
(様式 )2

補助金等支出明細書

平成 年度科学研究費補助金(特定奨励費)1. 補助金等の名称 20

事業の目的及び内容2.

近世･近代における森林管理･活用史研究に関する事業( )目的1

･近世･近代の森林管理･活用に関する歴史的研究 ･資料等の調査( )具体的な内容2

研究および収集･保存･公開 ･研究成果の公開 評価 等.

財団法人 徳川黎明会3. 交付先公益法人の名称

( )4. 7,100交付実績額 千円 A

補助金等における管理費5.

( )人件費 千円1 1,699

( )一般管理費 千円2 9

( )その他の管理費3

内容 金額

史料調査のための出張旅費 千円1,703

資料整理ｱﾙﾊﾞｲﾄ交通費 千円118

合計 千円1,821

合計 千円3,529

外部への支出6.

( )外部に再補助･再委託等されているものに関する支出1

支出内容 支出先 金額

千円

千円

( )合計 千円 B

( )( )以外の支出2 1

支出内容 支出先 金額

千円研究用図書購入 ㈱成文堂 等 991

千円研究紀要第 号 部印刷費 ㈱図書印刷 同朋舎43 700 1,192

千円史料 ﾌｨﾙﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ化費用 ㈱ｲﾝﾌｫﾏｰｼﾞｭ35mm 640

千円研究用史料撮影代 等 ㈱古文書複製社 等 213

合計 千円3,036

その他7.

内容 金額

千円所蔵史料整理用封筒代中性紙箱･研究紀要発送用ｹｰｽ 等 311

千円研究紀要送料 等 225

合計 千円536

％( )8. 0再補助･再委託の割合 B/A



(様式 )2

補助金等支出明細書

平成 年度国宝重要文化財等保存整備費補助金1. 補助金等の名称 19

事業の目的及び内容2.

文化財保護のための事業（美術工芸品の保存修理）( )目的1

重要文化財｢紙本著色はつきの物語絵巻｣十二面の保存修理( )具体的な内容2

財団法人 徳川黎明会3. 交付先公益法人の名称

( )4. 2,599交付実績額 千円 A

補助金等における管理費5.

( )人件費 千円1

( )一般管理費 千円2

( )その他の管理費3

内容 金額

千円

千円

合計 千円

合計 千円

外部への支出6.

( )外部に再補助･再委託等されているものに関する支出1

支出内容 支出先 金額

千円

千円

( )合計 千円 B

( )( )以外の支出2 1

支出内容 支出先 金額

千円重要文化財の保存修理 ㈱岡墨光堂 5,199

千円

千円

千円

合計 千円5,199

その他7.

内容 金額

千円

千円

合計 千円

％( )8. 0再補助･再委託の割合 B/A



(様式 )2

補助金等支出明細書

平成 年度科学研究費補助金 若手研究( ) 間接経費1. 補助金等の名称 20 B

事業の目的及び内容2.

－近代雇用ｼｽﾃﾑへの展望として－( )目的1 幕臣の｢御雇｣任用制に関する研究

近世中期以降、社会経済の進展･官僚機構の複雑化に直面した江戸幕府が( )具体的な内容2

家筋偏重･世襲制といった近世的身分秩序の大枠を残しながら、｢御雇｣制

という人材主義･賃金制による柔軟な幕臣任用制度を維持していた様相を

解明する。

財団法人 徳川黎明会3. 交付先公益法人の名称

( )4. 360交付実績額 千円 A

補助金等における管理費5.

( )人件費 千円1

( )一般管理費 千円2

( )その他の管理費3

内容 金額

千円

千円

合計 千円

合計 千円

外部への支出6.

( )外部に再補助･再委託等されているものに関する支出1

支出内容 支出先 金額

千円

千円

( )合計 千円 B

( )( )以外の支出2 1

支出内容 支出先 金額

千円史料 ﾌｨﾙﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ化費用 ㈱ｲﾝﾌｫﾏｰｼﾞｭ35mm 446

千円

千円

合計 千円446

その他7.

内容 金額

千円

千円

合計 千円

％( )8. 0再補助･再委託の割合 B/A



(様式 )2

補助金等支出明細書

平成 年度芸出拠点形成事業 請負代金(事業収入)1. 補助金等の名称 19

事業の目的及び内容2.

徳川美術館｢子どものための大名文化体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣の拡充と普及( )目的1

･｢子どものための大名文化体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣の実施･同 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施する( )具体的な内容2

人材の育成･同 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ作成

財団法人 徳川黎明会3. 交付先公益法人の名称

( )4. 4,370交付実績額 千円 A

補助金等における管理費5.

( )人件費 千円1 593

( )一般管理費 千円2

( )その他の管理費3

内容 金額

千円

千円

合計 千円

合計 千円593

外部への支出6.

( )外部に再補助･再委託等されているものに関する支出1

支出内容 支出先 金額

千円

千円

( )合計 千円 B

( )( )以外の支出2 1

支出内容 支出先 金額

千円夏休み子ども教室案内･手引書 等発送費 新出来郵便局 664

夏休み子ども教室･土曜子ども教室教材 竹田印刷㈱ 等

千円印刷費･土曜子ども教室手引書印刷費 3,660

夏休み子ども教室･土曜子ども教室教材 西川嘉平商店 等

千円作成費 133

合計 千円4,457

その他7.

内容 金額

千円

千円

合計 千円

％( )8. 0再補助･再委託の割合 B/A
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