
単位：百万円

(3,726百万円)
(19百万円)

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)

3,726百万円 18,167,242円

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 定住外国人の子どもの就学支援事業（子ども架け橋基金）

基金設置法人名 IOM 国際移住機関

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。）

3,745百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,546百万円

執行（支出）済み額 2,199百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

団体に168百万円（10月に18団体、1月に1団体）を交付予定。その他、事
業モニタリング費、会議費、人件費、事務局運営費、一般管理費等で16
百万円程度支出予定。

（執行見込額） 184百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 リスクが少ないため

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度合計 230百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計 201百万円

執行済み額（C)の
平成22年度合計 791百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 582百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 395百万円





D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

職員3名に対する賃金 1,744,150 職員（3名）

運営委員会委員への支払い 300,000 運営委員会委員

事務局業務補助 28,376 事業アシスタント

建物賃貸料、コピー機賃貸
料等

228,232
建物管理会社、リー
ス会社等

文房具等 7,330 文房具店等

固定電話料金、携帯電話料
金、インターネット、宅配・郵便
等

30,895
NTT、インターネット接続業
者、宅配業者、郵便局等

ｵﾌｨｽ清掃、人事ｻｰﾋﾞｽ料等 18,645
清掃会社、人事ｻｰﾋﾞ
ｽ等

公共料金支払 11,220 公共料金支払先

銀行手数料等 36,828 金融機関等

2013年度第1次委託金支払い、
2012年度委託金返還

151,642,271
支払い17団体、返還1団
体

オーバーヘッド 7,702,397 国際移住機関

支出月 科目

4月 賃金

4月 諸謝金

4月 諸謝金

4月 借損料

4月 消耗品費

4月 通信運搬費

4月 雑役務費

4月 水道光熱費

4月 支払手数料

4月 委託金

4月 国際機関への一般管理費



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

職員3名に対する賃金 1,737,517 職員（3名）

運営委員会委員への支払い 150,000 運営委員会委員

事務局業務補助 46,425 事業アシスタント

建物賃貸料、コピー機賃貸
料等

236,548
建物管理会社、リー
ス会社等

資料コピー代金等 29,522
コピー機リース会社
等

文房具等 926 文房具店等

固定電話料金、携帯電話料
金、インターネット、宅配・郵便
等

31,599
NTT、インターネット接続業
者、宅配業者、郵便局等

事業モニタリング 990 公共交通機関

ｵﾌｨｽ清掃、人事ｻｰﾋﾞｽ料等 18,495
清掃会社、人事ｻｰﾋﾞ
ｽ等

公共料金支払 10,047 公共料金支払先

銀行手数料 4,723 金融機関

2013年度第1次委託金支払い、
2012年度委託金返還、2012年
度委託金精算支払い

33,543,273
2013年度支払い1団体、2012
年度返還6団体、2012年度支
払い3団体

オーバーヘッド 1,790,503 国際移住機関

5月 賃金

5月 諸謝金

5月 諸謝金

5月 借損料

5月 印刷製本費

5月 消耗品費

5月 通信運搬費

5月 旅費

5月 雑役務費

5月 水道光熱費

5月 支払手数料

5月 委託金

5月 国際機関への一般管理費



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

職員3名に対する賃金 1,737,517 職員（3名）

事務局業務補助 26,445 事業アシスタント

建物賃貸料、コピー機賃貸
料等

221,301
建物管理会社、リー
ス会社等

文房具等 9,708 文房具店等

固定電話料金、携帯電話料
金、インターネット、宅配・郵便
等

66,780
NTT、インターネット接続業
者、宅配業者、郵便局等

事業モニタリング 880 公共交通機関

ｵﾌｨｽ清掃、人事ｻｰﾋﾞｽ料、JYL
システム業務委託費用等

230,396
清掃会社、人事ｻｰﾋﾞｽ会社、
システム開発会社等

公共料金支払 10,804 公共料金支払先

銀行手数料 2,729 金融機関

2012年度委託金返還 -7,259,214 5団体

オーバーヘッド -247,633 国際移住機関

6月 賃金

6月 諸謝金

6月 借損料

6月 消耗品費

6月 通信運搬費

6月 旅費

6月 雑役務費

6月 水道光熱費

6月 支払手数料

6月 委託金

6月 国際機関への一般管理費



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

職員3名に対する賃金 1,737,517 職員（3名）

建物賃貸料、コピー機賃貸
料等

228,358
建物管理会社、リー
ス会社等

文房具等 8,412 文房具店等

固定電話料金、携帯電話料
金、インターネット、宅配・郵便
等

31,053
NTT、インターネット接続業
者、宅配業者、郵便局等

事業モニタリング 47,800 公共交通機関

ｵﾌｨｽ清掃、人事ｻｰﾋﾞｽ料等 18,645
清掃会社、人事ｻｰﾋﾞ
ｽ等

公共料金支払 12,606 公共料金支払先

銀行手数料 1,730 金融機関

オーバーヘッド 104,306 国際移住機関

7月 賃金

7月 借損料

7月 消耗品費

7月 通信運搬費

7月 旅費

7月 雑役務費

7月 水道光熱費

7月 支払手数料

7月 国際機関への一般管理費



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

職員3名に対する賃金 1,737,517 職員（3名）

建物賃貸料、コピー機賃貸
料等

221,302
建物管理会社、リー
ス会社等

資料コピー代金等 29,971
コピー機リース会社
等

文房具等 4,580 文房具店等

固定電話料金、携帯電話料
金、インターネット、宅配・郵便
等

31,365
NTT、インターネット接続業
者、宅配業者、郵便局等

事業モニタリング 51,660 公共交通機関

ｵﾌｨｽ清掃、人事ｻｰﾋﾞｽ料等 30,045
清掃会社、人事ｻｰﾋﾞ
ｽ等

公共料金支払 16,727 公共料金支払先

銀行手数料 943 金融機関

オーバーヘッド 106,206 国際移住機関

8月 賃金

8月 借損料

8月 印刷製本費

8月 消耗品費

8月 通信運搬費

8月 旅費

8月 雑役務費

8月 水道光熱費

8月 支払手数料

8月 国際機関への一般管理費



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

職員3名に対する賃金 1,748,506 職員（3名）

事務局業務補助 13,097 事業アシスタント

建物賃貸料、コピー機賃貸
料等

230,302
建物管理会社、リー
ス会社等

文房具等 7,680 文房具店等

固定電話料金、携帯電話料
金、インターネット、宅配・郵便
等

18,516
NTT、インターネット接続業
者、宅配業者、郵便局等

事業モニタリング、会議 54,750 公共交通機関

ｵﾌｨｽ清掃、人事ｻｰﾋﾞｽ料等 18,645
清掃会社、人事ｻｰﾋﾞ
ｽ等

公共料金支払 16,925 公共料金支払先

銀行手数料、入金為替手数
料

79,968 金融機関

オーバーヘッド 109,419 国際移住機関

9月 賃金

9月 諸謝金

9月 借損料

9月 消耗品費

9月 通信運搬費

9月 旅費

9月 雑役務費

9月 水道光熱費

9月 支払手数料

9月 国際機関への一般管理費


