
（別紙様式）

単位：百万円

(471百万円)

(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)

471百万円 835,497円

442百万円 882,596円

218百万円 697,618円

143百万円 430,355円

95百万円 74,436円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

6,667,000 （福）汀会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

20,894,000 （福）湖南会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

1,942,000 大津市H22年5月 助成金交付

30百万円

H22年5月 助成金交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 75百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 48百万円
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)の内訳
支出月 科目

H22年3月 助成金交付

執行済み額（C)の
平成22年度分合計 225百万円

国債

政保債・地方債

その他社債等

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

基金条例に基づく最も確実な運
用方法（H21.11.30～H22.3.31)

基金条例に基づく最も確実な運
用方法(H22.4.1～H23.3.31）

基金条例に基づく最も確実な運
用方法(H23.4.1～H24.3.31）

基金条例に基づく最も確実な運
用方法(H24.4.1～H25.3.31）

基金条例に基づく最も確実な運
用方法(H25.4.1～H25.9.30）

短期・長期信託

有価証券

執行（支出）済み額 379百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定。

（執行見込額） 19百万円

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
95百万円

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 滋賀県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

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。）

474百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）



（別紙様式）

D 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳
支出月 科目

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

8,360,000 （福）大木会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

5,184,000 （福）大木会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

17,335,000 (福)かすみ会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

6,037,000 (福)すぎやまの家

耐震化整備に対する助成金
交付

188,574,000 (福)たかしま会

耐震化整備に対する助成金
交付

75,312,000
(福)滋賀県社会福祉
事業団

耐震化整備に対する助成金
交付

48,284,000 (福)椎の木会

378,589,000

H24年4月 助成金交付

H25年3月 助成金交付

H22年10月 助成金交付

H22年12月 助成金交付

H23年4月 助成金交付

H22年6月 助成金交付

H22年6月 助成金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(2,236百万円)

(13百万円)

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)

2,125百万円 6,592,948円

1,889百万円 4,763,628円

809百万円 1,606,602円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

耐震化整備に対する交付 10,530,000 京都市

スプリンクラー整備に対する
交付

6,863,000 京都市

耐震化およびスプリンクラー
整備に対する助成金交付

96,920,000 京都市ほか１件

スプリンクラー整備に対する
交付

7,767,000
（福）乙訓福祉会ほか
２件

スプリンクラー整備に対する
交付

21,787,000 （福）丹後大宮福祉会

耐震化整備及びスプリンク
ラー整備に対する交付

21,382,000 （福）美山育成苑

耐震化整備及びスプリンク
ラー整備に対する交付

796,127,000 京都市ほか８件

耐震化整備に対する交付 97,596,000 （福）あけぼの学園

耐震化整備に対する交付 91,725,000 （福）青谷学園

耐震化整備に対する交付 187,286,000 （福）京都太陽の園

耐震化整備に対する交付 105,798,000
（福）南山城学園ほか
1件

H25.2.14 助成金交付

H25.5.20 助成金交付

H25.5.24 助成金交付

H23.12.26 助成金交付

H24.5.23 助成金交付

H24.12.7 助成金交付

H23.4.20 助成金交付

H23.5.13 助成金交付

H23.10.5 助成金交付

H22.5.21 助成金交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 839百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 482百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.5.21 助成金交付

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 17百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 105百万円

国債

政保債・地方債

その他社債等

条例に規定しており年度内に取崩が見
込まれるため（Ｈ24．4．1～Ｈ25．3．31）

短期・長期信託

有価証券

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
条例に規定しており年度内に取崩が
見込まれるため（当初～Ｈ23．3．31）

条例に規定しており年度内に取崩が見
込まれるため（Ｈ23．4．1～Ｈ24．3．31）

執行（支出）済み額 1,444百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 805百万円

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
805百万円

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 京都府社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,249百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）



（別紙様式）

単位：百万円

(5,017百万円)

(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)

6百万円 5,676,996円

6百万円 5,830,636円

3百万円 3,396,830円

2百万円 1,996,618円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

耐震化整備に対する助成金
交付

30,271,000 （福）三ヶ山学園

耐震化整備に対する助成金
交付

6,473,000 （福）公徳学園

耐震化整備に対する助成金
交付

3,006,000 救世軍希望館

耐震化整備に対する助成金
交付

5,009,000 （福）弥栄福祉会

平成22年4月 助成金交付

平成22年4月 助成金交付

執行済み額（C)の内訳
支出月 科目

平成22年4月 助成金交付

平成22年4月 助成金交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 2,657百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 573百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 53百万円

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 55百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 977百万円

短期・長期信託

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

大阪府資金保管・運営方針に基
づき運用(H21.11.10～H22.3.31)

大阪府資金保管・運営方針に基
づき運用(H22.4.1～H23.3.31)

大阪府資金保管・運営方針に基
づき運用(H23.4.1～H24.3.31)

大阪府資金保管・運営方針に基
づき運用(H24.4.1～H25.3.31)

執行（支出）済み額 4,315百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については順次交付予定

（執行見込額） 719百万円

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

5,034百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
719百万円

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 大阪府社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 大阪府



（別紙様式）

D 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳
支出月 科目

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

4,389,000
（福）産経新聞厚生文
化事業団

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

6,015,000 （福）愛光会

耐震化整備に対する助成金
交付

15,537,000 （福）わらしべ会

耐震化整備に対する助成金
交付

90,384,000 （福）光会

耐震化整備に対する助成金
交付

14,932,000 （福）向陽学園

耐震化整備に対する助成金
交付

6,870,000 （福）桃花塾

耐震化整備に対する助成金
交付

35,354,000
（福）大阪福祉事業財
団

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

1,990,000
（福）大阪手をつなぐ
育成会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

11,726,000
（福）日本ヘレンケ
ラー財団

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

2,791,000 （福）いずみ野福祉会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

19,320,000
（福）四天王寺福祉事
業団

耐震化整備に対する助成金
交付

39,934,000
（福）救世軍社会事業
団

耐震化整備に対する助成金
交付

23,230,000 （福）聖ヨハネ学園

耐震化整備に対する助成金
交付

22,508,000 （福）聖ヨハネ学園

耐震化整備に対する助成金
交付

27,586,000 （福）聖ヨハネ学園

耐震化整備に対する助成金
交付

171,535,000 （福）三ヶ山学園

耐震化整備に対する助成金
交付

95,853,000 （福）公徳会

耐震化整備に対する助成金
交付

133,270,000 （福）生駒学園

耐震化整備に対する助成金
交付

38,044,000 （福）羽曳野荘

耐震化整備に対する助成金
交付

5,609,000 （福）和泉乳児院

耐震化整備に対する助成金
交付

7,861,000 （福）和泉乳児院

耐震化整備に対する助成金
交付

106,189,000 大阪市

耐震化整備に対する助成金
交付

106,160,000 堺市

耐震化整備に対する助成金
交付

192,756,000 （福）向陽学園

耐震化整備に対する助成金
交付

199,699,000 （福）桃花塾

耐震化整備に対する助成金
交付

230,850,000 （福）友愛会

耐震化整備に対する助成金
交付

248,686,000
（福）大阪福祉事業財
団

耐震化整備に対する助成金
交付

34,326,000 （福）枚方療育園

耐震化整備に対する助成金
交付

206,422,000 （福）泉ヶ丘福祉会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

2,440,000 大阪市

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

2,171,000 堺市

耐震化整備に対する助成金
交付

399,997,000 高槻市

耐震化整備に対する助成金
交付

212,912,000 （福）生駒学園

耐震化整備に対する助成金
交付

97,826,000 （福）羽曳野荘

耐震化整備に対する助成金
交付

120,421,000 （福）和泉乳児院

耐震化整備に対する助成金
交付

168,799,000 （福）和泉乳児院

平成24年5月 助成金交付

平成24年5月 助成金交付

平成24年5月 助成金交付

平成24年5月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成24年5月 助成金交付

平成24年5月 助成金交付

平成24年2月 助成金交付

平成24年5月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成24年5月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成22年11月 助成金交付

平成23年3月 助成金交付

平成22年11月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成22年8月 助成金交付

平成22年8月 助成金交付

平成23年1月 助成金交付

平成23年4月 助成金交付

平成23年4月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成23年5月 助成金交付

平成22年4月 助成金交付

平成23年3月 助成金交付

平成23年4月 助成金交付

平成22年4月 助成金交付



（別紙様式）

D 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳
支出月 科目

耐震化整備に対する助成金
交付

7,297,000 （福）大阪水上隣保館

耐震化整備に対する助成金
交付

159,284,000 大阪市

耐震化整備に対する助成金
交付

316,269,000 堺市

耐震化整備に対する助成金
交付

5,750,000 (株)野村設備

耐震化整備に対する助成金
交付

8,729,000 (株)野村設備

耐震化整備に対する助成金
交付

16,950,000 加島建設(株)

耐震化整備に対する助成金
交付

25,434,000 加島建設(株)

耐震化整備に対する助成金
交付

129,000 中尾建築事務所

耐震化整備に対する助成金
交付

22,426,000 （福）泉ヶ丘福祉会

耐震化整備に対する助成金
交付

21,052,000 高槻市

耐震化整備に対する助成金
交付

374,323,000 （福）枚方療育園

耐震化整備に対する助成金
交付

30,234,000
（福）救世軍社会事業
団

耐震化整備に対する助成金
交付

124,775,000 （福）若福会

耐震化整備に対する助成金
交付

53,475,000 （福）若福会

4,315,278,000

平成25年7月 助成金交付

平成25年5月 助成金交付

平成24年11月 助成金交付

平成25年4月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成24年6月 助成金交付

平成25年1月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成23年6月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成24年4月 助成金交付

平成24年1月 助成金交付

平成23年12月 助成金交付

平成24年3月 助成金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(4,017百万円)

(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)

4,017百万円 4,441,315円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

児童自立支援施設明石学園
耐震化整備事業

1,794,000 兵庫県

身体障害者更生施設西はり
まリハビリテーションセンター
スプリンクラー整備事業

18,556,000 （福）円勝会

身体障害者福祉ホーム秋葉
台福祉ホームスプリンクラー
整備事業

1,312,000
（福）神戸聖隷福祉
事業団

伊丹乳児院スプリンクラー整
備事業

2,283,000 （福）有岡協会

救護施設南光園スプリンク
ラー整備事業

22,194,000
（福）南光社会福祉
事業協会

身体障害者福祉ホームロー
ズハウスはりまスプリンク
ラー整備事業

2,493,000
（福）ひょうご障害福
祉事業協会

H22.7.1 補助金

H22.5.1 補助金

H22.5.1 補助金

H22.5.1 補助金

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.5.1 委託料

H22.5.1 補助金

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 692百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 243百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 46百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 1,085百万円

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

執行（支出）済み額 2,067百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定。

（執行見込額） 1,954百万円

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

4,021百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,954百万円

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 社会福祉施設等防災整備基金

基金設置法人名 兵庫県



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円執行済み額（C)の内訳

障害者支援施設いちょう園ス
プリンクラー整備事業

14,726,000 （福）佐用福祉会

精神障害者福祉ホームB型
ウェルネスホーム伍楽園スプ
リンクラー整備事業

4,134,000 （医）山伍会

知的障害者入所更生施設
もちの木園　スプリンクラー
整備事業

24,312,000
社会福祉法人
高岡の里福祉会

重症心身障害児施設　のぎく
療育園　スプリンクラー整備
事業

15,382,000
社会福祉法人
養徳会

知的障害者入所更生施設
ひのもと青年寮　耐震化整備
事業

304,356,000
社会福祉法人
養徳会

知的障害児施設　いちれつ
学園　耐震化整備事業

240,180,000
社会福祉法人
養徳会

児童自立支援施設　明石学
園　耐震化整備事業

70,138,000 兵庫県

情緒障害児短期治療施設
清水が丘学園　耐震化整備
事業

6,700,000
社会福祉法人兵庫
県社会福祉事業団

児童養護施設　播磨同仁学
園　耐震化整備事業

327,666,000
社会福祉法人
播磨同仁学園

児童養護施設　広畑学園
耐震化整備事業

12,545,000
社会福祉法人
あいむ

児童養護施設　立正学園
耐震化整備事業

4,171,000
社会福祉法人
立正学園

母子生活支援施設　そね
ホーム　耐震化整備事業

20,202,000
社会福祉法人
曽根福祉会

知的障害者入所更生施設
播磨園　スプリンクラー整備
事業

765,000
社会福祉法人
くすのき会

障害者支援施設　三恵園　ス
プリンクラー整備事業

19,785,000
社会福祉法人
愛光社会福祉事業
協会

知的障害者入所更生施設
ゆめさきの家　スプリンクラー
整備事業

8,295,000
社会福祉法人
ゆめさき会

身体障害者入所授産施設
播磨福祉事業館　スプリンク
ラー整備事業

9,249,000
社会福祉法人
播磨福祉事業会

知的障害児施設　さわらび学
スプリンクラー整備事業

13,269,000
社会福祉法人
樅の木福祉会

障害者支援施設　ゼノの村
スプリンクラー整備事業

5,491,000
社会福祉法人
樅の木福祉会

児童養護施設　広畑学園
耐震化整備事業

137,002,000
社会福祉法人
あいむ

情緒障害児短期入所施設
清水が丘学園　耐震化整備
事業

268,199,500
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事
業団

障害者支援施設　一羊園
耐震化整備事業

197,650,000
社会福祉法人
一羊会

知的障害児施設　おかば学
園　耐震化整備事業

15,487,000
社会福祉法人
陽気会

知的障害者更生施設　よろこ
び荘　耐震化整備事業

11,403,000
社会福祉法人
陽気会

児童養護施設　神愛子供
ホーム　耐震化整備事業

6,142,000
社会福祉法人
神愛子供ホーム

知的障害者更生施設　ひふ
み園　スプリンクラー整備事
業

1,365,000
社会福祉法人
くすのき会

乳児院　神戸少年の町乳児
院　スプリンクラー整備事業

4,672,000
社会福祉法人
神戸少年の町

乳児院　真生乳児院　スプリ
ンクラー整備事業

3,115,000
社会福祉法人
神戸真生塾

H24.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H24.1.1 補助金

H24.4.1 補助金

H24.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H24.1.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.5.1 補助金

H23.3.1 工事請負費

H23.5.1 補助金

H22.12.1 補助金

H22.11.1 補助金

H23.5.1 補助金

H22.9.1 補助金

H22.9.1 補助金



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円執行済み額（C)の内訳

身体障害者授産施設　愛光
園　スプリンクラー整備事業

19,888,000
社会福祉法人
愛光社会福祉事業
協会

知的障害者更生施設　姫路
学園　スプリンクラー整備事
業

4,872,000
社会福祉法人
姫路学園

知的障害者更生施設　香翠
寮　スプリンクラー整備事業

3,780,000
社会福祉法人
中播福祉会

児童養護施設　若草寮
耐震化整備事業

212,700,000
社会福祉法人
南但愛育会

障害児入所施設　三田谷学
園　耐震化整備事業

10,792,000
社会福祉法人
三田谷治療教育院

医療型障害児入所施設
医療福祉センターのぎく
耐震化整備事業

19,672,000
社会福祉法人
養徳会

2,066,737,500

H25.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H25.5.1 補助金

H25.5.1 補助金

H24.5.1 補助金

H24.5.1 補助金



（別紙様式）

単位：百万円

(1,284百万円)

(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)

1,284百万円 1,773,405円

1,184百万円 2,509,965円

329百万円 509,981円

246百万円 829,705円

0百万円 0円

0百万円 0円

1,286百万円 616,355円

1,187百万円 181,409円

330百万円 23,840円

246百万円 467円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

社会福祉法人青垣園等に対
する助成金交付

66,155,000
社会福祉法人青垣
園等　計６件

社会福祉法人青垣園等に対
する助成金交付

36,417,000
社会福祉法人青垣
園等　計６件

社会福祉法人青垣園等に対
する助成金交付

857,713,000
社会福祉法人青垣
園等　計６件

社会福祉法人やすらぎの丘
等に対する助成金交付

83,716,000
社会福祉法人やすら
ぎの丘等　計４件

奈良県中央こども家庭相談セン
ター等に対する助成金交付

17,771,000
奈良県中央こども家庭
相談センター等　計２件

1,061,772,000

H24.5.31 助成金交付

H25.5.31 助成金交付

H22.3.31 助成金交付

H22.5.31 助成金交付

H23.5.31 助成金交付

支出年月日 科目

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 103百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 858百万円
執行済み額（C)の
平成23年度分合計 84百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 18百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

繰替運用

県財政担当課の運用方針による
（H22.3.18～H22.5.31）

県財政担当課の運用方針による
（H23.4.25～H23.5.31）

県財政担当課の運用方針による
（H24.5.9～H24.5.31）

県財政担当課の運用方針による
（H25.5.23～H25.5.31）

短期・長期信託

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

県財政担当課の運用方針による
（H21.11.18～H22.3.18）

県財政担当課の運用方針による
（H22.5.31～H23.4.25）

県財政担当課の運用方針による
（H23.5.31～H24.5.9）

県財政担当課の運用方針による
（H24.5.31～H25.5.23）

執行（支出）済み額 1,062百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定

（執行見込額） 229百万円

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
229百万円

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 奈良県社会福祉施設耐震化等促進基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

1,291百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）



（別紙様式）

単位：百万円

(1,202百万円)

(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)

1,274百万円 4,179,343円

0百万円 0円

361百万円 4,209,848円

11,021円

4,198,827円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

5,400,000
社会福祉法人哲人会
小倉園

5,4000,000円分の入札残を
戻す

-686,000

耐震化整備に対する助成金
交付

18,000,000
(福)六地学園
六地学園

耐震化整備に対する助成金
交付

106,350,000
(福)和歌山県福祉事業団
ひまわり寮

耐震化整備に対する助成金
交付

108,000,000
(福)和歌山つくし会
和歌山乳児院

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

10,750,000
(福)紀伊の郷
日置川みどり園

耐震化整備に対する助成金
交付

57,870,000
(福)紀之川寮
悠久の郷

耐震化整備に対する助成金
交付

113,659,000
(福)六地学園
六地学園

耐震化整備に対する助成金
交付

164,600,000
和歌山県
県立白浜なぎさホーム

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

3,092,000
(福)和歌山県福祉事業団
なぎさの家

耐震化整備に対する助成金
交付

13,500,000
（福）丹生学園
丹生学園

耐震化整備に対する助成金
交付

7,600,000
和歌山県
県立白浜なぎさホーム

608,135,000

H25.5.31 助成金交付

H24.5.31 助成金交付

H24.5.31 助成金交付

H25.5.31 助成金交付

H23.5.31 助成金交付

H24.5.31 助成金交付

H24.5.31 助成金交付

H23.5.31 助成金交付

H23.5.31 助成金交付

H23.5.31 助成金交付

H23.4.21 積み戻し

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 339百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 21百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.5.31 助成金交付

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 5百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 242百万円

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

執行（支出）済み額 608百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 602百万円

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
602百万円

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 和歌山県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

1,210百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）



（別紙様式）

単位：百万円

(2,268百万円)

(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)

900百万円 1,843,742円

1,368百万円 2,336,979円

2,272百万円 4,203,803円

2,238百万円 2,132,361円

2,241百万円 1,675,838円

2,124百万円 5,718,402円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円
支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

1,818,000
（医）明和会医療福
祉センター

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

5,407,000 （福）もみの木福祉会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

10,500,000 （福）十仁会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

19,842,000 （福）しらゆり会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

35,640,000
（福）鳥取県厚生事
業団

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

6,824,000 (福)みのり福祉会

耐震化整備に対する助成金
交付

3,021,000
（福）鳥取県厚生事
業団

耐震化整備に対する助成金
交付

56,900,000
（福）みその児童福祉
会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

12,337,000 (福)祥和会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

3,800,000 (福)あすなろ会

156,089,000

H24.5.21 助成金交付

H24.5.21 助成金交付

H24.3.23 助成金交付

H24.3.23 助成金交付

H24.3.30 助成金交付

H23.3.18 助成金交付

H23.4.20 助成金交付

H24.3.23 助成金交付

H23.2.7 助成金交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 119百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 0百万円
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)の内訳
支出月 科目

H22.11.8 助成金交付

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 38百万円

国債

政保債・地方債

その他社債等

有価証券

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
鳥取県基金条例に、預金等によ
る保管が規定されているため
(H21.11.13～H22.5.28)

鳥取県基金条例に、預金等によ
る保管が規定されているため
(H21.11.20～H22.5.28)

鳥取県基金条例に、預金等によ
る保管が規定されているため
(H22.5.28～H23.3.31)

鳥取県基金条例に、預金等によ
る保管が規定されているため
(H23.3.31～H23.9.30)

鳥取県基金条例に、預金等によ
る保管が規定されているため
(H23.9.30～H24.3.30)

鳥取県基金条例に、預金等によ
る保管が規定されているため
(H24.3.30～H25.3.29)

短期・長期信託

執行（支出）済み額 156百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 2,129百万円

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,129百万円

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 鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,286百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）



（別紙様式）

単位：百万円

(3,173百万円)
(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)

0百万円 0円

0百万円 0円

3,173百万円 2,999,085円

3,176百万円 328,906円

3,124百万円 1,857,216円

3,125百万円 231,219円

2,967百万円 1,260,204円

2,968百万円 107,772円

2,906百万円 613,150円

2,907百万円 105,531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。）

3,180百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,741百万円

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 島根県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 島根県

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 439百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定。

（執行見込額） 2,741百万円

繰替運用

基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H21.11.13～H22.3.31)
基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H22.4.1～H22.5.25)
基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H22.5.25～H23.3.31)
基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H23.4.1～H23.5.25)
基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H23.5.25～H24.3.30)
基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H24.4.2～H24.5.25)
基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H24.5.25～H25.3.29)
基金条例等により繰替による運
用が規定されているため
(H25.4.1～H25.5.24)



（別紙様式）

支出月支出月 支出月 支出月

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

52,384,000
社会福祉法人計5法
人

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

20,864,000
社会福祉法人計3法
人

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

108,223,000
社会福祉法人計4法
人

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

3,004,000 日本赤十字社

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

26,308,000
社会福祉法人計3法
人

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

15,224,000 社会福祉法人1法人

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

3,159,000 社会福祉法人1法人

スプリンクラーの設置に係る
設置費用に対する助成

44,072,000 社会福祉法人2法人

耐震化整備に対する助成金
交付

9,587,000 社会福祉法人1法人

耐震化整備に対する助成金
交付

156,250,000 社会福祉法人1法人

439,075,000

執行済み額（C)の
平成24年度分合計 166百万円
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)の内訳

支出月 科目

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 52百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 158百万円
執行済み額（C)の
平成23年度分合計 62百万円

H23.3.1 補助金交付

H23.4.1 補助金交付

H23.12.1 補助金交付

H22.3.1 補助金交付

H22.12.1 補助金交付

H23.2.1 補助金交付

H25.3.1 補助金交付

H24.1.1 補助金交付

H24.3.1 補助金交付

H25.1.1 補助金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(2,690百万円)

(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)

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

2,384百万円 1,766,617円

2,177百万円 4,782,914円

1,389百万円 2,452,796円

980百万円 18,091,993円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

執行済み額（C)の
平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成22年度分合計 792百万円
執行済み額（C)の
平成23年度分合計 412百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 684百万円

繰替運用

基金条例により歳計現金に繰り
替えて運用しているため（Ｈ２１）

基金条例により歳計現金に繰り
替えて運用しているため（Ｈ２２）

基金条例により歳計現金に繰り
替えて運用しているため（Ｈ２３）

基金条例により歳計現金に繰り
替えて運用しているため（Ｈ２４）

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 209百万円

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

執行（支出）済み額 2,097百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

【平成24年度からの繰越事業分】
事業者に対し、計561百万円を順次交付予定。（取崩済み）
【平成25年度事業分】
事業者に対し、順次交付予定（H25当初予算額：313百万円）
（残余については、国庫返納予定）

（執行見込額） 620百万円

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・
　平成23年度補正予算・
平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,717百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
620百万円

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 岡山県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 岡山県



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

2,205,000 (福)旭川荘

平成22年度への繰越財源 206,484,000 ―

７月
スプリンクラー整備に対する
助成金交付

9,818,000 (福)津山みのり学園

1月
耐震化整備に対する助成金
交付

128,872,000 (福)蒜山慶光園

4月
耐震化整備に対する助成金
交付

66,755,000 (福)新天地育児院

3月 運用益と併せて積立 1,039,000 ―

208,689,000

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

2,415,000 (医)社団井口会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

6,195,000 (福)敬業会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

4,602,000 (福)吉備路の会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

10,500,000 (福)旭川荘

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

4,200,000 (福)ももぞの学園

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

4,147,000 (福)ももぞの学園

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

5,412,000
(福)岡山県視覚障害
者協会

耐震化整備に対する助成金
交付

64,099,000 (福)旭川荘

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

7,255,000
(福)瀬戸内福祉事業
会

平成23年度への繰越財源 683,278,000 ―

11月
耐震化整備に対する助成金
交付

357,598,000 (福)浦安荘

4月
耐震化整備に対する助成金
交付

309,208,000 (福)広済会

3月 運用益と併せて積立 16,472,000 ―

792,103,000

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

2,342,000
(福)津山社会福祉事
業会

耐震化整備に対する助成金
交付

113,429,000 岡山県

耐震化整備、スプリンクラー
整備に対する助成金交付

49,471,000 (福)千寿福祉会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

6,405,000 (福)泉学園

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

11,929,000 (福)弘徳学園

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

2,488,000 (福)ももぞの学園

平成24年度への繰越財源 226,150,000 ―

繰
越
財
源
の
充
当

4月
耐震化整備に対する助成金
交付

226,150,000
(福)津山社会福祉事
業会

412,214,000

耐震化整備に対する助成金
交付

113,149,000 岡山県

耐震化整備に対する助成金
交付

6,840,000
(福）備作恵済会若松
園

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

3,097,000 （福）吉備の里

平成25年度への繰越財源 560,700,000

耐震化整備に対する助成金
交付

229,950,000 (福）津山みのり学園

耐震化整備に対する助成金
交付

330,750,000 (福）津山みのり学園

683,786,000

繰
越
財
源
の
充
当

助成金交付

助成金交付

執行済み額（Ｃ）平成24年度分　小計

4月 助成金交付

1月 助成金交付

5月 一般会計繰出金

5月 一般会計繰出金

助成金交付

執行済み額（Ｃ）平成23年度分　小計

4月 助成金交付

5月 助成金交付

5月 助成金交付

5月 助成金交付

執行済み額（Ｃ）平成22年度分　小計

2月 助成金交付

3月 助成金交付

4月 助成金交付

5月 一般会計繰出金

繰
越
財
源
の
充
当

助成金交付

助成金交付

執行残積戻し

5月 助成金交付

5月 助成金交付

5月 助成金交付

4月 助成金交付

5月 助成金交付

5月 助成金交付

執行済み額（Ｃ）平成21年度分　小計

1月 助成金交付

2月 助成金交付

2月 助成金交付

5月 一般会計繰出金

繰
越
財
源
の
充
当

助成金交付

助成金交付

助成金交付

執行残積戻し

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

5月 助成金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(2,194百万円)

(10百万円)

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)

1,795百万円 1,287,974円

19百万円 10,378円

1,477百万円 6,203,069円

4百万円 7,862円

4百万円 6,971円

1,150百万円 2,081,295円

14百万円 15,261円

977百万円 165,924円

277百万円 441,618円

12百万円 12,388円

40百万円 6,531円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 16百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 418百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H24.3.30～H24.5.31)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H24.3.30～H25.3.29)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H24.5.31～H25.3.29)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H25.3.29～H25.5.31)

短期・長期信託

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H21.11.15～H22.3.31)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H22.3.31～H22.5.31)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H22.3.31～H23.3.31)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H22.3.31～H23.3.31)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H23.3.31～H23.5.31)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H23.3.31～H24.3.30)
基金条例により預金による運用
が規定されているため
(H23.5.31～H24.3.30)

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 広島県社会福祉施設等耐震化等整備基金

基金設置法人名 広島県

執行（支出）済み額 1,645百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成25～26年度で執行予定

（執行見込額） 559百万円

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・平成23年度補正予算・
平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,204百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
559百万円



（別紙様式）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備 5,225,000 （福）みどりの町

スプリンクラー整備 9,525,000 （福）清風会

スプリンクラー整備 862,000 （福）総領福祉会

耐震化整備 145,770,000 （福）広島聖光学園

耐震化整備 148,700,000 （福）「ゼノ」少年牧場

耐震化整備 16,398,000 （福）広島聖光学園

耐震化整備 7,804,000 （福）「ゼノ」少年牧場

耐震化整備 60,344,000
（福）広島県同胞援
護財団

スプリンクラー整備 12,567,000 （福）みどりの町

スプリンクラー整備 3,349,000 （福）江能福祉会

スプリンクラー整備 5,144,000 （福）尾道さつき会

スプリンクラー整備 2,144,000 （福）若葉

スプリンクラー整備 4,200,000 （福）静和会

スプリンクラー整備 4,790,000 （福）三矢会

スプリンクラー整備 6,656,000 （福）広島修道院

耐震化整備 73,756,000
（福）広島県同胞援
護財団

耐震化整備 109,274,000 （福）「ゼノ」少年牧場

耐震化整備 36,666,000 （福）広賀会

耐震化整備 201,150,000
（福）広島県同胞援
護財団

耐震化整備 186,531,000
（福）こぶしの村福祉
会

スプリンクラー整備 2,595,000 （福）静和会

スプリンクラー整備 6,790,000 （福）広賀会

スプリンクラー整備 21,787,000 （福）親心会

スプリンクラー整備 21,944,000 （福）庄原さくら学園

耐震化整備 330,950,000 （福）ともえ会

耐震化整備 13,700,000 （福）静和会

耐震化整備 13,936,000
（福）こぶしの村福祉
会

耐震化整備 78,052,000 （福）「ゼノ」少年牧場

耐震化整備 20,044,000 （福）広島聖光学園

スプリンクラー整備 3,044,000 （福）愛恵会

スプリンクラー整備 2,136,000 （福）みどりの町

スプリンクラー整備 3,001,000 （福）尾道さつき会

スプリンクラー整備 3,842,000 （福）若菜平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年3月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成23年12月 補助金交付

平成23年12月 補助金交付

平成24年2月 補助金交付

平成24年1月 補助金交付

平成24年3月 補助金交付

平成24年3月 補助金交付

平成23年5月 補助金交付

平成23年8月 補助金交付

平成23年12月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

平成22年12月 補助金交付

平成23年1月 補助金交付

平成23年2月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

平成22年3月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

平成23年3月 補助金交付

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

平成22年3月 補助金交付

平成22年3月 補助金交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 660百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 551百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円執行済み額（C)の内訳

スプリンクラー整備 2,023,000 （福）優輝福祉会

スプリンクラー整備 1,076,000 （福）たまご会

スプリンクラー整備 5,411,000 （福）三矢会

スプリンクラー整備 4,725,000 （福）順源会

スプリンクラー整備 19,974,000 （福）「ゼノ」少年牧場

スプリンクラー整備 1,580,000 （福）くさのみ福祉会

スプリンクラー整備 7,704,000 （福）友和の里

耐震化整備 39,832,000 （福）呉同済義会

1,645,001,000

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成25年5月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付

平成24年4月 補助金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(1,229百万円)

(2百万円)

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)

1,213百万円 201,121円

1,176百万円 318,819円

847百万円 1,564,740円

390百万円 116,611円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備 9,922,000 （福）鹿野学園

スプリンクラー整備 8,715,000 （福）ふしの学園

スプリンクラー整備 11,340,000 （福）蓬莱会

スプリンクラー整備 7,350,000 （福）緑風会

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

1,231百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
179百万円

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 山口県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 山口県

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため。
（H21.11.30～H22.3.31)
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため。
（H22.3.31～H23.3.31)
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため。
（H23.3.31～H24.3.30)
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため。
（H24.3.30～H25.3.29)

執行（支出）済み額 1,052百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 179百万円

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 37百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 329百万円

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)の内訳

支出年月日 科目

平成22年4月9日 補助金

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 459百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 226百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

平成22年4月23日 補助金

平成22年4月23日 補助金

平成22年5月14日 補助金



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円執行済み額（C)の内訳

スプリンクラー整備 6,195,000 （福）中部少年学院

スプリンクラー整備 21,997,000 （福）霞峯会

スプリンクラー整備 2,756,000 （福）親誠会

スプリンクラー整備 13,020,000 （福）高嶺会

スプリンクラー整備 9,660,000 （福）福祥会

スプリンクラー整備 12,749,000 （福）ひかり苑

スプリンクラー整備 8,136,000
（福）山口県コロニー
協会

スプリンクラー整備 12,904,000 （福）親生会

スプリンクラー整備 20,580,000 （福）ひらきの里

スプリンクラー整備 1,575,000 （福）ひらきの里

耐震化整備 219,900,000 （福）るりがくえん

スプリンクラー整備 5,302,000 （福）るりがくえん

スプリンクラー整備 5,984,000 （福）るりがくえん

スプリンクラー整備 1,286,000 （福）ひらきの里

耐震化整備 273,115,000 （福）中部少年学院

耐震化整備 173,200,000
（福）山口県コロニー
協会

耐震化整備 226,150,000 （福）永久会

1,051,836,000

平成23年2月10日 補助金

平成23年2月10日 補助金

平成22年12月9日 補助金

平成23年3月25日 補助金

平成23年3月31日 補助金

平成23年2月17日 補助金

平成23年3月1日 補助金

平成23年4月22日 補助金

平成23年4月28日 補助金

平成23年3月31日 補助金

平成23年4月22日 補助金

平成24年4月6日 補助金

平成24年4月27日 補助金

平成24年4月6日 補助金

平成24年4月6日 補助金

平成24年5月18日 補助金

平成25年5月20日 補助金



（別紙様式）

単位：百万円

(1,102百万円)

(2百万円)

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)

1,102百万円 2,168,616円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備事業 10,865,000
（福）しあわせの里福祉
会　（福）大麻福祉の町

県立児童自立支援施設耐震
化整備事業

6,397,000
（有）川上工務店
（株）西田設計

耐震化整備事業 90,594,000 （福）寿福祉会

耐震化整備事業 71,598,000 （福）愛泉会

耐震化整備事業 112,284,000 （福）宝田寮

耐震化整備事業 103,230,000 （財）たちばな学苑

耐震化整備事業 85,575,000 徳島赤十字乳児院

スプリンクラー整備事業 2,782,000 （福）凌雲福祉会

483,325,000

H24.4.23 補助金交付

H24.4.16 補助金交付

H24.4.19 補助金交付

H23.2.21 補助金交付

H24.4.16 補助金交付

H24.4.23 補助金交付

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.4.26 補助金交付

H22.12.24 工事請負費、委託料

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 375百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 11百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 97百万円

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

執行（支出）済み額 483百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 621百万円

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

1,104百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
621百万円

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 徳島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 徳島県



（別紙様式）

単位：百万円

(855百万円)

(2百万円)

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)

855百万円 1,740,671円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

耐震化整備に対する助成金
交付

58,316,881
（福）恵愛福祉事業
団

耐震化整備に対する助成金
交付

216,139,119
（福）恵愛福祉事業
団

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

1,916,000 （福）みくに園

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

10,185,000
（福）三豊広域福祉
会

耐震化整備に対する助成金
交付

20,307,000 高松市

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

11,970,000 高松市

318,834,000

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
538百万円

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 香川県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

857百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

執行（支出）済み額 319百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定。

（執行見込額） 538百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
当該基金条例で規定する「最も
確実かつ有利な方法による保
管」及びペイオフ対策考慮

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 58百万円

H24.2.3 助成金交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 261百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.12.24 助成金交付

H24.5.25 助成金交付

H24.3.29 助成金交付

H24.3.30 助成金交付

H24.5.25 助成金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(2,067百万円)

(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)

2,009百万円 2,201円

2,003百万円 1,312,839円

2,005百万円 1,099,509円

2,006百万円 1,462,788円

1,757百万円 962円

1,691百万円 767,019円

1,691百万円 716,857円

1,405百万円 931,558円

542百万円 128,918円

542百万円 232,347円

478百万円 48,737円

478百万円 48,742円

478百万円 44,030円

478百万円 190,029円

222百万円 30,331円

222百万円 50,133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 愛媛県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 愛媛県

執行（支出）済み額 1,856百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定

（執行見込額） 223百万円

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,078百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
223百万円

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H22.8.31～
H22.11.30)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H22.11.30～
H23.3.31)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H23.3.31～
H23.4.1分をH23.9.12に積立)

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H22.3.31～
H22.4.1分をＨ22.9.13に積立)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H22.5.31～
H22.8.31)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H24.3.30～
H24.5.31)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H24.5.31～
H24.8.31)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H24.8.31～
H24.10.1)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H23.5.31～
H23.8.31)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H23.8.31～
H23.11.30)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H23.11.30～
H24.3.30)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H25.3.29～
H25.5.31)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H25.5.31～
H25.9.2)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H24.10.1～
H24.11.1)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H24.11.1～
H24.12.3)

預貯金
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため(H24.12.3～
H25.3.29)



（別紙様式）

0百万円 0円

0百万円 0円

2,067百万円 3,264,099円

2,009百万円 693,536円

1,757百万円 404,458円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
助成

61,173,000
社会福祉法人等　計
7件

スプリンクラー整備に対する
助成

6,457,000
社会福祉法人　三善
会

耐震化、スプリンクラー整備
に対する助成

37,634,000
社会福祉法人等　計
2件

耐震化整備に対する助成 135,361,000
社会福祉法人　愛媛
慈恵会

耐震化、スプリンクラー整備
に対する助成

76,705,000
社会福祉法人等　計
4件

耐震化整備に対する助成 17,519,000
社会福祉法人　野村
町社会福祉協会

耐震化整備に対する助成 49,759,000
社会福祉法人　大洲
幸楽園

耐震化整備に対する助成 287,040,000
社会福祉法人　三恵
会

耐震化整備に対する助成 95,855,000
社会福祉法人等　計
2件

耐震化整備に対する助成 80,420,000 （県立施設）

耐震化整備に対する助成 42,845,000
社会福祉法人　宇和
島厚生協会

耐震化、スプリンクラー整備
に対する助成

644,734,000
社会福祉法人等　計
4件

耐震化整備に対する助成 64,267,000
社会福祉法人　宇和
島厚生協会

耐震化整備に対する助成 125,955,000
社会福祉法人　大洲
幸楽園

耐震化整備に対する助成 130,138,000
社会福祉法人　コイノ
ニア協会

1,855,862,000

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年度分合計 61百万円

執行済み額（C)の
平成22年度分合計 256百万円

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 1,218百万円

繰替運用
事業の執行に応じた対応が可能
なため。(H21.11.20～H22.3.31)

繰替運用
事業の執行に応じた対応が可能
なため。(H22.4.1～H22.5.31)

繰替運用
事業の執行に応じた対応が可能
なため。(H23.4.1～H23.5.31)

H22.3.31
障害福祉施設耐震化
等整備事業費補助金

H22.5.31
障害福祉施設耐震化
等整備事業費補助金

H23.3.31
救護施設耐震化等
整備事業費補助金

執行済み額（C)の
平成24年度分合計 320百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H23.5.31
救護施設耐震化等
整備事業費補助金

H23.11.30
障害福祉施設耐震化
等整備事業費補助金

H24.3.30
救護施設耐震化等
整備事業費補助金

H23.3.31
児童福祉施設等整備
事業費補助金

H23.3.31
障害福祉施設耐震化
等整備事業費補助金

H23.5.31
障害福祉施設耐震化
等整備事業費補助金

H24.8.31
児童福祉施設等整備
事業費補助金

H25.3.29
救護施設耐震化等
整備事業費補助金

H25.3.29
児童福祉施設等整備
事業費補助金

H24.3.30
県立児童福祉施設等
整備事業費補助金

H24.3.30
児童福祉施設等整備
事業費補助金

H24.3.30
障害福祉施設耐震化
等整備事業費補助金



（別紙様式）

単位：百万円

(2,729百万円)

(23百万円)

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)

1,988百万円 5,136,691円

2,035百万円 7,496,544円

1,568百万円 4,746,573円

452百万円 1,758,058円

805百万円 0円

0百万円 0円

380百万円 3,515,003円

148百万円 786,744円

118百万円 1,587,522円

79百万円 1,102,760円

8百万円 3,082円

27百万円 34,895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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,752百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
805百万円

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 高知県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 高知県

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H21.11.18～H22.3.31）

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H22.3.31～H23.3.31）

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H23.3.31～H24.3.30）

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H24.3.30～H25.3.29）

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H25.3.29～　）

執行（支出）済み額 1,947百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定。

（執行見込額） 805百万円

短期・長期信託

有価証券

国債

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H21.11.18～H22.3.31）

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H22.3.31～H23.3.31）

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H23.3.31～H24.3.30）

資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H24.3.30～H25.3.29）

政保債・地方債
資金管理運用方針に基づいて、元本の
確実性と効率性を重視して運用している
（H21.11.18～H22.3.31）



（別紙様式）

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

6,300,000
（福）みその児童福祉
会

スプリンクラー整備に対する
助成金交付

11,988,000 （福）須崎育成協会

耐震化整備に対する助成金
交付

111,973,000
（福）高知県福祉事業
財団

耐震化整備に対する助成金
交付

118,973,000 （福）光の村

耐震化整備に対する助成金
交付

26,666,000
（福）高知県福祉事業
財団

耐震化整備に対する助成金
交付

62,000,000 （福）同朋会

耐震化整備に対する助成金
交付

156,250,000 （福）土佐七郷会

耐震化整備に対する助成金
交付

134,003,000
（福）高知西南福祉協
会

耐震化整備に対する使用料 6,092,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

1,219,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

609,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

1,237,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

3,582,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

2,666,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

2,994,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

2,388,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

22,786,000 高知県

耐震化整備に対する助成金
交付

52,667,000 （福）大野見福祉会

耐震化整備に対する助成金
交付

23,080,000 （福）同朋会

耐震化整備に対する助成金
交付

47,554,000 （福）同朋会

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 18百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 231百万円
執行済み額（C)の
平成23年度分合計 1,449百万円

その他社債等

繰替運用

H22.5.10 助成金交付

H22.5.10 助成金交付

H23.4.15 助成金交付

執行済み額（C)の
平成24年度分合計 248百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H23.8.10 助成金交付

H23.9.9 助成金交付

H23.6.30 使用料

H23.5.24 助成金交付

H23.4.12 助成金交付

H23.4.28 助成金交付

H23.9.30 工事請負費

H23.10.5 工事請負費

H23.10.24 工事請負費

H23.7.27 工事請負費

H23.8.26 工事請負費

H23.9.22 工事請負費

H23.12.26 助成金交付

H23.12.26 助成金交付

H23.10.24 工事請負費

H23.10.28 工事請負費

H23.12.22 助成金交付



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円執行済み額（C)の内訳

耐震化整備に対する助成金
交付

120,000,000
（福）高知県福祉事業
財団

耐震化整備に対する工事請
負費

487,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

1,472,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

5,363,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

4,072,000 高知県

耐震化整備に対する助成金
交付

67,867,000
（福）高知県知的障害
者育成会

耐震化整備に対する工事請
負費

11,393,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

735,000 高知県

耐震化整備に対する助成金
交付

60,000,000
（福）むろとはまゆう
会

耐震化整備に対する助成金
交付

2,940,000 （医）南江会

耐震化整備に対する工事請
負費

23,167,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

3,582,000 高知県

耐震化整備に対する工事請
負費

5,820,000 高知県

耐震化整備に対する助成金
交付

44,616,000 （福）同朋会

耐震化整備に対する助成金
交付

2,231,000 高知市

耐震化整備に対する助成金
交付

6,208,000 高知市

耐震化整備に対する助成金
交付

62,580,000
（福）高知県福祉事業
財団

耐震化整備に対する使用料 1,550,000 高知県

耐震化整備に対する助成金
交付

237,450,000 高知市

耐震化整備に対する助成金
交付

5,013,000 （福）土佐厚生会

耐震化整備に対する助成金
交付

103,584,000 （福）大野見福祉会

耐震化整備に対する助成金
交付

133,300,000 （福）愛成会

耐震化整備に対する助成金
交付

162,666,000
（福）高知県知的障害
者育成会

耐震化整備に対する助成金
交付

10,366,000
（福）高知県知的障害
者育成会

耐震化整備に対する助成金
交付

75,198,000
（福）むろとはまゆう
会

1,946,687,000

H24.1.6 助成金交付

H24.1.31 工事請負費

H24.2.8 助成金交付

H24.2.28 工事請負費

H24.1.20 工事請負費

H24.1.27 工事請負費

H24.1.31 工事請負費

H24.3.26 工事請負費

H24.3.26 工事請負費

H24.3.28 工事請負費

H24.3.9 工事請負費

H24.3.13 助成金交付

H24.3.26 助成金交付

H24.4.27 助成金交付

H24.5.8 使用料

H24.5.16 助成金交付

H24.4.30 助成金交付

H24.4.18 助成金交付

H24.4.25 助成金交付

H24.4.27 助成金交付

H24.7.26 助成金交付

H24.7.27 助成金交付

H24.5.24 助成金交付

H24.5.29 助成金交付

H24.5.30 助成金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(8,119百万円)

(33百万円)

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)

8,119百万円 32,858,369円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

法人　計１１法人に対する助成
金の交付

119,416,000 法人　計１１法人

法人　計４９法人に対する助成
金の交付

2,115,842,000 法人　計４９法人

法人　計１８法人に対する助成
金の交付、県有施設の工事

2,997,186,000
法人　計１８法人
県

法人　計８法人に対する助成金
の交付

468,575,000 法人　計８法人

5,701,019,000

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,451百万円

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 福岡県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

8,152百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

執行（支出）済み額 5,701百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次交付予定。

（執行見込額） 2,451百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
条例で、預貯金等による運用が
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

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 119百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 2,116百万円

H23.5.31 助成金の交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 2,997百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 469百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.3.31 助成金の交付

H24.5.31
助成金の交付

耐震化工事の実施

H25.5.31 助成金の交付



（別紙様式）

単位：百万円

(2,058百万円)

(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)

1,100百万円 1,135,983円

400百万円 1,432,897円

400百万円 561,534円

228百万円 323,924円

232百万円 300,769円

146百万円 196,789円

888百万円 652,463円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
953百万円

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 佐賀県社会福祉施設等耐震改修等臨時特例基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,062百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

資金管理方針により、１年以内の
運用の場合、銀行への預貯金が
原則とされている。（H23.3.31～
H23.9.30）

執行（支出）済み額 1,110百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

【平成25年度】
耐震化施設３施設に補助金交付予定
スプリンクラー整備３６施設に補助金交付予定
【平成26年度】
耐震化施設３施設に補助金交付予定

（執行見込額） 938百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

資金管理方針により、１年以内の
運用の場合、銀行への預貯金が
原則とされている。（H21.12.21～
H22.3.25）

資金管理方針により、１年以内の
運用の場合、銀行への預貯金が
原則とされている。（H22.3.31～
H23.3.25）

資金管理方針により、１年以内の
運用の場合、銀行への預貯金が
原則とされている。（H23.9.30～
H24.3.30）

資金管理方針により、１年以内の
運用の場合、銀行への預貯金が
原則とされている。（H24.3.30～
H24.9.28）

資金管理方針により、１年以内の
運用の場合、銀行への預貯金が
原則とされている。（H24.9.28～
H25.3.29）

資金管理方針により、１年以内の
運用の場合、銀行への預貯金が
原則とされている。（H25.3.29～
H25.9.30）

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 19百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 590百万円
執行済み額（C)の
平成23年度分合計 415百万円



（別紙様式）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

社会福祉施設における
スプリンクラー設置工事補助

17,447,333 （福）天童会

みどり園（県立乳児院）
スプリンクラー設置工事

1,155,000 （株）有明電設

社会福祉施設における
耐震化整備補助

567,950,000 （福）佐賀整肢学園

社会福祉施設における
スプリンクラー設置工事補助

21,960,000 （福）たちばな会

社会福祉施設における
耐震化整備補助

46,486,000 （福）洗心和合会

社会福祉施設における
耐震化整備補助

24,000,000 （福）洗心和合会

社会福祉施設における
耐震化整備補助

266,285,000 （福）佐賀整肢学園

社会福祉施設における
耐震化整備補助

51,484,000 （福）洗心和合会

社会福祉移設における
スプリンクラー設置工事補助

11,550,000 （福）慈光会

社会福祉移設における
スプリンクラー設置工事補助

14,721,000 （福）まつら会

社会福祉移設における
耐震化整備補助

86,666,000 （福）佐賀春光園

1,109,704,333

H22.3.23 工事請負費

執行済み額（C)の
平成24年度分合計 87百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.3.23 補助金交付

H23.3.30 補助金交付

H23.3.30 補助金交付

H23.9.21 補助金交付

H24.1.24 補助金交付

H24.3.28 補助金交付

H24.3.28 補助金交付

H24.3.27 補助金交付

H24.3.28 補助金交付

H25.3.28 補助金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(2,540百万円)

(13百万円)

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)

2,501百万円 526,280円

2,520百万円 321,100円

2,520百万円 241,688円

2,522百万円 1,915,678円

2,522百万円 3,649,250円

1,886百万円 232,510円

1,799百万円 991,990円

1,799百万円 1,319,450円

1,799百万円 46,704円

1,540百万円 482,277円

1,567百万円 1,159,485円

1,567百万円 724,679円

1,567百万円 130,828円

907百万円 296,383円

907百万円 457,045円

0百万円 0円

0百万円 0円

2,520百万円 87,006円

1,886百万円 210,292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 長崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 長崎県

執行（支出）済み額 1,166百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については順次交付予定

（執行見込額） 1,387百万円

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,553百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,387百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H21.1.14～H22.3.19）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H22.3.26～H22.4.26）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H22.4.26～H22.5.31）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H22.5.31～H22.9.27）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H23.4.25～H23.5.31）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H23.5.31～H23.9.30）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H25.3.21～H25.5.31）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H25.5.31～H25.9.30）

短期・長期信託

有価証券

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H23.9..30～H24.3.1）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H24.3.21～H24.5.31）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H24.5.31～H24.9.28）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H24.9.28～H25.1.31）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用

繰替運用

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H22.3.19～H22.3.26）

長崎県公金管理運用方針に基づ
き運用(H23.3.18～H23.4.25）

国債

政保債・地方債

その他社債等



（別紙様式）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

15,644,000 （福）灯会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

1,312,000 （福）ことの海会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

1,212,000 （福）長崎慈光園

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

10,691,000 （福）長崎博愛会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

2,157,000 （福）長崎慈光園

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

5,774,000 （福）悠久会

耐震化整備に対する補助 4,257,000 （福）ブレル会

耐震化整備に対する補助 136,141,000 （福）松風会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

1,810,000 （福）風車会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

10,080,000 （福）八幡会

耐震化整備に対する補助 18,618,000 (福）山陰会

耐震化整備に対する補助 145,301,000 (福)梅仁会

耐震化整備に対する補助 450,963,000 (福）みのり会

耐震化整備に対する補助 16,144,000 (福)梅仁会

耐震化整備に対する補助 141,500,000 （福）つばさ会

耐震化整備に対する補助 4,551,000 （福）光と緑の園

耐震化整備に対する補助 10,782,000 （福）聖ヨゼフ会

耐震化整備に対する補助 79,214,000 （福）みのり会

耐震化整備に対する補助 109,464,000 （福）長崎慈光園

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 41百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.4.23 補助金

H22.4.26 補助金

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 921百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 15百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 189百万円

H23.4.15 補助金

H23.5.16 補助金

H23.4.26 補助金

H22.5.6 補助金

H23.4.15 補助金

H23.4.15 補助金

H24.5.11 補助金

H24.5.11 補助金

H24.7.9 補助金

H24.2.13 補助金

H24.2.17 補助金

H24.4.26 補助金

H25.5.13 補助金

H25.5.14 補助金

H24.7.9 補助金

H24.4.26 補助金

H24.5.2 補助金



（別紙様式）

単位：百万円

(3,491百万円)

(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)

2,538百万円 13,812,224円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

8,960,000 (福)宇城学園

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

42,817,000

(福)清香会
(福)慶信会
(福)千草会
(福)山紫会

スプリンクラー整備（保護施
設）に対する助成金交付

13,372,000
(福)紫翠会
(福)蘇生会

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

10,293,000
(福）御陽会
(福)つつじヶ丘学園
(福)菊陽会

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

3,505百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,106百万円

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（H25上半期）

基金名称 熊本県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 熊本県

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

熊本県資金管理連絡調整会議に
て資金の運用方針を決定してお
り、資金の確実性及び流動性を
確保したうえで、効率的な運用を
行うことができる方法を選択して
いる。

短期・長期信託

執行（支出）済み額 2,399百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

順次執行予定

（執行見込額） 1,106百万円

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年度分合計 1,039百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 880百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 65百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 416百万円

H21.5.10 助成金交付

H22.1.31 助成金交付

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H21.3.11 助成金交付

H21.4.2 助成金交付



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円執行済み額（C)の内訳

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

30,246,000
(福)清流会
(福)啓明会
(福)清和会

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

178,218,000 (福)山紫会

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

22,089,000
(福)肥後自活団
(福)臼間会
(福)つつじヶ丘学園

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

94,976,000 (福)肥後自活団

耐震化整備（児童施設）に対
する助成金交付

41,379,000 （福）光明童園

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

12,048,000 熊本市

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

26,610,000 熊本市

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

46,028,000 (福)慈愛園

スプリンクラー整備（保護施
設）に対する助成金交付

10,080,000 （福）東泉会

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

16,919,000
(福)熊本県手をつな
ぐ育成会
(福)蘇幸会

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

22,048,000
(福)御陽会
(福)啓友会

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

81,855,000

(福)七城福祉会
(福)八代愛育会
(福)愛隣園
(福)菊愛会
(福)日新会
(福)芦北福祉会

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

576,450,000 (福)志友会

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

1,426,000 (福)さかえの杜

耐震化整備（児童施設）に対
する助成金交付

62,068,000 (福)光明童園

耐震化整備（児童施設）に対
する助成金交付

93,125,000 (福)みどり園

耐震化整備（児童施設）に対
する助成金交付

47,025,000 (福)八代児童福祉会

スプリンクラー整備（障害施
設）に対する助成金交付

58,720,000 熊本市

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

5,397,000 熊本市

スプリンクラー整備（児童施
設）に対する助成金交付

6,128,000 熊本市

耐震化整備（児童施設）に対
する助成金交付

11,257,000 熊本市

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

177,000,000
(福)北斗会

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

141,600,000
(福)啓明会

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

305,750,000
(福)啓仁会

耐震化整備（障害施設）に対
する助成金交付

255,298,000
(福)若宮福祉会

2,399,182,000

H22.3.1 助成金交付

H22.4.1 助成金交付

H22.5.24 助成金交付

H22.5.24 助成金交付

H22.3.10 助成金交付

H22.3.18 助成金交付

H22.3.18 助成金交付

H23.3.8 助成金交付

H23.3.29 助成金交付

H23.3.30 助成金交付

H22.12.20 助成金交付

H23.1.31 助成金交付

H23.2.8 助成金交付

H24.3.27 助成金交付

H24.,4.13 助成金交付

H24.4.13 助成金交付

H23.4.2 助成金交付

H23.8.9 助成金交付

H23.12.28 助成金交付

H24.6.1 助成金交付

H24.6.26 助成金交付

H25.3.26 助成金交付

H24.4.24 助成金交付

H24.4.24 助成金交付

H24.6.1 助成金交付



（別紙様式）

単位：百万円

(2,325百万円)

(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)

414百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,339百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
414百万円

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 大分県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 大分県

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
本基金条例で運用方法を定めて
いるため（H25.3.29～H26.3.31）

短期・長期信託

執行（支出）済み額 1,925百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 414百万円

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年度分合計 775百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 128百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 19百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 1,002百万円



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

補助金（耐震化整備事業） 1,477,000円 （社福）庄内厚生館

補助金（耐震化整備事業） 2,004,000円 （社福）紫雲会

補助金
（スプリンクラー整備事業）

3,780,000円 （社福）庄内厚生館

補助金
（スプリンクラー整備事業）

4,462,000円 （社福）萌葱の郷

補助金
（スプリンクラー整備事業）

2,215,000円 （社福）こころの樹

補助金
（スプリンクラー整備事業）

5,302,000円 （社福）みのり村

補助金（耐震化整備事業） 117,335,000円 （社福）庄内厚生館

補助金（耐震化整備事業） 118,129,000円 （社福）紫雲会
補助金（耐震化整備事業） 77,000,000円 （社福）太陽の家

補助金（耐震化整備事業） 43,040,000円
（社福）大分県社会
福祉事業団

補助金（耐震化整備事業） 167,666,000円
（社福）みずほ厚生セ
ンター

補助金（耐震化整備事業） 134,133,000円
（社福）大分県社会
福祉事業団

補助金（耐震化整備事業） 14,346,000 （社福）聖母の騎士

補助金（耐震化整備事業） 43,040,000円
（社福）別府発達医
療センター

補助金（耐震化整備事業） 87,623,000円 大分県
補助金（耐震化整備事業） 121,802,000円 （社福）別府永世会
補助金（耐震化整備事業） 13,522,000円 （社福）清浄園
補助金
（スプリンクラー整備事業）

8,516,000円 （社福）任運社

補助金
（スプリンクラー整備事業）

21,210,000円 （社福）みのり村

補助金
（スプリンクラー整備事業）

20,538,000円 （社福）わかば会

補助金
（スプリンクラー整備事業）

3,979,000円 （社福）栄光園

補助金
（スプリンクラー整備事業）

1,989,000円 (医）愛恵会

補助金
（スプリンクラー整備事業）

2,454,000円 （社福）博愛会

補助金
（スプリンクラー整備事業）

1,233,000円 （社福）シンフォニー

補助金
（スプリンクラー整備事業）

1,911,000円 （社福）ラポール

補助金
（スプリンクラー整備事業）

2,992,000円 （医）社団淵野会

補助金（耐震化整備事業） 179,666,000円 （社福）太陽の家

補助金（耐震化整備事業） 100,426,000円
（社福）大分県社会
福祉事業団

補助金（耐震化整備事業） 129,120,000円 （社福）聖母の騎士
補助金（耐震化整備事業） 6,272,000円 （社福）庄内厚生館

補助金（耐震化整備事業） 45,192,000円
（社福）別府発達医
療センター

補助金（耐震化整備事業） 121,700,000円 （社福）清浄会
補助金（耐震化整備事業） 57,181,000円 （社福）栄光園
補助金（耐震化整備事業） 7,747,000円 （社福）小百合愛児
補助金（耐震化整備事業） 116,163,000円 （社福）光輪福祉会
補助金
（スプリンクラー整備事業）

4,200,000円 （社福）太陽の家

補助金
（スプリンクラー整備事業）

2,520,000円 （社福）博愛会

補助金
（スプリンクラー整備事業）

2,728,000円 （社福）親友会

補助金
（スプリンクラー整備事業）

2,380,000円 （社福）アップルミント

補助金（耐震化整備事業） 55,234,000円
（社福）別府発達医
療センター

補助金（耐震化整備事業） 72,600,000円
（社福）大分県社会
福祉事業団

1,924,827,000

H22.3.31 補助金

H22.3.31 補助金

H22.3.31 補助金

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.3.31 補助金

H22.3.31 補助金

H23.3.31 補助金

H23.3.31 補助金

H23.3.4 補助金

H22.3.31 補助金

H22.12.24 補助金

H22.12.24 補助金

H23.5.31 補助金
H23.5.31 補助金
H23.5.31 補助金

H23.3.31 補助金

H23.5.13 補助金

H23.3.11 補助金

H22.12.14 補助金

H23.3.11 補助金

H23.3.11 補助金

H23.3.11 補助金

H23.3.10 補助金

H22.11.12 補助金

H24.3.30 補助金

H24.2.10 補助金

H24.5.31 補助金

H23.3.31 補助金

H23.3.31 補助金

H23.3.31 補助金

H24.5.11 補助金
H24.1.31 補助金
H24.5.18 補助金

H23.11.30 補助金

H24.3.30 補助金

H24.3.30 補助金

H24.4.19 補助金

H24.10.30 補助金

H25.3.29 補助金

H24.3.30 補助金

H24.4.19 補助金

H24.4.19 補助金



（別紙様式）

単位：百万円

(1,346百万円)

(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)

468百万円 563,086円

1,071百万円 2,035,211円

1,244百万円 4,105,824円

1,246百万円 1,487,582円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

1,354百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
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 宮崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 宮崎県

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

基金条例において、金融機関へ
の預金等としているため
（H24.3.31～H25.3.15）

基金条例において、金融機関へ
の預金等としているため
（H23.4.1～H24.3.30）

基金条例において、金融機関へ
の預金等としているため
（H22.4.1～H23.3.31）

基金条例において、金融機関へ
の預金等としているため
（H21.12.1～H22.3.31）

執行（支出）済み額 878百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

社会福祉法人に対し平成２６年度までに執行予定。

（執行見込額） 247百万円

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年度分合計 709百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 4百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 166百万円



（別紙様式）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 3,780,000 社会福祉法人三ツ葉会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 3,770,000 社会福祉法人清光会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 16,264,000 社会福祉法人晴陽会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 12,496,000 社会福祉法人博愛会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 21,546,000 社会福祉法人高和会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 2,150,000
社会福祉法人まほろ
ば福祉会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 4,372,000
社会福祉法人つよし
会

耐震化整備 1,272,000
株式会社ごとう計画・
設計

耐震化整備 103,869,750 株式会社マスジュウ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 14,700,000
社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

耐震化整備 226,150,000 社会福祉法人善仁会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 10,394,000
社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 12,600,000
社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 11,208,000
社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 2,909,000
社会福祉法人つよし
会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 20,360,000 社会福祉法人愛貢

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 16,159,000 社会福祉法人浩和会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 11,812,000 社会福祉法人深緑会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 3,200,000
社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 15,260,000 社会福祉法人興愛会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 20,091,000
社会福祉法人しおみ
福祉会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 19,122,000 社会福祉法人耕志会

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備 2,634,000
社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

耐震化整備 160,330,000 愛育福祉会

耐震化整備 90,650,000 宮崎福祉会

耐震化整備 15,194,000
社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

耐震化整備 34,696,000 石井記念友愛社

耐震化整備 21,270,000 金鈴学園

878,258,750

2011/3/31 助成金

2011/3/31 助成金

2011/3/31 助成金

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

2010/3/31 助成金

2011/3/31 助成金

2011/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2011/3/31 助成金

2011/3/31 助成金

2011/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金

2012/3/31 助成金



（別紙様式）

単位：百万円

(4,722百万円)

(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)

4,722百万円 11,921,464円

4,678百万円 18,711,173円

2,785百万円 8,405,556円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0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 　鹿児島県県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

基金設置法人名 　鹿児島県

執行（支出）済み額 3,850百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

　耐震化等未整備の施設・事業所について執行

（執行見込額） 911百万円

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

4,761百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
911百万円

預貯金 県公金管理要領等に基づき運用

短期・長期信託

有価証券

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 県公金管理要領等に基づき運用

預貯金 県公金管理要領等に基づき運用

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 56百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 1,437百万円

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 2,031百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 326百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 0百万円



（別紙様式）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

55,628,000 社会福祉法人　３法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

16,484,000 社会福祉法人　１法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

33,436,000 社会福祉法人　２法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

6,300,000 社会福祉法人　１法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

19,687,000 社会福祉法人　１法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

13,690,000 社会福祉法人　１法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

19,640,000 社会福祉法人　２法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

49,724,000 社会福祉法人　６法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

5,170,000 社会福祉法人　１法人

耐震化整備及びスプリンクラー
整備に対する補助金交付

904,187,000 社会福祉法人　１０法人

耐震化整備に対する補助金
交付

317,155,000 社会福祉法人　７法人

県立若駒学園の耐震化整備
に係る設計委託料

1,701,000 県執行

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

50,282,000 鹿児島市

耐震化整備に対する補助金
交付

136,698,000 社会福祉法人　１法人

耐震化整備に対する補助金
交付

139,848,000 社会福祉法人　１法人

県立若駒学園の耐震化整備
に係る工事請負費

36,587,000 県執行

耐震化整備及びスプリンクラー
整備に対する補助金交付

172,762,000 社会福祉法人　２法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

17,396,000 社会福祉法人　２法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

58,526,000 社会福祉法人　５法人

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

19,424,000 社会福祉法人　２法人

耐震化整備及びスプリンクラー
整備に対する補助金交付

401,068,000 社会福祉法人　７法人

耐震化整備及びスプリンクラー
整備に対する補助金交付

480,979,000 社会福祉法人　５法人

耐震化整備に対する補助金
交付

199,273,000 社会福祉法人　３法人

県立若駒学園の耐震化整備
に係る工事請負費

73,072,000 県執行

耐震化整備及びスプリンクラー
整備に対する補助金交付

294,914,000 鹿児島市

耐震化整備に対する補助金
交付

326,312,000 社会福祉法人　１法人

3,849,943,000

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.4.16 補助金

H22.5.28 補助金

H22.11.30 補助金

H22.12.22 補助金

H23.2.4 補助金

H22.6.18 補助金

H22.9.6 補助金

H22.10.12 補助金

H23.5.18 委託料

H23.5.31 補助金

H23.7.15 補助金

H23.3.31 補助金

H23.4.15 補助金

H23.5.18 補助金

H23.12.30 補助金

H24.1.31 補助金

H24.2.28 補助金

H23.10.31 補助金

H23.10.31 工事請負費

H23.11.30 補助金

H24.5.31 工事請負費

H24.5.31 補助金

H24.7.6 補助金

H24.3.31 補助金

H24.4.30 補助金

H24.5.31 補助金



（別紙様式）

単位：百万円

(3,834百万円)

(0百万円)

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)

3,830百万円 0円

4百万円 546円

0百万円 0円

0百万円 0円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

耐震化整備に対する補助金
交付

92,589,000 （福）名護学院

耐震化整備に対する補助金
交付

65,530,434 （福）名護学院

耐震化整備に対する補助金
交付

22,790,566 （福）名護学院

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

5,320,000 （福）琉球溢愛会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

34,160,000 （福）仁愛会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

4,353,000 （福）袋中園

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

4,941,000 （福）袋中園

平成25年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,946百万円

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 沖縄県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

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・平成23年度補正予
算・平成24年度補正予算）
（運用収入を含む。）

3,834百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

短期・長期信託

執行（支出）済み額 1,888百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については、順次執行予定

（執行見込額） 1,946百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

安全かつ確実な方法により保管
するため（決済性預金）
リスクを回避しながら、運用益の
最大化を図るため
(H23.12.20～H24.3.23)

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

繰替運用

執行済み額（C)の
平成21年度分合計 93百万円
執行済み額（C)の
平成22年度分合計 128百万円

H22.9.1 補助金交付

執行済み額（C)の
平成23年度分合計 1,197百万円
執行済み額（C)の
平成24年度分合計 388百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期分合計 83百万円

執行済み額（C)の内訳

支出年月日 科目

H22.3.1 補助金交付

H23.3.31 補助金交付

H23.3.29 補助金交付

H23.4.5 補助金交付

H23.12.14 補助金交付

H23.12.14 補助金交付



（別紙様式）

>2009/4<2010/5/31 >2010/6/1 <2010/9/30
D 単位：円執行済み額（C)の内訳

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

3,276,000 （福）袋中園

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

18,864,000 （福）一心福祉会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

6,860,000 （福）一心福祉会

スプリンクラー整備に対する
補助金交付

6,440,000 （福）名護学院

耐震化整備に対する補助金
交付

154,600,000
（福）沖縄県社会福
祉事業団

耐震化整備に対する補助金
交付

95,526,000
（福）沖縄県社会福
祉事業団

耐震化整備に対する補助金
交付

162,250,000
（福）沖縄県社会福
祉事業団

耐震化整備に対する補助金
交付

566,240,000 〈福〉五和会

耐震化整備に対する補助金
交付

173,150,000
〈福〉沖縄県肢体不
自由児協会

耐震化整備に対する補助金
交付

222,791,000 （福）名護学院

耐震化整備に対する補助金
交付

148,527,000 （福）名護学院

耐震化整備に対する補助金
交付

17,163,000 （福）国際福祉会

耐震化整備に対する補助金
交付

82,717,000 （福）国際福祉会

1,888,088,000

H23.12.15 補助金交付

H23.12.2 補助金交付

H24.2.1 補助金交付

H24.1.30 補助金交付

H23.12.15 補助金交付

H23.9.15 補助金交付

H23.9.15 補助金交付

H23.9.27 補助金交付

H23.11.29 補助金交付

H24.12.11 補助金交付

H25.3.26 補助金交付

H25.4.25 補助金交付

H25.9.25 補助金交付


