
（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(5,203百万円)
(30百万円)

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)

5,203百万円 30,293,278円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,039百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次

補正予算、H25予算）
（運用収入を含む。）

5,233百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 4,194百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

介護基盤の緊急整備特別対策事業として、342百万円を交付見込み。
その他残額については、平成26年度上半期以降、順次交付予定。

（執行見込額） 1,068百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
県の資金運用方針において、原則とし
て預貯金によることと定められているた
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年度合計 321百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,267百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 1,271百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 189百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 120百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 1,026百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

30,000,000 彦根市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

60,000,000 草津市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

30,000,000 竜王町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

60,000,000 高島市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

116,000,000 草津市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

30,000,000 守山市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

116,000,000 東近江市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

60,000,000 近江八幡市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

30,000,000 甲賀市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

30,000,000 守山市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H24繰越分）

116,000,000 守山市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H25）

156,000,000 大津市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H25）

30,000,000 長浜市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H25）

116,000,000 草津市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H25）

10,000,000 栗東市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H25）

30,000,000 甲賀市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H25）

60,000,000 高島市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業（H25）

30,000,000 日野町

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

1,908,000 湖南市

地域支え合い体制づくり事
業

1,000,000 （社福）真盛園

地域支え合い体制づくり事
業

524,000 （社福）志賀福祉会

地域支え合い体制づくり事
業

846,000 （社福）大石福祉会

地域支え合い体制づくり事
業

737,000 （社福）青祥会

地域支え合い体制づくり事
業

860,000 （社福）達真会

地域支え合い体制づくり事
業

996,000 （社福）サルビア会

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

3月 補助金

7月 補助金

支出月 科目

7月 補助金

12月 補助金

12月 補助金

7月 補助金

10月 補助金

11月 補助金



地域支え合い体制づくり事
業

1,000,000 （社福）慈恵会

地域支え合い体制づくり事
業

2,000,000 （社福）近江和順会

地域支え合い体制づくり事
業

765,000 （社福）六心会

地域支え合い体制づくり事
業

961,000 （社福）真寿会

地域支え合い体制づくり事
業

980,000 （社福）しがらき会

地域支え合い体制づくり事
業

1,200,000
（社福）滋賀県社会
福祉協議会

地域支え合い体制づくり事
業

4,540,000 長浜市

地域支え合い体制づくり事
業

67,000 守山市

地域支え合い体制づくり事
業

4,672,000 栗東市

地域支え合い体制づくり事
業

83,000 湖南市

地域支え合い体制づくり事
業

1,572,000 東近江市

地域支え合い体制づくり事
業

4,375,000 竜王町

地域支え合い体制づくり事
業

2,025,000 愛荘町

地域支え合い体制づくり事
業

4,987,000 豊郷町

1,146,098,000

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(7,668百万円)
(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)

7,668百万円 42,286,235円

0百万円 0円

平成25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

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次

補正予算、H25予算）
（運用収入を含む。）

7,710百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 5,857百万円

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） 1,045百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
条例において預貯金その他確実かつ有利な
方法によることと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年度合計 323百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,720百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 2,194百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,279百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 341百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤緊急整備特別対策
事業補助金

340,621,304 府内１4市町、１法人

340,621,304

支出月 科目

5月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(16,497百万円)
(57百万円)

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)

16,497百万円 57,249,952円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,813百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 125百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 2,257百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 3百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,495百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 3,897百万円

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
「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

E

翌半期以降の執行
見込みについて

上半期において、昨年度からの繰越事業分を交付予定。
今年度事業分については、下半期に交付予定。

（執行見込額） 6,631百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
6,963百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

16,554百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 9,591百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2010/3<2012/10 >2012/9/30 <2013/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度分 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

ユニット化改修 5,440,000
(福)大阪聴覚障害者
福祉会

介護基盤の緊急整備補助
（H24繰越分）

116,000,000 大東市

スプリンクラー設置補助 3,915,000 箕面市外１市

ユニット化改修 81,000,000 (福)のぞみ

介護基盤の緊急整備補助
（H24繰越分）

30,000,000 交野市

介護基盤の緊急整備補助
（H24繰越分）

20,000,000 富田林市

スプリンクラー設置補助 7,803,000 高槻市外１村

スプリンクラー設置補助 1,917,000 富田林市

スプリンクラー設置補助 32,704,000 (福)さつき会

介護基盤の緊急整備補助 30,000,000 松原市

地域支え合い事業 5,880,535 箕面市

スプリンクラー設置補助 29,947,000 (福)かわち野福祉会

スプリンクラー設置補助 31,888,000 (福)亀望会

スプリンクラー設置補助 31,579,000 (福)治栄会

スプリンクラー設置補助 26,930,000 (福)春光園

介護基盤の緊急整備補助 60,000,000 茨木市外１市

地域支え合い事業 41,284,000 岸和田市外１３市

介護基盤の緊急整備補助 1,527,134,000 豊中市外１３市

スプリンクラー設置補助 1,827,000 八尾市

返還金 ▲ 13,065,500 対象事業者

介護基盤の緊急整備補助 257,000,000 大阪市外１市

スプリンクラー設置補助 46,662,000 大東市外８市

防災改修補助 6,500,000 池田市

2,382,345,035

9月 補助金交付

12月 補助金交付

1月 補助金交付

7月 補助金交付

支出月 科目

7月 補助金交付

2月 補助金交付

2月 補助金交付

3月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 事務費

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金返納

5月 補助金交付



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(10,365百万円)
(30百万円)

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)

10,365百万円 30,485,675円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,177百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 154百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,671百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 2,783百万円

政保債・地方債

有価証券

その他社債等

繰替運用 条例による

国債

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

執行（支出）済み額 7,682百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

引き続き事業を実施する。

（執行見込額） 988百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,713百万円

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
介護基盤緊急整備等臨時特例基金
（全体分）

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

10,395百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1
D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

平成23年度からの事故繰越
に係る整備補助

127,750,000 芦屋市

平成24年度からの明許繰越
に係る整備補助

542,000,000 姫路市ほか5市町

平成25年度整備補助 959,821,000 神戸市ほか14市町

平成25年度消防・防火設備
整備補助

10,950,000 明石市ほか3市

平成23年度からの事故繰越
に係る整備単価上積補助

18,250,000 芦屋市

平成24年度からの明許繰越
に係る整備単価上積補助

76,000,000 姫路市ほか5市町

平成25年度整備単価上積補
助

122,750,000 神戸市ほか14市町

既存特養のユニット型個室
化改修補助

8,000,000 (福)家島福祉会

防犯カメラ設置事業 18,560,000
市町又は自治会等
地域団体

県主催イベントにおける情報
配慮支援事業

4,232,425
(公財)兵庫県聴覚障
害者協会ほか1法人

みんなの声かけ運動実践事
業

3,739,000
(公財)兵庫県身体障
害者福祉協会

兵庫県版災害派遣精神医療
チーム体制整備事業

972,321 納入業者等

地域で支える認知症ケア推進
事業

2,550,000
認知症地域連携会
議委員等

地域密着型サービス普及促
進検討委員会

597,919 委員会委員等

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護サービス普及促進事業

1,000,000 会館等

1,897,172,665

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計 0百万円

5月 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 1,897百万円

5月 補助金

支出月 科目

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

1月 補助金

3月 補助金

3月 役務費等

3月 補助金

3月 使用料等

3月 需用費等

3月 報償費等

3月 報償費等



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(3,196百万円)
(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)

3,196百万円 13,615,745円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 746百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 224百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 51百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 436百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 1,118百万円

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
最も確実な方法と判断されるた
め

短期・長期信託

執行（支出）済み額 2,576百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２６年度で介護基盤の緊急整備等特別対策事業等に対して執行
予定

（執行見込額） 417百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
634百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

3,210百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備等特別
対策事業に係る補助金

5,162,000 五條市

既存施設のスプリンクラー等整
備特別対策事業に係る補助金

970,000
特定非営利活動法
人

既存施設のスプリンクラー等整
備特別対策事業に係る補助金

720,000 生駒市

既存施設のスプリンクラー等整
備特別対策事業に係る補助金

194,000 大和高田市

既存施設のスプリンクラー等整
備特別対策事業に係る補助金

1,300,000 生駒市

既存施設のスプリンクラー等整
備特別対策事業に係る補助金

3,720,000 奈良市

既存施設のスプリンクラー等整
備特別対策事業に係る補助金

2,403,000 平群町

介護基盤の緊急整備等特別
対策事業に係る補助金

60,000,000 天理市

介護基盤の緊急整備等特別
対策事業に係る補助金

30,000,000 桜井市

介護基盤の緊急整備等特別
対策事業に係る補助金

60,000,000 平群町

介護基盤の緊急整備等特別
対策事業に係る補助金

30,000,000 斑鳩町

介護基盤の緊急整備等特別
対策事業に係る補助金

30,000,000 御杖村

224,469,000

４月
負担金、補助金及び
交付金

５月
負担金、補助金及び
交付金

５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

４月
負担金、補助金及び
交付金

４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

支出月 科目

３月
負担金、補助金及び
交付金

５月
負担金、補助金及び
交付金

５月
負担金、補助金及び
交付金

５月
負担金、補助金及び
交付金

５月
負担金、補助金及び
交付金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(3,066百万円)
(26百万円)

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)

1,219百万円 25,765,532円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
424百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次

補正予算、H25予算）
（運用収入を含む。）

3,092百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 2,668百万円

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） 279百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金設置条例及び金融機関への運用
条件の引き合いにより運用商品決定

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年度合計 81百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 561百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 849百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 372百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 150百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 655百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 有田市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 紀美野町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 みなべ町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 白浜町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 白浜町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 新宮市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 九度山町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

116,000,000 有田川町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 田辺市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

116,000,000 田辺市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 田辺市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

116,000,000 新宮市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 上富田町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

116,000,000 串本町

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

2,394,000 美浜町

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

1,350,000 田辺市

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

2,457,000 田辺市

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

2,250,000 田辺市

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

3,237,000 有限会社ﾗｲﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ

地域支え合い体制づくり事
業

5,000,000 和歌山市

地域支え合い体制づくり事
業

4,987,000 海南市

地域支え合い体制づくり事
業

10,777,000 有田市

地域支え合い体制づくり事
業

1,230,000 岩出市

地域支え合い体制づくり事
業

1,000,000 九度山町

5月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

1月 補助金

5月 補助金

11月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

1月 補助金

5月 補助金

10月 補助金

8月 補助金

5月 補助金

8月 補助金

8月 補助金

8月 補助金

支出月 科目

8月 補助金



地域支え合い体制づくり事
業

2,000,000 印南町

地域支え合い体制づくり事
業

3,934,000 日高川町

804,616,000

5月 補助金

5月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(1,885百万円)
(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)

212百万円 4,248,658円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 425百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 173百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 28百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 691百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 360百万円

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
定期的に取崩しを行うため、預
金での運用を実施している。

短期・長期信託

執行（支出）済み額 1,677百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

２市５法人に計１６９百万円を交付予定。

（執行見込額） 169百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
212百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

1,889百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

3,536,000 三朝町

実績報告額の修正に伴う補
助金返納

△ 26,250,000 八頭町

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

51,352,000 （福）大徳会

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

31,178,000 （福）宏平会

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

35,700,000 （福）フォイボス

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

17,948,000
（福）みのり福祉会
（倉吉）

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

18,032,000
（福）みのり福祉会
（関金）

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

3,474,000 倉吉市

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

2,916,000 北栄町

認知症高齢者グループホー
ム等防災補強改修等支援事
業

1,373,000 岩美町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

15,000,000 米子市

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

18,236,000 鳥取市

地域活動の拠点整備事業 1,000,000 南部町

173,495,000

5月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

4月 補助金

3月 補助金

4月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

2月 補助金返納

支出月 科目

1月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(5,506百万円)
(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)

5,506百万円 6,382,499円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 406百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 542百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 110百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,795百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 2,181百万円

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
県の資金管理運用要項により預貯
金による運用が規定されているため

短期・長期信託

E

翌半期以降の執行
見込みについて

翌半期以降において順次執行予定

（執行見込額） 0百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
479百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

5,513百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 5,034百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

507,000,000 法人等

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

14,282,150 法人等

地域支え合い体制づくり事
業

20,759,087 法人等

542,041,237

3月 補助金

支出月 科目

3月 補助金

3月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(8,300百万円)
(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)

8,300百万円 32,494,609円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 723百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 666百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 1,034百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,138百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 3,458百万円

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
地方自治法第２４１条第２項の規定及び
岡山県公金運用方針による

短期・長期信託

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 0百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,314百万円

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 岡山県介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

8,332百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 7,018百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備費補助 6,633,000 ２市

施設整備費補助 10,000,000 １市

施設整備費補助 120,000,000 ３市１町

スプリンクラー整備費補助等 △ 25,547,941

スプリンクラー整備費補助 45,159,000 ２市１町１事業者

施設整備費補助 40,000,000 ２市

スプリンクラー整備費補助 11,383,000 １市

施設整備費補助 458,000,000 ３市

665,627,059

4月
介護基盤の緊急整備特別
対策事業

5月
既存施設のスプリンクラー
等整備特別対策事業

5月
介護基盤の緊急整備特別
対策事業

3月
介護基盤の緊急整備特別
対策事業

3月 返納金

4月
既存施設のスプリンクラー
等整備特別対策事業

2月
介護基盤の緊急整備特別
対策事業

支出月 科目

2月
既存施設のスプリンクラー
等整備特別対策事業



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(7,454百万円)
(34百万円)

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)

7,454百万円 34,236,890円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,004百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 1,415百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 454百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,901百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 2,177百万円

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
基金条例により金融機関への預金等確実か
つ有利な方法での保管を規定されているため

短期・長期信託

執行（支出）済み額 6,951百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については，平成26年度交付予定

（執行見込額） 491百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
537百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

7,488百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

2市に対する補助金交付 292,000,000 2市

8市町に対する補助金交付 1,095,770,000 8市町

5市町に対する補助金交付 11,082,000 5市町

1法人に対する補助金交付 1,990,000 1法人

3市に対する補助金交付 14,555,000 3市

1,415,397,000

5月 補助金

5月 補助金

支出月 科目
3月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(5,913百万円)
(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)

5,913百万円 6,920,582円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
514百万円

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 山口県介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

5,920百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 5,406百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

交付額の確定後、順次支出予定。

（執行見込額） 489百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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

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年度合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 897百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 1,577百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 2,392百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 100百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 105,500,000 美祢市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） △ 659,227 山口市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） △ 4,629,629 岩国市

介護基盤緊急整備等補助金（既存施設
のスプリンクラー整備特別対策事業分） 45,883,000 （福）暁会

介護基盤緊急整備等補助金（既存施設
のスプリンクラー整備特別対策事業分） 34,442,000 （福）祥寿園

介護基盤緊急整備等補助金（既存施設
のスプリンクラー整備特別対策事業分） 40,358,000

（福）宇部市厚生事
業会

介護基盤緊急整備等補助金（既存施設
のスプリンクラー整備特別対策事業分） 48,405,000 （福）博愛会

介護基盤緊急整備等補助金（既存施設
のスプリンクラー整備特別対策事業分） 2,277,000 山口市

介護基盤緊急整備等補助金（既存施設
のスプリンクラー整備特別対策事業分） 2,277,000 防府市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 30,000,000 山口市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 萩市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 25,000,000 岩国市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 長門市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 周南市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 下関市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 宇部市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 25,000,000 山口市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 長門市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 柳井市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 40,000,000 山陽小野田市

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 周防大島町

介護基盤緊急整備等補助金（介護基盤
の緊急整備特別対策事業分） 15,000,000 田布施町

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 440百万円

9月 返納金

支出月 科目

7月 補助金

9月 返納金

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



地域見守り・支え合い体制強化事業費
補助金 11,324,000

山口県社会福祉協
議会

見守ネットワークの構築のための調整
旅費 53,000

540,230,144

3月 旅費

3月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(1,947百万円)
(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)

1,947百万円 3,816,963円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 175百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 26百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 355百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 456百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 243百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円

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

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行（支出）済み額 1,256百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 695百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
695百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

1,951百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

52,200,000 北島町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

20,000,000 阿南市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 阿波市

地域支え合い体制づくり事
業への補助

680,000
NPO法人ほっとハウ
ス

地域支え合い体制づくり事
業への補助

11,400
藍里病院吉田副院
長

地域支え合い体制づくり事
業への補助

3,724
藍里病院吉田副院
長

地域支え合い体制づくり事
業への補助

9,750,000 福）カリヨン

地域支え合い体制づくり事
業への補助

4,732,000 上板町

地域支え合い体制づくり事
業への補助

2,489,000 三好町

地域支え合い体制づくり事
業への補助

874,000 東みよし町

地域支え合い体制づくり事
業への補助

1,438,000 吉野川市

地域支え合い体制づくり事
業への補助

13,797,000 鳴門市

地域支え合い体制づくり事
業への補助

8,136,000 勝浦町

地域支え合い体制づくり事
業への補助

2,623,000 上勝町

地域支え合い体制づくり事
業への補助

1,993,000 藍住町

地域支え合い体制づくり事
業への補助

894,000 NPO法人アスカ

地域支え合い体制づくり事
業への補助

1,648,000
NPO法人つなぐ手たけの
こ

地域支え合い体制づくり事
業への補助

1,848,000 ﾄｸｼﾏﾓﾆﾀｰ(株)

地域支え合い体制づくり事
業への補助

883,705
とくしま障害者授産
支援協議会他

地域支え合い体制づくり事
業への補助

582,000
公益社団法人認知症の
人と家族の会徳島県支部

地域支え合い体制づくり事
業への補助

9,358,000 小松島市

地域支え合い体制づくり事
業への補助

3,727,000 福）柏涛会

地域支え合い体制づくり事
業への補助

500,000 NPO法人スマイル

地域支え合い体制づくり事
業への補助

300,000
福）徳島県社会福祉協議
会

地域支え合い体制づくり事
業への補助

6,280,000 福）池田博愛会

5月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

支出月 科目

5月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

5月 補助金

2月 報償費

2月 旅費

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

5月 需用費

5月 補助金

5月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

4月 委託費

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



地域支え合い体制づくり事
業への補助

609,000 石井町

地域支え合い体制づくり事
業への補助

30,000
徳島県生活協同組
合

175,386,829

5月 補助金

5月 役務費



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(1,752百万円)
(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)

126百万円 4,040,834円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
126百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

1,756百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 1,631百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、平成26年度上期以降、順次交付予定。

（執行見込額） 0百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
条例により最も確実かつ有利な
運用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年度合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 332百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 784百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 273百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 241百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

15,000,000 市 1団体

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

197,490,000 市町 5団体

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

21,081,000 市・事業所 7団体

地域支え合い体制づくり事
業

7,896,000 市町 5団体

241,467,000

5月 助成金交付

支出月 科目

3月 助成金交付

5月 助成金交付

5月 助成金交付



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(5,800百万円)
(27百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

1,765百万円 27,163,075円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,011百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

5,827百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 4,816百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

執行見込額1,011百万円については、今後順次交付予定

（執行見込額） 1,011百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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年度合計 87百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,741百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 1,921百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 312百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 755百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備補助 934,000 市町村 計1市

地域支え合い体制づくりの
ための備品整備への補助

252,000 市町村 計1市

地域支え合い体制づくりの
ための備品整備への補助

115,000 市町村 計1町

地域支え合い体制づくりの
ための備品整備への補助

635,000 市町村 計1町

地域支え合い体制づくりの
ための備品整備への補助

493,000 市町村 計1町

助成金額の変更による返還
金受入れ

△ 83,056 市町村 計1市

地域支え合い体制づくりの
ための備品整備への補助

1,000,000 市町村 計1町

地域支え合い体制づくりのための要援
護者マップ作成、講座実施、設備改修
及び備品整備への補助

14,405,000 市町村 計6市町

施設整備及びスプリンクラー
整備補助

44,544,000 市町村 計4市町

認知症高齢者支援体制づく
りへの補助

1,005,000 市町村 計1市

施設整備及びスプリンクラー
整備補助

691,768,000 市町村 計5市町

755,067,944

12月
地域支え合い体制づく

り事業(補助金)

11月
地域支え合い体制づく

り事業(補助金)

支出月 科目

10月
介護基盤緊急整備等
事業費(補助金)

1月
地域支え合い体制づく

り事業(補助金)

2月
地域支え合い体制づく

り事業(補助金)

2月 返還金

3月
地域支え合い体制づく

り事業(補助金)

4月
地域支え合い体制づく

り事業(補助金)

4月
介護基盤緊急整備等
事業費(補助金)

5月
地域支え合い体制づく

り事業(補助金)

5月
介護基盤緊急整備等
事業費(補助金)



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(2,892百万円)
(25百万円)

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)

1,128百万円 22,646,436円

0百万円 2,162,327円

2,162,327円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
903百万円

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 高知県介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次

補正予算、H25予算）
（運用収入を含む。）

2,917百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 2,014百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、翌年度に順次交付予定。

（執行見込額） 394百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 全庁一括運用による。

短期・長期信託

有価証券

国債 全庁一括運用による。

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C）の
平成21年度合計 88百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 526百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 725百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 227百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 448百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

304,082,000 ５市町村

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

105,548,000 ２市町

認知症高齢者グループホー
ム症等防災改修等支援事業

6,500,000 １市

既存の特別養護老人ホーム
等のユニット化支援事業

28,000,000 １社会福祉法人

地域の日常的な支え合い体
制づくり事業

3,552,000
４市町、１社会福祉
法人

447,682,000

5月 補助金

支出月 科目

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(15,127百万円)
(59百万円)

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)

15,127百万円 58,928,112円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,593百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 225百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 3,617百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 497百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 3,718百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 4,524百万円

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
最も確実かつ有利な方法により保管するよう
基金設置条例に定められているため。

短期・長期信託

執行（支出）済み額 14,174百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成26年度中に執行予定。

（執行見込額） 1,012百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,011百万円

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 福岡県介護基盤緊急整備基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

15,185百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

116,000,000 久留米市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

20,000,000 田川町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

7,129,000 那珂川町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

58,000,000 久留米市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

15,000,000 広川町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

462,750,000 北九州市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

15,000,000 直方市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

30,000,000 朝倉市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

82,500,000 春日市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

66,250,000 みやこ町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

15,000,000 宮若市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

58,000,000 糸島市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

5,360,000 鞍手町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

26,250,000 大川市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

2,130,000 大木町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

30,000,000 行橋市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

41,250,000 北九州市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

15,000,000 豊前市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

26,250,000 八女市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

86,250,000 大牟田市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

15,000,000 福津市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

26,250,000 柳川市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

41,250,000 筑後市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

26,250,000 朝倉市

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

12月 補助金交付

1月 補助金交付

3月 補助金交付

11月 補助金交付

11月 補助金交付

11月 補助金交付

10月 補助金交付

10月 補助金交付

10月 補助金交付

8月 補助金交付

8月 補助金交付

支出月 科目

8月 補助金交付



介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H21年度1次補正)

28,990,000 那珂川町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

87,000,000 久留米市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

43,500,000 久留米市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

11,250,000 広川町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

209,250,000 北九州市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

11,250,000 直方市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

22,500,000 朝倉市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

22,500,000 春日市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

30,000,000 みやこ町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

11,250,000 宮若市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

43,500,000 糸島市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

22,500,000 行橋市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

11,250,000 北九州市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

11,250,000 豊前市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

22,500,000 大牟田市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

11,250,000 福津市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H22年度単価UP分)

11,250,000 筑後市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

26,250,000 川崎町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

26,250,000 芦屋町

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

101,500,000 飯塚市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

127,750,000 行橋市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

101,500,000 糸島市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

26,250,000 筑紫野市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

26,250,000 柳川市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

78,750,000 みやま市

介護基盤の緊急整備特別対策
事業(H24年度予備費)

26,250,000 直方市

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

1月 補助金交付

3月 補助金交付

5月 補助金交付

11月 補助金交付

11月 補助金交付

12月 補助金交付

10月 補助金交付

10月 補助金交付

11月 補助金交付

5月 補助金交付

10月 補助金交付

10月 補助金交付



防災改修事業（H22年度1次補
正）

3,054,000 飯塚市

防災改修事業（H22年度1次補
正）

4,279,000 北九州市

防災改修事業（H24年度予備
費）

6,500,000 中間市

防災改修事業（H24年度予備
費）

6,500,000 糸田町

防災改修事業（H24年度予備
費）

5,355,000 太宰府市

防災改修事業（H24年度予備
費）

5,285,000 行橋市

防災改修事業（H24年度予備
費）

9,197,000 うきは市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

39,249,000
社会福祉法人 豊前
東明会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

16,785,000
社会福祉法人 親孝
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

25,585,000
社会福祉法人 城島
福祉会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

29,342,000
社会福祉法人 ふら
て会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

2,812,000 中間市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

5,389,000 大川市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

4,653,000 糸島市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

2,184,000 筑紫野市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

2,812,000 福津市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

3,379,000 うきは市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

2,641,000 岡垣町

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

2,613,000 北九州市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

1,300,000 古賀市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

1,728,000 大任町

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

4,230,000 みやま市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

4,923,000 大牟田市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

4,512,000 飯塚市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

4,311,000 直方市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

3,650,000 久留米市5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

5月 補助金交付

3月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

10月 補助金交付

1月 補助金交付

3月 補助金交付

8月 補助金交付

8月 補助金交付

8月 補助金交付

3月 補助金交付

3月 補助金交付

5月 補助金交付

4月 補助金交付

11月 補助金交付

11月 補助金交付

3月 補助金交付



既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

28,985,000 福岡市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

△ 1,175,447 株式会社ムネ

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H21年度1次補正）

△ 1,734,000 有限会社ユーコ商事

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

2,475,000 糸田町

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

2,310,000 行橋市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

2,814,000 川崎町

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

1,890,000 赤村

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

1,638,000 篠栗町

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

4,505,000 小竹町

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

4,275,000 大牟田市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

8,169,000 川崎町

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

4,428,000 直方市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業（H22年度予備費）

5,665,000 福岡市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

9,082,000 八女市

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

5,500,000
有限会社サンシーメ
ディカル

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

4,935,000
有限会社サンシーメ
ディカル

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

35,615,000
社会福祉法人佳寿
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

24,310,000
社会福祉法人まもる
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

26,571,000
社会福祉法人豊勝
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

31,705,000
社会福祉法人鷹羽
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

39,304,000
社会福祉法人明築
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

25,357,000
社会福祉法人誠光
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

28,933,000
社会福祉法人稲穂
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

37,383,000
社会福祉法人武光
福祉会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

28,993,000 社会福祉法人局会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

29,767,000
社会福祉法人武光
福祉会

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

4月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

3月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

3月 補助金返還

3月 補助金交付

3月 補助金交付

5月 補助金交付

3月 補助金返還



既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

23,992,000
社会福祉法人湯川
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

27,965,000
社会福祉法人嘉穂
福祉会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

27,948,000
社会福祉法人つくも
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

39,674,000
社会福祉法人幸祥
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

34,755,000
社会福祉法人恵寿
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

23,345,000
社会福祉法人笠松
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

52,787,000
社会福祉法人天真
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

38,719,000
社会福祉法人友泉
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

57,614,000
社会福祉法人福祉
松快園

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

30,107,000
社会福祉法人梅香
福祉会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

43,092,000
社会福祉法人福陽
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

27,143,000
社会福祉法人親和
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

26,512,000
社会福祉法人鷹羽
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

27,794,000
社会福祉法人悦和
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

55,912,000
社会福祉法人年長
者の里

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

28,696,000
社会福祉法人緑山
福祉会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

28,009,000
社会福祉法人久英
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

66,340,000
社会福祉法人西日
本至福会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

29,755,000
社会福祉法人和幸
福祉会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

48,090,000
社会福祉法人養福
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

20,009,000
社会福祉法人久住
会

既存施設のスプリンクラー等整
備事業(H24年度予備費)

11,661,000
社会福祉法人梅香
福祉会

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

2,226,000 那珂川町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

977,000 大木町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

4,264,000 飯塚市

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

8,000,000 福智町

4月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

4月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付

4月 補助金交付



市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

2,794,000 筑前町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

1,405,000 直方市

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

5,380,000 八女市

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

1,000,000 中間市

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

2,477,000 朝倉市

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

921,000 岡垣町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

966,000 鞍手町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

1,474,000 福岡市

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

694,000 久留米市

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

70,000 筑前町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

2,292,000 小竹町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

30,000 新宮町

市町村に対する交付
（地域支え合い体制づくり事業）

200,000 添田町

市町村に対する交付
（徘徊SOSネットワーク構築事
業）

540,000 豊前市

市町村に対する交付
（徘徊SOSネットワーク構築事
業）

110,000 直方市

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

88,603
富士ゼロックス福岡
（株） 外3件

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

115,436 （株）永池 外1件

事業に係る職員旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

1,370 職員 3名

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

131,747
富士ゼロックス福岡
（株） 外2件

事業に係る自動車借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

1,400
桃源運輸事業協同
組合

事業に係る職員旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

26,950 職員 4名

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

15,041 （株）永池

事業に係る職員旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

38,610 職員 6名

事業に係る有料道路使用料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

8,910 三菱UFJニコス(株)

事業に係る自動車借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

3,450
桃源運輸事業協同
組合

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

70,463
富士ゼロックス福岡
（株） 外1件

9月 使用料

9月 使用料

10月 需用費

7月 旅費

8月 需用費

8月 旅費

6月 旅費

7月 需用費

7月 使用料

5月 需用費

6月 需用費

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付

5月 補助金交付



事業に係る自動車借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

1,700
桃源運輸事業協同
組合

事業に係る会場借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

8,070
福岡県地域福祉財
団

講師に対する食糧費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

400
福岡県職員互助会
総合売店

事業に係る職員旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

2,840 職員 3名

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

80,532
富士ゼロックス福岡
（株） 外2件

事業に係る会場借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

16,970 飯塚市 外1件

講師に対する旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

5,280 個人 3名

事業に係る役務費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

5,250 （株）春潮社

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

156,004 （株）ヒロカネ 外3件

事業に係る有料道路使用料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

6,570 三菱UFJニコス(株)

事業に係る職員旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

11,900 職員 3名

事業に係る役務費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

93,450 （株）春潮社

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

182,123
富士ゼロックス福岡
（株） 外8件

事業に係る有料道路使用料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

2,700 三菱UFJニコス(株)

事業に係る自動車借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

7,350
桃源運輸事業協同
組合

事業に係る物品借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

65,100 （株）春潮社

事業に係る委託料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

1,720,950 （株）春潮社

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

126,606
富士ゼロックス福岡
（株） 外4件

講師に対する食糧費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

300
福岡県職員互助会
総合売店

講師に対する報償費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

42,000 個人 1名

講師に対する旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

102,080 個人 2名

事業に係る自動車借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

4,550
桃源運輸事業協同
組合

事業に係る職員旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

21,620 職員 2名

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

224,161 （株）ヒロカネ 外6件

事業に係る会場借上料
（ひとり暮らし高齢者見守り）

101,325 ホテルレガロ福岡

事業に係る食糧費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

1,800
福岡県職員互助会
総合売店

3月 使用料

3月 食糧費

3月 使用料

2月 旅費

3月 需用費

2月 食糧費

2月 報償費

2月 旅費

1月 使用料

2月 委託料

2月 需用費

1月 需用費

1月 使用料

1月 使用料

12月 使用料

12月 旅費

1月 役務費

11月 旅費

12月 役務費

12月 需用費

10月 旅費

11月 需用費

11月 使用料

10月 使用料

10月 使用料

10月 食糧費



事業に係る職員旅費
（ひとり暮らし高齢者見守り）

54,120 職員 3名

事業に係る事務用品代
（ひとり暮らし高齢者見守り）

44,108
（有）平田紙文具事
務機

3,841,907,392

4月 需用費

3月 旅費



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(3,379百万円)
(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)

6,908百万円 14,241,982円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 417百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 412百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 443百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 907百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 887百万円

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
佐賀県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条
例により確実かつ有利な方法により運用する
ことが定められているため。

短期・長期信託

執行（支出）済み額 3,066百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 0百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
327百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

3,393百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

90,000,000 唐津市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

130,000,000 佐賀中部広域連合

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 武雄市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 大町町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

60,000,000 太良町

既存施設のスプリンクラー等
整備特別対策事業

23,323,000 唐津市

既存施設のスプリンクラー等
整備特別対策事業

1,470,000 鳥栖市

既存施設のスプリンクラー等
整備特別対策事業

18,496,000 佐賀中部広域連合

既存施設のスプリンクラー等
整備特別対策事業

6,561,000 鹿島市

既存施設のスプリンクラー等
整備特別対策事業

7,578,000 白石町

認知症高齢者グループホー
ム等防災改修等特別対策事
業

3,111,000 伊万里市

地域支え合い体制づくり事
業

840,000 佐賀市

地域支え合い体制づくり事
業

3,420,000 嬉野市

地域支え合い体制づくり事
業

7,048,018 県地域福祉課

411,847,018

3月 補助金

3月 補助金

支出月 科目

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(5,927百万円)
(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)

18,139,299円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,545百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

5,945百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 4,400百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成25年度（繰越）・26年度事業において順次執行予定

（執行見込額） 1,514百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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年度合計 3百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,805百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 1,419百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 317百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 115百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 742百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤緊急整備に対する
補助金

60,000,000 地方自治体 2

スプリンクラー整備に対する
補助金

25,362,000
社会福祉法人 1
株式会社 1

介護基盤緊急整備に対する
補助金

30,000,000 地方自治体 1

スプリンクラー整備に対する
補助金

2,061,000 地方自治体 1

介護基盤緊急整備に対する
補助金

116,000,000 地方自治体 1

介護基盤緊急整備に対する
補助金

494,000,000 地方自治体 5

スプリンクラー整備に対する
補助金

35,440,000
地方自治体 5
株式会社 1

既存特養のユニット化整備
に対する補助金

94,000,000 社会福祉法人 2

856,863,000

5月 補助金

3月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

2月 補助金

7月 補助金

支出月 科目

7月 補助金

9月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(11,801百万円)
(54百万円)

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)

11,801百万円 53,901,781円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
407百万円

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 熊本県介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

11,855百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 11,447百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、平成26年度に執行予定

（執行見込額） 401百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
本県が定める資金運用方針によ
る

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年度合計 1,498百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 2,703百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 3,787百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 2,362百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 1,098百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤緊急整備特別対策
事業

969,417,000 17市町村

介護施設等スプリンクラー等
整備特別対策事業

119,080,000 12市町村、11事業所

認知症高齢者グループホーム
等防災改修等特別対策事業

9,670,000 2市

1,098,167,000

支出月 科目

3月
負担金、補助及び交

付金

3月
負担金、補助及び交

付金

3月
負担金、補助及び交

付金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(4,939百万円)
(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)

4,939百万円 15,105,998円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
791百万円

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 大分県介護基盤緊急整備等促進基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

4,954百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 4,163百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

順次補助金交付予定

（執行見込額） 791百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金条例により、預貯金による
運用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年度合計 431百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,103百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 1,561百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 491百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 577百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

296,000,000 大分市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

20,000,000 別府市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 佐伯市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

57,500,000 臼杵市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 杵築市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

10,000,000 由布市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

70,000,000 国東市

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

△ 4,313,431 府内メディカル（有）

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

△ 1,136,250
特定非営利活動法
人新修会

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

19,981,000
有限会社ヴァー
チャーズ

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

1,631,000 （株）Coo

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

1,393,000 （社福）西浜会

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

1,624,000 （有）住吉工業

既存施設のスプリンクラー整
備特別対策事業

826,000 （有）明友

認知症高齢者グループホー
ム等防災改修等支援事業

1,438,000 中津市

既存の特別養護老人ホーム等
のユニット化改修支援事業

42,000,000 由布市

576,943,319

支出月 科目

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 補助金返納

10月 補助金返納

10月 補助金

10月 補助金

10月 補助金

10月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

2月 補助金



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(4,126百万円)
(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)

4,126百万円 14,979,803円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
652百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

4,141百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 3,489百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成26年度で事業終了となるため、残額については順次交付する予
定。また、執行残については国庫に返納する予定

（執行見込額） 577百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 収益が確実であるため

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年度合計 92百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,446百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 924百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 570百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 455百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤整備事業 366,000,000 ３市2町

スプリンクラー等整備事業 56,899,000 10市町、８事業者

地域支え合い体制づくり市
町村補助事業

16,138,000 4市町

地域支え合い体制づくり委
託事業

2,980,000 1団体

地域支え合い体制づくり補
助事業

1,000,000 1団体

地域支え合い体制づくり事
業

12,190,574 県、4団体

455,207,574

11月 補助金

3月 補助金

支出月 科目

3月 補助金

1月 委託料

1月 補助金

3月 委託料、需用費他



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(10,015百万円)
(54百万円)

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)

1,679百万円 3,691,781円

0百万円 0円

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 1,278百万円

執行済み額（C）の
平成21年度合計 422百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 3,076百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 3,288百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,601百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 0百万円

預貯金
鹿児島県公金管理要領に基づ
き運用

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（支出）済み額 9,664百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

要望調査に基づき執行予定。

（執行見込額） 405百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
405百万円

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 鹿児島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

10,069百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

67,952,000 鹿児島市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 鹿屋市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

2,034,000 枕崎市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

116,000,000 阿久根市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

146,000,000 指宿市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

3,563,000 西之表市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

37,011,000 垂水市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

33,712,000 薩摩川内市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

146,000,000 曽於市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

221,000,000 霧島市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

146,000,000 いちき串木野市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

1,791,000 南さつま市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

1,269,000 志布志市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

176,000,000 南九州市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

60,000,000 姶良市

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

1,908,000 さつま町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

30,000,000 東串良町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

1,380,000 瀬戸内町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

2,142,000 喜界町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

1,998,000 徳之島町

介護基盤の緊急整備特別対
策事業

△ 167,000 H25奄美市執行残

既存施設のスプリンクラー等
整備事業

2,052,000 医療法人昭山会

5月 補助金

5月 補助金

支出月 科目

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



既存施設のスプリンクラー等
整備事業

△ 10,515,302 財産処分に伴う返還

地域支え合い事業 1,099,000 鹿児島市

地域支え合い事業 374,000 枕崎市

地域支え合い事業 3,299,000 薩摩川内市

地域支え合い事業 533,000 垂水市

地域支え合い事業 1,290,000 いちき串木野市

地域支え合い事業 3,442,000 奄美市

地域支え合い事業 2,724,000 さつま町

地域支え合い事業 4,680,000 長島町

地域支え合い事業 2,379,000 湧水町

地域支え合い事業 5,880,000 南大隅町

地域支え合い事業 5,227,000 肝付町

地域支え合い事業 4,935,000 南種子町

地域支え合い事業 6,035,000 大和村

地域支え合い事業 1,000,000 龍郷町

地域支え合い事業 4,802,000 伊仙町

地域支え合い事業 12,717,000 徳之島町

事業に係る旅費 93,000

事業に係る賃金 84,750

事業に係る需用費 167,000

1,277,890,448

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 旅費

5月 賃金

5月 需用費



（平成25年度下半期分） 単位：百万円

(3,212百万円)
(3百万円)

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)

0百万円 3,491,653円

0百万円 0円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
715百万円

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 介護基盤緊急整備等臨時特例基金

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

（H21第一次補正予算、H22予備
費、第一次補正予算、H23第三次
補正予算、H24予備費、H25予算）

（運用収入を含む。）

3,215百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行（支出）済み額 2,500百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

申請に応じ、順次交付予定

（執行見込額） 715百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
最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年度合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 451百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 1,427百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 299百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 10百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 313百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>2013/3<2013/10 >2013/9/30 <2014/6/1

D 執行済み額（C)の内訳 平成25年度 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

地域支え合い体制づくり事業費補
助金

9,953,000 ６法人

介護基盤緊急整備等特別対策事
業費補助金

30,000,000 南風原町

認知症高齢者グループホーム等防
災改修等特別対策事業補助金

6,500,000 糸満市

地域支え合い体制づくり事業費補
助金

3,123,000 ３法人

介護基盤緊急整備等特別対策事
業費補助金

30,000,000 金武町

地域支え合い体制づくり事業費補
助金

12,389,000 ８法人

地域支え合い体制づくり事業費補
助金

687,000
社会福祉法人南風
原町社会福祉協議
会

介護基盤緊急整備等特別対策事
業費補助金

30,000,000 北谷町

地域支え合い体制づくり事業費補
助金

11,339,000 ７法人

介護基盤緊急整備等特別対策事
業費補助金

30,000,000 今帰仁村

既存施設のスプリンクラー等整備
特別対策事業費補助金

1,000,000 那覇市

地域支え合い体制づくり事業費補
助金

1,538,000 ２法人

返還 △ 13,022,617

介護基盤緊急整備等特別対策事
業費補助金

45,000,000 那覇市、宮古島市

介護基盤緊急整備等特別対策事
業費補助金

75,300,000
中城村、南風原町、
南城市

既存施設のスプリンクラー等整備
特別対策事業費補助金

17,841,000
うるま市、本部町、宮
古島市、那覇市

地域支え合い体制づくり事業費補
助金

31,702,000 １４法人

323,349,383

5月 補助金

5月 補助金

3月

4月 補助金

5月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

12月 補助金

2月 補助金

2月 補助金

10月 補助金

11月 補助金

11月 補助金

10月 補助金

10月 補助金

支出月 科目

9月 補助金


