
（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(21,218百万円)
(61百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,551百万円

執行（支出）済み額 19,728百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

H24下半期に747百万円執行予定。残額については、H25中に執行予
定。

（執行見込額） 747百万円

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 北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 北海道

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。）

21,279百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

21,218百万円 60,744,392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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,282百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 2,508百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 7,534百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 8,404百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
基金条例により、預貯金での運用
が規定されているため

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

交付金交付 576,076,632 対象事業所3,138事業所

交付金交付 621,498,813 対象事業所3,170事業所

交付金交付 8,882,044 対象事業所1,460事業所

交付金交付 3,153,464 対象事業所６２６事業所

交付金額の変更による返納受入 -186,909 対象事業所３事業所

交付金交付 773,424 対象事業所４事業所

交付金額の変更による返納受入 -1,771,490 対象事業所１８５事業所

臨時職員 396,249 個人 計７名

事務用品 165,048  物品コンビニ他（（株）セイコーマート）

審査支払手数料 495,760 北海道国民健康保険団体連合会

臨時職員 1,033,531 個人 計１０名

事務用品 769,675  物品コンビニ他（（株）セイコーマート）

H24/05 人件費

H24/05 需用費

H24/04 人件費

H24/04 需用費

H24/04 役務費

H24/07 交付金返納

H24/09 負担金補助及び交付金

H24/09 負担金補助及び交付金

H24/05 負担金補助及び交付金

H24/06 負担金補助及び交付金

H24/07 負担金補助及び交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 負担金補助及び交付金

審査支払手数料ほか 725,829 北海道国民健康保険団体連合会ほか

複写サービス料 21,482 キャノンマーケティングほか

臨時職員 1,210,591 個人　計９名

事務用品 565,899  物品コンビニ他（（株）セイコーマート）

審査支払手数料ほか 889,922 北海道国民健康保険団体連合会ほか

複写サービス料 86,153 キャノンマーケティングほか

臨時職員 1,500,544 個人　計１２名

事務用品ほか 495,690  物品コンビニ他（（株）セイコーマート）

審査支払手数料 933,568 北海道国民健康保険団体連合会ほか

複写サービス料 79,285 キャノンマーケティングほか

臨時職員 1,171,686 個人　計９名

事務用品ほか 731,800  物品コンビニ他（（株）セイコーマート）

H24/08 人件費

H24/08 需用費

H24/07 需用費

H24/07 役務費

H24/07 使用料及び賃借料

H24/06 役務費

H24/06 使用料及び賃借料

H24/07 人件費

H24/05 使用料及び賃借料

H24/06 人件費

H24/06 需用費

H24/05 役務費



複写サービス料ほか 50,715 （株）函館ジムキサービスほか

送料ほか 398,606 郵便事業株式会社ほか

臨時職員 1,104,270 個人　計８名

事務用品ほか 429,983  物品コンビニ他（（株）セイコーマート）

郵便料 338,466 （株）郵政公社

複写サービス料 54,845 キャノンマーケティングほか

補助金交付 60,000,000 社会福祉法人1件

1,282,075,575

H24/09 役務費

H24/09 使用料及び賃借料

H24/08 負担金補助及び交付金

H24/08 役務費

H24/09 人件費

H24/09 需用費

H24/08 使用料及び賃借料



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(6,516百万円)
(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)

科目 当該運用方法を選択している理由

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
658百万円

執行（支出）済み額 5,889百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業・その他事業）に係る
予算を執行

（執行見込額） 203百万円

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 青森県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 青森県

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。）

6,547百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

6,516百万円 31,375,720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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 379百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 712百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,364百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,434百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
も安全かつ確実な運用が望め

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 148,297,580 青森県国保連

介護職員処遇改善交付金 163,965,899 青森県国保連

介護職員処遇改善交付金 60,437,194 青森県国保連

介護職員処遇改善交付金 2,698,022 青森県国保連

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

408,000 青森県国保連

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

408,000 青森県国保連

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

408,000 青森県国保連

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

408,000 青森県国保連

臨時職員雇用保険Ｈ２３確定
分

22,006 青森労働局

短期間臨時職員 423,440 個人８名

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

113,819 株式会社金入ほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

107,799 株式会社ヒグチほか

介護職員処遇改善交付金事 株式会社富士ゼロッ

H24/04 需用費

H24/05 需用費

H24/08 委託料

H24/07 共済費

H24.4～H24.8 賃金

H24/05 委託料

H24/06 委託料

H24/07 委託料

H24/05 扶助費

H24/06 扶助費

H24/07 扶助費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 扶助費

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

157,720
株式会社富士ゼロッ
クスほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

92,389
株式会社富士ゼロッ
クスほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

82,652
株式会社富士ゼロッ
クスほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

72,000
株式会社富士ゼロッ
クス

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

190,000
郵政事業株式会社
ほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

150,000
郵政事業株式会社
ほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

160,000
郵政事業株式会社
ほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

120,000
郵政事業株式会社
ほか

介護職員処遇改善交付金事
業事務費

40,000
郵政事業株式会社
ほか

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

15,000
郵政事業株式会社

ほか

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

15,000
郵政事業株式会社

ほか

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

21,073 有限会社クロタキ

H24/06 役務費

H24/07 需用費

H24/08 役務費

H24/09 役務費

H24/05 役務費

H24/05 役務費

H24/06 役務費

H24/07 役務費

H24/07 需用費

H24/08 需用費

H24/09 需用費

H24/06 需用費



施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

10,000
郵政事業株式会社

ほか

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

6,106
有限会社クロタキほ

か

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

10,000
郵政事業株式会社
ほか

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

2,000
郵政事業株式会社
ほか

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

12,495
有限会社ミクロ事務
機ほか

378,854,194

H24/09 需用費

H24/08 需用費

H24/08 役務費

H24/09 役務費

H24/07 役務費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(6,350百万円)
(12百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
908百万円

執行（支出）済み額 5,454百万円

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（その他事業）
今後の交付金事業の執行に伴い、必要な費用を順次執行予定
・施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）
平成24年度以降、順次補助金を交付予定
・定期借地権利用による整備促進特別対策事業
今後の事業の執行に伴い、必要な費用を順次執行予定

（執行見込額） 908百万円

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 岩手県

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。）

6,362百万円

（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)

0円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

4,753百万円 11,694,012円

支出支出月 支出月 支出月
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,255百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 317百万円

その他（繰替運用） 当該基金条例の規定による

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 796百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,086百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

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



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（4
月分）

147,129,758
岩手県国民保険団体
連合会

介護職員処遇改善交付金（5
月分）

156,710,539
岩手県国民保険団体
連合会

介護職員処遇改善交付金（6
月分）

3,133,957
岩手県国民保険団体
連合会

介護職員処遇改善交付金（7
月分）

766,192
岩手県国民保険団体
連合会

4月分コピー料金 211,147 平金商店

臨時職員共済費 153,831
岩手県総務事務セン
ター

臨時職員賃金 1,126,180 個人8人

臨時職員共済費 132,517
岩手県総務事務セン
ター

臨時職員賃金 1,071,870 個人7人

臨時職員共済費（H23労働保
険料精算・本庁分）

158,326
岩手県総務事務セン
ター

臨時職員共済費（H23労働保
険料精算・振興局分）

21,843
岩手県総務事務セン
ター

臨時職員賃金 1,128,260 個人8人

7月分コピー料金 31,177 平金商店

臨時職員賃金 1 181 800 個人8人

H24/07 消耗品費

H24/08 人件費

H24/07 共済費

H24/07 共済費

H24/07 人件費

H24/05 人件費

H24/06 共済費

H24/06 人件費

H24/07 交付金

H24/04 消耗品費

H24/05 共済費

H24/04 交付金

H24/05 交付金

H24/06 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

臨時職員賃金 1,181,800 個人8人

8月分コピー料金 85,845 平金商店

支払関連業務委託料 1,632,000
岩手県国民保険団体
連合会

9月分コピー料金 39,962 平金商店

臨時職員共済費 152,499
岩手県総務事務セン
ター

郵便料金（盛岡広域振興局
分）

20,000 日本郵便㈱

郵便料金（県南広域振興局
分）

20,000 日本郵便㈱

電話料金（沿岸広域振興局
（大船渡）分）

10,000 ソフトバンク

郵便料金（沿岸広域振興局
（宮古）分）

10,000 日本郵便㈱

郵便料金（県北広域振興局
（久慈）分）

10,000 日本郵便㈱

臨時職員共済費 152,499
岩手県総務事務セン
ター

コピー料金（盛岡広域振興局
分）

7,421 ㈱デスコ

介護保険関係書籍購入（県北
広域振興局（二戸）分）

9,660 高村書店

コピー用紙 12,579 ㈱木津屋本店

H24/08 消耗品費

H24/08 消耗品費

H24/08 消耗品費

H24/07 通信・運搬費

H24/07 通信・運搬費

H24/08 共済費

H24/07 通信・運搬費

H24/07 通信・運搬費

H24/07 通信・運搬費

H24/08 委託料

H24/09 消耗品費

H24/07 共済費

H24/08 人件費

H24/08 消耗品費



臨時職員共済費 152,499
岩手県総務事務セン
ター

臨時職員賃金 1,235,040 個人8人

316,507,401

H24/09 共済費

H24/09 人件費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(8,695百万円)
(24百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,107百万円

執行（支出）済み額 7,612百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

対象各事業への必要経費の支出

（執行見込額） 764百万円

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 宮城県

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。）

8,718百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

54,615百万円 23,561,884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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 582百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 902百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,921百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,206百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金 基金条例第3条によるもの

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の
支給

162,756,493
事業者　計515法人
（県国保連が受領）

封筒印刷（長３） 3,675 中村印刷㈱

１２面ラベル 2,540
ニシマキオフィスシステ
ム㈱

臨時職員賃金４月分 81,179 臨時職員

介護職員処遇改善交付金実績
報告書等の郵送料

82,400 私学文書課

臨時職員社会保険料４月分 13,128 資金前途職員

社会保険料４月分 13,274 資金前途職員

介護職員処遇改善交付金の
支給

272,241,976
事業者　計537法人
（県国保連が受領）

臨時職員賃金５月分 85,676 臨時職員

ごみ袋（シュレッダー用） 2,079 ㈱オフィスベンダー

ドッチファイル 7,276 ㈱東和商会

納入通知書（印影あり） 6,300 ㈱ビープロ

H24/06 需用費

H24/06 需用費

H24/05 交付金

H24/06 賃金

H24/06 需用費

H24/05 役務費

H24/05 共済費

H24/05 共済費

H24/04 需用費

H24/04 需用費

H24/05 賃金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

電話料金６月分（５月利用分） 1,397 管財課

社会保険料５月分 13,128 資金前途職員

社会保険料５月分 13,274 資金前途職員

臨時職員賃金６月分 85,676 臨時職員

臨時職員賃金 74,768 個人２人

ガソリン代金など 3,153
宮城県石油商業共
同組合ほか

介護職員処遇改善交付金の
支給

9,413,945
事業者　計385法人
（県国保連が受領）

平成２４年度雇保概算（臨時職
員）

6,210 資金前途職員

社会保険料６月分 26,402 資金前途職員

トナーカートリッジ 3,150 ㈱東北オフィスマシン

県ファイル，ＯＡ用品 4,668
ニシマキオフィスシステ
ム㈱

コピー用紙 3,150 常盤洋紙株

H24/07 需用費

H24/07 需用費

H24/07 共済費

H24/07 共済費

H24/07 需用費

H24/06 賃金

H24/06 需用費

H24/06 交付金

H24/06 共済費

H24/06 共済費

H24/06 賃金

H24/06 需用費



コピー料金６月分 15,610 富士ゼロックス宮城㈱

雇用保険料（事業主負担） 2,759 宮城労働局

臨時職員賃金ほか 121,141 個人１人ほか

介護職員処遇改善交付金の
支給

3,906,863
事業者　計271法人
（県国保連が受領）

臨時職員賃金７月分 85,676 臨時職員

介護職員処遇改善交付金実績
報告書等の郵送料

38,560 私学文書課

封筒（角２，長３） 17,850 中村印刷㈱

紙ひも 630 ㈱赤井沢

コピー料金７月分 6,168 富士ゼロックス宮城㈱

社会保険料７月分 13,128 資金前途職員

社会保険料７月分 13,274 資金前途職員

施設開設準備経費助成金の
交付

114,680,000 １市２町２法人

事務消耗品（コピー料金）など 29,603
富士ゼロックス宮城
㈱ほか

平成２４年度介護職員処遇改善
交付金算定等事務

1,824,000 宮城県国保連H24/09 委託費

H24/08 共済費

H24/08 補助金

H24/08 需用費

H24/08 需用費

H24/08 需用費

H24/08 共済費

H24/08 賃金

H24/08 役務費

H24/08 需用費

H24/07 共済費

H24/07 賃金

H24/07 交付金

H24/07 需用費

臨時職員賃金８月分 94,541 臨時職員

介護職員処遇改善交付金実績
報告書等の郵送料

7,410 私学文書課

コピー料金８月分 10,269 富士ゼロックス宮城㈱

ドッチファイル 5,487 ㈱東和商会

マーカー 777 (有)長町佐藤文具

県ファイル，OA用品 4,622
ニシマキオフィスシステ
ム㈱

県ファイル 7,497
ニシマキオフィスシステ
ム㈱

社会保険料８月分 26,402 資金前途職員

施設開設準備経費助成金の
交付

16,590,000 １法人

事務消耗品（県ファイルなど） 5,399
ニシマキオフィスシス
テム㈱ほか

582,452,583

H24/09 補助金

H24/09 需用費

H24/09 需用費

H24/09 需用費

H24/09 共済費

H24/09 需用費

H24/09 需用費

H24/09 需用費

H24/09 賃金

H24/09 役務費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(5,585百万円)
(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)

科目 当該運用方法を選択している理由

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
472百万円

執行（支出）済み額 5,119百万円

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 秋田県

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。）

5,591百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

5,744,047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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 335百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 671百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,839百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,274百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

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

２月サービス分 158,238,313 国保連

３月サービス分 170,391,348 国保連

月遅れ過誤請求分 2,678,551 国保連

月遅れ過誤請求分 927,297 国保連

臨時的任用職員賃金（4月分） 93,597 臨時的任用職員２名

国保連4月分支払委託 424,000 国保連

通信費（切手代） 33,360 消生協

臨時的任用職員賃金（5月分） 254,049 臨時的任用職員２名

国保連5月分支払委託 424,000 国保連

臨時的任用職員賃金（6月分） 280,791 臨時的任用職員２名

国保連6月分支払委託 424,000 国保連

臨時的任用職員賃金（7月分） 290,067 臨時的任用職員２名

H24/06 委託料

H24/07 賃金

H24/05 賃金

H24/05 委託料

H24/06 賃金

H24/04 賃金

H24/04 委託料

H24/04 役務費

H24/05 助成金交付

H24/06 助成金交付

H24/07 助成金交付

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 助成金交付

国保連6月分支払委託 16,000 国保連

臨時的任用職員賃金（8月分） 237,801 臨時的任用職員２名

臨時的任用職員賃金（9月分） 135,948 臨時的任用職員１名

334,849,122

H24/08 賃金

H24/09 賃金

H24/07 委託料



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(5,591百万円)
(4百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
4百万円

執行（支出）済み額 5,591百万円

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返還金として２１百万収入
・処遇改善交付金その他事業費として１百万円
・社会福祉施設開設準備交付金等として２４百万円

（執行見込額） 25百万円

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 山形県

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。）

5,595百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

4,278,825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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 316百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 693百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,214百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,368百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
資金の効率的な運用とペイオフ対策等のため
歳計現金による繰替運用を行っている

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

嘱託職員報酬及び社会保険
料等

323,055 個人２名

山形県介護職員処遇改善交
付金

148,676,155
山形県国民健康保
険団体連合会

書類保管庫 25,672 山形ファイリング（株）

事務補助員賃金及び社会保
険料等

330,428 個人２名

処遇改善交付金算定業務委
託

523,068
山形県国民健康保
険団体連合会

嘱託職員報酬及び社会保険
料等

323,051 個人２名

山形県介護職員処遇改善交
付金

158,887,976
山形県国民健康保
険団体連合会

後納郵便料 25,520 郵便事業（株）

電話料 4,606 東日本電信電話（株）

コピー用紙 19,888 リコージャパン（株）

事務補助員賃金及び社会保
険料等

344,955 個人２名

処遇改善交付金算定業務委
託

521,445
山形県国民健康保
険団体連合会

嘱託職員報酬及び社会保険

H24/06 人件費

H24/06 委託料

H24/05 役務費

H24/05 役務費

H24/06 需用費

H24/05 委託料

H24/05 人件費

H24/05 交付金

H24/04 交付金

H24/05 需用費

H24/05 人件費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 人件費

嘱託職員報酬及び社会保険
料等

357,602 個人２名

山形県介護職員処遇改善交
付金

2,133,575
山形県国民健康保
険団体連合会

事務消耗品 1,995 （有）くまがい

後納郵便料 410 郵便事業（株）

電話料 4,600 東日本電信電話（株）

事務補助員賃金及び社会保
険料等

376,652 個人２名

処遇改善交付金算定業務委
託

466,272
山形県国民健康保
険団体連合会

嘱託職員報酬及び社会保険
料等

323,055 個人２名

山形県介護職員処遇改善交
付金

717,036
山形県国民健康保
険団体連合会

電話料 4,606 東日本電信電話（株）

事務補助員賃金及び社会保
険料等

345,124 個人２名

処遇改善交付金算定業務委
託

429,072
山形県国民健康保
険団体連合会

H24/08 人件費

H24/08 委託料

H24/07 人件費

H24/07 交付金

H24/07 役務費

H24/07 役務費

H24/07 人件費

H24/07 委託料

H24/06 交付金

H24/06 需用費

H24/06 役務費

H24/06 人件費



嘱託職員報酬及び社会保険
料等

323,055 個人２名

実績報告実地確認 400 個人2名

電話料 4,606 東日本電信電話（株）

事務補助員賃金及び社会保
険料等

373,124 個人２名

嘱託職員報酬及び社会保険
料等

323,559 個人２名

実績報告実地確認 518 個人１名

316,191,080

H24/09 人件費

H24/09 旅費

H24/08 旅費

H24/08 役務費

H24/09 人件費

H24/08 人件費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(7,974百万円)
(18百万円)

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 福島県介護職員処遇改善臨時特例基金

基金設置法人名 福島県

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。）

7,992百万円

（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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
828百万円

執行（支出）済み額 7,164百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成24年度処遇改善交付金事業（その他分）及び平成24年度施設開設
準備経費助成特別対策事業分を25年3月に操出予定。

（執行見込額） 828百万円

(百万円） (円)

18,112,653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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

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 871百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,683百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,161百万円

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24年度上半期合計 449百万円



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の
交付

438,467,683 1,316事業所

処遇改善交付金事業執行に
伴う事務職員雇用

7,951,700 臨時事務補助員

処遇改善交付金事業執行に
伴う資料印刷・消耗品購入

478,590 印刷会社ほか

国保連合会に対する支払事
務委託

1,684,000
福島県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金書類の保管
場所使用料

409,500
ふくしま市町村支援
機構等

448,991,473

H24/4～
H24/9

人件費

H24/4～
H24/9

消耗品・印刷等経費

H24/4～
H24/9

委託料

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/4～
H24/7

交付金

H24/4～
H24/9

使用料及び賃借料



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(10,514百万円)
(60百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,278百万円

執行（支出）済み額 9,296百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

【処遇改善】平成24年度執行交付金に係る返還金
【施設開設】１市町，１３法人に交付予定

（執行見込額） 1,116百万円

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 介護基盤・処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 茨城県

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。）

10,574百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

10,514百万円 60,422,540円

支出支出月 支出月 支出月
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 700百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,064百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,323百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 4,210百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金 県規定による

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

交付金の交付（3月審査分） 261,153,199 茨城県国保連

交付金の交付（4月審査分） 277,706,559 茨城県国保連

交付金の交付（5月審査分） 4,182,290 茨城県国保連

交付金の交付（6月審査分） 1,804,804 茨城県国保連

嘱託職員報酬 755,289 個人5名

嘱託職員保険料 99,409 個人5名

交付金交付（3月審査分） 427,890
茨城県国民健康保
険団体連合会

嘱託職員報酬 755,357 個人5名

嘱託職員保険料 99,409 個人5名

交付金交付（4月審査分） 427,810
茨城県国民健康保
険団体連合会

嘱託職員報酬 757,511 個人5名

嘱託職員保険料 136,062 個人5名

茨城県国民健康保

H24/06 報酬

H24/06 共済費

H24/05 報酬

H24/05 共済費

H24/05 委託料

H24/04 報酬

H24/04 共済費

H24/04 委託料

H24/05 交付金

H24/06 交付金

H24/07 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

交付金交付（5月審査分） 423,480
茨城県国民健康保
険団体連合会

嘱託職員報酬 758,145 個人5名

嘱託職員保険料 99,409 個人5名

交付金交付（6月審査分） 422,040
茨城県国民健康保
険団体連合会

乗用車賃貸借 137,655
(株)トヨタレンタリース
茨城

パソコン賃貸借 76,248
(株)フジタビジネスマ
シンズ

嘱託職員報酬 758,974 個人5名

嘱託職員保険料 99,411 個人5名

嘱託職員報酬 738,669 個人5名

嘱託職員保険料 103,145 個人5名

施設開設準備経費助成特別
対策事業

24,000,000 （福）尚生会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

24,000,000 （福）徳泉会

H24/07
負担金，補助金及び
交付金

H24/07
負担金，補助金及び
交付金

H24/08 共済費

H24/09 報酬

H24/09 共済費

H24/07 使用料

H24/07 使用料

H24/08 報酬

H24/07 報酬

H24/07 共済費

H24/07 委託料

H24/06 委託料



施設開設準備経費助成特別
対策事業

12,000,000 （福）県西会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

34,800,000 常陸大宮市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

10,800,000 那珂市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

42,000,000 （福）凜特会

699,522,765

H24/08
負担金，補助金及び
交付金

H24/08
負担金，補助金及び
交付金

H24/09
負担金，補助金及び
交付金

H24/08
負担金，補助金及び
交付金



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(6,904百万円)
(18百万円)

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24年度上半期終了時
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 5,853百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設開設については市町村からの申請により年度末に必要額を交付予
定。その他事務経費は適宜支出予定。

（執行見込額） 337百万円

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 栃木県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 栃木県

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。）

6,922百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

6,904百万円 18,128,042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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 338百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 662百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,380百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,472百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
確実であり、かつ経費支出の手続
きが簡便であるため

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

59,438件のサービスに係る処
遇改善交付金支出

159,558,455
栃木県国民健康保
険団体連合会

支払事務の委託費 439,390
栃木県国民健康保
険団体連合会

臨時補助員 300,012 個人２名

60,381件のサービスに係る処
遇改善交付金支出

171,678,406
栃木県国民健康保
険団体連合会

支払事務の委託費 439,500
栃木県国民健康保
険団体連合会

臨時補助員 335,411 個人２名

1,060件のサービスに係る処
遇改善交付金支出

2,332,687
栃木県国民健康保
険団体連合会

支払事務の委託費 423,290
栃木県国民健康保
険団体連合会

臨時補助員 313,039 個人２名

414件のサービスに係る処遇
改善交付金支出

888,770
栃木県国民健康保
険団体連合会

支払事務の委託費 414,560
栃木県国民健康保
険団体連合会

臨時補助員 313,134 個人２名

H24/07 委託料

H24/07 人件費

H24/06 委託料

H24/06 人件費

H24/07 交付金

H24/05 委託料

H24/05 人件費

H24/06 交付金

H24/04 委託料

H24/04 人件費

H24/05 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

臨時補助員 337,869 個人２名

システム処理業務の委託費 210,000 法人１社

臨時補助員 287,006 個人２名

338,271,529

H24/08 委託料

H24/09 人件費

H24/08 人件費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(7,268百万円)
(5百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
438百万円

執行（支出）済み額 6,835百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

事務スケジュールの沿って適切に執行する。

（執行見込額） 438百万円

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 群馬県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 群馬県介護職員処遇改善等臨時特例基金

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。）

7,273百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

7,268百万円 4,679,551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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 422百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 814百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,732百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,867百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
運用を依頼している会計担当部
局の判断による

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

承認事業者に対する交付金 421,694,191 承認事業者

421,694,191

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/05 介護職員処遇改善交付金



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(19,106百万円)
(139百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,445百万円

執行（支出）済み額 17,800百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成24年度下半期における執行分

（執行見込額） 464百万円

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 シラコバト長寿社会福祉基金（介護職員処遇改善等臨時特例基金）

基金設置法人名 埼玉県

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。）

19,245百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

138,726,657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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,165百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 2,140百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 6,793百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 7,702百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

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

交付金支払 517,353,864 国保連

非常勤報酬 169,500 個人

交付金支払事務委託 684,920 国保連

切手代 45,040 切手取扱事業者

交付金支払 558,156,650 国保連

非常勤報酬 169,500 個人

非常勤社会保険料 50,493 社会保険事務所

臨時職員賃金 247,356 個人

非常勤費用弁償 10,909 個人

交付金支払事務委託 685,800 国保連

切手代 35,000 切手取扱事業者

交付金支払 9,899,406 国保連

H24/05 需用費

H24/06 交付金

H24/05 賃金

H24/05 旅費

H24/05 委託料

H24/05 交付金

H24/05 報酬

H24/05 社会保険料

H24/04 報酬

H24/04 委託料

H24/04 需用費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

非常勤報酬 169,500 個人

非常勤社会保険料 50,493 社会保険事務所

臨時職員雇用保険料 85,887 埼玉労働局

臨時職員賃金 239,831 個人

非常勤費用弁償 11,636 個人

交付金支払事務委託 564,920 国保連

切手代 88,160 切手取扱事業者

交付金支払 4,413,228 国保連

非常勤報酬 169,500 個人

非常勤社会保険料 50,493 社会保険事務所

臨時職員賃金 260,407 個人

非常勤費用弁償 10,909 個人

H24/07 賃金

H24/07 旅費

H24/07 交付金

H24/07 報酬

H24/07 社会保険料

H24/06 旅費

H24/06 委託料

H24/06 需用費

H24/06 社会保険料

H24/06 雇用保険料

H24/06 賃金

H24/06 報酬



交付金支払事務委託 500,200 国保連

切手代 35,000 切手取扱事業者

非常勤報酬 169,500 個人

非常勤社会保険料 50,493 社会保険事務所

臨時職員賃金 260,788 個人

非常勤費用弁償 11,636 個人

切手代 14,930 切手取扱事業者

施設開設準備経費 48,000,000 （医）至仁会

非常勤報酬 169,500 個人

非常勤社会保険料 50,493 社会保険事務所

臨時職員賃金 280,126 個人

非常勤費用弁償 11,970 個人

切手代 24,900 切手取扱事業者

消耗品 24,240 事務用品業者H24/09 需用費

H24/09 賃金

H24/09 旅費

H24/09 需用費

H24/08 補助金

H24/09 報酬

H24/09 社会保険料

H24/08 賃金

H24/08 旅費

H24/08 需用費

H24/07 需用費

H24/08 報酬

H24/08 社会保険料

H24/07 委託料

施設開設準備経費 21,308,000 （福）みよしの会

1,164,535,178

H24/09 補助金



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(19,850百万円)
(23百万円)

B

C

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
3,236百万円

執行（支出）済み額 16,636百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

①処遇改善（基本事業）は執行見込み無し
②処遇改善（その他事業）
交付金支払業務委託料、事業者管理システム改修業務委託料、嘱託職
員人件費等基本事業を実施するために必要な経費を支出する予定
③施設開設（基本事業）・④定期借地（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） 2,022百万円

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 千葉県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 千葉県

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。）

19,872百万円

（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)

22,870,616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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 956百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,748百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 6,073百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 7,859百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
千葉県公金及び出納システム保
全に関する基本方針により運用
が規定されているため

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申
請事業者に対する助成金交

付

420,458,971
介護サービス事業者

（国保連）
介護職員処遇改善交付金申
請事業者に対する助成金交

付

515,855,017
介護サービス事業者

（国保連）
介護職員処遇改善交付金申
請事業者に対する助成金交

付

8,416,427
介護サービス事業者

（国保連）
介護職員処遇改善交付金申
請事業者に対する助成金交

付

3,330,115
介護サービス事業者

（国保連）

施設開設準備経費助成特別対策事
業申請事業者に対する申請交付金

8,400,000 施設開設事業者

956,460,530

H24/06 助成金交付

H24/05 助成金交付

H24/06 助成金交付

H24/07 助成金交付

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 助成金交付



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(41,516百万円)
(121百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額 運用収入
科目 当該運用方法を選択している理由

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
7,436百万円

執行（支出）済み額 34,201百万円

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）　　　　　　 　　 　　            未定
介護職員処遇改善交付金（その他事業）　　　　　　　　            3百万円
施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業） 　　　　  2,733百万円
定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）　812百万円

（執行見込額） 3,548百万円

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 東京都

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。）

41,637百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

0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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 2,128百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 3,778百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 12,678百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 15,616百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

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
運用方法別の運用金額・運用収入は公表して

おりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画

において定められた運用を行っております。



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（4
月分）

1,016,698,178
東京都国民健康保
険団体連合会

交付金支払関連事務 490,200
東京都国民健康保
険団体連合会

宛名ラベル 6,930 ㈱第一文真堂

封筒 3,415 (福)東京コロニー

介護職員処遇改善交付金（5
月分）

1,073,238,044
東京都国民健康保
険団体連合会

労働派遣（4月） 1,100,191 ㈱ｹｰ･ﾃﾞｰ･ｼｰ

交付金支払関連事務 601,940
東京都国民健康保
険団体連合会

宛名ラベル 1,386 ㈱第一文真堂

封筒 7,455 (福)東京コロニー

介護職員処遇改善交付金（6
月分）

17,591,126
東京都国民健康保
険団体連合会

労働派遣（5月） 2,000,713 ㈱ｹｰ･ﾃﾞｰ･ｼｰ

交付金支払関連事務 580,290
東京都国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（7 東京都国民健康保

H24/06 人件費

H24/06 委託料

H24/05 物件費

H24/05 物件費

H24/06 交付金交付

H24/05 交付金交付

H24/05 人件費

H24/05 委託料

H24/04 委託料

H24/04 物件費

H24/04 物件費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金交付

介護職員処遇改善交付金（7
月分）

7,816,275
東京都国民健康保
険団体連合会

労働派遣（6月） 1,968,819 ㈱ｹｰ･ﾃﾞｰ･ｼｰ

臨時職員賃金（6月） 540,000 臨時職員

交付金支払関連事務 512,120
東京都国民健康保
険団体連合会

クリアファイル 79,170 ㈱ミクニ商会

臨時職員賃金（7月） 2,129,760 臨時職員

宛名ラベル 1,386 ㈱第一文真堂

交付金支払関連事務 22,680
東京都国民健康保
険団体連合会

臨時職員賃金（8月） 2,476,960 臨時職員

ロッカー借入 46,473 ㈱創環

実績報告の周知等 413,080 郵便事業（株）

2,128,326,591

H24/04～
H24/09

郵券(上半期）

H24/08 委託料

H24/09 人件費

H24/09 物件費

H24/07 物件費

H24/08 人件費

H24/08 物件費

H24/07 人件費

H24/07 人件費

H24/07 委託料

H24/07 交付金交付



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(28,041百万円)
(50百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,206百万円

執行（支出）済み額 26,885百万円

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事業（基本事業）
・対象事業者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
介護職員処遇改善交付金事業（その他事業）
・業務補助員の人件費を支出予定
・国民健康保険団体連合会へ業務委託料を支出予定
・事務室賃借料、パソコン賃借料、電気料等を支出予定
施設開設準備経費助成特別対策事業
・残額については、順次執行予定

（執行見込額） 1,205百万円

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 神奈川県介護保険処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 神奈川県

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。）

28,091百万円

（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)

46百万円 50,464,411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 <2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,669百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年分 2,920百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年分 10,328百万円
執行済み額（C)の
平成23年度通年分 11,968百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

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



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い 809,056,116
神奈川県国民健康
保険団体連合会

支払関連業務委託 724,438
神奈川県国民健康
保険団体連合会

会場使用料 6,300
（社）神奈川県農協
会館

処遇改善交付金の支払い 815,154,271
神奈川県国民健康
保険団体連合会

支払関連業務委託 724,627
神奈川県国民健康
保険団体連合会

事務補助員の賃金 1,421,284 個人　計１１名

事務室の電話代 38,985 NTT東日本

事務室の電気代 32,214
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

パソコン等の賃貸借 27,615 (株）有隣堂

ファイリングキャビネット等の
賃借料

126,000 アコムレンタル（株）

パソコン等の賃貸借 27,720
富士通リース（株）横
浜支店

パソコン等の賃貸借 7,980 (株）トシダ

処遇改善交付金の支払い 21,177,915
神奈川県国民健康
保険団体連合会

支払関連業務委託 603 856
神奈川県国民健康

H24/06 扶助費

H24/06 委託料

H24/05 賃借料

H24/05 賃借料

H24/05 賃借料

H24/05 電話代

H24/05 電気代

H24/05 賃借料

H24/05 扶助費

H24/05 委託料

H24/05 人件費

H24/04 扶助費

H24/04 委託料

H24/04 使用料

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

支払関連業務委託 603,856
神奈川県国民健康
保険団体連合会

事務補助員の賃金 1,864,680 個人　計１０名

事務室の電話代 27,633 NTT東日本

事務室の電気代 29,390
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

事務室の賃借料 846,986
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

パソコン等の賃貸借 27,615 (株）有隣堂

ファイリングキャビネット等の
賃借料

126,000 アコムレンタル（株）

パソコン等の賃貸借 27,720
富士通リース（株）横
浜支店

パソコン等の賃貸借 7,980 (株）トシダ

処遇改善交付金の支払い 8,189,459
神奈川県国民健康
保険団体連合会

支払関連業務委託 526,996
神奈川県国民健康
保険団体連合会

雇用保険料 176,222 給与事務センター

事務補助員の賃金 2,089,068 個人　計１０名

H24/07 社会保険料

H24/07 人件費

H24/06 賃借料

H24/07 扶助費

H24/07 委託料

H24/06 賃借料

H24/06 賃借料

H24/06 賃借料

H24/06 電話代

H24/06 電気代

H24/06 賃借料

H24/06 委託料

H24/06 人件費



事務室の電話代 38,184 NTT東日本

事務室の電気代 29,644
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

事務室の賃借料 423,493
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

パソコン等の賃貸借 27,615 (株）有隣堂

ファイリングキャビネット等の
賃借料

126,000 アコムレンタル（株）

パソコン等の賃貸借 27,720
富士通リース（株）横
浜支店

パソコン等の賃貸借 7,980 (株）トシダ

事務補助員の賃金 802,094 個人　計５名

事務室の電話代 65,191 NTT東日本

事務室の電気代 33,482
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

事務室の賃借料 423,493
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

パソコン等の賃貸借 27,615 (株）有隣堂

ファイリングキャビネット等の
賃借料

126,000 アコムレンタル（株）

パソコン等の賃貸借 27,720
富士通リース（株）横
浜支店

パソコン等の賃貸借 7,980 (株）トシダ

事務用品等 168 472
（株）ミナト事務器、

H24/08 賃借料

H24/08 賃借料

H24/08 事務用消耗品代

H24/08 賃借料

H24/08 賃借料

H24/08 賃借料

H24/08 人件費

H24/08 電話代

H24/08 電気代

H24/07 賃借料

H24/07 賃借料

H24/07 賃借料

H24/07 電気代

H24/07 賃借料

H24/07 賃借料

H24/07 電話代

事務用品等 168,472
（株）ミナト事務器、
（有）金子宝泉堂

事務補助員の賃金 2,207,883 個人　計９名

事務室の電話代 60,042 NTT東日本

事務室の電気代 35,310
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

事務室の賃借料 423,493
(財)シルクセンター国
際貿易観光会館

パソコン等の賃貸借 27,615 (株）有隣堂

ファイリングキャビネット等の
賃借料

126,000 アコムレンタル（株）

パソコン等の賃貸借 27,720
富士通リース（株）横
浜支店

パソコン等の賃貸借 7,980 (株）トシダ

事務補助員の賃金 263,044 個人1名（賃金）（4月～5月）

1,668,610,840

H24/09 賃借料

H24/09 賃借料

H24/06 人件費

H24/09 賃借料

H24/09 賃借料

H24/09 賃借料

H24/09 人件費

H24/09 電話代

H24/09 電気代

H24/08 事務用消耗品代



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(10,843百万円)
(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)

科目 当該運用方法を選択している理由

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
573百万円

執行（支出）済み額 10,276百万円

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事業（その他事業）
・基本事業の運営に必要な事務費
施設開設準備経費助成特別対策事業
・執行見込み額については今後順次交付予定。

（執行見込額） 476百万円

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 介護職員処遇改善交付金

基金設置法人名 新潟県

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。）

10,849百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

10,843百万円 6,046,107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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 651百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,134百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 4,210百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 4,282百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
新潟県介護職員処遇改善等臨時
特例基金条例第３条の規程

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

処遇改善補助金 293,496,063
新潟県国民健康保険団体連
合会（1,751事業所）

処遇改善補助金 312,122,335
新潟県国民健康保険団体連
合会（1,735事業所）

処遇改善補助金 4,240,225
新潟県国民健康保険団体連
合会（926事業所）

処遇改善補助金 1,217,636
新潟県国民健康保険団体連
合会（338事業所）

事務手数料 502,000
新潟県国民健康保
険団体連合会

職員等の給与等 296,827 職員２人

事務手数料 502,000
新潟県国民健康保
険団体連合会

職員等の給与等 309,007 職員２人

蛍光灯、トナー 28,854
永喜多電気、アシス
ト

共通封筒長３、ファイルボック
ス

12,348
（株）小田、エコ文具
の羽賀

ガバットファイル（共同） 9,408
近代事務機

トナー 41,937
（株）ヒウラ

5月 需用費

5月 需用費

5月 人件費

5月 需用費

5月 需用費

4月 委託料

4月 人件費

5月 委託料

5月 補助金

6月 補助金

7月 補助金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

4月 補助金

コピー料金 35,016 富士ゼロックス

コピー用紙 24,964 田村紙商事

事務手数料 502,000
新潟県国民健康保
険団体連合会

職員等の給与等 309,008 職員２人

蛍光ペン、文書保存箱 7,171 オフィス（株）、（株）皆
徳

トナー、ＦＡＸ用トナー 33,106 （株）ヒウラ

テープのり、付箋、インデック
ス

41,862
オフィス、ニイガタ文
具、近代事務機

コピー料金 48,481 富士ゼロックス

コピー用紙 33,243 田村紙商事

事務手数料 502,000
新潟県国民健康保
険団体連合会

職員等の給与等 309,478 職員２人

仕切カード、ダブルクリップ 22,836
（株）ヒウラ、（株）日
青堂、（株）イシフォー

7月 人件費

7月 需用費

6月 需用費

6月 需用費

7月 委託料

6月 需用費

6月 需用費

6月 需用費

5月 需用費

6月 委託料

6月 人件費

5月 需用費



ガバットファイル、ホッチキス
針

22,859
オフィス、ニイガタ文具、
近代事務機、皆徳等

コピー料金 37,695 富士ゼロックス

コピー用紙 25,848 田村紙商事

事務手数料 315,000
新潟県国民健康保
険団体連合会

職員等の給与等 333,837 職員２人

コピー料金 34,714 富士ゼロックス

コピー用紙 26,682 田村紙商事

施設開設準備経費助成特別
対策事業

35,000,000 （福）八海福祉会

職員等の給与等 280,783 職員２人

コピー料金 31,101 富士ゼロックス

コピー用紙 28,875 田村紙商事

650,785,199

9月 需用費

8月 補助金

9月 人件費

9月 需用費

8月 人件費

8月 需用費

8月 需用費

7月 需用費

7月 需用費

8月 委託料

7月 需用費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(4,591百万円)
(4百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
159百万円

執行（支出）済み額 4,436百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）で執行予定

（執行見込額） 159百万円

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 富山県介護職員処遇改善等支援臨時特例基金

基金設置法人名 富山県

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。）

4,595百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

439百万円 4,359,024円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 280百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 540百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,832百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,784百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
富山県介護職員処遇改善等支援
臨時特例基金条例による

短期・長期信託



支出支出月 支出月 支出月
>=2012/4/1 <=2012/9/30

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 131,205,999
富山県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 140,703,654
富山県国民健康保
険団体連合会

平成24年度介護職員処遇改
善交付金支払業務委託

485,810
富山県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金実
績報告書等のファイリング作
業等

57,330 （株）スキル

平成24年度介護職員処遇改
善交付金申請承認通知文の
発送経費

26,124 佐川急便（株）

介護職員処遇改善交付金 1,745,292
富山県国民健康保
険団体連合会

平成24年度介護職員処遇改
善交付金支払業務委託

487,050
富山県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金事
業推進支援業務委託（概算払
分）

2,000,000
富山県社会保険労
務士会

介護職員処遇改善交付金 1,309,088
富山県国民健康保
険団体連合会

平成24年度介護職員処遇改
善交付金支払業務委託

443,650
富山県国民健康保
険団体連合会

平成24年度介護職員処遇改
422 570

富山県国民健康保
H24/08 委託料

H24/06 委託料

H24/07 交付金

H24/07 委託料

H24/05 役務費

H24/06 交付金

H24/06 委託料

H24/05 交付金

H24/05 委託料

H24/05 役務費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

平成24年度介護職員処遇改
善交付金支払業務委託

422,570
富山県国民健康保
険団体連合会

事務用品等（コピー用紙等） 1,200
公金振替（物品調達管理
特別会計への振替）

事務用品等（コピー用紙等） 41,160
公金振替（物品調達管理
特別会計への振替）

介護職員処遇改善交付金事
業推進支援業務委託（精算払
分）

1,000,000
富山県社会保険労
務士会

書類保管用棚 34,650 （株）瀬戸

279,963,577

H24/08 委託料

H24/08 需用費

H24/08 委託料

H24/08 需用費

H24/08 需用費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(5,164百万円)
(20百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
282百万円

執行（支出）済み額 4,902百万円

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事業（その他事業）
・業務補助職員の人件費を支出予定。
・事業者あて通知に係る郵送料等を支出予定。
施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）
・残額については、平成24年度下半期に補助金交付予定。

（執行見込額） 282百万円

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 石川県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 石川県

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。）

5,184百万円

（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)

5,164百万円 19,489,799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

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 293百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年分 571百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年分 1,881百万円
執行済み額（C)の
平成23年度通年分 2,157百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
石川県介護職員処遇改善等臨時
特例基金条例による

短期・長期信託



>=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

介護職員処遇改善交付金（２
月分）

139,379,852
石川県国民健康保
険団体連合会

支払いに関連した事務費 408,000
石川県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（３
月分）

148,805,671
石川県国民健康保
険団体連合会

支払いに関連した事務費 408,000
石川県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（４
月分）

1,380,793
石川県国民健康保
険団体連合会

支払いに関連した事務費 408,000
石川県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金（５
月分）

481,919
石川県国民健康保
険団体連合会

支払いに関連した事務費 408,000
石川県国民健康保
険団体連合会

業務補助職員人件費 1,247,178 嘱託職員１名

介護職員処遇改善事業に係
るＰＣ関連リース料等

286,018
ＮＥＣキャピタルソ
リューション株式会社
ほか

293,213,431

7月 委託料

9月 賃金

9月 物件費

6月 交付金

6月 委託料

7月 交付金

4月 委託料

5月 交付金

5月 委託料

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

4月 交付金



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(3,412百万円)
(11百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
96百万円

執行（支出）済み額 3,327百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２４年度に残額のすべてを執行予定。

（執行見込額） 96百万円

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 福井県介護職員処遇改善臨時特例基金

基金設置法人名 福井県

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。）

3,423百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

10,763,907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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 239百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 427百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,318百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,342百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
も確実かつ有利な方法によって補完す

るよう基金条例に規定しているため

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

処遇改善交付金 96,438,374
福井県国民健康保
険団体連合会

交付金支払業務委託 408,000
福井県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金 102,198,396
福井県国民健康保
険団体連合会

交付金支払業務委託 408,000
福井県国民健康保
険団体連合会

施設開設準備経費助成特別
対策事業分

18,000,000 （福）祥穂会

施設開設準備経費助成特別
対策事業分

18,000,000 （福）嶺南福祉会

事務消耗品 5,000 用品特別会計

処遇改善交付金 2,494,489
福井県国民健康保
険団体連合会

交付金支払業務委託 408,000
福井県国民健康保
険団体連合会

処遇改善交付金 665,897
福井県国民健康保
険団体連合会

交付金支払業務委託 408,000
福井県国民健康保
険団体連合会

郵便料 10,000 用品特別会計

H24/07 委託料

H24/08 通信運搬費

H24/06 交付金

H24/06 委託料

H24/07 交付金

H24/06 補助金

H24/06 補助金

H24/06 消耗品費

H24/04 委託料

H24/05 交付金

H24/05 委託料

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

郵便料 10,000 用品特別会計

239,454,156

H24/09 通信運搬費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(3,101百万円)
(8百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
165百万円

執行（支出）済み額 2,944百万円

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事業を円滑に実施するための経費を順次
執行予定。また、施設開設準備経費助成特別対策事業についても、補
助金を順次交付予定。

（執行見込額） 52百万円

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 山梨県

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。）

3,109百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

3,101百万円 7,858,224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
>=2011/4/1 >=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 179百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 361百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,071百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,333百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
山梨県介護職員処遇改善等臨時
特例基金条例の規定による。

短期・長期信託



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金 84,986,028
山梨県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 90,863,981
山梨県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 1,164,944
山梨県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金 362,811
山梨県国民健康保
険団体連合会

事務委託料 408,000
山梨県国民健康保
険団体連合会

事務委託料 408,000
山梨県国民健康保
険団体連合会

臨時職員 137,242 個人　１名

事務委託料 408,000
山梨県国民健康保
険団体連合会

臨時職員 140,700 個人　１名

事務委託料 408,000
山梨県国民健康保
険団体連合会

臨時職員用パソコン借上 42,000 （有）PCｻﾎﾟｰﾄｴﾝﾄﾞｳ

179,329,706

H24/06 賃金

H24/07 委託料

H24/07 使用料及び賃借料

H24/05 委託料

H24/05 賃金

H24/06 委託料

H24/06 交付金

H24/07 交付金

H24/04 委託料

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

H24/05 交付金



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(9,407百万円)
(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)

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）
927百万円

執行（支出）済み額 8,486百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については施設開設準備の補助で、順次交付予定。

（執行見込額） 927百万円

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 長野県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 長野県

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。）

9,413百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

9,407百万円 5,822,591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 <2012/4/1 > 2012/4/1 < 2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 583百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 883百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,259百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通期合計 3,761百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
確実かつ有効な運用方法である
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
４月支払分

240,737,895 国保連

介護職員処遇改善交付金
５月支払分

259,632,036 国保連

交付金額の変更による返納
金受け入れ

-459,013 １事業者

介護職員処遇改善交付金
６月支払分

4,524,818 国保連

介護職員処遇改善交付金
７月支払分

988,601 国保連

開設準備　H24交付分 77,700,000 計3施設

583,124,337

H24/07 交付金

H24/09 交付金

H24/05 交付金

H24/05 交付金返納

H24/06 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(8,156百万円)
(41百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
970百万円

執行（支出）済み額 7,227百万円

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 岐阜県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 岐阜県

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。）

8,197百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

8,156百万円 40,906,978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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 584百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 816百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,585百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,242百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金 基金条例により規定

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支
払

139,862,184
岐阜県国民健康保

険団体連合会

臨時職員給与（４月分） 78,000 2名

介護職員処遇改善交付金支
払

263,216,669
岐阜県国民健康保

険団体連合会

社会保険料４月分 17,890 2名

臨時職員給与（５月分） 343,000 3名

職員旅費 6,438 職員２名

消耗品費 16,200

電話代（４月分） 11,000 ＮＴＴ西日本

後納郵便代（４月分） 18,700 郵便事業会社

介護職員処遇改善交付金支
払委託（４月分）

408,000
岐阜県国民健康保

険団体連合会

交付金通知書郵送委託４月
分

2,070
岐阜県国民健康保

険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払

4,038,658
岐阜県国民健康保

険団体連合会

H24/05 委託料

H24/06 扶助費

H24/05 役務費

H24/05 役務費

H24/05 委託料

H24/05 賃金

H24/05 旅費

H24/05 需用費

H24/04 賃金

H24/05 扶助費

H24/05 共済費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 扶助費

臨時職員給与（６月分） 471,000 5名

職員旅費 3,441 職員２名

消耗品費 18,000

電話代 31,000 NTT西日本

後納郵便代（５月分） 33,100 郵便事業会社

介護職員処遇改善交付金支
払委託（５月分）

408,000
岐阜県国民健康保

険団体連合会

交付金通知書郵送委託５月
分

2,330
岐阜県国民健康保

険団体連合会

介護職員処遇改善交付金支
払

709,249
岐阜県国民健康保

険団体連合会

労働保険料 85,767

臨時職員給与（７月分） 574,000 6名

消耗品費 43,936

電話代（６月分） 40,000 ＮＴＴ西日本

H24/07 需用費

H24/07 役務費

H24/07 扶助費

H24/07 共済費

H24/07 賃金

H24/06 役務費

H24/06 委託料

H24/06 委託料

H24/06 旅費

H24/06 需用費

H24/06 役務費

H24/06 賃金



後納郵便代（６月分） 21,715 郵便事業会社

介護職員処遇改善交付金支
払委託（６月分）

408,000
岐阜県国民健康保

険団体連合会

交付金通知書郵送委託６月
分

1,120
岐阜県国民健康保

険団体連合会

高齢者施設開設準備経費補
助金

66,000,000 2法人

社会保険料７月分 17,890 2名

臨時職員給与（８月分） 689,000 6名

職員旅費 6,886 職員４名

消耗品費 21,200

電話代（７月分） 32,193 ＮＴＴ西日本

後納郵便代（７月分） 32,150 郵便事業会社

介護職員処遇改善交付金支
払委託（７月分）

408,000
岐阜県国民健康保

険団体連合会

交付金通知書郵送委託７月
分

440
岐阜県国民健康保

険団体連合会

高齢者施設開設準備経費補
助金

39,000,000 3市

臨時職員給与（９月分） 518,000 6名H24/09 賃金

H24/08 委託料

H24/08 委託料

H24/08 補助金

H24/08 需用費

H24/08 役務費

H24/08 役務費

H24/08 共済費

H24/08 賃金

H24/08 旅費

H24/07 委託料

H24/07 委託料

H24/07 補助金

H24/07 役務費

職員旅費 2,590 職員４名

消耗品費 8,000

電話代（８月分） 26,500 ＮＴＴ西日本

後納郵便代（８月分） 10,640 郵便事業会社

高齢者施設開設準備経費補
助金

66,000,000 2法人

583,642,956

H24/09 役務費

H24/09 役務費

H24/09 補助金

H24/09 旅費

H24/09 需用費



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(15,335百万円)
(46百万円)

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24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,767百万円

執行（支出）済み額 12,614百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成24年度下期において、674百万円を執行予定

（執行見込額） 674百万円

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 静岡県介護職員処遇改善基金

基金設置法人名 静岡県

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。）

15,381百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(百万円） (円)

15,335百万円 46,326,932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
>=2012/4/1 <=2012/9/30

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,013百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,374百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 4,762百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 5,465百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
「静岡県における基金一括運用実
施要領」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

処遇改善交付金支出のため 343,850,537 介護事業者

処遇改善交付金支出のため 374,460,792 介護事業者

処遇改善交付金支出のため 8,562,442 介護事業者

処遇改善交付金支出のため 2,147,044 介護事業者

臨時職員 37,604 個人　１人

臨時職員 396,465 個人　６人

臨時職員 267,506 個人　７人

臨時職員 137,547 個人　１人

臨時職員 318,732 個人　２人

臨時職員 868,555 個人　６人

臨時職員 1,026,282 個人　７人

臨時職員 1,127,613 個人　７人

H24/08 人件費

H24/09 人件費

H24/05 人件費

H24/06 人件費

H24/07 人件費

H24/05 共済費

H24/07 共済費

H24/08 共済費

H24/05 交付金

H24/06 交付金

H24/07 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

事務委託料 486,000 国保連

事務委託料 486,000 国保連

事務委託料 433,000 国保連

事務委託料 433,000 国保連

派遣職員 574,656 派遣会社

派遣職員 556,944 派遣会社

派遣職員 144,648 派遣会社

派遣職員 268,632 派遣会社

派遣職員 316,848 派遣会社

大規模特別養護老人ﾎｰﾑの整備に
係る開設準備助成

48,000,000 (福)鑑石園

大規模介護老人保健施設の整備に
係る開設準備助成

60,000,000 (医)財団 百葉の会

大規模軽費老人ﾎｰﾑの整備に係る
開設準備助成

30,000,000 (福)八生会

H24/06 補助金交付

H24/06 補助金交付

H24/08 委託料

H24/09 委託料

H24/06 補助金交付

H24/05 委託料

H24/06 委託料

H24/07 委託料

H24/05 委託料

H24/06 委託料

H24/07 委託料

H24/04 委託料



大規模特別養護老人ﾎｰﾑの整備に
係る開設準備助成

24,000,000 (福)三宝会

大規模特別養護老人ﾎｰﾑの整備に
係る開設準備助成

14,400,000 (福)恵和会

小規模多機能型居宅介護拠点の整
備に係る開設準備助成

3,000,000 磐田市

小規模軽費老人ﾎｰﾑの整備に係る
開設準備助成

17,400,000 浜松市

小規模多機能型居宅介護拠点の整
備に係る開設準備助成

4,200,000 浜松市

大規模特別養護老人ﾎｰﾑの整備に
係る開設準備助成

18,000,000
(福)伊豆社会福祉事

業会

大規模介護老人保健施設の整備に
係る開設準備助成

57,142,000 (特医)　沖縄徳洲会

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

68,320 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

143,472 派遣会社

1,013,254,639

H24/05 委託料

H24/06 委託料

H24/08 補助金交付

H24/09 補助金交付

H24/09 補助金交付

H24/06 補助金交付

H24/08 補助金交付

H24/08 補助金交付

H24/06 補助金交付



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(20,944百万円)
(145百万円)

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 愛知県

執行（支出）済み額 19,053百万円

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事業の運営経費及び施設開設準備金として
順次交付予定

（執行見込額） 1,350百万円

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。）

21,089百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,036百万円

(百万円） (円)

0百万円 0円

11,742百万円 144,751,396円

支出支出月 支出月 支出月

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 7,268百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 8,544百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,167百万円

その他社債等

その他（一時繰替運用） 条例により規定

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 2,074百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

預貯金

短期・長期信託



>=2 <=2012/9/30 >=2012/10/1 <=2013/5/31
D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員の処遇改善等事業 1,387,340 嘱託職員７名

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-8,382
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業 1,880 名鉄産業(株)岡崎店

介護職員の処遇改善等事業 433,000
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業 567,839,975
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-191,996
医療法人珪山会始め
3件

介護職員の処遇改善等事業 1,387,340 嘱託職員７名

介護職員の処遇改善等事業 193,113
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-7,024
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業 4,719
富士ゼロックス(株)愛
知営業所

介護職員の処遇改善等事業 85,850
ＮＴＴ西日本(株)始め
3件

介護職員の処遇改善等事業 433,000
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業
東京センチュリーリー

5月 13委託料

5月 14使用料及び賃借料

5月 04共済費(雑入)

5月 11需用費

5月 12役務費

4月 20扶助費(雑入)

5月 01報酬

5月 04共済費

4月 12役務費

4月 13委託料

4月 20扶助費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

4月 01報酬

4月 04共済費(雑入)

介護職員の処遇改善等事業 55,524
東京センチュリ リ
ス(株)

介護職員の処遇改善等事業 607,070,170
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-221 (株)ニチイ学館

介護職員の処遇改善等事業 1,387,340 嘱託職員７名

介護職員の処遇改善等事業 193,113
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-6,936
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業 36,980 アルバイト１名

介護職員の処遇改善等事業 1,930 関係職員

介護職員の処遇改善等事業 9,006
富士ゼロックス(株)愛
知営業所始め2件

介護職員の処遇改善等事業 65,424
ＮＴＴ西日本(株)始め
2件

介護職員の処遇改善等事業 433,000
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業 55,524
東京センチュリーリー
ス(株)

6月 14使用料及び賃借料

6月 11需用費

6月 12役務費

6月 13委託料

6月 04共済費(雑入)

6月 07賃金

6月 09旅費

5月 20扶助費(雑入)

6月 01報酬

6月 04共済費

5月 14使用料及び賃借料

5月 20扶助費



介護職員の処遇改善等事業 9,769,743
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業 1,398,020 嘱託職員７名

介護職員の処遇改善等事業 397,776
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-7,710
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業 279,520 アルバイト４名

介護職員の処遇改善等事業 22,822
富士ゼロックス(株)愛
知営業所始め2件

介護職員の処遇改善等事業 116,124
ＮＴＴ西日本(株)始め
4件

介護職員の処遇改善等事業 433,000
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業 55,524
東京センチュリーリー
ス(株)

介護職員の処遇改善等事業 2,954,384
愛知県国民健康保
険団体連合会

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-1,487,454
(株)エム・ケア介護セ
ンター始め231件

介護職員の処遇改善等事業 1,398,020 嘱託職員７名

介護職員の処遇改善等事業 191,563
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-7,997
嘱託職員７名、アル
バイト

8月 01報酬

8月 04共済費

8月 04共済費(雑入)

7月 14使用料及び賃借料

7月 20扶助費

7月 20扶助費(雑入)

7月 11需用費

7月 12役務費

7月 13委託料

7月 04共済費

7月 04共済費(雑入)

7月 07賃金

6月 20扶助費

7月 01報酬

介護職員の処遇改善等事業 272,450 アルバイト３名

介護職員の処遇改善等事業 800 関係職員

介護職員の処遇改善等事業 23,453
富士ゼロックス(株)愛
知営業所始め2件

介護職員の処遇改善等事業 87,006
ＮＴＴ西日本(株)始め
3件

介護職員の処遇改善等事業 55,524
東京センチュリーリー
ス(株)

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-31,037,367
社会福祉法人名古屋市
社会福祉協議会始め124
件

介護職員の処遇改善等事業 1,402,360 嘱託職員７名

介護職員の処遇改善等事業 193,113
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-8,009
嘱託職員７名、アル
バイト

介護職員の処遇改善等事業 275,460 アルバイト３名

介護職員の処遇改善等事業 20,000
富士ゼロックス(株)愛
知営業所

介護職員の処遇改善等事業 55,756
ＮＴＴ西日本(株)始め
2件

9月 07賃金

9月 11需用費

9月 12役務費

9月 01報酬

9月 04共済費

9月 04共済費(雑入)

8月 12役務費

8月 14使用料及び賃借料

8月 20扶助費(雑入)

8月 07賃金

8月 09旅費

8月 11需用費



介護職員の処遇改善等事業 55,524
東京センチュリーリー
ス(株)

介護職員の処遇改善等事業
(返還)

-642,433 (有)ライズ始め8件

1,167,126,641

9月 14使用料及び賃借料

9月 20扶助費(雑入)

※他業務との共通経費に係る支出額は上半期分（公表済）には記載しておらず、通年分の確定に伴い記載



（Ｈ２４上半期分） 単位：百万円

(7,343百万円)
(26百万円)

B

C

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
874百万円

執行（支出）済み額 6,495百万円

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事業（基本事業）
　 ※残額は施設開設準備経費に配分変更。
②介護職員処遇改善交付金事業（その他事業）
　 交付金返還等に係る事務処理経費を支出予定。
③施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）
　 残額については、順次補助金交付予定。
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）
　 ※残額は施設開設準備経費に配分変更。
⑤③及び④に係るその他事業
　 残額については、順次執行予定。

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 三重県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 三重県

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。）

7,369百万円

（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)

4,536百万円 16,029,555円

2,614百万円 9,369,906円

194百万円 704,397円

194百万円 704,397円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 405百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 789百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,576百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,725百万円

有価証券

国債
競争原理を導入し収益の高い運用商品を
選択している。

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運用商品を
選択している。

短期・長期信託 当該基金設置条例に基づく

（執行見込額） 421百万円



支出支出月 支出月 支出月
>=2012/4/1 <=2012/9/30

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
（平成24年4月分）

176,871,411
三重県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金
（平成24年5月分）

197,635,104
三重県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金
（平成24年6月分）

4,264,340
三重県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金
（平成24年7月分）

1,609,575
三重県国民健康保
険団体連合会

介護職員処遇改善交付金
（平成24年8月分）

10,429 法人1団体

介護職員処遇改善交付金
（平成24年4月分）

-80,737
社会福祉法人度会
町社会福祉協議会

介護職員処遇改善交付金
（平成24年5月分）

-81,495
社会福祉法人度会
町社会福祉協議会

介護職員処遇改善交付金利
息返還

15,720
三重県国民健康保
険団体連合会

業務補助職員労働保険料 53,432
三重社会保険事務
局

業務補助職員社会保険料事
業主負担分
（平成24年4月分）

37,844
三重社会保険事務
局

業務補助職員社会保険料事
業主負担分
（平成24年5月分）

37,844
三重社会保険事務
局

業務補助職員社会保険料事
三重社会保険事務

H24/06 共済費

共済費

H24/08 交付金返納

H24/07 共済費

H24/05 共済費

H24/08 交付金

H24/07 交付金返納

H24/07 交付金返納

H24/05 交付金

H24/06 交付金

H24/07 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/04 交付金

業主負担分
（平成24年6月分）

37,844
三重社会保険事務
局

業務補助職員社会保険料事
業主負担分
（平成24年7月分）

37,844
三重社会保険事務
局

業務補助職員社会保険料事
業主負担分
（平成24年8月分）

37,844
三重社会保険事務
局

業務補助職員人件費
（平成24年4月分）

289,260 個人　2名

業務補助職員人件費
（平成24年5月分）

289,260 個人　2名

業務補助職員人件費
（平成24年6月分）

289,260 個人　2名

業務補助職員人件費
（平成24年7月分）

289,260 個人　2名

業務補助職員人件費
（平成24年8月分）

289,260 個人　2名

業務補助職員健康診断料 11,760
財団法人三重県健
康管理事業センター

支払関連業務委託（平成24年
4月審査分）

421,000
三重県国民健康保
険団体連合会

支払関連業務委託（平成24年
5月審査分）

421,000
三重県国民健康保
険団体連合会

H24/09 手数料

H24/05 委託料

H24/06 委託料

H24/07 人件費

H24/08 人件費

H24/09 人件費

H24/09 共済費

H24/05 人件費

H24/06 人件費

H24/07 共済費

H24/08 共済費



支払関連業務委託（平成24年
6月審査分）

421,000
三重県国民健康保
険団体連合会

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

22,147,000 法人1団体

405,355,059

H24/07 委託料

H24/09 補助金交付


