
法人名：独立行政法人福祉医療機構

（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

財団法人　長寿社会開発セン
ター

社会福祉振興事業助成金 13,000,000 2009/10/26

社団法人　日本介護福祉士養
成施設協会

社会福祉振興事業助成金 9,406,000 2009/10/26

社団法人　日本社会福祉士会 社会福祉振興事業助成金 22,665,000 2009/10/26

社団法人　長寿社会文化協会 社会福祉振興事業助成金 4,000,000 2009/10/26

社団法人　全国脊髄損傷者連
合会

高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 3,500,000 2009/10/26

社団法人　全国訪問看護事業
協会

高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 4,419,000 2009/10/26

財団法人　麻薬・覚せい剤乱用
防止センター

子育て支援事業助成金 16,516,000 2009/10/26

社団法人　日本発達障害福祉
連盟

子育て支援事業助成金 2,711,000 2009/10/26

社団法人　母子保健推進会議 子育て支援事業助成金 4,000,000 2009/10/26

社団法人　日本家庭生活研究
協会

子育て支援事業助成金 4,593,000 2009/10/26

社団法人　青少年交友協会 子育て支援事業助成金 1,400,000 2009/10/26

財団法人　日本予防医学協会 子育て支援事業助成金 2,000,000 2009/10/26

財団法人　テクノエイド協会 社会福祉振興事業助成金 2,447,000 2009/11/25

社団法人　日本女医会 社会福祉振興事業助成金 2,000,000 2009/11/25

21年度予算における公益法人等への契約以外の金銭交付による支出状況（第３四半期）



財団法人　日本障害者リハビリ
テーション協会

高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 4,542,000 2009/11/25

社団法人　日本てんかん協会 高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 1,640,000 2009/11/25

財団法人　日本キリスト教婦人
矯風会

子育て支援事業助成金 1,336,000 2009/11/25

財団法人　全国母子寡婦福祉
団体協議会

子育て支援事業助成金 2,972,000 2009/11/25

社団法人　日本自閉症協会 子育て支援事業助成金 3,500,000 2009/11/25

社団法人　日本女医会 子育て支援事業助成金 1,578,000 2009/11/25

財団法人　長寿社会開発セン
ター

社会福祉振興事業交付金 8,889,000 2009/11/25

財団法人　テクノエイド協会 社会福祉振興事業交付金 82,853,000 2009/11/25

財団法人　神経研究所 長期貸付金 300,000,000 2009/11/25

財団法人　日本障害者リハビリ
テーション協会

社会福祉振興事業助成金 2,200,000 2009/12/25

財団法人　ダイヤ高齢社会研
究財団

社会福祉振興事業助成金 2,000,000 2009/12/25

財団法人　健康・体力づくり事
業財団

社会福祉振興事業助成金 1,999,000 2009/12/25

社団法人　全国有料老人ホー
ム協会

社会福祉振興事業助成金 1,003,000 2009/12/25

社団法人　日本医療社会事業
協会

社会福祉振興事業助成金 893,000 2009/12/25

財団法人　国際障害者年記念
ナイスハート基金

高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 651,000 2009/12/25

社団法人　全日本難聴者・中途
失聴者団体連合会

高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 1,000,000 2009/12/25

社団法人　日本精神保健福祉
連盟

高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 1,405,000 2009/12/25

社団法人　全国肢体不自由児・
者父母の会連合会

高齢者・障害者在宅福祉等整備事業助成金 3,000,000 2009/12/25



財団法人　児童育成協会 子育て支援事業助成金 5,395,000 2009/12/25

財団法人　家庭保健生活指導
センター

子育て支援事業助成金 4,537,000 2009/12/25

財団法人　日本レクリエーショ
ン協会

子育て支援事業助成金 5,955,000 2009/12/25

財団法人　全国里親会 子育て支援事業助成金 5,120,000 2009/12/25

社団法人　全国保健センター連
合会

子育て支援事業助成金 4,000,000 2009/12/25

社団法人　日本３Ｂ体操協会 子育て支援事業助成金 872,000 2009/12/25

財団法人　ライフ・エクステン
ション研究所

長期貸付金 200,000,000 2009/12/25

注　本表は、該当案件について、当該四半期内に支出があった場合に掲記している。



法人名：独立行政法人福祉医療機構

（単位：円）

契約の相手方
法人名称

物品役務等、
公共工事等の名称

契約形態の別 契約金額 契約締結日

（財）結核予防会 平成21年度定期健康診断に係る費用 一般競争入札

問診・診察　2,625円
他

（3,654,748）
2008/6/2

（財）日本システム
開発研究所

独立行政法人会計システム等の保守 随意契約 7,625,100 2009/4/1

注1.　契約金額欄の「（）」書は今年度支出見込額である。

注2.　本表は、該当案件について、当該四半期内に支出があった場合に掲記している。

21年度予算における公益法人等への契約による支出状況（第３四半期）



平成２１年度　広報経費に関する支出状況（１０月～１２月）

（単位：千円）

1

長寿・子育て・障害者基
金に係るラジオ番組「メ
イコのいきいきモーニン
グ」の制作及び放送業務
一式

（株）大広 一般競争入札
245,280
(98,112)

平成20年9月30日

2
基金広報情報誌「いきい
きチャレンジ！」の編集
発行委託

中央法規出版（株） 随意契約（企画競争）
49,718

(16,765)
平成21年4月1日

3
月刊広報・情報紙「ＷＡ
Ｍ」の編集・発行業務

（株）法研 随意契約（企画競争）
76,887

(25,629)
平成21年4月1日

4
長寿・子育て・障害者基
金平成20年度事業年鑑の
作成及び発送業務

（株）アイネット 一般競争入札 7,152 平成21年6月29日

5

平成22年度「長寿・子育
て・障害者基金」に係る
パンフレット等の印刷・
発送

（株）アイネット 一般競争入札 5,860 平成21年7月31日

6
「長寿・子育て・障害者
基金」事業に係る新聞広
告掲載一式

（株）電通 一般競争入札 39,795 平成21年8月21日

注１.　契約金額欄の「（）」書は、今年度支出見込額である。

注２.　本表は、該当案件について、当該四半期内に支出があった場合に掲記している。

契 約 金 額 契 約 締 結 日番号
物品役務等の名称

及びその明細
契約の相手方法人名称 契 約 形 態 の 別



平成２１年度　委託調査費に関する支出状況（１０月～１２月）

（単位：千円）

番号

番号
物品役務等の名称

及びその明細
契約の相手方法人名称 契 約 形 態 の 別 契 約 締 結 日契 約 金 額

調査結果の公表等について



平成２１年度　タクシー代に関する支出状況

（単位：千円）

支　　出　　金　　額

４ 月 ～ ６ 月 ７ 月 ～ ９ 月 10 月 ～ 12 月 1 月 ～ ３ 月 合 計

福祉医療機構　本部 1,497 963 1,597 4,057

福祉医療機構　支店 8 8 19 35

計 1,505 971 1,616 0 4,092

組　　　織


