
（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(5,064百万円)
(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)

5,064百万円 23,901,564円

0円

0百万円 9,065,000円

0円

9,065,000円

0円

支出月支出月 支出月 支出月
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 滋賀県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 滋賀県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

5,097百万円

（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）
682百万円

執行（支出）済み額 4,415百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

市町および社会福祉法人等に対して今後順次交付予定。

（執行見込額） 332百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 478百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,663百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,851百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 344百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 78百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金返
金

△ 699,933
（社）滋賀県国民健
康保険団体連合会

介護職員処遇改善交付金返
金

△ 6,323,790 事業者７３件

施設開設準備に対する補助
金

10,800,000 米原市

施設開設準備に対する補助
金

5,400,000 近江八幡市

施設開設準備に対する補助
金

69,000,000
彦根市他３市
社会福祉法人　2法
人

78,176,277

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H25/03 交付金交付

H25/03 雑入

H24/10 補助金

H25/02 補助金

H25/05 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(10,381百万円)
(42百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

10,623百万円 41,834,711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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

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 介護老人福祉施設等開設支援臨時特例基金

基金設置法人名 京都府

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

10,423百万円

（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）
693百万円

執行（支出）済み額 9,730百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

所要事業費を順次執行予定

（執行見込額） 693百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
確実な方法で運用するよう条例
で定められているため

短期・長期信託

有価証券

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 944百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,457百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 4,167百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 541百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 621百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

臨時職員賃金 42,630 １個人

臨時職員賃金 142,443 １個人

職員旅費 27,760 １個人

臨時職員賃金 21,448 １個人

臨時職員賃金 164,934 １個人

職員旅費 380 １個人

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

48,000,000 計１法人

臨時職員賃金 104,958 １個人

職員旅費 26,960 １個人

職員旅費 7,610 １個人

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

48,000,000 計１法人

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

48,000,000 計１法人

介護職員処遇改善交付金
平成23年度実績による返還
金

△ 7,321,660 計23法人

介護職員処遇改善交付金
平成24年度実績による返還
金

△ 5,688,061 計118法人

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

431,292,000 計１法人，９市

介護基盤緊急整備等特別対
策事業補助金

58,449,000 計１市

621,270,402

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/10 共済費

H24/10 賃金

H24/10 旅費

H24/11 共済費

H24/11 賃金

H24.11 旅費

H24/11 補助金

H24/12 賃金

H24/12 旅費

H25/1 旅費

H25/1 補助金

H25/3 補助金

H25/3 扶助費

H25/3 扶助費

H25/5 補助金

H25/5 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(34,108百万円)
(76百万円)

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)

7,556百万円 76,327,902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

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 大阪府介護施設等開設支援臨時特例基金

基金設置法人名 大阪府

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

34,184百万円

（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）
6,962百万円

執行（支出）済み額 27,223百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額） 1,977百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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

短期・長期信託

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 3,262百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 10,447百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 11,374百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,942百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 198百万円



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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

非常勤職員共済費 245,184 　

指定物品購入 3,067 　

執務室コピー代 5,886
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 1,641,299 個人１９名

職員時間外手当 106,855 職員２名

執務室電話代 55,229 ＮＴＴ西日本

郵便代金 28,170 　

旅費 860

非常勤職員共済費 231,888 　

事務用品 8,400 株式会社大塚商会

事務用品 1,260
松下家具商事株式
会社

指定物品購入 2,431 　

執務室コピー代 7,989
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 2,277,427 個人２７名

職員時間外手当 84,623 職員２名

執務室電話代 64,421 ＮＴＴ西日本

郵便代金 28,160 　

旅費 5,010

事務用品 8,150 有限会社栄林堂

執務室コピー代 5,556
富士ゼロックス株式
会社

非常勤職員賃金 2,649,779 個人２８名

職員時間外手当 73,756 職員２名

執務室電話代 59,730 ＮＴＴ西日本

施設開設準備補助 14,150,000 富田林市

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 共済費

10月 需用費

10月 需用費

10月 人件費

10月 人件費

10月 役務費

10月 役務費

10月 旅費

11月 共済費

11月 需用費

11月 需用費

11月 需用費

11月 需用費

11月 人件費

11月 人件費

11月 役務費

11月 役務費

11月 旅費

12月 需用費

12月 需用費

12月 人件費

12月 人件費

12月 役務費

12月 補助金



施設開設準備補助 12,550,000 交野市

施設開設準備補助 12,856,000 吹田市

施設開設準備補助 39,601,000 医療法人恒進會

返還金等 △ 121,667,668 対象事業者

施設開設準備補助の減額 △ 54,000 吹田市

施設開設準備補助 152,623,000 大阪市他１市

施設開設準備補助 80,707,000
医療法人楠医院他１
法人

198,360,462

1月 補助金

4月 補助金

4月 補助金

5月 助成金返納

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(21,619百万円)
(100百万円)

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)

686,704円

0円

99,324,233円

264,384円

0円

0円

264,384円

支出月支出月 支出月 支出月

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,140百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 572百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 2,111百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 7,168百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 7,865百万円

国債

政保債・地方債

その他社債等 有利な運用

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 有利な運用

21,619百万円

短期・長期信託

繰替運用 安全確実な運用

有価証券

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,862百万円

執行（支出）済み額 18,857百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

特別養護老人ホーム等の開設のための補助金

（執行見込額）

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・介護基盤緊急整備等支援基金
（うち介護職員処遇改善等臨時特例基金の分）

基金設置法人名 兵庫県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

21,719百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



>=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

日々雇用職員給与、社会保
険料等

2,447,797 職員及び厚生労働省

事務消耗品 320,182
㈱大塚商会、㈱グッ
ズ・ドテヤマ他

郵便費、電話代 2,561,132
日本郵便、ＮＴＴ西日
本他

審査支払手数料 2,954,356
兵庫県国民健康保険
団体連合会

コピー使用料他 1,103,500 ㈱富士ゼロックス他

開設準備経費補助 571,750,000 神戸市ほか23団体

処遇改善交付金（精算にか
かる返納）

△ 9,475,921
兵庫県国民健康保険団
体連合会ほか1団体

571,661,046

H25.3 扶助費

H25.3 委託料

H24.10～H25.3 使用料

H25.5 補助金

H24.10～H25.3 人件費

H24.10～H25.3 需用費

H24.10～H25.3 役務費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(5,373百万円)
(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)

657百万円 28,883,124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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 奈良県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

5,402百万円

（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）
428百万円

執行（支出）済み額 4,975百万円

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）･･･事業終了に伴い、残額については施設開設助成へ充当
②介護職員処遇改善交付金（その他事業）･･･事業終了に伴い、残額については施設開設助成へ充当
③施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）･･･対象施設の整備に応じて順次執行予定
④定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）･･･施設開設準備経費助成特別対策事業と一体的な執行を予定
⑤施設開設準備経費助成特別対策事業及び定期借地権利用による整備促進特別対策事業に係るその他事業･･･必要に応じ順
次執行予定

（執行見込額） 428百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 最も確実な方法と判断したため

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 512百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,742百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,235百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 312百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 174百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

H24最終過誤調整による △ 112,792 事業者３５件

H23年度処遇改善実績報告
による

△ 2,403,672 事業者１１件

H24年度処遇改善実績報告
による

△ 2,836,530 事業者２４件

処遇改善事業消耗品費 10,000
富士ゼロックス大阪
株式会社　奈良支社

処遇改善事業消耗品費 14,167
富士ゼロックス大阪
株式会社　奈良支社

処遇改善事業消耗品費 10,000 株式会社　ペーパル

処遇改善事業消耗品費 11,219
富士ゼロックス大阪
株式会社　奈良支社

処遇改善事業消耗品費 30,000 株式会社　ペーパル

処遇改善事業消耗品費 6,864 庁内用品センター

処遇改善事業消耗品費 12,768
富士ゼロックス大阪
株式会社　奈良支社

処遇改善事業消耗品費 20,286
株式会社　アイプリコ
ム

処遇改善事業消耗品費 3,215
富士ゼロックス大阪
株式会社　奈良支社

処遇改善事業消耗品費 2,832 株式会社　ペーパル

処遇改善事業電信電話料 922
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

処遇改善事業電信電話料 960
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

処遇改善事業電信電話料 1,107
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

処遇改善事業電信電話料 1,023
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

処遇改善事業電信電話料 954
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

処遇改善事業電信電話料 960
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/12 返還金

H25/03 返還金

H25/03 返還金

H24/10 需用費

H24/10 需用費

H24/10 需用費

H24/11 需用費

H24/11 需用費

H24/12 需用費

H24/12 需用費

H24/12 需用費

H25/02 需用費

H25/02 需用費

H24/10 役務費

H24/11 役務費

H24/12 役務費

H25/01 役務費

H25/02 役務費

H25/03 役務費



処遇改善事業電信電話料 41,662
ヤマト運輸株式会社
奈良主管支店　若草
センター

処遇改善事業電信電話料 976
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

処遇改善事業電信電話料 1,920
長寿社会課資金前途
職員

処遇改善事業電信電話料 1,035
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

臨時職員賃金 145,018 臨時職員

臨時職員賃金 166,580 臨時職員

H25/03 役務費

H25/04 役務費

H25/04 役務費

H25/05 役務費

H24/10 賃金

H24/11 賃金



臨時職員賃金 159,392 臨時職員

臨時職員共済費 21,212
厚労省年金局事業管
理課長

臨時職員共済費 22,908
厚労省年金局事業管
理課長

臨時職員共済費 22,908
厚労省年金局事業管
理課長

臨時職員共済費 22,908
厚労省年金局事業管
理課長

施設開設準備経費補助金 20,400,000 御杖村長

施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人　一寿
会

施設開設準備経費補助金 5,400,000 安堵町長

施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人　信和
会

施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人　誠敬
会

施設開設準備経費補助金 30,000,000
社会福祉法人晋栄福
祉会

施設開設準備経費補助金 5,400,000 河合町長

施設開設準備経費補助金 5,400,000 山添村長

施設開設準備経費補助金 10,800,000 三郷町長

施設開設準備経費補助金 5,400,000 奈良市長

施設開設準備経費補助金 5,400,000 十津川村長

職員旅費 29,940 事業担当職員

施設開設助成事業関連書籍
購入代

19,530 ベニヤ書店

施設開設助成事業電信電話
料

2,767
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

施設開設助成事業電信電話
料

2,881
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

H24/12 賃金

H24/10 共済費

H24/10 共済費

H24/11 共済費

H25/01 共済費

H24/11 補助金

H24/10 補助金

H24/10 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/04 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/04 旅費

H25/03 需用費

H24/10 役務費

H24/11 役務費



施設開設助成事業電信電話
料

3,320
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

施設開設助成事業電信電話
料

3,070
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

施設開設助成事業電信電話
料

2,862
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

施設開設助成事業電信電話
料

2,881
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

施設開設助成事業電信電話
料

2,928
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

施設開設助成事業電信電話
料

3,105
西日本電信電話　株
式会社ビジネスＳＳＣ
（金沢）

173,654,086

H24/12 役務費

H25/01 役務費

H25/02 役務費

H25/03 役務費

H25/04 役務費

H25/05 役務費



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(5,272百万円)
(45百万円)

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)

825百万円 44,532,553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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

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 和歌山県介護職員処遇改善臨時特例基金

基金設置法人名 和歌山県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

5,316百万円

（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）
349百万円

執行（支出）済み額 4,967百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

対象事業者に順次交付予定

（執行見込額） 349百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金設置条例及び金融機関への運用
条件の引き合いにより運用商品決定

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 551百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,910百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,027百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 402百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 78百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

交付金支払事務委託 1,022,700
和歌山県国民健康
保
険団体連合会

アルバイト職員賃金 118,800 個人計1名

アルバイト職員賃金 113,400 個人計1名

過誤調整に伴う返還金 △ 298,913 計50事業者

アルバイト職員賃金 103,950 個人１名

実績報告に伴う返還金 △ 3,297,733 計26事業者

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

30,000,000 １事業者

アルバイト職員賃金 103,950 個人１名

アルバイト職員賃金 103,950 個人１名

消耗品費 695,161 営利法人１２社

消耗品費 454,000 営利法人１０社

印刷製本費 7,600 営利法人１社

使用料 64,000 営利法人１社

使用料 10,000 営利法人１社

通信運搬費 72,000 営利法人１社

通信運搬費 10,000 営利法人１社

承認取消しに伴う返還金 △ 236,728 計1事業者

実績報告に伴う返還金 △ 553,074 計9事業者

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

17,400,000 １市

アルバイト職員賃金 103,950 個人１名

実績報告に伴う返還金 △ 1,183 計1事業者

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

28,539,000 １市、１事業者

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

3,000,000 １町

77,534,830

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/10 委託料

H24/10 賃金

H24/11 賃金

H24/12 交付金返納

H24/12 賃金

H25/01 交付金返納

H25/01 補助金

H25/01 賃金

H25/02 賃金

H25/03 需用費

H25/03 需用費

H25/03 需用費

H25/03 使用料及び賃借料

H25/03 使用料及び賃借料

H25/03 役務費

H25/03 役務費

H25/03 交付金返納

H25/03 交付金返納

H25/03 補助金

H25/03 賃金

H25/04 交付金返納

H25/04 補助金

H25/05 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(2,581百万円)
(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)

7,782,149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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 鳥取県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

2,588百万円

（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）
-14百万円

執行（支出）済み額 2,603百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・平成25年度中に施設開設事業補助金として133.8百万円を交付予
定。（平成24年度交付分における執行）

（執行見込額） 134百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 取崩予定までの期間が短いため

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 306百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,041百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,033百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 176百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 46百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

施設開設事業補助金 10,800,000 南部町

施設開設事業補助金 12,000,000 八頭町

平成２３年度処遇改善交付
金の返還金

△ 901,882 １事業所

平成２４年度処遇改善交付
金の返還金

△ 4,015,615 ４６事業所

施設開設事業補助金 17,400,000 日吉津村

施設開設事業補助金 10,800,000 湯梨浜町

パソコンリース料（非常勤職
員用）

94,500
（株）愛進堂
（株）衣笠商会
（株）ケー・オウ・エイ

46,177,003

※平成24年度交付分等を合算して執行しているため、執行残高がマイナスとなっている。

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/11 補助金

H25/01 補助金

H25/02 交付金

H25/05 賃借料

H25/02 交付金

H25/04 補助金

H25/05 補助金



（Ｈ２４下半期） 単位：百万円

(3,892百万円)
(6百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

3,892百万円 6,041,221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
>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31

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 介護保険施設等開設支援臨時特例基金

基金設置法人名 島根県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

3,898百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
94百万円

執行（支出）済み額 3,804百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額）

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 県の資金管理運用要綱による

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 414百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,457百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,558百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 220百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 155百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

交付金返還分 △ 3,681,230

交付金返還分 △ 150,610

施設開設準備経費補助 157,800,000 ８市町

臨時職員共済費（振替） 108,627

臨時職員賃金（振替） 720,000 個人　1名（5ヵ月分）

154,796,787

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

11月 交付金

12月 交付金

3月 交付金

3月 共済費

3月 賃金



（Ｈ２４下半期） 単位：百万円

(9,678百万円)
(34百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

9,678百万円 33,795,924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
>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31

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 介護職員殊遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 岡山県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

9,712百万円

（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）
1,272百万円

執行（支出）済み額 8,440百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

順次補助金交付予定。

（執行見込額） 200百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
地方自治法第２４１条第２項の規
定及び岡山県公金運用方針に
よる。

短期・長期信託

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 966百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,172百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,313百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 719百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 270百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金 125,468 6事業所

介護職員処遇改善交付金 △ 8,729,451
H23実績報告に伴う
返還金

介護職員処遇改善交付金 △ 3,206,875 43事業所返還金

介護職員処遇改善交付金 △ 7,702,717
H24実績報告に伴う
返還金

介護職員処遇改善交付金事
務処理補助業務委託

172,442 (株)ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

介護職員処遇改善交付金事
務処理補助業務委託

68,601 (株)ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

介護職員処遇改善交付金事
務処理補助業務委託

137,203 (株)ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

介護職員処遇改善交付金事
務処理補助業務委託

87,866 (株)ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

介護職員処遇改善交付金事
務処理補助業務委託

79,878 (株)ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

介護職員処遇改善交付金事
務処理補助業務委託

93,035 (株)ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

介護職員処遇改善交付金事
務処理補助業務委託

91,625 (株)ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

消耗品 39,984 (株)高田紙店

複写サービス 20,016 (株)渡辺勇商店

役務費 1,680 郵便局会社

役務費 23,490 郵便局会社

役務費 50,000 郵便局会社

〃 60,600,000 １市１町

〃 42,000,000 １法人

〃 37,134,000 ２市

〃 39,040,000 １市

〃 87,765,000 ６市１町

〃 22,199,000 １市

270,090,245

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H25/03 交付金

H24/11 交付金

H24/10 交付金

H25/02 交付金

H24/10 委託料

H24/11 委託料

H24/12 委託料

H25/01 委託料

H25/02 委託料

H25/03 委託料

H25/04 委託料

H24/10 需用費

H24/10 需用費

H24/10 役務費

H24/10 役務費

H24/10 役務費

H24/10 〃

H24/11 〃

H24/12 〃

H25/02 〃

H25/04 〃

H25/05 〃



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(11,593百万円)
(59百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

11,593百万円 59,007,545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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

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の総括表

基金設置法人名 広島県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

11,652百万円

（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）
839百万円

執行（支出）済み額 10,813百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

当該事業に係る特例交付金の交付の後、順次交付予定  等
（介護職員処遇改善事業については終了）

（執行見込額） 279百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

1,284百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 4,197百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 4,517百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 678百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 136百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

嘱託職員賃金 127,190 個人　１名

臨時職員賃金 401,868 個人　３名

臨時職員等共済費 245,192 社会保険事務所

賃金職員 137,940 個人　1名

交付金の過誤調整による返
還

△ 1,231,244

嘱託職員賃金 133,960 個人　１名

臨時職員賃金 161,656 個人　３名

臨時職員等共済費 36,107 社会保険事務所

賃金職員 159,720 個人　1名

交付金の過誤調整による返
還

△ 5,104,973

嘱託職員賃金 135,400 個人　１名

臨時職員賃金 139,612 個人　１名

賃金職員 152,460 個人　1名

職員旅費 840

嘱託職員賃金 126,470 個人　１名

臨時職員賃金 249,196 個人　３名

臨時職員等共済費 112,633 社会保険事務所

賃金職員 130,680 個人　1名

賃金職員保険料 42,744 個人　1名

賃金職員保険料（24年度下
半期）

△ 24,161 個人　1名

交付金の過誤調整による返
還

△ 1,242,550

嘱託職員賃金 127,910 個人　１名

臨時職員賃金 249,016 個人　３名

臨時職員等共済費 76,526 社会保険事務所

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/10 報酬

H24/10 賃金

H24/10 共済費

H24/10 賃金

H24/11 交付金返還

H24/11 報酬

H24/11 賃金

H24/11 共済費

H24/11 賃金

H24/12 交付金返還

H24/12 報酬

H24/12 賃金

H24/12 賃金

H24/12 旅費

H25/01 報酬

H25/01 賃金

H25/01 共済費

H25/01 賃金

H25/01 共済費

H25/01 共済費

H25/02 交付金返還

H25/02 報酬

H25/02 賃金

H25/02 共済費



交付金の過誤調整による返
還

△ 822,887 a

嘱託職員賃金 127,190 個人　１名

職員旅費 7,490

臨時職員保険料（２４年度） △ 443,331 個人　３名

嘱託職員賃金 133,240 個人　１名

臨時職員等共済費 72,214 社会保険事務所

職員旅費 2,310

郵便代 48,080

電話代 123,472

印刷代 229,598

電話通信費（２４年度分） 123,472

事務消耗品（コピー料金） 229,598

６市町に対する補助金交付 125,198,000 ６市町

事業者　計2施設に対する補
助金交付

15,479,000 事業者　計２施設

135,851,638

H25/03 交付金返還

H25/03 報酬

H25/03 旅費

H25/03 保険料（賃金）

H25/04 報酬

H25/04 共済費

H25/04 旅費

H25/05 役務費

H25/05 役務費

H25/05 需用費

H25/05 役務費

H25/05 需用費

H25/05 補助金

H25/05 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(6,305百万円)
(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)

6,305百万円 7,534,612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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 587百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 208百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 632百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,076百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,349百万円

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
安全性を重視し、相殺枠のある金融
機関での定期性預金により運用。

短期・長期信託

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
460百万円

執行（支出）済み額 5,852百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

開設準備経費補助金として執行予定

（執行見込額） 366百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 山口県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 山口県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

6,312百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



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 △ 11,940,489 事業所

介護職員処遇改善交付金 △ 7,701 事業所

事務補助職員人件費 277,200 個人（3名）

事務補助職員人件費 283,500 個人（3名）

事務補助職員人件費 277,200 個人（3名）

事務補助職員労働保険料 △ 11,266 個人

山口県介護施設開設準備
経費補助金

12,000,000 (福)博愛会

山口県介護施設開設準備
経費補助金

6,000,000 (福)敬天会

山口県介護施設開設準備
経費補助金

△ 26,587 下関市

山口県介護施設開設準備
経費補助金

21,000,000 宇部市

山口県介護施設開設準備
経費補助金

29,770,000 山口市

山口県介護施設開設準備
経費補助金

22,800,000 防府市

山口県介護施設開設準備
経費補助金

5,400,000 下松市

山口県介護施設開設準備
経費補助金

28,200,000 美祢市

山口県介護施設開設準備
経費補助金

5,400,000 周南市

山口県介護施設開設準備
経費補助金

10,800,000 周防大島町

山口県介護施設開設準備
経費補助金

30,000,000 (福)萩市社会福祉事業団

山口県介護施設開設準備
経費補助金

48,000,000 (福)ひかり苑

208,221,857

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H24/11 補助金

H25/01 補助金

H25/01 補助金

H24/11 賃金

H24/12 賃金

H24/12 返納金

H24/12 返納金

H25/03 返納金

H24/10 賃金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(3,568百万円)
(9百万円)

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)

167百万円 8,616,022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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

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 徳島県介護職員処遇改善等臨時特例交付金

基金設置法人名 徳島県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

3,576百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
122百万円

執行（支出）済み額 3,454百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

①　介護職員処遇改善交付金（基本事業）
・平成24年7月に事業終了
②　介護職員処遇改善交付金（その他事業）
・実績報告に伴う消耗品、郵送料、等を支払予定。
・平成24年11月に事業終了(精算は12月)
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） 122百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金設置条例により預金による
保管が規定されているため

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 465百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,358百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,389百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 215百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 28百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

事業者からの交付金返還 △ 574,829 交付金受給事業者（6件）

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

事業者からの交付金返還 △ 1,000 交付金受給事業者（1件）

プリンタ賃借 10,815 日立キャピタル（株）

備品類 207,000 管財課

臨時職員賃金 1,149,632 非常勤職員1名

臨時職員法定福利費事業主
負担

157,354 厚生労働省年金局他

コピー等消耗品 178,664 徳島県管財課

送料 57,990 徳島県職員生協　他

事業者からの交付金返還 △ 347,069 交付金受給事業者（4件）

事業者からの交付金返還 △ 1,000 交付金受給事業者（1件）

事業者からの交付金返還 △ 1,000 交付金受給事業者（1件）

③施設開設（基本事業）に配
分変更

42,235,204
③施設開設（基本事
業）

③及び④に係るその他事業
に配分変更

3,117,599
③及び④に係るその
他事業

①処遇改善（基本事業）から
配分変更

△ 42,235,204 ①処遇改善（基本事業）

②処遇改善（その他事業）か
ら配分変更

△ 3,117,599
②処遇改善（その他
事業）

介護施設開設準備等特別対
策事業補助金

27,000,000 吉野川市　他

備品類 78,750 徳島県管財課

27,936,937

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 返還金

10月 使用料及び賃借料

11月 使用料及び賃借料

12月 返還金

12月 使用料及び賃借料

12月 備品費

12月 賃金

12月 共済費

12月 需用費

12月 役務費

1月 返還金

2月 返還金

3月 返還金

3月 事業関係費配分変更

3月 事業関係費配分変更

3月 事業関係費配分変更

3月 事業関係費配分変更

4月 補助金交付

5月 備品費



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(4,081百万円)
(7百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

4,081百万円 6,681,317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

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 香川県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 香川県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

4,088百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
123百万円

執行（支出）済み額 3,965百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

残余額については、平成25年度上期以降に順次交付予定。

（執行見込額） 123百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

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

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 466百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,532百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,661百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 241百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 65百万円



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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

印刷(10-11月分) 51,401 富士ゼロックス四国㈱他

郵送料・電話料等（10-11月分） 100,000 日本郵政公社他

交付金支払い業務 408,000
香川県国民健康保
険団体連合会

交付金支払い業務 26,070
香川県国民健康保
険団体連合会

施設開設準備 5,400,000 小豆島町

施設開設準備 5,400,000 小豆島町

施設開設準備 10,800,000 観音寺市

施設開設準備 36,000,000 社会福祉法人 計2件

施設開設準備 5,400,000 坂出市

処遇改善交付金の返納金受
け入れ

△ 1,622,032 実施確認による返戻

施設開設準備 2,847,000 広域行政組合 計1件

64,810,439

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/05 需用費

H24/05 役務費

H24/10 委託費

H24/10 委託費

H24/10 助成金交付

H24/11 助成金交付

H24/11 助成金交付

H24/12 助成金交付

H25/02 助成金交付

H25/03 交付金返納

H25/05 助成金交付



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(7,159百万円)
(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)

1,219百万円 31,579,698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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 愛媛県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

7,191百万円

（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）
821百万円

執行（支出）済み額 6,369百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・申請のあった事業所等に対し、所要の交付金を交付
・関連する事務を実施

（執行見込額） 821百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
事業の執行状況に応じた対応が
可能なため

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 801百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,583百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,588百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 380百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 18百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

処遇改善交付金支払業務委
託費

1,732,000
愛媛県国民健康保
険団体連合会

臨時職員人件費 939,600 個人

交付金事業執行に要する事
務用品の購入

380,792 納入業者

交付金事業執行に要する通
信運搬費

291,429 電話会社外

施設開設準備経費執行に要
する事務用品の購入

170,000 納入業者

施設開設準備経費執行に要
する通信運搬費

180,000 電話会社外

平成24年度実績報告による
返還金戻入

△ 3,046,861 計28事業者

平成23年度実績報告による
返還金受入

△ 902,668 計11事業者

施設開設準備等特別対策事
業費補助金

15,000,000 宇和島市長、伊予市長

施設開設準備等特別対策事
業費補助金

5,400,000 内子町長

20,144,292

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/08 委託費

H25/03
介護職員処遇改善交
付金事務費（人件費）

H25/03
介護職員処遇改善交
付金事務費（需要費）

H25/03
介護職員処遇改善交
付金事務費（役務費）

H25/03
施設開設準備経費事
務費（需用費）

H25/03
施設開設準備経費事
務費（役務費）

H25/03 交付金返納

H25/03 交付金返納

H25/04 補助金

H25/05 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(4,007百万円)
(36百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

31,374,514円

0円

0百万円 4,598,735円

4,598,735円

0円

0円

支出月支出月 支出月 支出月
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 高知県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 高知県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

4,043百万円

（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）
1,031百万円

執行（支出）済み額 3,013百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

処遇改善交付金事業については、実績報告受理後に事業者から返還
を受け入れる。
施設開設準備事業については、順次交付予定。

（執行見込額） 403百万円

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 334百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,147百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,213百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 188百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 130百万円



D 執行済み額（C)の平成24年度合計内訳
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

パソコンリース料 12,936 株式会社　三愛商会

パソコンリース料 12,936 株式会社　三愛商会

パソコンリース料 12,936 株式会社　三愛商会

パソコンリース料 12,936 株式会社　三愛商会

実績報告・過誤調整等に基
づく返還金の受け入れ

△ 7,409,216 9事業所

実績報告・過誤調整等に基
づく返還金の受け入れ

△ 4,728 1事業所

介護保険施設の開設準備に
係る費用の助成

133,800,000 ７事業者

臨時職員社会保険・労働保
険代

390,665

臨時職員賃金 2,675,679

用品代 115,913

用品代 49,692

コピー料金 300,000 株式会社　三愛商会

臨時的任用職員健康診断委
託料

7,350 （医）グリーンハウス

電話料金 100,000
ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ（株

後納郵便料金 250,000 日本郵便（株）

130,327,099

支出月 科目

H24/10 使用料及び賃借料

H24/11 使用料及び賃借料

H24/12 使用料及び賃借料

H25/01 使用料及び賃借料

H25/02 交付金返還

H25/03 交付金返還

H25/05 補助金

H25/05 共済費

H25/05 賃金

H25/05 需用費

H25/05 需用費

H25/05 需用費

H25/05 委託料

H25/05 役務費

H25/05 役務費



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(18,319百万円)
(64百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

18,319百万円 64,158,817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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 福岡県介護職員処遇改善等基金

基金設置法人名 福岡県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

18,383百万円

（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）
824百万円

執行（支出）済み額 17,559百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

処遇改善事業：事業終了のため執行予定なし。
施設開設事業：平成25年度上半期に計200,000千円を交付予定。
その他残額については、翌半期以降順次執行予定。

（執行見込額） 824百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 1,967百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 6,614百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 7,581百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 1,152百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 245百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

人件費等 400,474 臨時職員ほか

人件費等 502,733 臨時職員ほか

施設開設準備等特別対策事
業

25,000,000 社会福祉法人薫風会

委託料 1,509,375
(株)日本統計セン
ター

施設開設準備等特別対策事
業

15,000,000
社会福祉法人福岡愛
心の丘

過誤調整によるH23年度分介護
職員処遇改善交付金の返還

△ 1,012,759 事業所

実績報告によるH24年度分介護
職員処遇改善交付金の返還

△ 6,693,141 事業所

実績報告によるH24年度分介護
職員処遇改善交付金の返還

△ 17,453,926 事業所

施設開設準備等特別対策事
業

5,400,000 古賀市

施設開設準備等特別対策事
業

10,800,000 大任町

施設開設準備等特別対策事
業

5,400,000 赤村

施設開設準備等特別対策事
業

5,400,000 岡垣町

施設開設準備等特別対策事
業

3,000,000
社会福祉法人久寿福
祉会

施設開設準備等特別対策事
業

62,400,000 北九州市

施設開設準備等特別対策事
業

17,400,000 福岡市

施設開設準備等特別対策事
業

34,800,000 久留米市

施設開設準備等特別対策事
業

5,400,000 直方市

施設開設準備等特別対策事
業

5,400,000 朝倉市

施設開設準備等特別対策事
業

7,800,000 みやま市

施設開設準備等特別対策事
業

10,800,000 新宮町

施設開設準備等特別対策事
業

5,400,000 桂川町

施設開設準備等特別対策事
業

10,800,000 宮若市

施設開設準備等特別対策事
業

5,400,000 田川市

施設開設準備等特別対策事
業

10,800,000 広川町

施設開設準備等特別対策事
業

10,800,000 香春町

施設開設準備等特別対策事
業

10,800,000 川崎町

245,252,756

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/10 事務費

H24/11 事務費

H24/11 補助金

H24/12 事務費

H24/12 補助金

H25/03 交付金返還

H25/03 交付金返還

H25/04 交付金返還

H25/04 補助金

H25/04 補助金

H25/04 補助金

H25/04 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金

H25/05 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(3,405百万円)
(14百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

14,189,069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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

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 佐賀県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 佐賀県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

3,420百万円

（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）
221百万円

執行（支出）済み額 3,199百万円

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のみ、順次交付予定

（執行見込額） 68百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金設置条例及び会計担当課
における検討の結果、運用商品
を決定

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 395百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,232百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,311百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 199百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 62百万円



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

37,200,000 佐賀中部広域連合

施設開設準備経費助成特別
対策事業

10,800,000 唐津市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業

3,000,000 鳥栖市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業

10,800,000 伊万里市長

61,800,000

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H25/03
負担金補助金及び交

付金

H25/03
負担金補助金及び交

付金

H25/03
負担金補助金及び交

付金

H25/03
負担金補助金及び交

付金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(6,843百万円)
(16百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

16,339,295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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

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 長崎県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 長崎県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

6,859百万円

（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）
650百万円

執行（支出）済み額 6,209百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

介護職員処遇改善交付金事業については事業終了により執行予定な
し。
施設開設準備経費助成特別対策事業については25年度事業順次執
行予定。

（執行見込額） 391百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 確実な運用を行うため

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 750百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 2,478百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,561百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 394百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 25百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

嘱託職員給与 411,539 個人計2名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計2名

消耗品 86,100 地方自治体１

嘱託職員給与 411,539 個人計2名

嘱託職員通勤費 14,976 個人計2名

消耗品等 164,240 地方自治体１

通信運搬費 280,000 地方自治体１

通信運搬費 60,000 地方自治体１

助成金額の変更による返納
金受入

△ 4,630,834 介護保険事業者

印刷代等 60,000 地方自治体１

通信運搬費 165,000 地方自治体１

通信運搬費 40,000 地方自治体１

パソコン賃貸借料 23,100 （株）ＮＤＫＣＯＭ１

パソコン賃貸借料 13,860 （株）ＮＤＫＣＯＭ１

印刷代等 326,000 地方自治体１

通信運搬費 180,000 地方自治体１

施設開設準備経費助成 27,832,000 地方自治体3

25,452,496

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/10 人件費

H24/10 旅費

H24/10 需用費

H24/11 人件費

H24/11 旅費

H24/11 需用費

H24/11 役務費

H24/12 役務費

H24/12 助成金返納

H25/02 需用費

H25/02 役務費

H25/03 役務費

H25/04 使用料

H25/04 使用料

H25/04 需用費

H25/04 役務費

H25/05 補助金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(8,310百万円)
(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)

8,310百万円 38,741,912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

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 448百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 341百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 925百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,168百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,160百万円

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
経営が健全と認められる金融機
関であるため

短期・長期信託

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
308百万円

執行（支出）済み額 8,041百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

・介護職員処遇改善交付金事業については、執行見込み無し（平成２１
年12月以降対象事業所の各月の報酬請求額に一定の比率を乗じた金
額を毎月交付してきたが、２４年７月分をもって支払い完了。）
・施設開設準備経費助成特別対策事業については、対象事業者に順
次交付予定。
※不足分については、２４年度末に新たに追加された交付金を充当す
る

（執行見込額） 466百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 熊本県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 熊本県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

8,349百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

臨時職員賃金 107,160 臨時職員１名分

社会保険料 15,583 臨時職員１名分

社会保険料 15,777 臨時職員１名分

電話代 3,879
西日本電信電話（株）
他

社会保険料等 30,314 臨時職員３名分

臨時職員賃金 209,953 臨時職員２名分

タクシー使用料 1,200
熊本市タクシー商事
株式会社

社会保険料等 31,789 臨時職員３名分

消耗品代 63,790 (株）レイメイ藤井他

臨時職員賃金 114,801 臨時職員１名分

社会保険料 15,777 臨時職員１名分

電話代 4,280
西日本電信電話（株）
他

臨時職員賃金 248,160 臨時職員２名分

タクシー使用料 1,440
熊本市タクシー商事
株式会社

社会保険料等 31,789 臨時職員３名分

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

△ 207,000 熊本市(H23返納）

臨時職員賃金 118,440 臨時職員１名分

社会保険料 15,777 臨時職員１名分

臨時職員賃金 103,521 臨時職員１名分

社会保険料 15,777 臨時職員１名分

臨時職員賃金 107,160 臨時職員１名分

社会保険料 14,925 臨時職員１名分

職員旅費 1,364 職員

２４年度時間外手当 4,334,522 職員

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

55,386,000

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

8,318,000

3月
負担金、補助及び交

付金

3月
負担金、補助及び交

付金

2月 共済費

3月 旅費

3月 時間外手当

1月 賃金

1月 共済費

2月 賃金

11月
負担金、補助及び交

付金

12月 賃金

1月 共済費

11月 賃金

11月 使用料及び賃借料

11月 共済費

11月 賃金

11月 共済費

11月 一般役務費

10月 使用料及び賃借料

10月 共済費

10月 一般需用費

10月 一般役務費

10月 共済費

10月 賃金

10月 賃金

10月 共済費

10月 共済費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目



施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

271,800,000

施設開設準備経費助成特別
対策事業補助金

△ 591,000 熊本市(H22返納）

臨時職員賃金 98,609 臨時職員１名分

社会保険料 14,925 臨時職員１名分

臨時職員賃金 101,520 臨時職員１名分

社会保険料 14,925 臨時職員１名分

時間外手当（返納） △ 35,301 職員１名分

340,507,856

4月 賃金

4月 共済費

4月 時間外手当

3月
負担金、補助及び交

付金

3月 賃金

3月 共済費

3月
負担金、補助及び交

付金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(5,187百万円)
(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)

5,187百万円 17,502,625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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 277百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 54百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 602百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,960百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,039百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金条例により、預貯金による
運営が規定されているため

短期・長期信託

平成24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 4,933百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

施設に対し、補助金を順次交付予定。

（執行見込額） 272百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 大分県介護職員処遇改善等促進基金

基金設置法人名 大分県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

5,205百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 252,315 医療法人　博慈会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 1,357
医療法人社団　親和
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 1,138 医療法人　輝生会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 56,995 医療法人　岡仁会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 1,135
有限会社　国東中央
福祉センター

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 10,013
特定非営利活動法
人　紫苑会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 73,471
有限会社　おおいた
南

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 102
社会福祉法人　アッ
プルミント

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 182
有限会社　すぎた福
祉サービスセンター

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 185,066
社会福祉法人　穂燈
舎

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 8,267
グリーンコープ生活
協同組合　おおいた

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 3,666
社会福祉法人　グ
リーンコープ

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 18,279 医療法人　健裕会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 13,834 株式会社  優華

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 15,322
社会福祉法人　杵築
市社会福祉協議会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 39,007
医療法人　石田記念
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 268
大分県厚生農業協
同組合連合会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 34,978
株式会社　そよかぜ
九州

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 6,649
株式会社　ケアリン
グ

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 5,883
社会福祉法人　虹の
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 12,378
株式会社　サン・ルー
ム

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 68,526
有限会社　ケアつか
さ

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 21,755 医療法人　信愛会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 235
社会福祉法人　天峰
福祉会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 4,997 医療法人　英世会H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目



平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 12,697 医療法人　柊会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 57,913 株式会社　ライフリー

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 65,849
社会福祉法人　泰生
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 20,881
医療法人社団　三杏
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 23,361 医療法人　進修会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 130 たけのこ　株式会社

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 245
大分県厚生農業協
同組合連合会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 90,948
社会福祉法人　松山
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 38,513
社会福祉法人　松山
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 203,348
社会福祉法人　松山
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 61,145
社会福祉法人　松山
会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 4,544 医療法人　至誠会

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 79,965 第一交通　株式会社

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 20,131 株式会社　W＆W

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 11,493 有限会社　福英

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 36,409
有限会社　生活サ
ポートセンターみんな
の家

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 14,941 株式会社　寿雲

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 12,866
大分県農業協同組
合

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 74,951
セントケア九州　株式
会社

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 70,869
有限会社　ライフ
サービス

平成24年度実績確定に伴う
返還金

△ 211,862 医療法人　立清会

臨時職員賃金 262,240 臨時職員　２名

臨時職員共済費 32,033 臨時職員　２名

臨時職員賃金 250,320 臨時職員　２名

臨時職員共済費 32,033 臨時職員　２名

臨時職員共済費（雇用保険
料）

37,758 臨時職員　２名

臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

△ 1,312 臨時職員　２名H24/10 諸収入

H24/11 賃金

H24/11 共済費

H24/11 共済費

H24/10 諸収入

H24/10 賃金

H24/10 共済費

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入

H24/10 諸収入



臨時職員雇用保険料の個人
負担分の戻入

△ 1,252 臨時職員　２名

コピー代 8,251
キャノンマーケティン
グジャパン株式会社

コピー代 8,251
キャノンマーケティン
グジャパン株式会社

コピー代 8,252
キャノンマーケティン
グジャパン株式会社

施設開設準備軽費助成事業 5,400,000 日田市

施設開設準備軽費助成事業 5,400,000 杵築市

施設開設準備軽費助成事業 16,200,000 宇佐市

施設開設準備軽費助成事業 4,800,000 国東市

施設開設準備軽費助成事業 12,000,000
社会福祉法人清風
会

施設開設準備軽費助成事業 12,000,000
社会福祉法人くにさ
き福祉会

54,487,695

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H25/03 補助金

H24/10 その他需用費

H24/10 その他需用費

H25/03 補助金

H24/11 諸収入

H24/10 その他需用費



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(4,511百万円)
(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)

4,511百万円 16,684,633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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 宮崎県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

4,528百万円

（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）
480百万円

執行（支出）済み額 4,049百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

25年度下半期に、施設開設準備経費助成特別対策事業として、137百
万円執行予定

（執行見込額） 137百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
宮崎県介護職員処遇改善等臨
時特例基金条例に基づく運用

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 463百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,548百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,750百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 246百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 41百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

過誤調整、実績報告等によ
る返還

△ 2,683,181 41事業所

過誤調整、実績報告等によ
る返還金

△ 2,834,425 28事業所

過誤調整、実績報告等によ
る返還

△ 1,719,392 13事業所

過誤調整、実績報告等によ
る返還金

△ 340,635   5事業所

９月分非常勤職員報償 99,280 個人計１名

１０月分非常勤職員報償 116,800 個人計１名

１１月分非常勤職員報償 96,277 個人計１名

８月分非常勤職員共済費 13,895
歳入徴収官　厚生労働省
年金局事業管理課長

９月分非常勤職員共済費 14,079
歳入徴収官　厚生労働省
年金局事業管理課長

１０月分非常勤職員共済費 14,079
歳入徴収官　厚生労働省
年金局事業管理課長

１１月分非常勤職員共済費 14,079
歳入徴収官　厚生労働省
年金局事業管理課長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

9,000,000 小林市長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

10,580,000 高鍋町長

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

18,000,000
社会福祉法人弘成
会

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金

10,800,000 小林市長

41,170,856

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/12 交付金返還

H25/01 交付金返還

H25/02 交付金返還

H25/03 交付金返還

H24/10 報酬

H24/11 報酬

H24/12 報酬

H24/10 共済費

H24/10 共済費

H24/11 共済費

H25/01 共済費

H25/02
負担金、補助金及び
交付金

H25/05
負担金、補助金及び
交付金

H25/05
負担金、補助金及び
交付金

H25/05
負担金、補助金及び
交付金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(8,365百万円)
(40百万円)

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)

8,365百万円 39,933,157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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 鹿児島県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 鹿児島県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

8,405百万円

（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）
351百万円

執行（支出）済み額 8,054百万円

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は，順次交付予定。
不足分については，平成24年度追加交付分を充当予定。

（執行見込額） 457百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
鹿児島県公金管理要領に基づき運
用

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 888百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 3,058百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 3,469百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 465百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 173百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護職員処遇改善交付金追
加交付

7,570 事業所

介護職員処遇改善交付金返
納

△ 12,117,179
特定医療法人大進会
他52件

介護職員処遇改善交付金戻
入

△ 17,484,962
（有）高岡医療サービス
他１２７事業所

臨時職員賃金 423,750 臨時職員5名分

臨時職員賃金 339,000 臨時職員4名分

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

3,600,000 鹿児島市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

12,000,000 枕崎市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

5,400,000 指宿市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

16,139,000 薩摩川内市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

16,200,000 いちき串木野市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

17,400,000 南さつま市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

10,200,000 奄美市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

13,800,000 姶良市

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

16,200,000 さつま町

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

5,400,000 大崎町

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

3,600,000 肝付町

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

5,400,000 中種子町

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

5,400,000 南種子町

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

3,000,000 喜界町

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

9,306,000 （社福）鹿屋恵友会

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

12,000,000 （社福）同仁会

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

6,000,000 （社福）内之浦会

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

401,000 （社福）鶴陽会

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

12,000,000 （社医）聖医会

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

9,600,000 （医）明正会

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/11 交付金

H25/03 交付金

H25/03 交付金

H24/10 賃金

H24/11 賃金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/04 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/04 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金

H25/04 負担金及び交付金



施設開設準備に必要な経費
等についての助成

12,000,000 （医）恵愛会

施設開設準備に必要な経費
等についての助成

7,200,000 （医）龍美会

173,414,179

H25/05 負担金及び交付金

H25/05 負担金及び交付金



（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(4,294百万円)
(1百万円)

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)

1,010百万円 616,958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
>=2012/10/1 <=2013/5/31

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 沖縄県介護職員処遇改善等臨時特例基金

基金設置法人名 沖縄県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

4,295百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
204百万円

執行（支出）済み額 4,091百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

介護職員処遇改善交付金
・交付金の返還
施設開設準備経費助成特別対策事業
・申請に基づき、順次補助金交付予定

（執行見込額） 281百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
最も安全で確実な方法であるた
め

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 491百万円

執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 1,519百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 1,742百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 321百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 16百万円



D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

交付金の返還 △ 1,630,723
過誤調整及び実績余
剰等に伴う返還

非常勤職員の社会保険料 73,593 （4～9月分）

非常勤職員の給与 195,773 （4～9月分）

消耗品購入 134,370 （10～3月分）

電話代等 61,064 （10～3月分）

施設開設準備経費助成特別
対策事業費補助金の交付

17,340,000
うるま市、座間味村、
北谷町

消耗品購入代等 153,710 （10～3月分）

電話代等 28,217 （10～3月分）

16,356,004

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H25/03 交付金の返還

H24/10 共済費

H24/10 賃金

H25/05 需用費

H25/05 役務費

H25/05 補助金

H25/04 需用費

H25/04 役務費


