 477,695 （株）ジャパンブックス富雄展　ほか９社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 1,280 個人　計２名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 159,587 （株）ジャパンブックス富雄展　ほか９社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 2,720 奈良郵便輸送株式会社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 20,000 個人　１名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 1,160 個人　２名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 30,955 （株）いかるが書店ほか３社高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 210,201 （株）奈良事務機　ほか１２社

5月 旅費6月 役務費2月 旅費
7月 需用費8月 旅費
7月 報償費7月 旅費
9月 旅費9月 需用費
8月 需用費9月 報償費
10月 需用費11月 報償費
10月 報償費10月 旅費
12月 旅費12月 需用費
11月 旅費11月 需用費
1月 役務費2月 報償費
1月 旅費1月 需用費
3月 需用費2月 旅費2月 需用費



D 執行済み額（C)の平成22年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目 高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 2,960 個人　１名高校生「こんにちは赤ちゃん」体験事業 31,429 加藤昌文堂学校協働プロジェクト　精算旅費 2,100 個人　２名学校協働プロジェクト　プリント代 4,917 富士ゼロックス奈良（株）学校協働プロジェクト　精算旅費 3,000 個人学校協働プロジェクト　協働プロジェクト推進協議会 3,903 春日野荘学校協働プロジェクト　精算旅費 2,140 個人　２名学校協働プロジェクト　協働プロジェクトアンケート用紙 42,000 東洋印刷（株）学校協働プロジェクト　精算旅費 1,480 個人　２名協働プロジェクトモデル校委託 1,000,000 奈良市立飛鳥小学校他４校学校協働プロジェクト　精算旅費 820 個人学校協働プロジェクト　精算旅費 3,180 個人　２名学校協働プロジェクト　用紙購入代金 44,568 木谷紙店学校協働プロジェクト　FAX代 3,416 資金前渡職員協働プロジェクト推進協議会 3,903 春日野荘学校協働プロジェクト　精算旅費 7,580 個人　４名協働プロジェクト　リーフレット 254,100 （株）近畿印刷センター学校協働プロジェクト　精算旅費 4,260 個人　３名協働プロジェクト　リーフレット 103,950 （株）近畿印刷センター学校協働プロジェクト　精算旅費 480 個人　１名学校協働プロジェクト　用紙購入代金 28,302 木谷紙店学校協働プロジェクト　プリント代 29,824 富士ゼロックス奈良（株）協働プロジェクト委員謝金 54,710 個人　２名学校協働プロジェクト　精算旅費 6,560 個人　３名協働プロジェクト推進協議会 7,807 春日野荘高等技能訓練促進費等事業 57,740,000 奈良市他　１０市5月 補助金

4月 旅費
5月 需用費その他6月 旅費
4月 需用費5月 旅費
8月 需用費その他9月 旅費
7月 使用料及び賃借料8月 旅費
11月 旅費11月 需用費その他
9月 委託料10月 旅費
12月 旅費12月 需用費その他
11月 役務費11月 使用料及び賃借料
2月 旅費2月 需用費その他
1月 旅費1月 需用費その他
2月 需用費その他
3月 使用料及び賃借料3月 報償費3月 旅費



D 執行済み額（C)の平成22年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目 高等技能訓練促進費等事業 10,363,000 個人　計５４名Ｈ２１年度分高等技能訓練促進費等事業の過年度返還金 -2,683,000 奈良市他　２市就業・社会活動困難者への戸別訪問事業 1,571,000 戸別訪問員　２名ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 委員謝金 10,950 審査会委員ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 委員旅費 400 審査会委員ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 出張旅費 26,100 職員ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 16,724,131 「ＩＴ活用等による在宅就業支援事業委託業務」受託コンソーシアひとり親家庭等の在宅就業支援事業 20,291,328 「ＩＴ活用等による在宅就業支援事業委託業務」受託コンソーシアムひとり親家庭等の在宅就業支援事業 22,803,288 「ＩＴ活用等による在宅就業支援事業委託業務」受託コンソーシアムひとり親家庭等の在宅就業支援事業 9,132,109 「ＩＴ活用等による在宅就業支援事業委託業務」受託コンソーシアひとり親家庭等の在宅就業支援事業 56,694 富士ゼロックス奈良株式会社他児童養護施設等生活環境改善事業 3,531,000 （福）葛城福祉園児童養護施設等生活環境改善事業 33,925,000 個人　計２名（福）天理他　５団体児童養護施設等生活環境改善事業 5,190,000 奈良市他　６市町村児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業 2,051,000 （福）宝山寺福祉事業団他　１０団体社会的養護拡充事業 324,000 個人　計１０名

9月 委託料12月 委託料
11月 旅費6月 報酬6月 旅費
5月 委託料
5月 補助金5月 補助金

8月 委託料
5月 補助金返納5月 補助金

5月 事務費5月 補助金
10月 補助金

5月 賃金

5月 事務費


