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１．国民の皆様へ 

我が国経済を活性化するためには、知的財産の創造、活用を強化することが極めて

重要であります。また知的財産創造活動を進めて行く上で得られた成果の保護及び利

用を促進する工業所有権制度の役割は一層大きなものとなっております。 

工業所有権情報・研修館では、工業所有権制度を支える「情報」及び「人材」という基

盤とこれらが活用される「環境」の整備・強化を目的として、特許庁と連携しつつ、公報

等閲覧、特許流通促進、情報普及、相談、情報システム整備、人材育成といった各般

の業務を効率的かつ迅速・的確に実施しております。 

工業所有権情報・研修館では、ユーザーの皆様と同一の視点に立ち、独立行政法人

の持つ機動性・柔軟性を十分に活かしながら、知的財産の創造・活用を支援することに

より、知的財産戦略推進の一翼を担う者として尽力して参ります。 

２．基本情報 

(1)法人の概要 

①事業目的 

発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他

の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その

他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所

有権の保護及び利用の促進を図る。 

＇独立行政法人工業所有権情報・研修館法第３条（ 

 

②沿革 

特許庁の施設等機関として各種情報提供業務等を行ってきた工業所有権総合情報 

館を、平成１３年４月１日、公務員型の独立行政法人へ移行。 

平成１６年１０月１日より、これまでの業務に情報普及業務、人材育成業務を追加 

し、名称も工業所有権情報・研修館と変更。 

第１期中期目標期間＇平成 13～17年度（終了時の組織・業務の見直し＇平成 17年 

12月行政改革推進本部決定（により、第２期中期目標期間開始＇平成 18年 4月（から 

非公務員型の独立行政法人へ移行。 

さらに、平成１９年１月に特許庁より情報システム関連等の業務＇34名（を移管。 

 

③設立根拠法 

○独立行政法人通則法＇平成１１年法律第１０３号（ 

○独立行政法人工業所有権情報・研修館法＇平成１１年法律第２０１号（ 

 

④主務大臣＇主務省所管課等（ 

経済産業大臣＇経済産業省特許庁総務部総務課（ 

 



 

 

 

 

 

 

⑤組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)事務所及び地方閲覧室の所在地 

①事務所＇本部（    東京都千代田区霞が関3-4-3  特許庁庁舎２Ｆ 

②事務所＇別館（    東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省別館 

③札幌閲覧室      札幌市北区北７条西2-8  北ビル７Ｆ 

④仙台閲覧室      仙台市青葉区本町3-4-18  太陽生命仙台本町ビル７Ｆ 

⑤名古屋閲覧室    名古屋市中区栄2-10-19  名古屋商工会議所ビルＢ２Ｆ 

⑥大阪閲覧室      大阪市天王寺伶人町2-7  関西特許情報センター１Ｆ 

⑦広島閲覧室      広島市中区上八丁堀6-30  広島合同庁舎３号館 

⑧高松閲覧室      高松市林町2217-15  香川産業頭脳化センタービル２Ｆ 

⑨福岡閲覧室      福岡市博多区博多駅東2-6-23  博多駅前第２ビル２Ｆ 

⑩那覇閲覧室      那覇市おもろまち4-17-9  TNビル3F 

 

(3)資本金の状況＇出資金額、前期末比増減（ 

資本金 

なし 

運営費交付金 

特許特別会計からの交付金であり、平成２０年度の交付額は１３，６５８，６０３千円で

ある。 

理事長 理事 

監事 

人材開発統括監 

総  務  部 

情報提供部 

流  通  部 

情報管理部 

相  談  部 

研  修  部 

人材育成部 

業務の総合調整 

公報閲覧・工業所有権情報の提供、公

報システム整備、電子出願普及 

特許流通の促進 

審査審判資料・特許行政情報整備、諸外

国との工業所有権情報の交換・活用 等 

工業所有権に関する相談 

特許庁審査・審判官等の研修 

知的財産関連人材の育成 等 



 

(4)役員の状況 

 

役員 氏名 任期 経歴 

理事長 清水  勇 自 平成19年 4月 1日 

至 平成23年 3月31日 

平成13年 5月 理工学振興会専務理事 

平成16年11月 独立行政法人工業所有権情報・

研修館理事長 

理事 門平  輝彦 自 平成19年 4月 1日 

至 平成23年 3月31日 

昭和41年 4月 特許庁 

平成15年 4月 ＇財（工業所有権協力センター 

総務部次長 

平成17年 5月 同 財務部長 

平成19年 4月 独立行政法人工業所有権情報・

研修館理事 

監事 

＇非常勤（ 

前田  純博 自 平成19年 4月 1日 

至 平成23年 3月31日 

平成15年 7月 前田特許事務所所長＇現職（ 

平成17年 7月 独立行政法人工業所有権情報・

研修館監事 

監事 

＇非常勤（ 

原田  忠昭 自 平成19年 8月 1日 

至 平成23年 3月31日 

平成15年 7月 公認会計士税理士原田忠昭事

務所所長＇現職（ 

平成19年 8月 独立行政法人工業所有権情報・

研修館監事 

 

 

(5)常勤職員の状況 

常勤職員は平成２０年度末において１０１人＇前年同期比５人減、４．７％減（、平均

年齢は４６．５歳＇前年同期４６．６歳（となっており、全職員が国からの出向者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．簡潔に要約された財務諸表  

① 貸借対照表                                    ＇単位：円（ 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 

現金・預金 

その他 

固定資産 

有形固定資産 

無形固定資産 

 

 

6,803,746,965 

7,558,248 

 

26,295,909 

1,090,531,786 

流動負債 

運営費交付金債務 

その他 

固定負債 

資産見返運営費交  

付金 

 

4,091,775,789 

2,723,991,936 

 

1,084,276,756 

負債合計 7,900,044,481 

純資産の部  

資本剰余金 

利益剰余金 

 

  1,020,600 

27,067,827 

 

純資産合計 28,088,427 

資産合計 7,928,132,908 負債純資産合計 7,928,132,908 

＇注（重要な無形固定資産 

特実公報システム(19年度（ 159,050,596円 

〃     (20年度)  117,592,885円 

意商審公報システム(19年度（ 17,116,159円 

〃       (20年度)  17,040,101円 

ﾊﾟｿｺﾝ電子出願共通ｿﾌﾄｳｪｱ(19年度（ 347,434,692円 

〃            (20年度)  425,909,864円 

② 損益計算書                ＇単位：円（ 

 金額 

経常費用(A) 11,658,424,992 

業務費 

人件費 

減価償却費 

その他 

一般管理費 

人件費 

減価償却費 

その他 

11,387,725,562 

1,189,121,944 

144,873,919 

10,053,729,699 

270,699,430 

216,767,063 

3,049,940 

50,882,427 

経常収益(B) 11,674,653,640 

運営費交付金収益 

自己収入 

その他 

11,448,195,679 

83,214,520 

143,243,441 

その他調整額(Ｃ)       0 

当期総利益＇B-A+C) 16,228,648 

 



③ キャッシュ・フロー計算書                            ＇単位：円（ 

 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A)       1,398,010,292 

   原材料、商品またはｻｰﾋﾞｽの購入による支出 △10,859,440,855 

人件費支出   △1,408,555,055 

その他業務支出      △80,229,291 

運営費交付金収入   13,658,603,000 

自己収入        87,632,340 

その他収入        153 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △507,383,276 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C)                 0 

Ⅳ資金にかかる換算差額(D)                 0 

Ⅴ資金増加額＇又は減少額（(E=A+B+C+D)       890,627,016 

Ⅵ資金期首残高(F) 5,913,119,949 

Ⅶ資金期末残高(G=F+E)     6,803,746,965 

④ 行政サービス実施コスト計算書                  ＇単位：円（ 

 金額 

Ⅰ業務費用 11,575,197,386 

損益計算書上の費用 

＇控除（自己収入等 

11,658,424,992 

△83,227,606 

＇その他の行政サービス実施コスト（  

Ⅱ損益外減価償却相当額 － 

Ⅲ損益外減損損失相当額 － 

Ⅳ引当外賞与見込額   △3,676,720 

Ⅴ引当外退職給付増加見込額 △122,805,498 

Ⅵ機会費用    186,660,566 

Ⅶ＇控除（法人税等及び国庫納付額 － 

Ⅷ行政サービス実施コスト 11,635,375,734 



 

 財務諸表の科目 

① 貸借対照表 

現金・預金等 

現金及び預金 

有形固定資産 

建物附属設備、機器備品など独立行政法人が長期にわたって使用または利 

用する有形の固定資産 

無形固定資産 

有形固定資産以外の長期資産で、ソフトウェア、電話加入権など具体的な形 

態を持たない無形の固定資産 

運営費交付金債務 

独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運営費交付金のう 

ち、未実施の部分に該当する債務残高 

資金見返運営費交付金 

固定資産の取得に伴う運営費交付金債務からの振替額 

資本剰余金 

国から引き継いだ資産及び独立行政法人が取得した資産で独立行政法人 

の財産的基礎を構成するもの 

利益剰余金 

独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

② 損益計算書  

業務費 

独立行政法人の業務に要した費用 

人件費 

給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費 

減価償却費 

業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用として配 

分する経費 

運営費交付金収益 

国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益 

自己収入等 

手数料収入、研修受講料収入などの収益 

 



 

③ キャッシュ・フロー計算書  

業務活動によるキャッシュ・フロー 

独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、原材料、商品 

又はサービスの購入による支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の状 

態を表し、固定資産の取得による支出が該当 

  

 

④ 行政サービス実施コスト計算書  

業務費用 

独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、独立行政法人の損 

益計算書に計上される費用 

その他の行政サービス実施コスト 

独立行政法人の損益計算書に計上されないが、行政サービスの実施に費 

やされたと認められるコスト 

引当外賞与見積額 

財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の賞与引当金 

見積額＇損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合に計上した 

であろう賞与引当金見積額を貸借対照表に注記している（ 

引当外退職給付増加見積額 

財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の退職給付引

当金増加見積額＇損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合

に計上したであろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に注記している（ 

機会費用 

国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場 

合の本来負担すべき金額などが該当 

 

４．財務情報  

(1) 財務諸表の概況  

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フローなどの主要な

財務データの経年比較・分析＇内容・増減理由（  

＇経常費用（  

平成２０年度の経常費用は１１，６５８，４２４，９９２円と、前年度比５４３，０８１，

１８９円減＇４．５％減（となっている。これは、競争入札及び企画競争調達や事業

の見直し等による業務経費の節減等が主な要因である。  

 



 

＇経常収益（  

平成２０年度の経常収益は１１，６７４，６５３，６４０円と、前年度比５３４，１４５，

８８０円減＇４．４％減（となっている。これは、運営費交付金収益が前年度比６６０，

５９０，４２６円減＇５．５％減（となったことが主な要因である。  

＇当期総損益（  

平成２０年度の当期総利益は１６，２２８，６４８円と、前年度比９，０７７，６９４円

増＇１２６．９％増（となっている。  

＇資産（  

平成２０年度末現在の資産合計は７，９２８，１３２，９０８円と、前年度末比１，３

３３，４１７，３５６円増となっている。これは、競争入札及び企画競争調達や事業

の見直し等による業務経費の節減等により運営費交付金に残余が生じ現金及

び預金が増加＇８９０，６２７，０１６円増（したことが主な要因である。 

＇負債（  

平成２０年度末現在の負債合計は７，９００，０４４，４８１円と、前年度末比１，３

１７，１８８，７０８円増となっている。これは、競争入札及び企画競争調達や事業

の見直し等による業務経費の節減等により運営費交付金に残余が生じ運営費

交付金債務が増加＇１，６４０，３６３，７４５円増（したことが主な要因である。  

＇業務活動によるキャッシュ・フロー（  

平成２０年度の業務活動によるキャッシュ・フローは１，３９８，０１０，２９２円と、

前年度比９０２，５５２，３０１円増となっている。これは、競争入札及び企画競争

調達や事業の見直し等による経費の節減等により原材料、商品またはサービス

の購入による支出が減少＇１，４１０，１１９，１０３円減（したことが主な要因であ

る。 

 

＇投資活動によるキャッシュ・フロー（  

平成２０年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△５０７，３８３，２７６円と、

前年度比１８９，２８０，９６２円増となっている。これは、固定資産＇ソフトウェア（

の取得による支出が増加したことが主な要因である。  



 

表 主要な財務データの経年比較                                     ＇単位：百万円（端数は四捨五入  

区分 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 

経常費用 9,161 12,532   11,872 12,202 11,658 

経常収益 9,168 14,709   11,875  12,209  11,675 

当期総利益 7 2,176        4        7      16 

資産 5,484 6,323  5,760    6,595   7,928 

負債 5,368 4,031    5,756    6,583   7,900 

利益剰余金＇又は繰越欠損金（ 114 2,291        4       11 27 

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,451 844    △557     495   1,398 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1 △5 △9 △318   △507 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1 △1 △0      △0       0 

資金期末残高 5,464 6,303 5,736 5,913  6,804 

＇注（平成１７年度の当期総利益は、当該年度が第１期中期目標期間の最終年度に当たるため、運営

費交付金債務の精算処理を行ったことにより発生したもの。 

 

 

② 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析＇内容・増減理由（ 

平成２０年度の行政サービス実施コストは１１，６３５，３７５，７３４円と、前年度

比５７４，６３０，７０５円減＇４．７％減（となっている。これは、競争入札及び企画

競争調達や事業の見直し等による業務経費の節減等が主な要因である。 

 

 

表 行政サービス実施コストの経年比較                               ＇単位：百万円（端数は四捨五入 

＇注（平成１６年１０月に情報普及業務及び人材育成業務が国から移管されてきたため、１６年度及び１

７年度において業務費用が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

区分 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 

業務費用 9,082 12,481 11,773 12,113 11,575 

うち損益計算書上の費用 9,161 12,532 11,872  12,202 11,658 

うち自己収入 △80 △51 △99 △89 △83 

損益外減価償却累計額      －      －      －     －     － 

損益外減損損失相当額    －    － 1   －   － 

引当外賞与見積額    －    －      －    △3    △4 

引当外退職給付増加見積額 56 20 12 △58 △123 

機会費用 130 53 147     158     187 

行政サービス実施コスト 9,268 12,554 11,932  12,210  11,635 



(2) 予算・決算の概況                           ＇単位：百万円（端数は四捨五入 

区分 
１６年 １７年 １８年 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 

収入 

運営費交付金 

その他 

 

9,605 

137 

 

9,605 

80 

 

12,915 

159 

 

12,915 

51 

 

12,773 

80 

 

12,773 

     99 

支出 

 業務経費 

一般管理費 

人件費 

 

8,802 

195 

746 

 

8,299 

171 

694 

 

12,008 

216 

850 

 

11,555 

178 

802 

 

11,704 

440 

708 

 

10,762 

400 

711 

区分 
１９年 ２０年 

予算 決算 予算 決算 

収入 

運営費交付金 

その他 

 

14,232 

80 

 

14,232 

89 

 

13,659 

81 

 

13,659 

83 

支出 

業務経費 

一般管理費 

人件費 

 

12,880 

455 

977 

 

11,515 

419 

928 

 

12,327 

443 

970 

 

10,885 

368 

846 

 

 

(3) 経費削減及び効率化目標との関係 

当法人においては、一般管理費について期間中、前年度比３％以上の効率化を行う 

とともに、業務経費について期間中平均で、前年度比４％程度の効率化を行うことを目 

標としている。 

この目標を達成するため、競争入札等による削減等の措置を講じているところである。 

＇単位：千円（ 

区分 

前中期目標期間終了年度 当期中期目標期間 

17年度予算金額 比率 
１８年度予算 １９年度予算 ２０年度予算 

金額 金額 金額 比率 

業務経費 12,008,303 100% 11,704,175 12,879,623 12,327,194 95.71% 

一般管理費 215,604 100% 222,800 231,952 220,967 95.26% 

※ １８，１９，２０年度の一般管理費予算額は、管理部門の人件費を除いた額 

※ １８，１９年度の予算額は、平成１９年１月に特許庁から情報システム関連等の業務が移管された事により増加 

 

 

 

 



５．事業の説明 

(1) 財源構造  

当法人の経常収益は１１，６７４，６５３，６４０円で、その内訳は、運営費交付金収益

１１，４４８，１９５，６７９円＇収益の９８．１％（、複写手数料収入１２，２０３，５２０円＇０．

１％（、研修受講料収入７１，０１１，０００円＇０．６％（、その他１４３，２４３，４４１円＇１．

２％（となっている。 

 

(2) 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明 

ア  工業所有権関係公報等閲覧業務 

＇独立行政法人工業所有権情報・研修館法＇以下「法」という。（第１１条第１号業務（ 

我が国の特許公報等及び外国公報等を収集し、一般の閲覧に供している。  

本館では、特許電子図書館＇以下「ＩＰＤＬ」という。（情報検索端末＇ワークステーシ

ョン（及び、ＣＤ－ＲＯＭ等検索端末等により電子媒体の特許公報等を閲覧に供する

ほか、紙媒体の特許公報等も閲覧に供している。 

経済産業局特許室＇全国８箇所（に隣接した各地の閲覧室においても電子媒体の

特許公報等の閲覧及びこれら閲覧に関する相談・支援を行っている。 

２０年度の主な業務実績は以下のとおり。 

閲覧利用者数 ３．５万人 

閲覧機能の改善等、利用環境の向上及び設置台数の見直し 

閲覧サービスの向上 

ＨＰに掲載した閲覧可能な図書等リストを更新、閲覧サービスの充実  等 

 

業務の財源は工業所有権関係公報等閲覧業務関係費として、運営費交付金＇平

成２０年度４３３，０７１，６３３円（と複写手数料収入＇平成２０年度３９０，１１６円（と

なっている。 

 

イ  審査審判関係図書等整備業務＇法第１１条２号（  

特許庁の審査・審判業務に必要な図書及び技術文献等を収集し、特許庁に提供

するとともに一般の閲覧に供している。 

また、審査・審判の最終処分＇特許・登録・拒絶等（が確定した出願書類及び審判

記録＇以下「包袋」という。（を特許庁から受け入れ、出納及び保管等の管理業務を

行っている。 

２０年度の主な業務実績は以下のとおり。 

内国：図書５７６冊、雑誌１０，２３７冊＇４０７タイトル（ 

外国：図書 ４１冊、雑誌６，２４１冊＇４４３タイトル（ 

非特許文献：３，３４３冊＇１４４タイトル（ 

意匠カタログ：内国１１，９３１件、外国３，０２９件  等 

 



業務の財源は審査・審判関係図書等整備業務関係経費として、運営費交付金＇平

成２０年度２６３，９４９，５７２円（と複写手数料収入＇平成２０年度２３７，７６４円（と

なっている。 

 

ウ  工業所有権情報流通等業務＇法第１１条３号（ 

   知的創造サイクルの重要な要素である特許の活用を促進する観点から、開放特 

許が中小・ベンチャー企業等において有効に活用されるよう円滑な情報提供を行う 

とともに、特許流通に係る専門人材の育成を促進することにより、開放特許の流通 

等が民間や地方公共団体等の関係者間で自立的に行われ、特許流通市場を発展 

させるため環境整備等を行っている。 

２０年度の主な業務実績は以下のとおり。 

特許流通アドバイザー派遣：１０６名、企業訪問回数２４，７３７回 

特許流通アドバイザーによる成約件数：１，４５２件＇２０年度末累計：１２，１２４件（ 

特許流通データベース新規登録件数：６，７１４件＇２０年度末累計：４６，１０２件（ 

特許情報活用支援アドバイザー派遣：５４名、企業訪問回数１０，１９５件  等 

 

業務の財源は工業所有権情報流通等業務関係経費として、運営費交付金＇平成

２０年度２，６８３，９０１，３３３円（と複写手数料収入＇平成２０年度２，４１７，６８８

円（となっている。 

 

エ  工業所有権情報普及業務＇法第１１条４号（ 

特許庁が保有する工業所有権情報の普及と利用促進を図るべく、特許電子図書館 

を拡充するとともに、外部への提供データを整備している。また、他国の工業所有権庁 

と工業所有権情報の交換を行っている。 

２０年度の主な業務実績は以下とおり。 

工業所有権情報の提供＇ＩＰＤＬ（検索回数：約９，５４６万回 

整理標準化データ提供      提供件数：約１，４４７万件 

他国との工業所有権情報交換 和文抄録作成：２９３，１９９件 

英文抄録作成：３１２，４４２件 

特許漢字書誌：５４３，１１２件 

審査結果等情報提供システム整備運用：特許連想検索試験システムの開発  等 

 

業務の財源は工業所有権情報普及業務関係経費として、運営費交付金＇平成１８

年度３，０２４，０００円＇繰越分（、平成１９年度２１，２２７，４９７円＇繰越分（及び平

成２０年度５，９３４，０７３，９１７円（と複写手数料収入＇平成２０年度５，３４５，４７８

円（となっている。 

 



オ  工業所有権相談等業務＇法第１１条５号（ 

相談窓口を常設し、特許、実用新案、意匠及び商標等の出願手続き等、工業所有権 

 

に関する一般的な相談に応じるとともに、併せて文書、電話、電子メール、ＦＡＸによる 

相談対応を行っている。 

２０年度の主な業務実績は以下のとおり。 

相談件数：約６．１万件 

電話相談受付を引き続き２０時まで実施 

法改正等に伴うホームページＱ＆Ａ更新  等 

 

業務の財源は工業所有権情報相談等業務関係経費として、運営費交付金＇平成２０ 

年度１５０，５６９，４３７円（と複写手数料収入＇平成２０年度１３５，６３５円（となってい 

る。 

 

カ  情報システム関連業務＇法第１１条６号（ 

電子出願ソフトや公報システム等の整備・管理、その他特許庁の審査・審判業務に 

必要な資料等の電子データ整備を行う等、情報提供事業等の基盤となる情報システム 

の整備を行っている。 

２０年度の主な実績は以下のとおり。 

電子出願ソフト普及率：約９４％ 

出願マスタデータの追記・修正データ作成：４７，９１２件 

審査・審判資料等の電子データ作成  ＧＥＮＥＳＥＱ蓄積：１２７，５９９，２４５件 

ＤＮＡデータ加工：       ５，３０５件 

特許行政の情報提供：ＨＰの利便性向上のため情報提供のあり方の検討  等 

 

業務の財源は工業所有権情報システム関連業務経費として、運営費交付金＇平

成１９年度７，２１３，５００円＇繰越分（及び平成２０年度１，１１８，６８４，２７９円（と

複写手数料収入＇平成２０年度１，００７，７２５円（となっている。 

 

キ  人材育成業務＇法第１１条７号（ 

知的財産関連業務を支える人材の育成を図り、特許庁における審査迅速化や企業 

等における知的財産戦略の策定、権利の適切な保護及びその活用等ができる体制の 

整備支援等を行っている。 

２０年度の主な実績は以下のとおり。 

特許庁職員に対する研修＇法定研修含む（：６，１１０名 

調査業務実施者の育成研修：２８２名 

民間企業等の人材に対する研修：６９３名 

情報通信技術を活用した学習機会の提供：ｅラーニング２９コンテンツの提供  等 



 

業務の財源は人材育成業務関係経費として、運営費交付金＇平成１９年度３，８８５，

０００円＇繰越分（及び平成２０年度５４２，２０１，４４６円（、複写手数料収入＇平成２０

年度５０４，６２３円（及び研修受講料収入＇平成２０年度７１，０１１，０００円（となって

いる。 

 

 


