
（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(21,865百万円)
(124百万円)

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)

21,865百万円 124,222,215円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 1,957百万円

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21年度通年合計 2,508百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 7,554百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 8,428百万円

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
基金条例により、預貯金での運
用が規定されているため

短期・長期信託

有価証券

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 541百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
541百万円

執行（支出）済み額 21,448百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

21,989百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護基盤緊急整備等特別対
策事業

1,000,596,000 札幌市ほか51市町村等

1,000,596,000

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

４月 負担金補助及び交付金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 1,001百万円



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(6,516百万円)
(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)

6,516百万円 32,020,550円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 712百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,364百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,434百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 505百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
安全かつ勝実な運用が最も望め
るため

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
295百万円

執行（支出）済み額 6,253百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 147百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 青森県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 青森県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

6,548百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金返
還金

-1,105,054
医療法人恵仁会ほ
か

施設開設準備経費助成特別
対策事業

14,400,000 三沢市外１件

施設開設準備経費助成特別
対策事業

46,800,000 外ヶ浜町外２件

施設開設準備経費助成特別
対策事業

177,335,000 青森市外１１件

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

14,647 株式会社ヒグチ

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

31,423 有限会社のむら他

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

9,600
株式会社サカタ事務
機

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

2,089
株式会社青森ビジネ
スマシン

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

730
有限会社ダイナミック
サウンドジャガー

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

1,511
株式会社青森ビジネ
スマシン

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務費

5,000 通信管理費収入

H26/02 役務費

H26/03 役務費

H26/04 役務費

H25/11 役務費

H25/12 役務費

H26/01 役務費

H25/08 役務費

H25/09 役務費

H25/10 役務費

H25/07 需用費

H25/07 役務費

H25/08 需用費

H25/06 需用費

H25/06 需用費

H25/06 役務費

H25/04 需用費

H25/05 需用費

H25/05 役務費

H26/03 負担金補助及び交付金

H26/04 負担金補助及び交付金

H26/05 負担金補助及び交付金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 237百万円

支出月 科目

H26/03 雑入

執行済み額（C)の内訳



237,549,946



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(6,523百万円)
(12百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

6,523百万円 12,432,837円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 796百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,086百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,280百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 839百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
272百万円

執行（支出）済み額 6,263百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

○ 施設開設準備経費助成特別対策事業（H25からの繰越分）執行
136,200,000円

○ 施設開設準備経費助成特別対策事業（H26現年度）執行
121,200,000円

（執行見込額） 257百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 岩手県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

6,535百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（繰越）

5,400,000 盛岡市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（繰越）

10,200,000 盛岡市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

12,000,000 社会福祉法人清智会

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

10,800,000 北上市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

5,400,000 北上市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

21,600,000 宮古市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

45,600,000 花巻市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

21,600,000 北上市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

10,800,000 一関市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

36,000,000 二戸市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

5,400,000 八幡平市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

17,400,000 雫石町

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

5,400,000 遠野市

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

36,000,000
社会福祉法人永友

会

施設開設準備経費助成特別
対策事業費（現年度）

18,000,000
社会福祉法人田老
和心会

261,600,000

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

2月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

11月 補助金

1月 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 262百万円

支出月 科目

11月 補助金

執行済み額（C)の内訳



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(9,039百万円)
(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)

24,547,862円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 1,149百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計 60百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 902百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,921百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,206百万円

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金

短期・長期信託

有価証券

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２６年度施設開設準備経費補助金として執行

（執行見込額） 511百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
511百万円

執行（支出）済み額 8,553百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 宮城県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

9,064百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

臨時職員賃金 98,282 個人１名

臨時職員社会保険料 14,026 宮城労働局

コピー用紙代 4,868 常盤用紙（株）

臨時職員賃金 98,282 個人１名

臨時職員社会保険料 14,026 宮城労働局

コピー料金ほか 13,922
富士ゼロックス宮城

（株）ほか

雇用保険料本人負担分 1,748 宮城労働局

雇用保険料事業主負担分 2,962 宮城労働局

コピー料金ほか 11,634
富士ゼロックス宮城

（株）ほか

施設開設準備経費助成金の
交付

59,577,000 ２法人

コピー料金ほか 25,823
富士ゼロックス宮城

（株）ほか

事務消耗品 6,395
ニシマキ・オフィスほ
か

ガソリン代 3,117 県石油商業協同組合

施設開設準備経費助成金の
交付

43,786,000 １法人

事務消耗品ほか 14,285 中村印刷（株）ほか

事務消耗品ほか 41,257
松本事務機（株）ほ

か

施設開設準備経費助成金の
交付

14,378,000 １法人

コピー用紙代ほか 29,221 常盤用紙（株）ほか

事務消耗品 1,365 （株）東和商会

施設開設準備経費助成金の
交付

15,601,000 仙台市

事務消耗品ほか 41,754 中村印刷（株）ほか

臨時職員賃金 73,411 個人１名

3月 需用費

3月 賃金

1月 需用費

2月 需用費

3月 補助金

11月 需用費

12月 需用費

1月 補助金

9月 需用費

10月 需用費

11月 補助金

7月 需用費

7月 補助金

8月 需用費

6月 需用費

7月 賃金

7月 共済費

5月 需用費

6月 賃金

6月 共済費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

5月 賃金

5月 共済費

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 315百万円



施設開設準備経費助成金の
交付

74,973,000 ２市１法人

臨時職員賃金 77,729 個人１名

施設開設準備経費助成金の
交付

166,948,000 ４市２町４法人

H22介護職員処遇改善交付
金返還金

△ 600,475

375,236,632

4月 賃金

5月 補助金

5月 補助金

4月 補助金



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(5,585百万円)
(6百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

5,815,059円

0円

0百万円 0円

0円

0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 秋田県介護施設開設準備経費助成臨時対策基金

基金設置法人名 秋田県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

5,591百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
307百万円

執行（支出）済み額 5,284百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

秋田市ほか4市、社会福祉法人相和会ほか8法人へ26年度交付予定。

（執行見込額） 302百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 671百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,025百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,088百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 463百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計 1百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

臨時的任用職員４月分 50,760 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員４月分 120,555 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員５月分 133,245 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員６月分 139,495 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員７月分 132,960 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員８月分 139,495 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員９月分 126,805 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員１０月分 120,555 臨時的任用職員１名

施設開設準備経費助成 10,800,000 大館市長

臨時的任用職員１１月分 139,590 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員１２月分 107,675 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員１月分 126,805 臨時的任用職員１名

コピー用紙 1,247 三傳商事株式会社

施設開設準備経費助成 4,500,000 由利本荘市長

施設開設準備経費助成 20,000,000 （福）平鹿悠真会

臨時的任用職員２月分 120,365 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員３月分 88,450 臨時的任用職員１名

臨時的任用職員社会保険料 228,612 25年度1名分

37,076,614

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 36百万円

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

4月 人件費

5月 人件費

6月 人件費

7月 人件費

8月 人件費

9月 人件費

10月 人件費

11月 人件費

12月 補助金

12月 人件費

1月 人件費

2月 人件費

3月 需用費

3月 補助金

3月 人件費

3月 補助金

3月 人件費

3月 人件費



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(6,022百万円)
(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)

5,056,203円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 406百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計 6百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 693百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,214百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,368百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

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

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
30百万円

執行（支出）済み額 5,997百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

開設準備交付金として28,200千円執行予定。

（執行見込額） 28百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 山形県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

6,027百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金の
過年度返還分

△ 127,666 ２事業所

社会福祉施設開設準備補助
金

6,000,000 １施設

介護職員処遇改善交付金の
過年度返還分

△ 30,000 １事業所

介護職員処遇改善交付金の
過年度返還分

△ 27,624 ２事業所

社会福祉施設開設準備交付
金

17,400,000 大石田町

社会福祉施設開設準備補助
金

72,000,000 ３施設

社会福祉施設開設準備交付
金

220,800,000 山形市 外８市町

316,014,710

4月 補助金

5月 交付金

11月 過年度交付金返還

1月 過年度交付金返還

3月 交付金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

7月 過年度交付金返還

9月 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 310百万円



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(8,224百万円)
(19百万円)

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)

19百万円 18,989,860円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 865百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 3,050百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,788百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 883百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
福島県介護職員処遇改善臨時
特例基金条例の定めにより、基
金残高総額を一括運用。

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
190百万円

執行（支出）済み額 8,053百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成26年度基金事業費相当額を平成27年3月末に取り崩す予定。

（執行見込額） 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 福島県介護職員処遇改善臨時特例基金

基金設置法人名 福島県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

8,243百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費 48,000,000 （社福）すみれ福祉会

施設開設準備経費 18,000,000 （社福）誠慈会

施設開設準備経費 48,000,000 （社福）コスモ福祉会

施設開設準備経費 30,000,000 （社福）桜寿会

施設開設準備経費 25,200,000
県厚生農業協同組
合連合会

施設開設準備経費 30,000,000 （社福）しんち福祉会

施設開設準備経費 10,800,000 福島市

施設開設準備経費 10,800,000 伊達市

施設開設準備経費 16,200,000 二本松市

施設開設準備経費 10,800,000 本宮市

施設開設準備経費 36,600,000 郡山市

施設開設準備経費 14,400,000 田村市

施設開設準備経費 20,400,000 三春町

施設開設準備経費 21,000,000 小野町

施設開設準備経費 17,400,000 喜多方市

施設開設準備経費 16,200,000 西会津町

施設開設準備経費 10,800,000 北塩原村

施設開設準備経費 10,800,000 柳津町

施設開設準備経費 5,400,000 相馬市

施設開設準備経費 15,000,000 南相馬市

施設開設準備経費 52,200,000 いわき市

468,000,000

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

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

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 468百万円

支出月 科目

３月 補助金

執行済み額（C)の内訳



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(10,566百万円)
(107百万円)

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)

########### 106,730,920円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 1,227百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計 53百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,064百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 3,323百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 4,184百万円

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 県規程による

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
481百万円

執行（支出）済み額 10,192百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設開設準備経費助成特別対策事業(基本事業）にて執行予定

（執行見込額） 0百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 茨城県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

10,673百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費助成特別
対策事業

18,000,000 社会福祉法人廣山会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

10,800,000 筑西市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

24,000,000 社会福祉法人寛仁会

事務費 129,600 富士ゼロックス茨城

施設開設準備経費助成特別
対策事業

48,000,000 社会福祉法人高福会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

54,000,000
社会福祉法人誠慈
会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

42,000,000
社会福祉法人尚正
会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

42,000,000
社会福祉法人陽康
会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

24,000,000 社会福祉法人月居会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

20,400,000 鹿島市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

12,000,000 社会福祉法人祥風会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

15,600,000 社会福祉法人昂仁会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

10,800,000 古河市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

17,400,000 下妻市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

17,400,000 高萩市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

10,800,000 那珂市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

10,800,000 桜川市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

16,200,000 小美玉市

事務費 196,001

394,525,601

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

3月
負担金，補助金及び

交付金

9月
負担金，補助金及び

交付金

9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

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

5月
負担金，補助金及び

交付金

8月
負担金，補助金及び

交付金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 342百万円



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(6,904百万円)
(18百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

6,904百万円 18,400,879円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

1百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 662百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,380百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,472百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 653百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
確実であり、かつ経費支出の手
続きが簡便であるため

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
311百万円

執行（支出）済み額 6,611百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設開設準備経費助成特別対策事業について、市町村等からの申請
により、必要額を交付する予定

（執行見込額） 311百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 栃木県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 栃木県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

6,922百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



支出月支出月 支出月 支出月

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

臨時補助員、事務用品 169,699 個人1名、1法人

臨時補助員、事務用品 222,845 個人1名、1法人

臨時補助員 211,423 個人1名

臨時補助員 147,930 個人1名

臨時補助員 186,294 個人1名

臨時補助員、事務用品 163,177 個人1名、1法人

臨時補助員、事務用品 204,627 個人1名、３法人

臨時補助員、事務用品 195,278 個人1名、３法人

臨時補助員、事務用品 239,735 個人1名、３法人

臨時補助員、事務用品 499,420 個人1名、４法人

臨時補助員、事務用品 195,617 個人1名、６法人

臨時補助員、事務用品 172,014 個人1名、1法人

事業者からの返還金 △ 115,591 ２法人

施設開設準備交付金 17,400,000 １市

施設開設準備交付金 211,200,000 ８市

施設開設準備補助金 212,119,000 ９法人

443,211,468

1月 交付金

4月 交付金

4月 補助金

3月 人件費、消耗品費

4月 人件費、消耗品費

3月 返還金

12月 人件費、消耗品費

1月 人件費、消耗品費

2月 人件費、消耗品費

9月 人件費

10月 人件費、消耗品費

11月 人件費、消耗品費

6月 人件費、消耗品費

7月 人件費

8月 人件費

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 442百万円

支出月 科目

5月 人件費、消耗品費

執行済み額（C)の内訳



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(7,640百万円)
(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)

7,640百万円 5,036,119円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 814百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,732百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,867百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 679百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
運用を依頼している会計担当部
局の判断による

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
264百万円

執行（支出）済み額 7,381百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

事務スケジュールに沿って適切に運用する

（執行見込額） 264百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 群馬県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 群馬県

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、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

7,645百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

補助対象団体等あて交付金 31,800,000 補助事業者

補助対象団体等あて交付金 121,800,000 補助事業者

補助対象団体等あて交付金 134,700,000 補助事業者

288,300,000

開設準備経費

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 288百万円

5月 開設準備経費

支出月 科目

11月 開設準備経費

3月

執行済み額（C)の内訳



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(21,404百万円)
(183百万円)

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)

183,466,914円

0円

0百万円 0円

0円

0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
埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金
（介護職員処遇改善等臨時特例基金）

基金設置法人名 埼玉県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

21,587百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,148百万円

執行（支出）済み額 20,439百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２６年度、順次交付予定

（執行見込額） 806百万円

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
埼玉県公金管理基準に基づく埼
玉県全基金の一括運用

短期・長期信託

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 2,416百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

有価証券

国債

政保債・地方債

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 2,140百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 6,793百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 7,746百万円

15百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 1,329百万円



支出月支出月 支出月 支出月

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費 4,320,000 さいたま市

施設開設準備経費 3,000,000 さいたま市

施設開設準備経費 4,800,000 さいたま市

施設開設準備経費 4,200,000 さいたま市

施設開設準備経費 10,756,000 さいたま市

施設開設準備経費 10,800,000 さいたま市

施設開設準備経費 5,212,000 さいたま市

施設開設準備経費 10,800,000 さいたま市

施設開設準備経費 10,800,000 さいたま市

施設開設準備経費 10,800,000 さいたま市

施設開設準備経費 10,800,000 川越市

施設開設準備経費 3,600,000 熊谷市

施設開設準備経費 10,800,000 川口市

施設開設準備経費 4,800,000 川口市

施設開設準備経費 17,400,000 秩父市

施設開設準備経費 5,400,000 秩父市

施設開設準備経費 5,400,000 秩父市

施設開設準備経費 5,400,000 秩父市

施設開設準備経費 5,400,000 秩父市

施設開設準備経費 10,800,000 所沢市

施設開設準備経費 10,800,000 所沢市

施設開設準備経費 5,400,000 加須市

施設開設準備経費 10,800,000 春日部市

支出月 科目

5月 補助金

執行済み額（C)の内訳

4月 補助金

5月 補助金

4月 補助金

5月 補助金

4月 補助金

5月 補助金

3月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

5月 補助金

3月 補助金

3月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5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



施設開設準備経費 5,400,000 深谷市

施設開設準備経費 17,400,000 草加市

施設開設準備経費 10,800,000 草加市

施設開設準備経費 10,800,000 草加市

施設開設準備経費 3,000,000 草加市

施設開設準備経費 10,800,000 草加市

施設開設準備経費 10,800,000 越谷市

施設開設準備経費 4,200,000 越谷市

施設開設準備経費 10,749,000 蕨市

施設開設準備経費 10,546,000 久喜市

施設開設準備経費 2,088,000 北本市

施設開設準備経費 17,400,000 富士見市

施設開設準備経費 3,600,000 富士見市

施設開設準備経費 10,800,000 富士見市

施設開設準備経費 10,800,000 富士見市

施設開設準備経費 3,000,000 富士見市

施設開設準備経費 10,800,000 三郷市

施設開設準備経費 3,000,000 三郷市

施設開設準備経費 12,000,000 日高市

施設開設準備経費 5,400,000 日高市

施設開設準備経費 10,696,000 ふじみ野市

施設開設準備経費 48,258,000 （福）寿星会

施設開設準備経費 76,950,000 （福）優美会

施設開設準備経費 88,200,000 （福）草加福祉会

施設開設準備経費 66,000,000 （福）敬愛会

施設開設準備経費 66,000,000 （福）光彩会

施設開設準備経費 60,000,000 （福）心守会

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

1月 補助金

1月 補助金

1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

2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



施設開設準備経費 54,530,000 （福）相愛福祉会

施設開設準備経費 88,200,000 （福）新座福祉会

施設開設準備経費 71,235,000 （福）五葉会

施設開設準備経費 60,000,000 （福）あすなろ会

施設開設準備経費 47,039,000 （福）相愛福祉会

施設開設準備経費 7,200,000 （福）新座福祉会

施設開設準備経費 58,800,000 （医）恵雄会

施設開設準備経費 30,000,000 （医）宮嶋整形外科

施設開設準備経費 60,000,000 （医）葵会

施設開設準備経費 16,800,000 （医）聖蹟会

施設開設準備経費 15,000,000 （医）互生会

施設開設準備経費 18,000,000 （福）優美会

施設開設準備経費 45,000,000 （福）愛心会

1,343,579,000

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

10月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

3月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

8月 補助金

5月 補助金



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(20,150百万円)
(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)

24,723,493円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,748百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 6,073百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

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

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,335百万円

執行（支出）済み額 18,839百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

① 介護職員処遇改善交付金（基本事業）
・事業終了
② 介護職員処遇改善交付金（その他事業）
・事業終了
③ 施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）
・今後順次交付予定
④ 定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）
・今後順次交付予定
⑤ ③及び④に係るその他事業
・今後順次執行予定

（執行見込額） 1,035百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 千葉県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 千葉県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

20,174百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 600,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 93,953,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 8,378,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 51,600,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 60,000,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 43,200,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 88,200,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 58,187,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 51,600,000 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 0 施設開設事業者

施設開設準備経費助成特別対策事業
申請事業者に対する申請交付金 577,048,000 施設開設事業者

定期借地権利用事業申請事業者に対
する申請交付金 35,952,000

定期借地権利用事
業者

1,068,718,000

H26/05 助成金交付

H26/02 助成金交付

H26/05 助成金交付

H26/03 助成金交付

H26/04 助成金交付

H25/11 助成金交付

H25/12 助成金交付

H26/01 助成金交付

H25/08 助成金交付

H25/09 助成金交付

H25/10 助成金交付

103百万円

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 966百万円

支出月 科目

H25/07 助成金交付

執行済み額（C)の内訳

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 7,859百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 2,091百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(42,896百万円)
(136百万円)

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円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

12百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 3,778百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 12,678百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 15,616百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 5,138百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
3,722百万円

執行（支出）済み額 39,310百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成26年度については、下半期に執行予定

（執行見込額） 0百万円

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 東京都介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 東京都

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

43,032百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定め
られた運用を行っております。

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定め
られた運用を行っております。

運用方法別の運用金額、運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定められた運用

を行っております。



支出月支出月 支出月 支出月

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

12,000,000 （医）秀仁会

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

51,676,000 （社福）東京玉葉会

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

89,244,000 （社福）東京優貴会外１法人

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

33,600,000 杉並区外１市

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

18,000,000 （社福）江寿会

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

103,200,000 （社福）太陽会外１法人

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

14,093,000 渋谷区

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

122,798,000 江東区外５区市

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

14,400,000 足立区

補助金交付（定期借地権の
一時金に対する補助）

150,000,000 （福）園盛会

補助金交付（定期借地権の
一時金に対する補助）

239,964,000 （福）紫水会

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

219,000,000 （医）国立あおやぎ会外３法人

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

39,068,000 中央区外１区

補助金交付（定期借地権の
一時金に対する補助）

94,320,000 （福）相愛福祉会

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

700,800,000 （社福）桃山福祉会外１３法人

補助金交付（施設開設準備
経費助成特別対策事業）

197,103,000 墨田区外１１区市

介護職員処遇改善（返還金
の歳出戻入）

△ 71,872
株式会社若菜ＪＡＰＡ
Ｎ

2,099,194,128

5月 雑入

5月 負担金補助及交付金

5月 負担金補助及交付金

5月 負担金補助及交付金

4月 負担金補助及交付金

4月 負担金補助及交付金

4月 負担金補助及交付金

3月 負担金補助及交付金

3月 負担金補助及交付金

4月 負担金補助及交付金

2月 負担金補助及交付金

3月 負担金補助及交付金

3月 負担金補助及交付金

11月 負担金補助及交付金

12月 負担金補助及交付金

1月 負担金補助及交付金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 2,087百万円

支出月 科目

9月 負担金補助及交付金

執行済み額（C)の内訳



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(29,243百万円)
(52百万円)

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)

52,195,964円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 2,921百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 10,330百万円
執行済み額（C)の

平成23年度通年合計 11,940百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 2,524百万円

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
神奈川県介護職員処遇改善等
臨時特例基金運用方針による

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
508百万円

執行（支出）済み額 28,787百万円

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） 508百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 神奈川県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 神奈川県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

29,295百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

10,819,000 （福）よつば会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

16,720,000 （福）三篠会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

12,294,000 （福）若竹大寿会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

5,701,000 （福）伸こう福祉会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

738,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

10,360,000 平塚市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

9,720,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

19,440,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

9,720,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

13,500,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

238,188,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

54,000,000 社会福祉法人 憩

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

2,459,000 （福）聖隷福祉事業団

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

2,064,000 （福）聖隷福祉事業団

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

21,902,000 （福）和楽会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

43,200,000 （福）和心知会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

8,914,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

630,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

16,200,000 横浜市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

10,800,000 （福）神奈川県社会福祉事業団

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

23,121,000 （福）高津百春会

H26/05 補助金

H26/05 補助金

H26/01 補助金

H26/02 補助金

H26/05 補助金

H25/10 補助金

H25/10 補助金

H26/05 補助金

H26/05 補助金

H25/10 補助金

H25/10 補助金

H25/10 補助金

H25/12 補助金

H26/04 補助金

H25/07 補助金

H25/12 補助金

H25/10 補助金

H25/07 補助金

H25/07 補助金

H25/07 補助金

46百万円

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 科目

H25/07 補助金

執行済み額（C)の内訳

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計



施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

69,120,000 （福）白山福祉会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

48,600,000 （福）千寿会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

54,000,000 （福）湘南愛心会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

64,800,000 （福）彩陽会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

783,000 （福）ユーアイ二十一

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

70,200,000 （福）みずほ

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

12,518,000 （福）互恵会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

70,200,000 （福）緑樹会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

54,000,000 （福）敬愛

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

59,400,000 （福）絆会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

32,696,000 （福）怡土福祉会

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助

4,858,000 川崎市会計管理者

施設開設準備経費助成特
別対策事業費補助仕入控
除額による返還

-37,089 綾瀬市会計管理者

事務補助員の賃金 5,035 個人1名

事務補助員の賃金 101,664 個人1名

事務補助員の賃金 127,080 個人1名

事務補助員の賃金 76,248 個人1名

事務補助員の賃金 67,776 個人1名

1,072,005,714

H26/02 人件費

H26/03 人件費

H25/07 人件費

H25/12 人件費

H26/02 人件費

H26/04 補助金

H26/04 補助金

H26/04 補助金返還

H26/05 補助金

H26/05 補助金

H26/05 補助金

H25/12 補助金

H26/05 補助金

H26/05 補助金

H26/05 補助金

H26/05 補助金

H26/04 補助金

H26/05 補助金



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(11,835百万円)
(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)

11,835百万円 6,519,622円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

44百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,134百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 4,211百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 4,282百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 1,121百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
新潟県介護職員処遇改善等臨
時特例基金条例第３条の規程

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
213百万円

執行（支出）済み額 11,629百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残高213百万円については、今後順次交付予定

（執行見込額） 213百万円

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 新潟県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 新潟県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

11,842百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費助成特別
対策事業

44,000,000 (福)県央福祉会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

55,000,000 （福）亀田郷芦沼会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

20,350,000 南魚沼市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

3,300,000 佐渡市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

22,000,000 （福）加茂福祉会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

11,000,000
（福）新潟市社会事

業協会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

15,950,000 燕市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

55,000,000 （福）かえつ福祉会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

55,000,000 （福）葵新生会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

55,000,000 （福）勇樹会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

17,559,000 （福）新潟南福祉会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

55,000,000 （福）愛宕福祉会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

16,500,000 （福）南魚沼福祉会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

16,003,000 （福）長岡福祉協会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

33,567,000
（福）越後上越福祉

会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

55,000,000 （福）すこやか福祉会

施設開設準備経費助成特別
対策事業

36,850,000 村上市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

24,750,000 新発田市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

4,950,000 聖籠町

施設開設準備経費助成特別
対策事業

86,435,000 新潟市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

25,850,000 五泉市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

9,900,000 三条市

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

2月 補助金

2月 補助金

3月 補助金

10月 補助金

12月 補助金

1月 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 838百万円

支出月 科目

9月 補助金

執行済み額（C)の内訳



施設開設準備経費助成特別
対策事業

25,850,000 柏崎市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

15,950,000 小千谷市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

35,750,000 見附市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

15,950,000 十日町市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

48,400,000 上越市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

9,900,000 妙高市

施設開設準備経費助成特別
対策事業

11,000,000 佐渡市

881,764,000

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



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(4,849百万円)
(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)

4,849百万円 4,618,370円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 423百万円

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21年度通年合計 540百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 1,832百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,784百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
富山県介護職員処遇改善等支
援臨時特例基金条例による

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
167百万円

執行（支出）済み額 4,687百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

市町村及び事業者へ順次交付予定

（執行見込額） 167百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 富山県介護職員処遇改善等支援臨時特例基金

基金設置法人名 富山県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

4,854百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備助成経費 5,400,000 朝日町

施設開設準備助成経費 5,400,000 黒部市

施設開設準備助成経費 10,800,000 南砺市

施設開設準備助成経費 18,000,000 （福）おあしす新川

施設開設準備助成経費 17,400,000 氷見市

施設開設準備助成経費 3,000,000 射水市

施設開設準備助成経費 10,800,000 立山町

施設開設準備助成経費 5,024,000 黒部市

施設開設準備助成経費 10,800,000 小矢部市

施設開設準備助成経費 21,600,000 高岡市

108,224,000

2014/5 補助金

2014/5 補助金

2014/5 補助金

2014/5 補助金

2014/5 補助金

2014/2 補助金

2014/5 補助金

2014/5 補助金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

2013/12 補助金

2014/1 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 108百万円



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(5,458百万円)
(22百万円)

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)

5,164百万円 21,583,294円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 571百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 1,881百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,157百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 348百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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である
ため

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
325百万円

執行（支出）済み額 5,155百万円

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年度以降、順次交付予定。

（執行見込額） 310百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 石川県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

5,480百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費助成特別
対策事業

13,369,000 小松市長ほか

施設開設準備経費助成特別
対策事業

3,235,000 かほく市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業

61,774,000 金沢市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業

46,100,000 （社福）石川整肢学園

施設開設準備経費助成特別
対策事業

72,716,000 小松市長ほか

197,194,000

H26/05 補助金

H26/01 補助金

H26/02 補助金

H26/04 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 197百万円

支出月 科目

H25/10 補助金

執行済み額（C)の内訳



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(3,544百万円)
(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)

297百万円 11,215,770円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 315百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計 21百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 427百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 1,318百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,342百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

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って保管
するよう基金条例に規定しているため

短期・長期信託

執行（支出）済み額 3,510百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額は平成２６年度に執行予定

（執行見込額） 46百万円

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、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

3,556百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
46百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善臨時特例基金

基金設置法人名 福井県

A



支出月支出月 支出月 支出月

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護施設等開設支援特別対
策事業

20,520,000 福井市

介護施設等開設支援特別対
策事業

28,200,000 福井市

介護施設等開設支援特別対
策事業

5,400,000 敦賀市

介護施設等開設支援特別対
策事業

17,400,000 大野市

介護施設等開設支援特別対
策事業

3,600,000 勝山市

介護施設等開設支援特別対
策事業

4,800,000 池田町

介護施設等開設支援特別対
策事業

3,000,000 高浜町

介護施設等開設支援特別対
策事業

1,800,000 おおい町

介護施設等開設支援特別対
策事業

22,800,000 坂井地区広域連合

107,520,000

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

4月 補助金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

9月 補助金

4月 補助金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 87百万円



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(3,350百万円)
(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)

3,350百万円 8,468,847円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 361百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 1,071百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,333百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 186百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
山梨県介護職員処遇改善等臨
時特例金条例の規定による。

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
273百万円

執行（支出）済み額 3,086百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設開設準備経費助成特別対策事業について、補助金を順次交付予
定

（執行見込額） 268百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 山梨県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

3,359百万円

（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
>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

開設準備経費補助金 17,400,000 甲府市

開設準備経費補助金 10,800,000 甲府市

開設準備経費補助金 17,400,000 南アルプス市

介護職員処遇改善交付金 -103,009
実績報告による返還
金

開設準備経費補助金 10,800,000 甲府市

開設準備経費補助金 17,400,000 甲府市

開設準備経費補助金 17,400,000 甲府市

開設準備経費補助金 15,600,000 富士吉田市

開設準備経費補助金 17,400,000 大月市

開設準備経費補助金 10,800,000 南アルプス市

134,896,991

H26/5 補助金

H26/5 補助金

H26/5 補助金

H26/5 補助金

H26/5 補助金

H26/5 補助金

H26/1 補助金

H26/3 補助金

H26/3 交付金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 135百万円

支出月 科目

H25/12 補助金

執行済み額（C)の内訳



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(9,430百万円)
(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)

9,430百万円 6,133,313円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

1百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 883百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 3,259百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,761百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 953百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
確実かつ有効な運用方法である
ため

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
110百万円

執行（支出）済み額 9,326百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残額については施設開設準備経費への補助で、順次交付予定。

（執行見込額） 110百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 長野県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 長野県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

9,436百万円

（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

>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

コピー用紙代 3,902 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

はがき・切手代 60,000
山口ビジネスサービ
ス（有）

事務補助員賃金 66,062 個人２名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,338 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

コピー用紙代 5,376 （株）蔦友

事務用品代（封筒等） 7,382 （有）アッツーロ

事務補助員賃金 107,728 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,102 個人１名

事務補助員
労働保険分

34,313 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

コピー用紙代 3,902 リコージャパン（株）

コピー用紙代 3,902 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

事務補助員賃金 107,728 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,102 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

コピー用紙代 3,902 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

事務補助員賃金 107,728 個人１名

H25/08 需用費

H25/08 使用料

H25/08 賃金

H25/07 賃金

H25/07 共済費

H25/07 負担金

H25/07 需用費

H25/07 使用料

H25/07 使用料

H25/06 共済費

H25/06 負担金

H25/07 需用費

H25/06 需用費

H25/06 賃金

H25/06 共済費

H25/05 共済費

H25/05 負担金

H25/06 需用費

H25/05 使用料

H25/05 役務費

H25/05 賃金

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 470百万円

支出月 科目

H25/05 需用費

執行済み額（C)の内訳



事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,102 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

コピー用紙代 3,902 リコージャパン（株）

事務補助員賃金 107,728 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,102 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

コピー用紙代 3,902 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

事務補助員賃金 106,795 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,301 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

コピー用紙代 3,901 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

事務補助員賃金 107,728 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,296 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

事務用品代（封筒等） 14,512 正晃印刷（株）

コピー用紙代 5,376 （株）蔦友

事務用品代
（トナーカートリッジ）

74,340 （株）蔦友

事務補助員賃金 105,862 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,305 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

コピー用紙代 3,900 リコージャパン（株）

コピー用紙代 3,901 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

H26/01 需用費

H26/01 使用料

H26/01 使用料

H25/12 共済費

H25/12 負担金

H26/01 需用費

H25/12 需用費

H25/12 需用費

H25/12 賃金

H25/11 共済費

H25/11 負担金

H25/12 需用費

H25/10 需用費

H25/11 使用料

H25/11 賃金

H25/10 賃金

H25/10 共済費

H25/10 負担金

H25/09 使用料

H25/10 需用費

H25/10 使用料

H25/09 賃金

H25/09 共済費

H25/09 負担金

H25/08 共済費

H25/08 負担金

H25/09 需用費



事務補助員賃金 106,795 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,301 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

開設準備 H25交付分 43,800,000 計４施設

コピー用紙代 3,900 リコージャパン（株）

コピー機使用料 4,500 リコージャパン（株）

事務補助員賃金 107,728 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,296 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

事務補助員賃金 104,929 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,310 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

事務補助員賃金 107,728 個人１名

事務補助員
社会保険料事業主負担分

14,296 個人１名

事務補助員
児童手当拠出金

165 個人１名

開設準備 H25交付分 425,203,000 計38施設

470,705,683

H26/04 共済費

H26/04 負担金

H26/05 補助金

H26/03 負担金

H26/04 賃金

H26/02 負担金

H26/03 共済費

H26/03 賃金

H26/02 需用費

H26/02 使用料

H26/02 共済費

H26/02 賃金

H26/01 賃金

H26/01 共済費

H26/01 負担金

H26/02 補助金



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(8,212百万円)
(44百万円)

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)

8,212百万円 43,610,040円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

103百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 816百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,585百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,242百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 858百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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 基金条例による規定

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
192百万円

執行（支出）済み額 8,063百万円

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２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 岐阜県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 岐阜県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

8,255百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

消耗品費 4,000

電話代 10,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

5,400,000 １市町村

消耗品費 3,500

電話代 12,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

20,618,000 ２市町村

職員旅費 2,923 職員１名

消耗品費 3,000

電話代 16,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

77,400,000 １市町村１法人

消耗品費 2,000

電話代 9,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

10,800,000 １市町村

職員旅費 7,903 職員１名

消耗品費 3,500

電話代 7,500

消耗品費 3,500

電話代 9,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

17,400,000 １市町村

消耗品費 4,500

電話代 8,000

消耗品費 3,500

12月 需用費

12月 役務費

1月 需用費

11月 需用費

11月 役務費

12月 補助金

10月 旅費

10月 需用費

10月 役務費

9月 需用費

9月 役務費

10月 補助金

8月 需用費

8月 役務費

9月 補助金

7月 役務費

8月 補助金

8月 旅費

6月 役務費

7月 補助金

7月 需用費

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 459百万円

支出月 科目

6月 需用費

執行済み額（C)の内訳



電話代 12,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

30,000,000 １法人

消耗品費 3,500

電話代 16,000

過年度戻入 △ 577

消耗品費 3,000

電話代 9,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

155,400,000 １４市町村

職員旅費 1,850 職員１名

消耗品費 3,000

電話代 7,000

高齢者施設開設準備経費補
助金

244,833,000 ８市町村５法人

消耗品費 3,500

電話代 20,000

562,025,099

5月 役務費

5月 補助金

5月 需用費

4月 旅費

4月 役務費

4月 需用費

3月 共済費

3月 需用費

4月 補助金

3月 役務費

1月 役務費

2月 補助金

2月 需用費

2月 役務費



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(15,335百万円)
(52百万円)

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)

15,335百万円 52,254,476円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

1百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 556百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,374百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 4,762百万円
執行済み額（C)の

平成23年度通年合計 5,465百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 1,622百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計

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
「静岡県における基金一括運用
実施要領」による

短期・長期信託

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,607百万円

執行（支出）済み額 13,780百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成26年度において、10,793百万円を執行予定。

（執行見込額） 10,793百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 静岡県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 静岡県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、H24
予備費）

（運用収入を含む。）

15,387百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

75,768 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

144,648 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

137,760 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

151,536 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

151,536 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

130,872 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

130,991 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

130,991 派遣会社

施設開設準備経費助成特別
対策事業事務補助

137,886 派遣会社

小規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 17,400,000 伊東市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 島田市

大規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 36,000,000 (福)静岡厚生会

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 3,000,000 下田市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 伊東市

小規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 17,400,000 沼津市

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 5,400,000 沼津市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 沼津市

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 5,400,000 沼津市

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 5,400,000 沼津市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 御殿場市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 裾野市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 5,400,000 伊豆市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 5,400,000 清水町

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 5,400,000 清水町

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 3,600,000 富士市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 島田市5月 補助金

12月 補助金

12月 補助金

4月 補助金

5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

2月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

10月 補助金

11月 補助金

5月 補助金

3月 委託料

4月 委託料

10月 補助金

9月 委託料

10月 委託料

2月 委託料

6月 委託料

7月 委託料

8月 委託料

支出月 科目

5月 委託料

執行済み額（C)の内訳



認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 島田市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 焼津市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 5,400,000 川根本町

小規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 17,400,000 浜松市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 浜松市

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 5,400,000 浜松市

認知症高齢者グループホームの整
備に係る開設準備助成 10,800,000 浜松市

小規模多機能型居宅介護拠点の
整備に係る開設準備助成 5,400,000 浜松市

大規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 6,000,000 (福)信愛会

大規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 59,220,000 (福)富岳会

大規模軽費老人ホームの整備に係
る開設準備助成 17,766,000 (福)富岳会

大規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 48,000,000 (福)遠州中央福祉会

大規模特別養護老人ホームの整備
に係る開設準備助成 54,000,000 （福）七恵会

大規模介護老人保健施設の整備
に係る開設準備助成 60,000,000 （医）沖縄徳洲会

大規模介護老人保健施設の整備
に係る開設準備助成 60,000,000 （医）社団友成医院

消費税及び地方消費税にかかる仕
入れ控除税額の返納 -852,280 浜松市等

556,725,708

5月 補助金

3月 補助金返納

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

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

4月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(21,570百万円)
(150百万円)

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)

21,570百万円 149,662,439円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

支出月支出月 支出月 支出月

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、H24
予備費）

（運用収入を含む。）

21,720百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

（執行見込額） 575百万円

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
575百万円

執行（支出）済み額

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称
介護職員処遇改善等臨時特例基金
（介護職員処遇改善交付金基本事業）

基金設置法人名 愛知県

預貯金

E

翌半期以降の執行
見込みについて

21,144百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 8,543百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 7,268百万円

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 2,074百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 1,954百万円

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 1,305百万円

0百万円執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計



>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31
D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善等臨時
特例基金事業費補助金

1,305,082,000 ２３市町

1,305,082,000

26.5月 補助金

科目

執行済み額（C)の内訳

支出月



（Ｈ２５年度下半期分） 単位：百万円

(7,343百万円)
(29百万円)

B

C

F 運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

4,536百万円 18,248,742円

2,614百万円 9,999,258円

194百万円 851,830円

194百万円 851,830円

0円

0円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 789百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,576百万円

有価証券

国債
競争原理を導入し収益の高い運
用商品を選択している。

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運
用商品を選択している。

繰替運用 当該基金設置条例に基づく

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
271百万円

執行（支出）済み額 7,101百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設開設準備経費として順次補助交付予定。

（執行見込額） 270百万円

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 三重県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 三重県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算、
H24予備費）

（運用収入を含む。）

7,372百万円

（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

>=2013/4/1<2013/10 >=2013/10/1 <=2014/5/31

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設準備経費 13,450,000 １法人

施設開設準備経費 207,268,000
伊勢市 外４市及び４
法人

220,718,000

補助金交付

5月 補助金交付

0百万円

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 221百万円

支出月 科目

4月

執行済み額（C)の内訳

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,725百万円

執行済み額（C)の
平成24年度通年合計 791百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計


