
（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(5,064百万円)
(31百万円)

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)

520百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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 滋賀県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 滋賀県

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。）

5,095百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,285百万円

執行（支出）済み額 3,810百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２４年４月から７月に約７００事業所に対し、処遇改善交付金約４２５
百万円を交付し、介護施設等開設準備経費については、順次交付予
定。

（執行見込額）

(百万円） (円)

846百万円 21,544,855円

0円

550百万円 9,065,000円

0円

550百万円 9,065,000円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

有価証券

国債

政保債・地方債
県の資金運用方針において、原則として預貯金
等によることと定められているため

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 478百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,663百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 759百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 909百万円

預貯金
県の資金運用方針において、原則として預貯金
等によることと定められているため

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金交
付

124,666,960 滋賀県国民健康保険団体連合会

事務委託費 422,920 滋賀県国民健康保険団体連合会

１０月分人件費 218,704 個人２人分

１０月分人件費 33,998 個人２人分

施設開設準備に対する補助金 26,400,000 ２市

出張旅費 2,060

通行料 3,500

介護職員処遇改善交付金交
付

120,966,315 滋賀県国民健康保険団体連合会

事務委託費 422,740 滋賀県国民健康保険団体連合会

１１月分人件費 145,870 個人１人分

１１月分人件費 33,998 個人１人分

施設開設準備に対する補助金 36,000,000
社会福祉法人　１法
人

介護職員処遇改善交付金交

科目

H23/10 交付金交付

H23/10 委託料

H23/10 補助金

H23/10 旅費

H23/10 使用料及び賃借料

H23/11 交付金交付

H23/11 委託料

H23/11 報酬

H23/11 共済費

H23/11 補助金

H23/10 報酬

H23/10 共済費

執行済み額（C)の内訳

支出月

介護職員処遇改善交付金交
付

123,794,336 滋賀県国民健康保険団体連合会

事務委託費 422,130 滋賀県国民健康保険団体連合会

１２月分人件費 238,027 個人２人分

１２月分人件費 33,998 個人２人分

介護職員処遇改善交付金返
金

-21,764 事業者２件

介護職員処遇改善交付金返
金

-23,929 事業者１件

介護職員処遇改善交付金交
付

122,502,816 滋賀県国民健康保険団体連合会

事務委託費 422,200 滋賀県国民健康保険団体連合会

１月分人件費 241,078 個人２人分

１月分人件費 33,998 個人２人分

介護職員処遇改善交付金返
金

-29,236 事業者１件

介護職員処遇改善交付金返
金

-7,482,090 事業者２６件

交付金交付

H23/12 委託料

H23/12 報酬

H23/12 雑入

H23/12 雑入

H24/01 交付金交付

H24/01 委託料

H24/01 報酬

H24/01 共済費

H24/01 雑入

H24/01 雑入

H23/12 共済費

H23/12



介護職員処遇改善交付金交
付

123,691,063 滋賀県国民健康保険団体連合会

事務委託費 422,290 滋賀県国民健康保険団体連合会

２月分人件費 262,700 個人２人分

２月分人件費 33,998 個人２人分

介護職員処遇改善交付金交
付

119,698,533 滋賀県国民健康保険団体連合会

事務委託費 422,440 滋賀県国民健康保険団体連合会

３月分人件費 242,316 個人２人分

３月分人件費 61,332
個人３人分（労働保
険含む）

施設開設準備に対する補助金 114,273,000
社会福祉法人　４法
人

事務費一式 96,701

郵送料一式 171,058

908,824,060

交付金交付

H24/02 委託料

H24/02 報酬

H24/03 交付金交付

H24/03 委託料

H24/03 報酬

H24/03 共済費

H24/05 補助金

H24/05 需用費

H24/05 役務費

H24/02 共済費

H24/02



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(10,381百万円)
(39百万円)

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)

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,853百万円

執行（支出）済み額 8,567百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

所要事業費を順次執行予定

（執行見込額） 1,853百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 京都府

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。）

10,420百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

10,381百万円 39,272,304円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 2,554百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 944百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,457百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,613百万円

預貯金
確実な方法で運用するよう条例で
定められているため

短期・長期信託

有価証券



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

臨時職員賃金 146,040 １個人

臨時職員賃金共済費 19,629 １個人

通信費等 153,892 計３法人

介護職員処遇改善交付金
支払事務

424,880
京都府国民健康保
険団体連合会

車輌借上料 36,690 １法人

介護職員処遇改善交付金 271,112,100
京都府国民健康保
険団体連合会

臨時職員賃金 143,661 １個人

臨時職員賃金共済費 19,629 １個人

職員旅費 27,610 １個人

通信費等 189,122 計４法人

介護職員処遇改善交付金支
払事務

425,040
京都府国民健康保
険団体連合会

車輌借上料 44,400 １法人

介護職員処遇改善交付金 平成

扶助費

H23/11 賃金

H23/11 共済費

H23/11 旅費

H23/11 委託料

H23/11 使用料及び賃借料

H23/11 役務費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 賃金

H23/10 共済費

H23/10 役務費

H23/10 委託料

H23/10 使用料及び賃借料

H23/10

介護職員処遇改善交付金　平成
２２年度過誤調整による返還金

-11,897 １法人

介護職員処遇改善交付金 263,302,137
京都府国民健康保
険団体連合会

臨時職員賃金 145,940 １個人

職員旅費 630 １個人

通信費等 9,048 計２法人

介護職員処遇改善交付金支
払事務

424,880
京都府国民健康保
険団体連合会

車輌借上料 21,930 １法人

介護職員処遇改善交付金
平成２２年度実績による返還金

-749 １法人

介護職員処遇改善交付金 270,648,864
京都府国民健康保
険団体連合会

臨時職員賃金 131,418 １個人

臨時職員賃金共済費 39,258

職員旅費 27,210 １個人

委託料

H23/12 使用料及び賃借料

H23/12 扶助費

H23/12 扶助費

H24/01 共済費

H24/01 旅費

H24/01 賃金

H23/11 扶助費

H23/11 扶助費

H23/12 賃金

H23/12 旅費

H23/12 役務費

H23/12



通信費等 111,845 計４法人

介護職員処遇改善交付金支
払事務

424,960
京都府国民健康保
険団体連合会

車輌借上料 43,470 １法人

介護職員処遇改善交付金 266,069,261
京都府国民健康保
険団体連合会

臨時職員賃金 138,719 １個人

臨時職員賃金共済費 19,629

通信費等 12,074 計３法人

介護職員処遇改善交付金支
払事務

425,040
京都府国民健康保
険団体連合会

車輌借上料 48,810 １法人

介護職員処遇改善交付金 271,457,152
京都府国民健康保
険団体連合会

臨時職員賃金 155,421 １個人

通信費等 39,576 計３法人

介護職員処遇改善交付金支払
事務

424,960
京都府国民健康保
険団体連合会

車輌借上料 40,950 １法人

介護基盤緊急整備等特別対

共済費

H24/02 役務費

H24/02 委託料

H24/02 使用料及び賃借料

H24/03 賃金

H24/03 役務費

H24/03 委託料

H24/03 使用料及び賃借料

H24/02 扶助費

H24/01 役務費

H24/01 委託料

H24/01 使用料及び賃借料

H24/01 扶助費

H24/02 賃金

H24/02

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

18,550,000 １法人

介護職員処遇改善交付金 264,587,331
京都府国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金
平成２２年度実績による返還金

-24,465,008 計３６法人

臨時職員賃金 155,421 １個人

臨時職員賃金共済費 19,629

通信費等 29,132 計４法人

臨時職員賃金共済費 19,989

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

123,595,000
計１法人、府内計
２市町村

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

824,126,000
計４法人、府内計
１３市町村

2,553,510,723

賃金

H24/04 共済費

H24/04 役務費

H24/05 共済費

H24/05 補助金

H24/05 補助金

H24/03 補助金

H24/03 扶助費

H24/03 扶助費

H24/04



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(34,108百万円)
(67百万円)

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)

科目 当該運用方法を選択している理由

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
9,092百万円

執行（支出）済み額 25,083百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額）

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 大阪府

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。）

34,175百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

3,540百万円

(百万円） (円)

15,281百万円 67,022,181円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

 預貯金　一般会計への繰替運用
「大阪府会計管理者保管金における繰替使用及
び繰替運用に関する要領」に基づく

短期・長期信託

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 3,262百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 10,447百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 5,296百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 6,079百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

助成金交付 930,056,466 対象事業者

支出事務委託 433,000
大阪府国民健康保
険団体連合会

受付窓口業務委託 681,356
株式会社パークプラン
ネットワークシステム

非常勤職員共済費 26,867 　

書籍類購入 4,536
新日本法規出版株
式会社

執務室コピー代 3,955
リコージャパン株式
会社

非常勤職員賃金 191,262 個人２名

職員時間外手当 10,911 職員２名

郵便代金 132,460 　

執務室電話代 16,344 ＮＴＴ西日本

旅費 5,520 　

助成金交付 911,811,948 対象事業者

大阪府国民健康保

委託料

H23/10 共済費

H23/10 需用費

H23/10 需用費

H23/10 人件費

H23/10 役務費

H23/10 役務費

H23/10 旅費

H23/11 助成金交付

H23/10 人件費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 助成金交付

H23/10 委託料

H23/10

支出事務委託 433,000
大阪府国民健康保
険団体連合会

受付窓口業務委託 707,749
株式会社パークプラン
ネットワークシステム

非常勤職員共済費 26,866 　

指定物品購入 213 　

執務室コピー代 10,483
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 199,358 個人２名

職員時間外手当 60,019 職員２名

郵便代金 11,320 　

執務室電話代 15,868 ＮＴＴ西日本

旅費 5,600 　

施設開設準備補助 35,555,000 豊中市他１市

施設開設準備補助 13,681,000 豊中市

共済費

H23/11 需用費

H23/11 需用費

H23/11 人件費

H23/11 役務費

H23/11 役務費

H23/11 旅費

H23/11 補助金

H23/11 補助金

H23/11 人件費

H23/11 委託料

H23/11 委託料

H23/11



助成金交付 940,986,966 対象事業者

支出事務委託 433,000
大阪府国民健康保
険団体連合会

受付窓口業務委託 620,767
株式会社パークプラン
ネットワークシステム

非常勤職員共済費 26,866 　

事務用品 11,360 個人１名

執務室コピー代 2,469
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 194,692 個人２名

職員時間外手当 48,279 職員３名

郵便代金 240,480 　

執務室電話代 16,412 ＮＴＴ西日本

旅費 2,740 　

施設開設準備補助 69,406,000 大阪市

助成金交付 928,505,620 対象事業者

支出事務委託 433,000
大阪府国民健康保
険団体連合会

株式会社パ クプラン

委託料

H23/12 共済費

H23/12 需用費

H23/12 需用費

H23/12 人件費

H23/12 役務費

H23/12 役務費

H23/12 旅費

H23/12 補助金

H24/01 助成金交付

H24/01 委託料

H23/12 人件費

H23/12 助成金交付

H23/12 委託料

H23/12

受付窓口業務委託 637,865
株式会社パークプラン
ネットワークシステム

非常勤職員共済費 26,866 　

執務室コピー代 9,416
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 183,259 個人２名

職員時間外手当 2,730 職員１名

郵便代金 3,540 　

執務室電話代 11,572 ＮＴＴ西日本

施設開設準備補助 42,815,000 寝屋川市

助成金交付 944,756,423 対象事業者

支出事務委託 433,000
大阪府国民健康保
険団体連合会

受付窓口業務委託 1,745,398
株式会社パークプラン
ネットワークシステム

非常勤職員共済費 26,866 　

委託料

H24/01 共済費

H24/01 需用費

H24/01 人件費

H24/01 役務費

H24/01 役務費

H24/01 補助金

H24/02 助成金交付

H24/02 委託料

H24/02 委託料

H24/02 共済費

H24/01 人件費

H24/01



指定物品購入 4,658 　

執務室コピー代 10,353
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 174,478 個人２名

職員時間外手当 150,056 職員３名

郵便代金 2,810 　

執務室電話代 18,365 ＮＴＴ西日本

助成金交付 922,045,988 対象事業者

支出事務委託 433,000
大阪府国民健康保
険団体連合会

受付窓口業務委託 1,943,521
株式会社パークプラン
ネットワークシステム

非常勤職員共済費 27,378 　

印刷物購入 14,566 株式会社栄進

保管庫 248,399
松下家具商事株式
会社

合鍵購入 840
松下家具商事株式
会社

執務室コピー代 7,530
富士ゼロックス株式
会社

需用費

H24/03 需用費

需用費

H24/02 需用費

H24/02 人件費

H24/02 人件費

H24/02 役務費

H24/03 助成金交付

H24/03 委託料

H24/03 委託料

H24/03 共済費

H24/03 需用費

H24/03 需用費

H24/03

H24/02 役務費

H24/02

非常勤職員賃金 213,348 個人２名

職員時間外手当 286,016 職員３名

郵便代金 246,760 　

執務室電話代 58,650 ＮＴＴ西日本

パソコン賃借料 550,578 　

施設開設準備補助 3,374,000 松原市

施設開設準備補助 38,036,000 （福）清水福祉会

執務室コピー代 18,475
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 201,761 個人２名

職員時間外手当 148,871 職員３名

執務室電話代 20,472 ＮＴＴ西日本

施設開設準備補助 216,891,000 池田市他３市

役務費

H24/04 補助金

H24/03 人件費

H24/03 人件費

H24/03 役務費

H24/03 使用料及び賃借料

H24/03 補助金

H24/03 補助金

H24/04 需用費

H24/04 人件費

H24/04 人件費

H24/04

H24/03 役務費



返還金等 ▲138,201,608 対象事業者

受付窓口業務委託 1,316,248
株式会社パークプラン
ネットワークシステム

施設開設準備補助 162,622,000 大阪市他７市

施設開設準備補助 26,995,000 （医）昌円会他１法人

施設開設準備補助 15,000,000 東大阪市

6,078,521,200

H24/05 助成金返納

H24/05 委託料

H24/05 補助金

H24/05 補助金

H24/05 補助金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(21,619百万円)
(101百万円)

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)

科目

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 兵庫県

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。）

21,721百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
4,575百万円

執行（支出）済み額 17,145百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

毎月介護報酬総額に交付率を乗じた交付金、特別養護老人ホーム等の
開設のための補助金

（執行見込額） 2,511百万円

当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

629,454円

0円

100,401,565円

264,384円

0円

0円

264,384円

支出支出月 支出月 支出月

国債

政保債・地方債

その他社債等 有利な運用

預貯金 有利な運用

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 3,914百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 2,111百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 7,168百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 3,952百万円

21,619百万円

短期・長期信託

繰替運用 安全確実な運用

有価証券



>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

日々雇用職員社会保険料等 399,645 厚生労働省

日々雇用職員給与 2,323,200 日々雇用職員

日々雇用職員通勤手当 179,560 日々雇用職員

資料作成費、事務消耗品 1,438,572
㈱大塚商会、㈱グッ
ズ・ドテヤマ他

資料輸送費、電話代 7,955,806
㈲大野運送、ＮＴＴ西
日本他

審査支払手数料 4,357,681
兵庫県国民健康保
険団体連合会

コピー使用料、制度説明会会
場使用料他

2,745,986 ㈱富士ゼロックス他

開設準備経費補助、定期借地
権契約一時金補助

990,691,000
（社福）弘道福祉会、
神戸市ほか

処遇改善交付金 2,903,664,937
兵庫県国民健康保
険団体連合会ほか1
団体

3,913,756,387

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23.10～H24.3 共済費

H23.10～H24.3 役務費

H23.10～H24.3 委託料

H23.10～H24.3 使用料

H23.10～H24.3 賃金

H23.10～H24.3 旅費

H23.10～H24.3 需用費

H24.5 補助金

H23.10～H24.3 扶助費



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(5,373百万円)
(27百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
912百万円

執行（支出）済み額 4,489百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

①介護職員処遇改善交付金（基本事業）･･･対象事業所の各月の報酬請求額に一定の比率を乗じた金額を
交付予定（4～7月）
②介護職員処遇改善交付金（その他事業）･･･必要に応じ順次執行予定
③施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）･･･対象施設の整備に応じて順次執行予定
④定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）･･･施設開設準備経費助成特別対策事業と一
体的な執行を予定
⑤施設開設準備経費助成特別対策事業及び定期借地権利用による整備促進特別対策事業に係るその他
事業･･･必要に応じ順次執行予定

（執行見込額） 567百万円

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 奈良県

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。）

5,400百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

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)

4,879百万円 27,021,424円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,440百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 512百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,742百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 794百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 も確実な方法と判断したため

短期・長期信託

有価証券



>=2 <2011/10 >=2011/10/1 < 2012/5/31
D

単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費補助金 16,200,000 天理市

施設開設準備経費補助金 3,600,000 生駒市

施設開設準備経費補助金 28,800,000
社会福祉法人清光
会

施設開設準備経費補助金 18,000,000
社会福祉法人恵風
会

施設開設準備経費補助金 5,400,000 奈良市

施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人平安
会

施設開設準備経費補助金 2,400,000 奈良市

施設開設準備経費補助金 10,800,000 天理市

施設開設準備経費補助金 10,800,000 五條市

施設開設準備経費補助金 10,800,000 宇陀市

施設開設準備経費補助金 10,800,000 王寺町

施設開設準備経費補助金 5,400,000 野迫川村

福

補助金

H24/02 補助金

H24/04 補助金

H24/04 補助金

H24/02 補助金

H24/04 補助金

H24/04 補助金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 補助金

H23/11 補助金

H23/10 補助金

H23/12 補助金

H23/10 補助金

H23/12

施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人史明
会

施設開設準備経費補助金 12,000,000
社会福祉法人嘉耶
の会

施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人太陽
の村

施設開設準備経費補助金 24,000,000
社会福祉法人太樹
会

施設開設準備経費補助金 48,000,000 医療法人誠安会

施設開設準備経費補助金 48,000,000 医療法人悠明会

施設開設準備経費補助金 48,000,000
社会福祉法人在友
会

施設開設準備経費補助金 13,800,000 奈良市

施設開設準備経費補助金 5,400,000 御所市

施設開設準備経費補助金 17,400,000 香芝市

施設開設準備経費補助金 5,400,000 河合町

施設開設準備経費補助金 5,400,000 吉野町

補助金

H24/04 補助金

H24/04 補助金

H24/05 補助金

H24/04 補助金

H24/04 補助金

H24/04 補助金

H24/03 補助金

H24/04 補助金

H24/05 補助金

H24/04 補助金

H24/04 補助金

H24/04



施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人中川
会

施設開設準備経費補助金 48,000,000
医療法人社団南風
会

施設開設準備経費補助金 5,400,000 生駒市

施設開設準備経費補助金 48,000,000 医療法人中川会

施設開設準備経費補助金 5,400,000 奈良市

施設開設準備経費補助金 28,200,000 橿原市

介護職員処遇改善交付金 141,301,967 奈良県国保連合会

介護職員処遇改善交付金 137,859,964 奈良県国保連合会

介護職員処遇改善交付金 141,444,451 奈良県国保連合会

介護職員処遇改善交付金 139,282,232 奈良県国保連合会

介護職員処遇改善交付金 140,873,220 奈良県国保連合会

介護職員処遇改善交付金 136,696,148 奈良県国保連合会

H22年度処遇改善実績報告に
よる

-3,074,631
ケアステーションはる
かぜ(株)等

H22年度処遇改善実績報告に
よる

-4,025,466 (福)長命荘等

H22年度処遇改善実績報告に

補助金

H24/04 補助金

H23/11 交付金

H23/12 交付金

H24/02 交付金

H24/03 交付金

H24/02 返還金

H24/03 返還金

H24/01 交付金

H24/04 補助金

H24/05 補助金

H24/04 補助金

H24/04 補助金

H23/10 交付金

H24/04

H22年度処遇改善実績報告に
よる

-5,268 小野原ハイム(株)等

処遇改善事業消耗品費 5,350 庁内用品センター

処遇改善事業消耗品費 5,595
富士ゼロックス奈良
(株)

処遇改善事業消耗品費 4,118 木谷紙店

処遇改善事業消耗品費 16,931 (株)タカギ

処遇改善事業消耗品費 1,470 山本商店

処遇改善事業消耗品費 18,900 吉岡印刷(株)

処遇改善事業消耗品費 6,132 関西オフィス

処遇改善事業消耗品費 17,304 (株)奈良事務機

処遇改善事業消耗品費 538,000 (株)春日

処遇改善事業消耗品費 1,176 宝来文具店

処遇改善事業消耗品費 850 宝来文具店

H24/04 需用費

H24/04 需用費

H24/04 需用費

需用費

H24/03 需用費

H24/03 需用費

H24/03 需用費

H24/03 需用費

H24/03 需用費

H23/11 需用費

H24/02 需用費

H24/03 返還金

H24/02



処遇改善事業電信電話料 4,331 西日本電信電話(株)

処遇改善事業電信電話料 4,825 西日本電信電話(株)

処遇改善事業電信電話料 4,507 西日本電信電話(株)

処遇改善事業電信電話料 4,407 西日本電信電話(株)

処遇改善事業電信電話料 50,246
ヤマト運輸(株)奈良
主管支店

処遇改善事業電信電話料 4,037 西日本電信電話(株)

処遇改善事業電信電話料 3,812 西日本電信電話(株)

処遇改善事業電信電話料 4,334 西日本電信電話(株)

処遇改善事業電信電話料 4,334 西日本電信電話(株)

処遇改善事業国保連支払い
委託料

436,000 奈良県国保連合会

処遇改善事業国保連支払い
委託料

436,000 奈良県国保連合会

処遇改善事業国保連支払い
委託料

436,000 奈良県国保連合会

処遇改善事業国保連支払い
委託料

436,000 奈良県国保連合会

処遇改善事業国保連支払い
委託料

436,000 奈良県国保連合会

処遇改善事業国保連支払い

H23/10 委託料

H23/11 委託料

H23/12 委託料

H24/01 委託料

H24/02 委託料

H24/05 役務費

H23/10 役務費

H23/11 役務費

H23/12 役務費

H24/01 役務費

H24/02 役務費

H24/02 役務費

H24/03 役務費

H24/04 役務費

処遇改善事業国保連支払い
委託料

436,000 奈良県国保連合会

施設開設準備事業印刷製本
費

18,900 吉岡印刷(株)

臨時職員賃金 152,205 臨時職員

臨時職員賃金 152,205 臨時職員

臨時職員賃金 152,205 臨時職員

臨時職員賃金 145,018 臨時職員

臨時職員賃金 145,018 臨時職員

臨時職員賃金 159,392 臨時職員

臨時職員賃金 159,392 臨時職員

臨時職員共済費 20,777
厚労省年金局事業
管理課長

臨時職員共済費 20,777
厚労省年金局事業
管理課長

臨時職員共済費 20,777
厚労省年金局事業
管理課長

H23/10 共済費

H23/11 共済費

H24/01 共済費

H23/10 賃金

H23/11 賃金

H23/12 賃金

H24/04 賃金

H24/01 賃金

H24/02 賃金

H24/03 賃金

H24/03 需用費

H24/03 委託料



臨時職員共済費 20,777
厚労省年金局事業
管理課長

臨時職員共済費 20,777
厚労省年金局事業
管理課長

臨時職員共済費 20,777
厚労省年金局事業
管理課長

臨時職員共済費 21,182
厚労省年金局事業
管理課長

1,440,299,455

H24/04 共済費

H24/05 共済費

H24/01 共済費

H24/02 共済費



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(5,272百万円)
(42百万円)

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)

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
825百万円

執行（支出）済み額 4,488百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 647百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 和歌山県

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。）

5,313百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

41,679,117円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,166百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 551百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,910百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 861百万円

預貯金

短期・長期信託

有価証券



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金
（10月分）

149,662,119
和歌山県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（10月分）
台風12号に伴う概算払分

195,734
和歌山県国民健康保
険団体連合会

パート職員 108,000 個人　計1名

介護職員処遇改善交付金
（11月分）

145,553,601
和歌山県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（11月分）
台風12号に伴う概算払分

165,872
和歌山県国民健康保
険団体連合会

パート職員 108,000 個人　計1名

返納金受け入れ（H21年度分） -980 計1事業者

返納金受け入れ（H22年度分） -5,767,372 計14事業者

介護職員処遇改善交付金
（12月分）

150,564,108
和歌山県国民健康保
険団体連合会

パート職員 102,600 個人　計1名

返納金受け入れ（H22年度分） -43,571 計1事業者

介護職員処遇改善交付金
（1月分）

146,946,723
和歌山県国民健康保
険団体連合会

パ ト職員 102 600 個人 計1名

人件費

H23/11 交付金返納

H23/11 交付金返納

H23/12 交付金交付

H23/12 交付金返納

H24/01 交付金交付

H24/01 人件費

H23/12 人件費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 交付金交付

H23/10 交付金交付

H23/10 人件費

H23/11 交付金交付

H23/11 交付金交付

H23/11

パート職員 102,600 個人　計1名

返納金受け入れ（H23年度分） -1,125,379 計12事業者

返納金受け入れ（H21年度分） -102,694 計1事業者

介護職員処遇改善交付金
（2月分）

150,369,526
和歌山県国民健康保
険団体連合会

パート職員 113,400 個人　計1名

介護職員処遇改善交付金
（3月分）

146,947,874
和歌山県国民健康保
険団体連合会

パート職員 113,400 個人　計1名

介護職員処遇改善交付金事務
に係る消耗品費等

1,306,677 業者等

交付金支払事務委託 4,093,900
和歌山県国民健康保
険団体連合会

返納金受け入れ（H23年度分） -44,478 計1事業者

施設開設準備経費助成特別対
策事業補助金

275,405,000 計5市町、4事業者

施設開設準備経費助成特別対
策事業に係る事務費

1,097,000 業者等

1,165,871,660

交付金交付

H24/03 人件費

H24/03 物件費

H24/04 委託料

H24/05 補助金

H24/05 物件費

H24/05 交付金返納

H24/01 人件費

H24/01 交付金返納

H24/01 交付金返納

H24/02 交付金交付

H24/02 人件費

H24/03



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(2,581百万円)
(7百万円)

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)

214百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 鳥取県

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。）

2,587百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
207百万円

執行（支出）済み額 2,380百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・処遇改善交付金　　　165百万円
・鳥取県国民健康保険団体連合会支払事務委託料　　1百万円
・非常勤職員人件費等　　2百万円
・施設開設事業補助金　　46百万円

（執行見込額）

(百万円） (円)

2,581百万円 6,807,278円

0百万円 0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

306百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 1,041百万円

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23年度上半期合計 491百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 542百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計

預貯金 取崩予定までの期間が短いため

短期・長期信託



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

処遇改善交付金の支払 86,193,933
鳥取県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払に関連した事務費（Ｈ２３.９
月処理分）

485,828
鳥取県国民健康保
険団体連合会

平成２２年度施設開設事業補
助金の返還金

-34,015 鳥取市

処遇改善交付金の支払 83,871,173
鳥取県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払に関連した事務費（Ｈ２３.１０
月処理分）

485,157
鳥取県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の支払 86,471,196
鳥取県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払に関連した事務費（Ｈ２３.１１
月処理分）

482,410
鳥取県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の支払 84,514,615
鳥取県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払に関連した事務費（Ｈ２３.１２
月処理分）

482,424
鳥取県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の支払 85,740,456
鳥取県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払に関連した事務費（Ｈ２４.１
月処理分）

482,571
鳥取県国民健康保
険団体連合会

鳥取県国民健康保

11月 交付金

11月 委託料

12月 交付金

12月 委託料

1月 交付金

1月 委託料

2月 交付金

2月 委託料

10月 委託料

10月 補助金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 交付金

処遇改善交付金の支払 83,530,289
鳥取県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払に関連した事務費（Ｈ２４.２
月処理分）

482,949
鳥取県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払に関連した事務費（Ｈ２４.２
月処理分振込手数料等）

74,632
鳥取県国民健康保
険団体連合会

施設開設事業補助金 3,600,000 湯梨浜町

施設開設事業補助金 10,717,000 三朝町

施設開設事業補助金 10,800,000 琴浦町

非常勤職員報酬 2,938,494 非常勤職員３名

非常勤職員共済費 446,905 集中業務課

パソコンリース料（非常勤職員
用）

196,560
（株）愛進堂
（株）衣笠商会

コピー代 37,000 集中業務課

541,999,577

4月 補助金

5月 補助金

5月 人件費

5月 人件費

5月 賃借料

5月 賃借料

4月 補助金

3月 交付金

3月 委託料

4月 委託料



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(3,892百万円)
(6百万円)

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)

462百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
464百万円

執行（支出）済み額 3,433百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

介護職員処遇改善交付金として、対象事業所に毎月交付予定。
介護施設開設のための経費として、順次交付予定。
その他、関連する事務に必要な経費を執行予定。

（執行見込額）

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 島根県

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。）

3,898百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

2,026百万円 5,927,128円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 419百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,459百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 660百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 896百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金 県の資金管理運用要綱による

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

交付金交付 114,685,966

臨時職員共済費 18,554

臨時職員賃金 135,500 個人1名

支払いに関連する事務委託費 440,600 島根県国保連

コピー機使用料 26,785 株式会社　えすみ

コピー機使用料 21,753 富士ゼロックス　株式会社

交付金返還分 -1,963 2事業所

施設開設準備経費補助 30,000,000 １医療法人

交付金交付 112,195,325

臨時職員共済費 19,661

臨時職員賃金 39,430 個人1名

支払いに関連する事務委託費 440,720 島根県国保連

使用料及び賃借料

H23/11 交付金

2011/11 交付金

2011/11 共済費

2011/11 賃金

2011/11 委託料

2011/10 交付金返還分

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

2011/10 交付金

2011/10 共済費

2011/10 賃金

2011/10 委託料

2011/10 使用料及び賃借料

2011/10

施設開設準備経費補助 2,139,000 １市

交付金交付 114,480,071

臨時職員共済費 19,661

事務用品 460,000 株式会社　松文オフテック

郵券料 36,000 地方職員共済組合

支払いに関連する事務委託費 440,400 島根県国保連

交付金交付 112,925,307

臨時職員共済費 19,661

臨時職員賃金 144,000 個人1名

支払いに関連する事務委託費 440,400 島根県国保連

交付金交付 114,352,331

共済費支出更正 -13,675

委託料

2012/1 共済費

2012/1 賃金

2012/1 委託料

2012/2 交付金

2012/2 共済費

2012/1 交付金

H23/12 交付金

2011/12 交付金

2011/12 共済費

2011/12 需用費

2011/12 役務費

2011/12



臨時職員共済費 19,661

臨時職員賃金 144,000 個人1名

事務用品 50,000 浜崎タイプ販売　有限会社

事務用品 100,000 株式会社　えすみ

郵券料 54,000 地方職員共済組合

支払いに関連する事務委託費 440,600 島根県国保連

施設開設準備経費補助 12,000,000 １社会福祉法人

施設開設準備経費補助 173,128,000 ９市町

交付金交付 112,240,991

臨時職員共済費 19,661

臨時職員賃金 138,000 個人1名

事務用品 100,000 株式会社　加藤紙店

事務用品 50,000 株式会社　えすみ

事務用品 100,000 株式会社　太閤堂

委託料

H24/03 交付金

2012/3 交付金

2012/3 共済費

2012/3 賃金

2012/3 需用費

2012/3 需用費

2012/3 需用費

H24/03 交付金

2012/2 共済費

2012/2 賃金

2012/2 需用費

2012/2 需用費

2012/2 役務費

2012/2

電話料配当替 120,000

電話料配当替 120,000

郵券料 30,000 地方職員共済組合

支払いに関連する事務委託費 440,520 島根県国保連

臨時職員共済費 20,038

臨時職員賃金 144,000 個人1名

コピー機使用料 213,531

交付金返還分 -230,628 2事業所

交付金返還分 -3,419 3事業所

交付金返納 -7,059,356 26事業所

895,845,086

委託料

2012/3 賃金

2012/3 使用料及び賃借料

2012/3 交付金

2012/3 交付金

2012/3 交付金

2012/3 共済費

2012/3 役務費

2012/3 役務費

2012/3 役務費

2012/3



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(9,678百万円)
(29百万円)

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)

科目 当該運用方法を選択している理由

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,257百万円

執行（支出）済み額 7,451百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

引き続き順次交付予定

（執行見込額）

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 岡山県

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。）

9,707百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

1,190百万円

(百万円） (円)

29,464,841円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金

短期・長期信託

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 966百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,172百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,472百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,841百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金 251,901,061 １６７８事業所

施設開設準備経費補助 38,400,000 1市1法人

コピー用紙 49,722 (株)ﾍﾟｰﾊﾟｯｸｽ岡山

コピー用紙 5,208 (株)渡辺勇商店

郵送料 3,120 郵便事業(株)

コピー代 5,070 富士ｾﾞﾛｯｸｽ岡山（株）

介護職員処遇改善交付金支
払関連業務委託

565,942
岡山県国民健康保
険団体連合会

郵送料 50,000 郵便事業(株)

介護職員処遇改善交付金 245,215,380 １６８３事業所

介護職員処遇改善交付金支
払関連業務委託

566,377
岡山県国民健康保
険団体連合会

郵送料 320 郵便事業(株)

コピー用紙 16,452 日笠商事(株)

消耗品費

H23/10 消耗品費

H23/10 役務費

H23/10 消耗品費

H23/10 役務費

H23/11 交付金

H23/11 委託料

H23/11 役務費

H23/11 消耗品費

H23/10 委託料

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 交付金

H23/10
施設開設準備経
費助成対策事業

H23/10

介護職員処遇改善交付金 253,460,413 １６８５事業所

施設開設準備経費補助 41,400,000 1市1法人

介護職員処遇改善交付金支
払関連業務委託

566,551
岡山県国民健康保
険団体連合会

コピー用紙 43,548 日笠商事(株)

介護職員処遇改善交付金 246,636,993 １６８８事業所

介護職員処遇改善交付金支
払関連業務委託

566,812
岡山県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 251,594,637 １６９４事業所

介護職員処遇改善交付金支
払関連業務委託

567,334
岡山県国民健康保
険団体連合会

郵送料 240 郵便事業(株)

介護職員処遇改善交付金 247,307,759 １７０７事業所

介護職員処遇改善交付金 -12,024,359 実績報告に伴う返還金

施設開設準備経費補助 24,854,000 1市1町1事務組合

委託料

H23/12 消耗品費

H24/01 交付金

H24/01 委託料

H24/02 委託料

H24/02 役務費

H24/03 交付金

H24/03 交付金返還金

H24/03
施設開設準備経
費助成対策事業

H24/02 交付金

H23/12 交付金

H23/12
施設開設準備経
費助成対策事業

H23/12



介護職員処遇改善交付金支
払関連業務委託

568,378
岡山県国民健康保
険団体連合会

承認通知書 4,368 （有）ソガワ印刷

施設開設準備経費補助 89,400,000 1市4法人

介護職員処遇改善交付金申
請事務所データ一括取込業務
委託

420,000
ﾆｯｾｲ情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
株式会社

施設開設準備経費補助 158,807,000 12市1町1法人

1,840,952,326

施設開設準備経
費助成対策事業

H24/04 委託料

H24/05
施設開設準備経
費助成対策事業

H24/03 委託料

H24/03 消耗品費

H24/04



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(11,593百万円)

(56百万円)

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)

1,122百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 広島県

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。）

11,650百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,651百万円

執行（支出）済み額 9,999百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

対象事業所の各月の報酬請求額に一定の比率を乗じた金額を毎月交付
予定
当該事業に係る特例交付金の交付の後、順次交付予定  等

（執行見込額）

11,593百万円 56,298,245円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

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年度通年合計 1,284百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 4,197百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,949百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 2,568百万円

預貯金

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金 338,062,341 国保連合会

交付金の過誤調整による返還 -82,754

交付金の支払委託 559,205 国保連合会

嘱託職員賃金 146,600 個人　１名

臨時職員賃金 294,740 個人　２名

臨時職員等共済費 119,991 社会保険事務所

介護職員処遇改善交付金 333,234,941 国保連合会

交付金の過誤調整による返還 -8,033

交付金の支払委託 559,205 国保連合会

嘱託職員賃金 146,600 個人　１名

臨時職員賃金 381,860 個人　３名

臨時職員等共済費 39,167 社会保険事務所

賃金職員 75 900 個人 1名賃金

科目

10月 交付金

10月 交付金返還

10月 賃金

10月 共済費

11月 交付金

11月 交付金返還

11月 委託料

11月 報酬

11月 賃金

11月 共済費

11月

10月 委託料

10月 報酬

執行済み額（C)の内訳

支出月

賃金職員 75,900 個人　1名

介護職員処遇改善交付金 339,441,761 国保連合会

交付金の過誤調整による返還 -68,653

平成22年度実績による返還 -12,387,729

交付金の支払委託 559,205 国保連合会

嘱託職員賃金 146,600 個人　１名

臨時職員賃金 349,910 個人　３名

賃金職員 158,646 個人　1名

介護職員処遇改善交付金 333,356,427 国保連合会

交付金の過誤調整による返還 -26,118

交付金の支払委託 559,205 国保連合会

嘱託職員賃金 136,850 個人　１名

臨時職員賃金 372,640 個人　３名賃金

賃金

12月 交付金

12月 交付金返還

12月 委託料

12月 報酬

12月 賃金

12月 賃金

1月 交付金

1月 交付金返還

1月 委託料

1月 報酬

1月

12月 交付金返還

11月



臨時職員等共済費 198,323 社会保険事務所

賃金職員 141,974 個人　1名

介護職員処遇改善交付金 342,221,169 国保連合会

交付金の過誤調整による返還 -13,873

交付金の支払委託 559,205 国保連合会

嘱託職員賃金 139,250 個人　１名

臨時職員賃金 373,620 個人　３名

臨時職員等共済費 159,157 社会保険事務所

賃金職員 234,546 個人　1名

賃金職員（共済費） 92,999 個人　1名

賃金職員保険料（23年度下半
期）

-47,585 個人　1名

介護職員処遇改善交付金 333,385,374 国保連合会

交付金の過誤調整による返還 -3,311

交付金の支払委託 559,205 国保連合会

嘱託職員賃金 147 000 個人 １名

交付金

3月 交付金返還

3月 委託料

1月 共済費

1月 賃金

3月 報酬

2月 交付金返還

2月 委託料

2月 報酬

2月 賃金

2月 共済費

2月 賃金

2月 賃金

2月 保険料（賃金）

3月

2月 交付金

嘱託職員賃金 147,000 個人　１名

臨時職員賃金 449,078 個人　４名

郵便代 290,800

電話代 118,801

印刷代 497,059

説明会会議室 58,320

臨時職員保険料（２３年度） -507,749

嘱託職員賃金 146,600 個人　１名

臨時職員賃金 377,950 個人　３名

臨時職員等共済費 39,167 社会保険事務所

臨時職員等共済費 39,934 社会保険事務所

事務消耗品（コピー料金） 247,232

電話通信費（２３年度分） 118,801

共済費

4月 共済費

5月 需用費

5月 役務費

3月 賃金

3月 役務費

3月 役務費

3月 需用費

3月 使用料

3月 保険料（賃金）

4月 報酬

4月 賃金

4月

3月 報酬



15市町に対する補助金交付 213,800,000 15市町

事業者　計8施設に対する補
助金交付

258,000,000 事業者　計8施設

2市町に対する補助金交付（繰
越分）

79,800,000 2市町

2,567,751,553

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(6,305百万円)
(7百万円)

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)

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 山口県

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。）

6,312百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

科目 当該運用方法を選択している理由

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,255百万円

執行（支出）済み額 5,057百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・介護職員処遇改善等交付金(基本事業分)は平成24年4月、5月に170百万円程度支出し、6月、7月
は月遅れ請求分に対し支出予定。
・介護職員処遇改善交付金(その他事業分)は、平成２４年４月～７月に山口県国民健康保険団体連
合会に対し、介護職員処遇改善交付金支払事務委託料を月額４３０千円程度、支出予定。
・施設開設準備経費助成特別対策事業は、順次支出予定。

（執行見込額） 879百万円

(百万円） (円)

6,305百万円 7,377,579円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金
安全性を重視し、相殺枠のある金融
機関での定期性預金により運用

短期・長期信託

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 632百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,076百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,322百万円

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23年度下半期合計 1,027百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

事務補助職員人件費 268,320 個人（3名）

介護職員処遇改善交付金支
払事務委託料等

426,963
山口県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 172,733,183
山口県国民健康保
険団体連合会

事務補助職員人件費 280,800 個人（3名）

介護職員処遇改善交付金支
払事務委託料等

427,026
山口県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 169,661,774
山口県国民健康保
険団体連合会

事務補助職員人件費 280,800 個人（3名）

介護職員処遇改善交付金支
払事務委託料等

427,173
山口県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 174,261,347
山口県国民健康保
険団体連合会

山口県介護施設開設準備
経費補助金

△ 7,590 事業所

事務補助職員人件費 280,800 個人（3名）

介護職員処遇改善交付金支
払事務委託料等

427,194
山口県国民健康保
険団体連合会

山口県国民健康保

H23/10 委託料

H23/10 扶助費

H23/11 賃金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 賃金

H23/12 委託料

H23/12 扶助費

H23/11 返納金

H23/11 委託料

H23/11 扶助費

H23/12 賃金

H24/01 賃金

H24/01 委託料

介護職員処遇改善交付金 170,208,749
山口県国民健康保
険団体連合会

事務補助職員人件費 280,800 個人（3名）

介護職員処遇改善交付金支
払事務委託料等

427,215
山口県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 172,717,004
山口県国民健康保
険団体連合会

事務補助職員人件費 280,800 個人（3名）

介護職員処遇改善交付金支
払事務委託料等

427,299
山口県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 173,652,066
山口県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 △ 10,413,110 事業所

事務補助職員労働保険料個
人負担分

△ 18,432 個人（3名）

1,027,030,181

H24/02 賃金

H24/02 委託料

H24/02 扶助費

H24/01 扶助費

H24/03 返納金

H24/03 返納金

H24/03 賃金

H24/03 委託料

H24/03 扶助費



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(3,568百万円)
(8百万円)

B

C

362百万円

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 徳島県

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。）

3,576百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
365百万円

執行（支出）済み額 3,211百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

①　介護職員処遇改善交付金（基本事業）
・平成24年4月～7月に各対象事業所に介護職員処遇改善交付金を交付
予定
②　介護職員処遇改善交付金（その他事業）
・徳島県国民健康保険団体連合会に支払事務委託料を支出予定
・事業者向け説明会等に伴う消耗品、郵送料、会場使用料等を支
　払予定
③　施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）
・今後順次交付予定
④　定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）
・今後順次交付予定
⑤　③及び④に係るその他事業
・今後順次執行予定

（執行見込額）

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)

365百万円 8,068,934円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

362百万円

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年度通年合計 465百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,358百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 657百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 731百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金設置条例により預金による保
管が規定されているため

短期・長期信託

（執行見込額）



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金（8
月分）

115,551,793 徳島県国民健康保険団体連合会

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

介護職員処遇改善交付金（9
月分）

112,249,225 徳島県国民健康保険団体連合会

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

介護職員処遇改善交付金（10
月分）

116,333,571 徳島県国民健康保険団体連合会

事業者からの交付金返還 -1,357,448 交付金受給事業者（1件）

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

介護職員処遇改善交付金（11
月分）

113,512,342 徳島県国民健康保険団体連合会

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

介護職員処遇改善交付金（12
月分）

115,655,385 徳島県国民健康保険団体連合会

事業者からの交付金返還 -139,413 交付金受給事業者（1件）

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

送料 184,700 徳島県職員生協　他

送料 2,000 徳島県職員生協

役務費

2月 役務費

科目

10月 交付金

10月 使用料及び賃借料

12月 交付金

12月 返還金

12月 使用料及び賃借料

1月 交付金

1月 使用料及び賃借料

2月 交付金

2月 返還金

2月 使用料及び賃借料

2月

11月 交付金

11月 使用料及び賃借料

執行済み額（C)の内訳

支出月

介護職員処遇改善交付金（1
月分）

113,373,792 徳島県国民健康保険団体連合会

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

介護施設開設準備等特別対
策事業補助金

1,620,000 勝浦町

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

介護職員処遇改善交付金支
払事務委託

4,871,120 徳島県国民健康保険団体連合会

介護施設開設準備等特別対
策事業補助金

10,800,000 三好市　他１市

コピー等消耗品 504,712 徳島県管財課

介護施設開設準備等特別対
策事業補助金

28,200,000 阿南市　他１町

コピー等消耗品 11,000 徳島県管財課

731,448,484

3月 交付金

3月 補助金交付

4月 使用料及び賃借料

4月 委託料

4月 補助金交付

5月 需用費

5月 補助金交付

5月 需用費

3月 使用料及び賃借料



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(4,081百万円)
(7百万円)

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)

429百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 香川県

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。）

4,088百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
429百万円

執行（支出）済み額 3,659百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

介護職員処遇改善交付金については対象事業所の各月の報酬請求額
に一定の比率を乗じた金額を毎月交付予定。香川県国民健康保険連合
会への業務委託費は業務確認後、毎月支払い予定。その他について
は、順次執行予定。

（執行見込額）

(百万円） (円)

4,081百万円 6,527,735円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

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年度通年合計 466百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,532百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 762百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 899百万円

預貯金
基金条例で規定されている「 も確実かつ
有利な方法による保管」及びペイオフ対策
を考慮したもの。

短期・長期信託



支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

処遇改善交付金の支払 129,350,221
香川県国民健康保
険団体連合会

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

ノートパソコンリース料 6,825
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）四国支社

処遇改善交付金の支払 125,538,899
香川県国民健康保
険団体連合会

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

ノートパソコンリース料 6,825
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）四国支社

処遇改善交付金の支払 129,528,956
香川県国民健康保
険団体連合会

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

ノートパソコンリース料 6,825
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）四国支社

施設開設準備 10,800,000 高松市

処遇改善交付金の支払 126,534,612
香川県国民健康保
険団体連合会

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

科目

H23/10 交付金

H23/10 委託費

H23/11 委託費

H23/11 賃借料

H23/12 交付金

H23/12 委託費

H23/12 賃借料

H23/12 助成金交付

H24/01 交付金

H24/01 委託費

H23/10 賃借料

H23/11 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月

交付金支払い業務 08,000
険団体連合会

ノートパソコンリース料 6,825
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）四国支社

施設開設準備 30,000,000 社会福祉法人 計1件

処遇改善交付金の支払 128,505,973
香川県国民健康保
険団体連合会

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

ノートパソコンリース料 6,825
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）四国支社

施設開設準備 4,800,000 三豊市

処遇改善交付金の支払 126,034,175
香川県国民健康保
険団体連合会

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

ノートパソコンリース料 6,825
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）四国支社

平成22年度処遇改善交付金
の返納金受け入れ

-7,242,518 事業所　計１件

施設開設準備 17,400,000 坂出市

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

賃借料

H24/01 助成金交付

H24/02 交付金

H24/02 賃借料

H24/02 助成金交付

H24/03 交付金

H24/03 委託費

H24/03 賃借料

H24/03 交付金返納

H24/03 助成金交付

H24/04 委託費

H24/02 委託費

委託費

H24/01



支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

交付金支払い業務 132,510
香川県国民健康保
険団体連合会

ノートパソコンリース料 6,825
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）四国支社

交付金支払額がマイナスとなった
事業所の返納金の受入れ

-251 事業所　計１件

施設開設準備 30,000,000 社会福祉法人 計1件

臨時職員法定福利費事業主
負担

245,022
厚生労働省年金局
他

臨時職員賃金 1,803,160 非常勤職員　1名

印刷 420,000
富士ゼロックス四国
（株）他

郵送料・電話料等 575,000 日本郵政公社他

施設開設準備 42,000,000 事業所　計5件

899,329,534

委託費

H24/04 賃借料

H24/04 交付金返納

H24/05 共済費

H24/05 賃金

H24/05 需用費

H24/05 役務費

H24/05 助成金交付

H24/04 助成金交付

H24/04



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(7,159百万円)
(29百万円)

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)

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 愛媛県

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。）

7,188百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,217百万円

執行（支出）済み額 5,971百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・申請のあった事業所等に対し、所要の交付金を交付
・関連する事務を実施

（執行見込額） 1,217百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

3,805百万円 29,307,002円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金
事業の執行状況に応じた対応が
可能なため

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年度通年合計 801百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,583百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,166百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,422百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金（9
月処理分）支払

205,694,258
愛媛県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（10
月処理分）支払

200,606,319
愛媛県国民健康保
険団体連合会

平成22年度実績報告による返
還金受入

-2,884,447 計14事業者

介護職員処遇改善交付金（11
月処理分）支払

206,800,104
愛媛県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（12
月処理分）支払

202,281,488
愛媛県国民健康保
険団体連合会

監査による過年度返還金受入 -4,725 計1事業者

監査による現年度返還金戻入 -2,410 計1事業者

介護職員処遇改善交付金（1
月処理分）支払

206,398,601
愛媛県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（2
月処理分）支払

201,949,328
愛媛県国民健康保
険団体連合会

臨時職員人件費 1,913,628 個人２名

事業者説明会会場使用料 91,570
財団法人愛媛県文
化振興財団

交付金事業執行に要する事務
用品の購入

381,522 納入業者

交付金事務に要する通信運搬

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 交付金

11月 交付金

11月 交付金返納

12月 交付金

1月 交付金

1月 交付金返納

1月 交付金返納

2月 交付金

3月 交付金

3月
介護職員処遇改善交
付金事務費（人件費）

3月
介護職員処遇改善交
付金事務費（使用料）

3月
介護職員処遇改善交
付金事務費（需用費）

介護職員処遇改善交 交付金事務に要する通信運搬
費

381,584 電話会社外

施設開設準備経費執行に要
する事務用品の購入

170,000 納入業者

施設開設準備経費執行に要
する通信運搬費

180,000 電話会社外

施設開設準備等特別対策事
業費補助金の返還金受入

-5,645 松山市長

処遇改善交付金支払業務委
託費

5,207,520
愛媛県国民健康保
険団体連合会

施設開設準備等特別対策事
業費補助金

5,400,000 久万高原町長

施設開設準備等特別対策事
業費補助金

186,950,000
松山市長、八幡浜市長、
新居浜市長、松前町長

1,421,508,695

3月
介護職員処遇改善交
付金事務費（役務費）

3月
施設開設準備経費事
務費（需用費）

3月
施設開設準備経費事
務費（役務費）

3月 補助金返納

4月 委託費

4月 補助金

5月 補助金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(4,007百万円)
(32百万円)

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)

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 高知県

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。）

4,039百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,345百万円

執行（支出）済み額 2,694百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

処遇改善交付金事業については、本年６月以降に月遅れ請求分等を交
付し、実績報告受理後に事業者から返還を受け入れる。
施設開設準備事業については、順次交付予定。

（執行見込額） 430百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

2,426百万円 27,302,156円

0円

122百万円 4,685,223円

4,685,223円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金
会計管理者に委任し確実かつ有
利な方法を選択

短期・長期信託

有価証券
会計管理者に委任し確実かつ有
利な方法を選択

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 335百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,147百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,211百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

手数料 1,056,000
高知県国民健康保
険団体連合会

パソコンリース料 32,256 株式会社　三愛商会

パソコンリース料 40,320 株式会社　三愛商会

パソコンリース料 40,320 株式会社　三愛商会

手数料 1,056,000
高知県国民健康保
険団体連合会

パソコンリース料 40,320 株式会社　三愛商会

実績報告・過誤調整等に基づ
く返還金の受け入れ

-5,562,704 ４７事業者

パソコンリース料 40,320 株式会社　三愛商会

パソコンリース料 12,936 株式会社　三愛商会

臨時的任用職員賃金 3,389,080 総務事務センター

臨時的任用職員社会保険料 482,894 総務事務センター

消耗品費 698,346 総務事務センター

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

11月 役務費

12月 使用料及び賃借料

1月 使用料及び賃借料

2月 使用料及び賃借料

2月 役務費

3月 使用料及び賃借料

3月 交付金返還

4月 使用料及び賃借料

5月 賃金

5月 共済費

5月 使用料及び賃借料

5月 需用費

臨時職員健康診断委託料 11,025 総務事務センター

介護保険施設の開設準備に
係る費用の助成

109,087,000 １２事業者

承認事業者へ交付金を交付す
る。

1,100,395,364
処遇改善交付金にか
かる承認事業者

1,210,819,477

5月 委託料

5月 補助金

5月 交付金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(18,319百万円)
(62百万円)

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)

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 福岡県

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。）

18,380百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,218百万円

執行（支出）済み額 16,162百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成24年度上半期以降順次執行予定

（執行見込額） 1,931百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

10,249百万円 61,562,824円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金
も確実かつ有利な方法により保

管するよう基金設置条例に規定さ
れているため

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年度通年合計 1,967百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 6,614百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 3,079百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 4,502百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金 534,993,491 事業所

交付額変更による返納金 -19,426 事業所

委託料、人件費、需用費等 1,477,505
国保連、臨時職員ほ
か

介護職員処遇改善交付金 1,059,614,666 事業所

交付額変更による返納金 -231,077 事業所

委託料、人件費、需用費等 1,925,919
国保連、臨時職員ほ
か

開設準備交付金 10,000,000 事業所

介護職員処遇改善交付金 1,585,293,983 事業所

交付額変更による返納金 -5,444 事業所

委託料、需用費等 3,115,921 国保連ほか

開設準備交付金 76,700,000 市町村及び事業所

委託料、人件費、需用費等 2,381,761
国保連、臨時職員ほ
か

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 交付金

H23/10 交付金返納

H23/10 事務費

H23/12 交付金

H23/12 交付金返納

H23/12 事務費

H23/12 交付金

H24/03 交付金

H24/03 交付金返納

H24/03 事務費

H24/03 交付金

H24/04 事務費

開設準備交付金 209,783,721 市町村及び事業所

交付額変更による返納金 -42,109,275 事業所

人件費、需用費等 1,184,999 臨時職員ほか

開設準備交付金 1,057,452,279 市町村及び事業所

交付額変更による返納金 -1,577 事業所

4,501,557,446

H24/04 交付金

H24/04 交付金返納

H24/05 事務費

H24/05 交付金

H24/05 交付金返納



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(3,405百万円)
(14百万円)

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)

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 佐賀県

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。）

3,419百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
482百万円

執行（支出）済み額 2,938百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・介護サービス事業所に対する処遇改善交付金を支出する予定。
・国保連合会への業務委託料を支出する予定。
・業務補助職員の賃金を支出する予定。

（執行見込額） 198百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

13,670,082円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金
基金設置条例及び会計担当課における検
討の結果、運用商品を決定

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年度通年合計 395百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,232百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 589百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 721百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

事務処理職員賃金 122,000 個人1名

介護職員処遇改善交付金 103,085,349
佐賀県国民健康保
健団体連合会

支払関連業務委託（9月審査
分）

408,000
佐賀県国民健康保
健団体連合会

事務処理職員賃金 122,000 個人1名

介護職員処遇改善交付金 100,310,735
佐賀県国民健康保
健団体連合会

支払関連業務委託（10月審査
分）

408,000
佐賀県国民健康保
健団体連合会

申請処理業務準備他事務処
理

60,745
富士ゼロックス㈱佐
賀支社他

事務処理職員賃金 109,800 個人1名

介護職員処遇改善交付金 102,408,052
佐賀県国民健康保
健団体連合会

支払関連業務委託（11月審査
分）

408,000
佐賀県国民健康保
健団体連合会

事務処理職員賃金 79,300 個人1名

介護職員処遇改善交付金 100,130,933
佐賀県国民健康保
健団体連合会

支払関連業務委託（12月審査 佐賀県国民健康保

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 賃金

10月 負担金補助金及び交付金

10月 委託料

11月 賃金

11月 負担金補助金及び交付金

11月 委託料

11月 需要費

12月 賃金

12月 負担金補助金及び交付金

12月 委託料

1月 賃金

1月 負担金補助金及び交付金

支払関連業務委託（12月審査
分）

408,000
佐賀県国民健康保
健団体連合会

申請処理業務準備 58,026
富士ゼロックス㈱佐
賀支社他

事務処理職員賃金 91,500 個人1名

事務処理職員賃金（1名分） 18,300 個人1名

支払関連業務委託（1月審査
分）

408,000
佐賀県国民健康保
健団体連合会

郵送料 68,000
郵便事業株式会社
佐賀支店

介護職員処遇改善交付金 102,928,681
佐賀県国民健康保
健団体連合会

実績報告受付会場使用料（22
年度分）

88,200
佐賀県市町総合事
務組合

申請書審査職員賃金（5名分） 676,365 個人計5名

介護職員処遇改善交付金 100,564,391
佐賀県国民健康保
健団体連合会

支払関連業務委託（2月審査
分）

408,000
佐賀県国民健康保
健団体連合会

施設開設準備経費補助金 75,600,000 唐津市長

1月 委託料

1月 需要費

2月 賃金

2月 賃金

2月 委託料

2月 役務費その他

2月 負担金補助金及び交付金

3月 使用料及び賃借料

3月 賃金

3月 負担金補助金及び交付金

3月 委託料

3月 負担金補助金及び交付金



施設開設準備経費補助金 10,800,000 鳥栖市長

施設開設準備経費補助金 21,600,000 佐賀中部広域連合長

721,370,377

3月 負担金補助金及び交付金

3月 負担金補助金及び交付金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(6,843百万円)
(15百万円)

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)

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 長崎県

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。）

6,858百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,069百万円

執行（支出）済み額 5,790百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

介護職員処遇改善交付金については平成２４年７月末まで、約４億交付
予定。施設開設準備経費については順次執行予定。

（執行見込額） 606百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

2,966百万円 15,441,536円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金 確実な運用を行うため

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年度通年合計 750百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,478百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,165百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,396百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善助成費 201,289,371 介護保険事業者

嘱託職員給与 409,785 個人計２名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計２名

交付事務委託費 464,440 国保連１

電話代 3,856 NTT１

消耗品 116,620 地方自治体１

介護職員処遇改善助成費 197,361,639 介護保険事業者

嘱託職員給与 409,785 個人計２名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計２名

交付事務委託費 463,720 国保連１

電話代等 148,690 NTT１・地方自治体１

パソコン賃貸借料 34,650 (株）NDKCOM１

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 負担金

H23/10 人件費

H23/10 旅費

H23/10 委託料

H23/10 役務費

H23/10 需用費

H23/11 負担金

H23/11 人件費

H23/11 旅費

H23/11 委託料

H23/11 役務費

H23/11 使用料

消耗品 33,018 地方自治体１

介護職員処遇改善助成費 203,162,735 介護保険事業者

嘱託職員給与 409,785 個人計２名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計２名

交付事務委託費 462,640 国保連１

電話代 3,883 NTT１

消耗品 69,020 地方自治体１

介護職員処遇改善助成費 198,873,825 介護保険事業者

嘱託職員給与 409,785 個人計２名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計２名

交付事務委託費 460,120 国保連１

電話代 3,866 NTT１

H23/11 需用費

H23/12 負担金

H23/12 人件費

H23/12 旅費

H23/12 委託料

H23/12 役務費

H23/12 需用費

H24/01 負担金

H24/01 人件費

H24/01 旅費

H24/01 委託料

H24/01 役務費



パソコン賃貸借料 34,650 (株）NDKCOM１

消耗品 39,440 地方自治体１

介護職員処遇改善助成費 202,510,960 介護保険事業者

嘱託職員給与 409,785 個人計２名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計２名

交付事務委託費 461,440 国保連１

送料等 1,166,920 地方自治体２

消耗品 4,105 地方自治体１

介護職員処遇改善助成費 198,513,300 介護保険事業者

嘱託職員給与 410,791 個人計２名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計２名

交付事務委託費 462,760 国保連１

助成金額の変更による返納金
受入

-20,519,180 介護保険事業者

パソコン賃貸借料 34,650 (株）NDKCOM１

H24/01 使用料

H24/01 需用費

H24/02 負担金

H24/02 人件費

H24/02 旅費

H24/02 委託料

H24/02 役務費

H24/02 需用費

H24/03 負担金

H24/03 人件費

H24/03 旅費

H24/03 委託料

H24/04 助成金返納

H24/04 使用料

借上車利用料 9,000 長崎タクシー共同集金(株)

印刷代等 300,000 地方自治体１

文書管理費 338,000 地方自治体１

文書管理費 180,000 地方自治体１

施設開設準備経費助成 207,108,000 ４市

1,396,145,710

H24/04 使用料

H24/04 需用費

H24/04 需用費

H24/04 役務費

H24/05 補助金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(8,310百万円)
(36百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 熊本県

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。）

8,346百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,096百万円

執行（支出）済み額 7,250百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・介護職員処遇改善交付金については、平成２１年１２月以降、対象事
業所の各月の報酬請求額に一定の比率を乗じた金額を毎月交付すると
ともに、交付金の支払事務委託料のほか必要な事務費を支出予定。
・施設開設準備経費助成特別対策事業については、特例交付金の交付
の後、対象事業者に順次交付予定。

（執行見込額） 464百万円

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

8,310百万円 36,180,068円

0円

 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
経営が健全と認められる金融機関
であるため

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23年度下半期合計 1,861百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 925百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,168百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,297百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金 227,308,304
熊本県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 222,863,687
熊本県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 229,278,516
熊本県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 224,643,860
熊本県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 228,261,972
熊本県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 222,684,098
熊本県国民健康保
険団体連合会

熊本県介護職員処遇改善交付金
支払事務委託

444,000
熊本県国民健康保険
団体連合会

熊本県介護職員処遇改善交付金
支払事務委託

444,000
熊本県国民健康保険
団体連合会

熊本県介護職員処遇改善交付金
支払事務委託

444,000
熊本県国民健康保険
団体連合会

熊本県介護職員処遇改善交付金
支払事務委託

444,000
熊本県国民健康保険
団体連合会

熊本県介護職員処遇改善交付金
支払事務委託

444,000
熊本県国民健康保険
団体連合会

熊本県介護職員処遇改善交付金
支払事務委託

444,000
熊本県国民健康保険
団体連合会

西日本電信電話(株)

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10
負担金、補助及び交
付金

H24/02
負担金、補助及び交
付金

H24/03
負担金、補助及び交
付金

H23/10 委託料

H23/11
負担金、補助及び交
付金

H23/12
負担金、補助及び交
付金

H24/01
負担金、補助及び交
付金

H24/02 委託料

H24/03 委託料

H23/11 委託料

H23/12 委託料

H24/01 委託料

電話代、郵送料 52,347
西日本電信電話(株)
他

臨時職員賃金 225,600 臨時職員

会議 62,570 職員

コピー代 10,000 (株)レイメイ藤井

電話代 30,000 西日本電信電話(株)

社会保険料 28,846 臨時職員

電話代、郵送料 6,603
西日本電信電話(株)
他

会議 1,364 職員

コピー代 10,000 (株)レイメイ藤井

臨時職員賃金 225,600 臨時職員

電話代 30,000 西日本電信電話(株)

社会保険料 29,676 臨時職員

H23/10 一般役務費

H23/10 一般役務費

H23/10 共済費

H23/11 一般役務費

H23/10 賃金

H23/10 旅費

H23/10 一般需用費

H23/11 一般役務費

H23/11 共済費

H23/11 旅費

H23/11 一般需用費

H23/11 賃金



電話代、郵送料 4,145
西日本電信電話(株)
他

会議 1,364 職員

臨時職員賃金 225,600 臨時職員

コピー代 10,000 (株)レイメイ藤井

電話代 30,000 西日本電信電話(株)

消耗品代 48,920 管理調達課

社会保険料 29,676 臨時職員

印刷代 51,847
県政情報文書課令
達

郵送料 900,000
県政情報文書課令
達

電話代、郵送料 29,358
西日本電信電話(株)
他

コピー代 10,000 (株)レイメイ藤井

臨時職員賃金 214,320 臨時職員

電話代 30,000 西日本電信電話(株)

社会保険料 29,676 臨時職員

西日本電信電話(株)

H23/12 一般役務費

H23/12 一般役務費

H23/12 一般需用費

H24/01 共済費

H23/12 旅費

H23/12 賃金

H23/12 一般需用費

H24/01 一般需用費

H24/01 賃金

H24/01 一般役務費

H24/01 一般需用費

H24/01 一般役務費

H24/01 一般役務費

H24/01 共済費

電話代、郵送料 3,935
西日本電信電話(株)
他

臨時職員賃金 211,409 臨時職員

コピー代 10,000 (株)レイメイ藤井

消耗品代 27,804 (株)オフポート

電話代 30,000 西日本電信電話(株)

タクシー借り上げ代 2,080
熊本タクシー商事
(株)

社会保険料 29,676 臨時職員

電話代、郵送料 3,943
西日本電信電話(株)
他

臨時職員賃金 236,880 臨時職員

コピー代 10,000 (株)レイメイ藤井

消耗品代 57,080 管理調達課

電話代 30,000 西日本電信電話(株)

H24/02 一般需用費

H24/02 一般需用費

H24/02 一般役務費

H24/02 一般役務費

H24/02 賃金

H24/03 賃金

H24/03 一般需用費

H24/03 一般需用費

H24/02 使用料及び賃借料

H24/02 共済費

H24/03 一般役務費

H24/03 一般役務費



消耗品代 9,139 (株)オフポート

会場借り上げ 142,100 合志市

社会保険料 15,253 臨時職員

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

297,398,000 １８市町村、９法人

施設開設準備経費助成特別対策
事業補助金（H23年度繰越）

201,081,000 ７市町村、1法人

臨時職員賃金 112,800 臨時職員１名分

コピー代 10,000 （株）レイメイ藤井

社会保険料 14,423 臨時職員１名分

コピー代 10,000 （株）レイメイ藤井

タクシー使用料 2,000
熊本市タクシー商事
（株）

臨時職員賃金 112,800 臨時職員１名分

社会保険料 14,423 臨時職員１名分

臨時職員賃金 95,880 臨時職員１名分

コピー代 10,000 （株）レイメイ藤井

H24/03 共済費

3月
負担金、補助及び交
付金

3月
負担金、補助及び交
付金

H24/03 一般需用費

H24/03 使用料及び賃借料

11月 需用費

11月 使用料

11月 賃金

10月 賃金

10月 需用費

10月 共済費

11月 共済費

12月 賃金

12月 需用費

事務用品代 3,990 （有）オフポート

社会保険料 15,253 臨時職員１名分

臨時職員賃金 107,160 臨時職員１名分

事務用品代 18,320 （有）まさき文具

事務用品代 22,440 （有）オフポート

事務用品代 11,180 （株）いけだ

コピー代 6,092 （株）レイメイ藤井

事務用品代 22,428 （有）オフポート

社会保険料 15,253 臨時職員１名分

事務用品代 10,420 （株）紙弘

事務用品代 18,580
（有）おくばオーエス
ブレイン

臨時職員賃金 107,160 臨時職員１名分

12月 需用費

1月 共済費

1月 賃金

1月 需用費

1月 需用費

1月 共済費

1月 需用費

1月 需用費

1月 需用費

2月 需用費

2月 需用費

2月 賃金



コピー代 5,160 （株）レイメイ藤井

社会保険料 15,253 臨時職員１名分

事務用品代 20,160 （有）オフポート

臨時職員賃金 110,616 臨時職員１名分

コピー代 24,864 （有）オフポート

社会保険料 15,253 臨時職員１名分

臨時職員賃金 83,144 臨時職員１名分

コピー代 11,574 （株）レイメイ藤井

社会保険料 15,561 臨時職員１名分

郵便代 30,000 令達分

時間外手当 171,062 職員３名分

1,860,573,497

2月 需用費

2月 共済費

3月 需用費

4月 賃金

4月 需用費

4月 共済費

3月 賃金

3月 需用費

3月 共済費

4月 役務費

5月 時間外手当



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(5,187百万円)
(17百万円)

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)

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 大分県

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。）

5,204百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
603百万円

執行（支出）済み額 4,602百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

事業所に対する交付金等を順次支払う予定。

（執行見込額） 603百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

5,187百万円 16,949,509円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

預貯金
基金条例により、預貯金による運
営が規定されているため

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年度通年合計 602百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,960百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 875百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,164百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金 154,467,639
大分県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 149,893,321
大分県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 153,468,135
大分県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 150,961,489
大分県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 153,596,576
大分県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 150,122,287
大分県国民健康保
険団体連合会

平成21年度実績訂正に伴う返
還金

-118,577 島津産業株式会社

平成22年度実績確定に伴う返
還金

-759,347 島津産業株式会社

平成22年度実績確定に伴う返
還額の訂正に伴う支払

2,663,809 医療法人立清会

平成23年度過誤調整に伴う返
還

-6,545
グループホームふれ
あいの郷桜坂

平成23年度過誤調整に伴う返
還

-27,778
ヘルパーセンターきょ
うわ

平成23年度過誤調整に伴う返
還

-7,517
居宅介護支援総合
福祉施設「憩いの館」
グループホーム

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 委託料

11月 委託料

12月 委託料

1月 委託料

2月 委託料

2月 委託料

11月 諸収入

11月 諸収入

2月 諸収入

10月 諸収入

12月 諸収入

12月 諸収入
グル プホ ム

平成23年度過誤調整に伴う返
還

-30,420
ふくしサービスセン
ターみどりの風

平成23年度過誤調整に伴う返
還

-493
ヘルパーステーショ
ンあのね

支払に関連した事務費 408,000
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した事務費 408,000
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した事務費 408,000
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した事務費 408,000
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した事務費 408,000
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した事務費 408,000
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した郵送料 25,760
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した郵送料 25,480
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した郵送料 25,140
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した郵送料 26,300
大分県国民健康保
険団体連合会

1月 諸収入

3月 諸収入

10月 委託料

11月 委託料

12月 委託料

1月 委託料

2月 委託料

3月 委託料

10月 委託料

11月 委託料

12月 委託料

1月 委託料



支払に関連した郵送料 26,180
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した郵送料 24,780
大分県国民健康保
険団体連合会

支払に関連した郵送料 24,700
大分県国民健康保
険団体連合会

時間外手当 101,571 職員　　３名

時間外手当 138,711 職員　　５名

時間外手当 226,080 職員　　４名

時間外手当 137,242 職員　　４名

時間外手当 271,862 職員　　５名

時間外手当 88,242
職員　　５名
（予算額で打ち切り）

介護職員処遇改善事業用務 600 職員　　２名

コピー代 51,152
キャノンマーケティン
グジャパン

コピー代 28,623
キャノンマーケティン
グジャパン

コピー代 14,196
キャノンマーケティン
グジャパン

臨時職員賃金 238,400 臨時職員　２名

2月 委託料

3月 委託料

4月 委託料

10月 職員手当

11月 職員手当

12月 職員手当

1月 職員手当

2月 職員手当

3月 職員手当

12月 旅費

10月 その他需用費

11月 その他需用費

12月 その他需用費

10月 賃金

臨時職員共済費 31,857 臨時職員　２名

臨時職員賃金 238,400 臨時職員　２名

臨時職員共済費 31,857 臨時職員　２名

臨時職員賃金 238400 臨時職員　２名

臨時職員共済費 31,857 臨時職員　２名

臨時職員賃金 226480 臨時職員　２名

臨時職員共済費 31,857 臨時職員　２名

臨時職員賃金 226480 臨時職員　２名

臨時職員共済費 31,857 臨時職員　２名

臨時職員賃金 250320 臨時職員　２名

臨時職員共済費 31,857 臨時職員　２名

臨時職員賃金 250320 臨時職員　２名

10月 共済費

11月 賃金

11月 共済費

12月 賃金

12月 共済費

1月 賃金

1月 共済費

2月 賃金

2月 共済費

3月 賃金

3月 共済費

4月 賃金



臨時職員共済費 32,482 臨時職員　２名

臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

-1,430 臨時職員　２名

臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

-1,430 臨時職員　２名

臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

-1,430 臨時職員　２名

臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

-1,358 臨時職員　２名

臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

-1,358 臨時職員　２名

臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

-1,502 臨時職員　２名

介護職員処遇改善交付金受
給事業所に行く際の高速道路
料

9,950
株式会社　ジェー
シービー

介護職員処遇改善交付金受
給事業所に行く際の高速道路
料

1,700
株式会社　ジェー
シービー

施設開設準備軽費助成事業 12,000,000 (社福)同心会

施設開設準備軽費助成事業 12,000,000 (社福)豊心会

施設開設準備軽費助成事業 6,600,000 (社福)温寿会

施設開設準備軽費助成事業 18,000,000 (社福)千寿会

施設開設準備軽費助成事業 (社福)大喜福祉会

4月 共済費

10月 諸収入

11月 諸収入

12月 諸収入

1月 諸収入

2月 諸収入

3月 諸収入

10月 使用料及び賃借料

11月 使用料及び賃借料

11月 補助金

12月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

月 補助金 施設開設準備軽費助成事業 6,000,000 (社福)大喜福祉会

施設開設準備軽費助成事業 55,200,000 大分市

施設開設準備軽費助成事業 10,800,000 別府市

施設開設準備軽費助成事業 43,200,000 中津市

施設開設準備軽費助成事業 10,800,000 佐伯市

施設開設準備軽費助成事業 34,800,000 竹田市

施設開設準備軽費助成事業 12,000,000 杵築市

施設開設準備軽費助成事業 5,400,000 日出町

施設開設準備軽費助成事業 17,400,000 玖珠町

時間外手当 51,225 職員　　1名

時間外手当 85,786 職員　　２名

時間外手当 176,929 職員　　４名

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

10月 職員手当

11月 職員手当

12月 職員手当



時間外手当 59,046
職員　　２名
（予算額で打ち切り）

コピー代 23,113
キャノンマーケティン
グジャパン

コピー代 17,044
キャノンマーケティン
グジャパン

職員旅費 1,500 職員　　1名

職員旅費 300 職員　　２名

職員旅費 4,460 職員　　1名

職員旅費 3,200 職員　　1名

職員旅費 2,720 職員　　1名

職員旅費 300 職員　　1名

職員旅費 2,750 職員　　1名

1,164,431,137

1月 職員手当

12月 その他需用費

1月 その他需用費

4月 旅費

8月 旅費

10月 旅費

12月 旅費

1月 旅費

2月 旅費

3月 旅費



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(4,511百万円)
(16百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 宮崎県

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。）

4,527百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
766百万円

執行（支出）済み額 3,761百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成24年度上半期に介護職員処遇改善交付金事業（基本事業、その他
事業）として２７８百万円執行予定。施設開設準備経費助成特別対策事
業についてはニーズ調査を実施し、要望があれば介護職員処遇改善交
付金事業等から事業費の流用予定。

（執行見込額） 278百万円

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

13,778百万円 15,921,412円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
宮崎県介護職員処遇改善等臨時
特例基金条例に基づく運用

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年度通年合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 843百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 769百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 981百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

国保連９月処理分交付金 134,227,235
宮崎県国民健康保
険団体連合会

国保連１０月処理分交付金 131,625,965
宮崎県国民健康保
険団体連合会

国保連１１月処理分交付金 134,691,141
宮崎県国民健康保
険団体連合会

国保連１２月処理分交付金 132,585,130
宮崎県国民健康保
険団体連合会

国保連１月処理分交付金 134,289,909
宮崎県国民健康保
険団体連合会

国保連２月処理分交付金 132,106,303
宮崎県国民健康保
険団体連合会

過誤調整、実績報告等による
返還金

-29,540 １事業所

過誤調整、実績報告等による
返還金

-6,217,452 ３７事業所

過誤調整、実績報告等による
返還金

-3,194,030 ９事業所

過誤調整、実績報告等による
返還金

-3,700,466 １０事業所

過誤調整、実績報告等による
返還金

-2,441,196 ５事業所

過誤調整、実績報告等による
返還金

-331,816 １事業所

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10
負担金、補助金及び
交付金

H23/11
負担金、補助金及び
交付金

H23/12
負担金、補助金及び
交付金

H24/01
負担金、補助金及び
交付金

H24/02
負担金、補助金及び
交付金

H24/03
負担金、補助金及び
交付金

H23/11 交付金返還

H23/12 交付金返還

H24/01 交付金返還

H24/02 交付金返還

H24/03 交付金返還

H24/04 交付金返還

９月分非常勤職員報償 105,120 個人計１名

１０月分非常勤職員報償 102,117 個人計１名

１１月分非常勤職員報償 110,794 個人計１名

１２月分非常勤職員報償 90,437 個人計１名

１月分非常勤職員報償 99,280 個人計１名

２月分非常勤職員報償 104,954 個人計１名

３月分非常勤職員報償 107,957 個人計１名

９月分非常勤職員共済費 13,609
歳入徴収官　厚生労
働省年金局事業管
理課長

１０月分非常勤職員共済費 13,609
歳入徴収官　厚生労
働省年金局事業管
理課長

１１月分非常勤職員共済費 13,609
歳入徴収官　厚生労
働省年金局事業管
理課長

１２月分非常勤職員共済費 13,609
歳入徴収官　厚生労
働省年金局事業管
理課長

H23/10 報酬

H23/11 報酬

H23/12 報酬

H24/01 報酬

H24/02 報酬

H24/03 報酬

H24/04 報酬

H23/10 共済費

H23/11 共済費

H23/12 共済費

H24/01 共済費



１月分非常勤職員共済費 13,609
歳入徴収官　厚生労
働省年金局事業管
理課長

２月分非常勤職員共済費 13,609
歳入徴収官　厚生労
働省年金局事業管
理課長

３月分非常勤職員共済費 13,874
歳入徴収官　厚生労
働省年金局事業管
理課長

書類整理用ファイルワゴン 24,150
有限会社川越システ
ム

文書発送用封筒 16,064
有限会社ライト印刷、
藤屋印刷株式会社
宮崎支部

１０月分支払業務委託料 408,000
宮崎県国民健康保
険団体連合会

１１月分支払業務委託料 408,000
宮崎県国民健康保
険団体連合会

１２月分支払業務委託料 408,000
宮崎県国民健康保
険団体連合会

１月分支払業務委託料 408,000
宮崎県国民健康保
険団体連合会

２月分支払業務委託料 408,000
宮崎県国民健康保
険団体連合会

３月分支払業務委託料 408,000
宮崎県国民健康保
険団体連合会

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

10,091,000 社会福祉法人広和会

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

36,509,000 宮崎市長

H24/02 共済費

H24/03 共済費

H24/05 共済費

H23/12 需用費

H24/02 需用費

H23/10 委託料

H23/11 委託料

H23/12 委託料

H24/01 委託料

H24/02 委託料

H24/03 委託料

H23/11
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

14,227,000 延岡市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

10,800,000 小林市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

16,200,000 日向市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

4,483,000 西都市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

8,280,000 三股町長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

4,483,000 高原町長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

14,990,000 木城町長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

8,942,000 都農町長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

4,483,000 美郷町長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

48,000,000
医療法人社団光学
堂

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

12,600,000
医療法人山仁会山
口整形外科

981,003,584

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金

H24/05
負担金、補助金及び
交付金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(8,365百万円)
(36百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 鹿児島県

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。）

8,400百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
988百万円

執行（支出）済み額 7,413百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・介護職員処遇改善交付金（基本事業分）は、対象事業所の各月の介護報酬請
求額に一定の比率を乗じた金額を毎月交付する。（平成24年度上半期は，平成
24年2月，3月の2ヶ月が対象）
・介護職員処遇改善交付金（その他事業分）は、鹿児島県国民健康保険団体連
合会への委託料のほか必要な事務費を支出予定。

（執行見込額） 518百万円

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

8,365百万円 35,721,628円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

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年度通年合計 888百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,058百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 1,438百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 2,029百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金（8
月分）

233,607,477
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（9
月分）

227,915,568
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（10
月分）

234,662,167
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（11
月分）

228,890,239
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（12
月分）

233,365,051
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（1
月分）

229,421,739
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金
（H23年11月～24年1月償還払

分）

23,964 （有）エムエー企画

介護職員処遇改善交付金返
納

-13,148,955
いちき串木野市等６１
件

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 交付金

11月 交付金

12月 交付金

1月 交付金

2月 交付金

3月 交付金

3月 交付金

10月 賃金

11月 賃金

3月 交付金返納

12月 賃金

1月 賃金

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

会計検査事前調査 1,160 職員1名

会計検査事前調査 200 職員1名

会計検査事前調査 200 職員1名

会計検査事前調査 2,100 職員1名

会計検査事前調査 3,140 職員1名

会計検査事前調査 200 職員1名

会計検査事前調査 200 職員1名

会計検査事前調査 540 職員1名

会計検査事前調査 840 職員1名

2月 賃金

3月 賃金

4月 賃金

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費



会計検査事前調査 200 職員1名

会計検査立会 1,160 職員1名

会計検査立会 2,100 職員1名

会計検査立会 1,100 職員1名

会計検査立会 400 職員1名

会計検査立会 460 職員1名

会計検査立会 2,920 職員1名

会計検査立会 840 職員1名

コピー料金 61,626
富士ゼロックス鹿児島
(株)

コピー料金 4,035 リコージャパン(株)

切手 4,000
鹿児島県職員生活協
同組合

切手 700
鹿児島県職員生活協
同組合

支払業務委託（9月処理分） 421,000
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払額通知書郵送料（9月処
理分）

36,062
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

鹿児島県国民健康保

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

10月 役務費

10月 需用費

10月 需用費

11月 役務費

10月 委託料

10月 委託料

支払業務委託（10月処理分） 421,000
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払額通知書郵送料（10月処
理分）

36,123
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払業務委託（11月処理分） 421,000
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払額通知書郵送料（11月処
理分）

36,013
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払業務委託（12月処理分） 421,000
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払額通知書郵送料（12月処
理分）

35,707
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払業務委託（1月処理分） 421,000
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払額通知書郵送料（1月処
理分）

34,416
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払業務委託（2月処理分） 421,000
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払額通知書郵送料（2月処
理分）

36,164
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

支払額通知書郵送料（3月処
理分）

36,121
鹿児島県国民健康保
険団体連合会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

18,000,000 社会福祉法人健康村

11月 委託料

11月 委託料

12月 委託料

12月 委託料

1月 委託料

1月 委託料

2月 委託料

2月 委託料

3月 委託料

3月 委託料

4月 委託料

10月 負担金及び交付金



施設開設準備に必要な経費等
についての助成

12,000,000 社会福祉法人興正会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

18,000,000 社会福祉法人双葉会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

12,000,000 社会福祉法人淳成会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

28,200,000 出水市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

18,000,000 社会福祉法人明和会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

17,400,000 徳之島町

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

12,000,000 社会福祉法人山陵会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

3,957,000 社会福祉法人鶴陽会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

20,400,000 南さつま市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

24,000,000
社会福祉法人市比野
福祉会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

18,000,000 社会福祉法人クオラ

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

30,000,000 社会福祉法人三愛会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

12,000,000 社会福祉法人佳成会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

33,600,000 阿久根市

施設開設準備に必要な経費等

10月 負担金及び交付金

10月 負担金及び交付金

10月 負担金及び交付金

12月 負担金及び交付金

2月 負担金及び交付金

2月 負担金及び交付金

3月 負担金及び交付金

3月 負担金及び交付金

4月 負担金及び交付金

4月 負担金及び交付金

4月 負担金及び交付金

4月 負担金及び交付金

4月 負担金及び交付金

4月 負担金及び交付金

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

46,200,000 霧島市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

10,800,000 曽於市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

12,000,000 社会福祉法人孝養会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

9,000,000 社会福祉法人恵会

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

130,200,000 鹿児島市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

71,400,000 日置市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

5,400,000 指宿市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

10,169,000 薩摩川内市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

21,600,000 出水市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

15,760,000 伊佐市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

10,800,000 垂水市

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

5,400,000 姶良市

4月 負担金及び交付金

4月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金



施設開設準備に必要な経費等
についての助成

17,400,000 長島町

施設開設準備に必要な経費等
についての助成

5,397,000 さつま町

2,029,057,977

5月 負担金及び交付金

5月 負担金及び交付金



（Ｈ２３下半期分） 単位：百万円

(4,294百万円)
(1百万円)

B

C

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 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 沖縄県

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。）

4,295百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
542百万円

執行（支出）済み額 3,753百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

介護職員処遇改善交付金
・対象事業所の各月の報酬請求額に一定の比率を乗じた金額を毎月交
付
・沖縄県国民健康保険連合会への交付金支払事務委託料を毎月支給
・非常勤職員への賃金を毎月支給　　　　　他

施設開設準備経費助成特別対策事業
・申請に基づき、順次補助金交付予定

（執行見込額） 444百万円

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)

800百万円 564,602円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出支出月 支出月 支出月
>=2 <2011/10 >=2011/10/1 <=2012/5/31

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 も安全で確実な方法であるため

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年度通年合計 491百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,519百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 769百万円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 973百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

処遇改善交付金の交付 128,415,939
沖縄県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の交付 128,692,207
沖縄県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の交付 131,069,719
沖縄県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の交付 129,158,562
沖縄県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の交付 131,068,179
沖縄県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金の交付 128,268,619
沖縄県国民健康保
険団体連合会

システムライセンス追加作業
業務委託料

220,059
沖縄県国民健康保
険団体連合会

交付金支払事務委託料 408,000
沖縄県国民健康保
険団体連合会

交付金支払事務委託料 408,000
沖縄県国民健康保
険団体連合会

交付金支払事務委託料 408,000
沖縄県国民健康保
険団体連合会

交付金支払事務委託料 408,000
沖縄県国民健康保
険団体連合会

交付金支払事務委託料 408,000
沖縄県国民健康保
険団体連合会

交付金支払事務委託料 408,000
沖縄県国民健康保
険団体連合会

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23/10 交付金

H23/11 交付金

H23/12 交付金

H24/01 交付金

H24/02 交付金

H24/03 交付金

H23/10 委託料

H23/10 委託料

H23/11 委託料

H23/12 委託料

H24/01 委託料

H24/02 委託料

H24/03 委託料

ノートパソコン等の賃貸借 728,838
（株）琉球リース他
（6ヶ月分）

非常勤職員の社会保険料 705,098 個人　6名（6ヶ月分）

非常勤職員の給与 4,583,805 個人　6名（6ヶ月分）

消耗品購入 751,615 （6ヶ月分）

電話代等 145,564 （6ヶ月分）

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金の交付

63,002,000 中城村、（福）偕生会

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金の交付

67,048,000
うるま市、読谷村、宜
野湾市、那覇市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金の交付

56,082,000
沖縄市、名護市、久
米島町、東村

非常勤職員の社会保険料 114,405 （6ヶ月分）

非常勤職員の給与 776,582 （6ヶ月分）

電話代等 50,462 （6ヶ月分）

消耗品購入 32,510 （6ヶ月分）

973,362,163

H24/03 賃借料

H24/03 共済費

H24/03 賃金

H24/03 需用費

H24/03 役務費

H24/01 補助金

H24/05 補助金

H24/05 補助金

H24/04 共済費

H24/04 賃金

H24/04 役務費

H24/04 需用費


