
（別紙様式３）

（１）　 年間収入　（総収入‐前期繰越金） 2,037,998 千円（Ａ）

（２）　 補助金等の交付実績額

名称 補助金・委託費の別 交付官庁

学校の第三者評価の評価手
法に関する調査研究事業
（テーマE　学校からの情報提
供の充実等に関する調査研
究）

委託費 文部科学省 11,271 千円

平成19年度「教員研修評価・
改善システム開発事業」

委託費 文部科学省 11,534 千円

22,805 千円（Ｂ）

（３） 補助金等の年収比率 1.12% （Ｂ/Ａ）

合　　　　　計

平成19年度補助金等概要報告書

金　　額

公益法人名 財団法人　国際開発センター



（別紙様式２）

１． 委託事業名

２． 事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３． 委託先の公益法人の名称

４． 委託費の額 11,271 千円(Ａ）

５． 委託費における管理費

(1) 人件費 8,781 千円

(2) 一般管理費 986 千円

(3) その他の管理費

0 千円

0 千円

0 千円

9,767 千円

６． 外部への支出

(1) 外部に再委託されているものに関する支出

支出先

0 千円

0 千円

0 千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先

専門家、交通機関 1,344 千円

印刷業者 160 千円

千円

1,504 千円

７． その他

千円

千円

千円

千円

８． 再委託の割合 0.0 ％（Ｂ/Ａ）

旅費

内　　　　容

支出内容

合　　　　計

合　　　　計

合　　　　計

支出内容

平成１9年度委託費支出明細書

金　　　額

金　　　額

金　　　額

財団法人　国際開発センター

合　　　　計

学校の第三者評価の評価手法に関する調査研究事業
（テーマE　学校からの情報提供の充実等に関する調査研究）

国内、諸外国の学校評価に係る情報提供のあり方に関する調査を行
い、学校からの情報提供の充実のため、効果的、効率的な情報提供
のあり方（案）を提案する

・文献調査
・先進事例校の取り組みに係る調査（国内及び海外）
・学校の効果的、効率的情報提供のあり方にかかる提案
・ケーススタディの実施
・報告書の作成・提出

印刷製本費

合　　　　計

内　　　　容 金　　　額



（注）

1

2

3

4

5 　「８．再委託の割合」については、「４．委託費の額」に対する「６．（１）外部に再委託されているもの
に関する支出」の割合により計算する。

　「５．委託費における管理費」について、「（１）人件費」には、当該委託費の事業に携わる当該公益
法人の職員等の人件費を、「（２）一般管理費」には、当該委託費の事業について見込まれる一般管
理費（賃借料、光熱水料費、租税公課等）を記入する。なお、前二者に該当しない当該委託費に係る
管理費がある場合には、「（３）その他の管理費」に、内容を明らかにした上で、その金額を記入する。

　「６．外部への支出」については、当該委託費の目的たる事業に関し外部に支出されるものについ
て、「（１）外部に再委託されているものに関する支出」及び「（２）　（１）以外の支出」に分類し、支出内
容、支出先を明らかにした上で、その金額を記入する。

　「外部に再委託されているものに関する支出」とは、①当該公益法人から第三者に交付されている
委託費、②委託費の交付目的たる事業の主たる部分について、第三者が業務を担うもの、とする。

　なお、「委託費の交付目的たる事業の主たる部分について、第三者が業務を担うもの」に該当しな
いため、「（２）　（１）以外の支出」に該当すると考えられる例は以下のとおりである。ただし、これらに
ついても、当該業務の発注や手配等を第三者に代行させ、当該公益法人から直接支出していない場
合、あるいは当該委託費の交付目的との関係によっては、「（２）　（１）以外の支出」に該当しない場合
もある。

＜「（２）　（１）以外の支出」の具体例＞

旅費、郵送費及び通信費、調査委員会委員への謝金、調査研究事業における報告書印刷費、会場
借料、文献収集費、翻訳料／通訳料

　「６．外部への支出」における「支出先」は、会社等の具体的名称を記入するのではなく、食品製造
会社、建設会社、農協、都道府県等、当該会社等の所属業界がわかるよう記入する。

　「７．その他」については、「５．委託費における管理費」、「６．外部への支出」に該当しないその他の
経費について、内容を明らかにした上で、その金額を記入する。



（別紙様式２）

１． 委託事業名

２． 事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３． 委託先の公益法人の名称

４． 委託費の額 11,534 千円(Ａ）

５． 委託費における管理費

(1) 人件費 7,896 千円

(2) 一般管理費 1048 千円

(3) その他の管理費

0 千円

0 千円

0 千円

8,944 千円

６． 外部への支出

(1) 外部に再委託されているものに関する支出

支出先

0 千円

0 千円

0 千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先

委員、アルバイト 329 千円

専門家、交通機関 1,527 千円

弁当業者 30 千円

郵便局 40 千円

書店 38 千円

印刷業者 626 千円

2,590 千円

７． その他

千円

千円

千円

８． 再委託の割合 0.0 ％（Ｂ/Ａ）

教員の資質向上の観点から、マネジメントサイクルを有効・適正に機
能させた効果的な教員研修体系を構築するため、教員研修の実際
的な評価・効果測定手法及び評価・改善システムのモデルを研究開
発する。

１又は複数の都道府県・政令市教育委員会等と連携して、研修体系
を含めた評価手法や効果測定手法などを研究開発し、試行実施・検
証を行い、汎用性のある研修評価・改善システムのモデルを開発す
る。さらに、開発した手法及びシステムのモデルの詳細及び試行結
果、問題点と課題を明らかにし、その課題の解決に向けた方策をとり
まとめる。

支出内容

金　　　額

合　　　　計

印刷製本費

旅費

会議費

通信運搬費

参考文献購入費

平成１9年度委託費支出明細書

金　　　額

金　　　額

金　　　額

平成19年度「教員研修評価・改善システム開発事業」

財団法人　国際開発センター

支出内容

合　　　　計

内　　　　容

合　　　　計

内　　　　容

合　　　　計

合　　　　計

諸謝金



（注）

1

2

3

4

5

＜「（２）　（１）以外の支出」の具体例＞

　「５．委託費における管理費」について、「（１）人件費」には、当該委託費の事業に携わる当該公益
法人の職員等の人件費を、「（２）一般管理費」には、当該委託費の事業について見込まれる一般管
理費（賃借料、光熱水料費、租税公課等）を記入する。なお、前二者に該当しない当該委託費に係る
管理費がある場合には、「（３）その他の管理費」に、内容を明らかにした上で、その金額を記入す
る。

　「６．外部への支出」については、当該委託費の目的たる事業に関し外部に支出されるものについ
て、「（１）外部に再委託されているものに関する支出」及び「（２）　（１）以外の支出」に分類し、支出内
容、支出先を明らかにした上で、その金額を記入する。

　「外部に再委託されているものに関する支出」とは、①当該公益法人から第三者に交付されている
委託費、②委託費の交付目的たる事業の主たる部分について、第三者が業務を担うもの、とする。

　なお、「委託費の交付目的たる事業の主たる部分について、第三者が業務を担うもの」に該当しな
いため、「（２）　（１）以外の支出」に該当すると考えられる例は以下のとおりである。ただし、これらに
ついても、当該業務の発注や手配等を第三者に代行させ、当該公益法人から直接支出していない
場合、あるいは当該委託費の交付目的との関係によっては、「（２）　（１）以外の支出」に該当しない
場合もある。

旅費、郵送費及び通信費、調査委員会委員への謝金、調査研究事業における報告書印刷費、会場
借料、文献収集費、翻訳料／通訳料

　「７．その他」については、「５．委託費における管理費」、「６．外部への支出」に該当しないその他
の経費について、内容を明らかにした上で、その金額を記入する。

　「８．再委託の割合」については、「４．委託費の額」に対する「６．（１）外部に再委託されているもの
に関する支出」の割合により計算する。

　「６．外部への支出」における「支出先」は、会社等の具体的名称を記入するのではなく、食品製造
会社、建設会社、農協、都道府県等、当該会社等の所属業界がわかるよう記入する。


