
（厚生労働省分　H２３通年） 単位：百万円
(1,985百万円)(9百万円)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)1,985百万円 8,977,295円

支出月支出月 支出月 支出月>2009/3<2009/10 >2011/3/31 <2011/10/1D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先

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。） 1,994百万円（国からの交付決定額）（運用収入額）

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

E 翌半期の執行見込みについて 残額については平成２４年度以降順次交付予定（執行見込額）
284百万円

平成23年度終了時におけるAの金額の残高（A-C） 284百万円執行（支出）済み額
1,710百万円

短期・長期信託有価証券
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

国債政保債・地方債その他社債等執行済み額（C)の平成22年度合計 716百万円

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23年度上半期合計 256百万円

支出月 科目
執行済み額（C)の平成23年度下半期合計 650百万円

… …… …



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先報償費奈良県高校生社会参画活動推進連絡会 28,960 個人消耗品費アートブロック、テニスボール等 241,900 コーナン商事（株）橿原香久山店  等使用料及び賃借料４．２６県民会議総会　会議室等使用料  等 15,100 会場　等報償費生徒会連絡会役員会に関する生徒交通費 等 34,440 個人　等茶代４．２６県民会議総会等 5,880 財団法人　奈良県職員互助会　等郵便料金後納郵便料金４月分  等 34,070 郵便局　等精算旅費０１１  等 10,420 職員　等委託料祖父母からのサポートの促進事業業務委託 900,000 財団法人健やか奈良支援財団精算旅費４月分  等 46,640 職員　等電話料金ＮＴＴ（内線）　４月分  等 382,275 西日本電信電話　株式会社ビジネスＳＳＣ（金沢）　等食糧費県立ジュニアオーケストラオーディション昼  等 9,360 株式会社　近鉄リテールサービス経理部　奈良文化会館食使用料及び賃借料協働プロジェクト第１回推進協議会等 41,003 公立学校共済組合奈良宿泊所春日野荘等消耗品費名刺帳２冊、名刺ポケット１冊  等 124,451 株式会社　タカギ　等委託料地域の子育て支援ネットワーク事業業務委託 930,000 財団法人健やか奈良支援財団備品購入費パソコンプリンター一式 74,529 株式会社　ヤマダ電機　奈良営業所精算旅費５月分　等 206,590 職員　等昼食代先進事例講演会講師昼食代　等 5,950 お食事処ほていや山田耕市　等「なら通学合宿」補助金交付 80,000 牧野通学合宿実行委員会　委員長　前田加津美報償品費県立ジュニアオーケストラ結成式花束  等 54,000 株式会社　花忠　等ガソリン代５月分　等 792,301 奈良県石油協同組合等運搬料金ヤマト　５月分　等 91,459 ヤマト運輸株式会社等電話料金ＮＴＴ　７月分　等 3,796,099 西日本電信電話株式会社奈良支店　等費用弁償第１回母親教室検討委員会委員旅費　等 43,340 個人　等保育所緊急整備事業 168,275,000 奈良市長食糧費「地域の教育力」モデル調査検討会  等 2,230 財団法人　奈良県職員互助会　等ガソリン代６月分  等 499,426 奈良県石油協同組合等

支出月 科目4月 報償費5月 使用料及び賃借料5月 需用費／その他
5月 役務費5月 旅費
5月 報償費5月 需用費／食糧費
5月 委託料6月 旅費6月 需用費／食糧費6月 役務費
6月 需用費／その他6月 使用料及び賃借料6月 委託料6月 備品購入費7月 旅費7月 需用費／食糧費
7月 需用費／その他7月 負担金、補助及び交付金7月 報償費7月 役務費
8月 需用費／その他
8月 役務費8月 旅費8月 負担金、補助及び交付金8月 需用費／食糧費



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目 報償費県立ジュニアオーケストラ補助スタッフ 991,000 個人会議室使用料通学合宿サポート研修会 7,900 会場在宅就業支援事業 36,766,167 在宅就業支援事業コンソーシアム切手代金連絡調整用切手代等 2,017,327 郵便局　等消耗品費震災ボランティア消耗品　等 381,290 株式会社　神田大薬局　等報償費県高等学校生徒会連絡会役員会生徒費用弁償等 451,440 個人　等旅費児童生徒の自殺対策事業ＳＳＷ旅費（８月分)　等 49,870 近藤　由賀利　等備品購入費児童生徒の自殺対策事業パソコン整備 12,000 株式会社　ヤマダ電機　奈良営業所委託料協働プロジェクトモデル校委託  等 38,944,244 奈良市立飛鳥小学校校長中井　悟　等茶代８．２４　第２回地域の子育て力推進委員会　等 5,755 財団法人　奈良県職員互助会「なら通学合宿」補助金交付等 317,678 東市まるごと子ども通学合宿実行委員会委員長　川北邦代消耗品費インカレッジ研修会用　色画用紙等 699,664 株式会社　タカギ  等使用料及び賃借料９．７　第２回家庭の子育て力推進委員会　等 32,300 財団法人　奈良婦人会館　等電話料金ＮＴＴ（内線）　８月分　等 1,896,689 西日本電信電話　株式会社ビジネスＳＳＣ（金沢）　等費用弁償９．７第２回家庭の子育て力推進委員会  等 87,760 個人　等食糧費「地域の教育力」モデル地域調査検討会　等 17,292 財団法人　奈良県職員互助会「なら通学合宿」補助金交付等 107,988,000 たわらもと通学合宿実行委員会中村正豪等報償費チャレンジ事業副賞品（鉛筆）　等 1,137,994 株式会社　ヤナギビジネス　等委託料９．６インカレッジフォーラム託児委託料　等 1,689,160 託児・保育所ドリームハウス園長　菖蒲良子　等精算旅費８月分 等 67,480 職員　等消耗品費保育所・幼稚園職員合同研修会資料作成等 369,309 ダイワシステムマシン株式会社　等電話料金ＮＴＴ（内線）９月分等 21,612 西日本電信電話　株式会社ビジネスＳＳＣ（金沢）　等委託料泣き声音声録音及び沐浴ＤＶＤ編集作業委託 90,000 株式会社　森脇ビデオ企画使用料及び賃借料第２回協働プロジェクト推進協議会開催の為  等 349,497 公立学校共済組合奈良宿泊所春日野荘等茶代１０．２６県民会議総会等 3,120 財団法人　奈良県職員互助会　等報償費協働プロジェクト推進協議会謝金　等 632,500 個人　等

8月 委託料9月 役務費9月 需用費／その他
8月 報償費8月 使用料及び賃借料
9月 報償費9月 旅費9月 備品購入費9月 委託料9月 需用費／食糧費9月 負担金、補助及び交付金10月 需用費／その他10月 使用料及び賃借料10月 旅費10月 役務費
10月 負担金、補助及び交付金10月 需用費／食糧費10月 報償費10月 委託料11月 旅費11月 需用費／その他11月 役務費11月 委託料11月 需用費／食糧費11月 使用料及び賃借料11月 報償費



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目 在宅就業支援事業  等 844,362 在宅就業支援事業コンソーシアム　等費用弁償９．６インカレッジフォーラム出席者  等 272,550 個人　等役務費ＮＴＴ（内線）　１０月分等 1,892,488 西日本電信電話　株式会社ビジネスＳＳＣ（金沢）　等委託料わくわくまなびフェスタ屋外設備等設置委託　等 21,594,040 株式会社　タック　等使用料及び賃借料運動場芝生化促進調査カメラレンタル１１月 165,270 株式会社　フォトスタジオエルガソリン代１０月分  等 181,047 奈良県石油協同組合等負担金、補助及び交付金絆発見通学合宿補助金　等 950,000 たかとり通学合宿実行委員会中西宏次等報償費楽譜書き換え作業報償費 　等 997,480 個人　等費用弁償「地域の教育力」モデル検討会旅費　等 220,870 個人　等食糧費「地域の教育力」モデル地域調査検討会 480 財団法人　奈良県職員互助会消耗品費プランター用受皿等 229,286 吉本治郎平商店　吉本　賀津子　等運搬料金ヤマト　１１月分等 1,899,428 ヤマト運輸株式会社等委託料協働プロジェクト集計分析業務委託 271,005 株式会社内田洋行大阪支店会議室使用料「地域の教育力」モデル地域調査検討会等 22,100 財団法人　奈良婦人会館　等負担金、補助及び交付金絆発見通学合宿補助金  等 391,930 吉野っ子通学合宿実行委員長竹内　一等役務費生徒指導支援室第二係　１２月分　等 1,903,948 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）　等使用料及び賃借料５／２６母親教室プログラム検討委員会　等 16,590 財団法人　奈良婦人会館　等負担金、補助及び交付金絆発見通学合宿補助金　等 450,000 浮孔小学校通学合宿実行委員会会長吉本正弘　等費用弁償沐浴ＤＶＤ作成・打合せ　等 49,050 個人　等書籍等購入代子育てパピーアドバイス妊娠・出産赤ちゃん　等 1,210,982 ベニヤ書店　川岸泰子　等報償費県立ジュニアオーケストラ音楽監督（１月）　等 1,089,590 個人　等茶代平成２３年度母子保健運営協議会 3,560 財団法人　奈良県職員互助会在宅就業支援事業 4,213,676 在宅就業支援事業コンソーシアム精算旅費００５　等 159,260 職員　等負担金、補助及び交付金絆発見　通学合宿補助金  等 82,900,000 前栽通学合宿実行委員会庄司禎男　等報償費楽譜書き換え作業報償費  等 537,880 個人　等

12月 役務費12月 委託料
12月 報償費12月 旅費
12月 使用料及び賃借料12月 需用費／その他12月 負担金、補助及び交付金1月 報償費1月 旅費
1月 役務費1月 需用費／食糧費1月 需用費／その他1月 委託料1月 使用料及び賃借料1月 負担金、補助及び交付金2月 役務費
2月 旅費2月 使用料及び賃借料2月 負担金、補助及び交付金2月 需用費／その他2月 報償費2月 需用費／食糧費3月 旅費2月 委託料
3月 報償費3月 負担金、補助及び交付金



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目 印刷製本費ジュニアオーケストラコンサート　チラシ等 780,273 吉岡印刷株式会社等運搬料金２月分　宅配料　等 2,081,793 佐川急便株式会社天理店　等使用料及び賃借料２．２３母親教室プログラム検討委員会　等 13,150 会場　等茶代２．２３母親教室プログラム検討委員会　等 3,600 財団法人　奈良県職員互助会報償費出演者報償費　等 1,528,090 株式会社　ジャパン・アーツ　等印刷製本費コンサート当日プログラム　等 690,206 吉岡印刷株式会社等役務費生徒指導支援室第二係　２月分　等 4,051,540 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）　等旅費運動場芝生化促進調査研究調査員旅費　等 128,800 個人　等使用料及び賃借料第４回協働プロジェクト奈良県推進協議会 3,903 公立学校共済組合奈良宿泊所春日野荘県立ジュニアオーケストラコンサート舞台委託（録音・録画） 76,650 インパクト株式会社県立ジュニアオーケストラ報償費（補助スタッフ）　等 72,860 個人　等旅費児童生徒の自殺対策事業ＳＳＷ旅費（３月）　等 6,860 個人　等複写機消耗品代総務部総務課コピー代２月分  等 31,417 リコージャパン（株）関西営業本部ＭＡ事業センター大阪ＭＡ第電話料金ＮＴＴ（ＦＡＸ）３月分等 7,525 西日本電信電話株式会社奈良支店　等負担金、補助及び交付金母子生活支援施設入所者特別支援事業補助金  等 399,442,000 社会福祉法人　奈良社会福祉院佐保山荘理事長　上田　裕巳在宅就業支援事業　等 3,901,008 在宅就業支援コンソーシアム　等

3月 需用費／その他3月 役務費3月 使用料及び賃借料3月 需用費／食糧費4月 報償費4月 需用費／その他4月 役務費4月 旅費4月 使用料及び賃借料4月 委託料5月 報償費5月 需用費／その他
5月 委託料5月 役務費5月 旅費
5月 負担金、補助及び交付金


