
（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(7,343百万円)
(28百万円)

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 17,545,081円

2,614百万円 9,875,082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

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 385百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 405百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計 2,725百万円

有価証券

国債
競争原理を導入し収益の高い運用商品
を選択している。

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運用商品
を選択している。

短期・長期信託 当該基金設置条例に基づく

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
491百万円

執行（支出）済み額 6,880百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

②　介護職員処遇改善交付金事業（基本事業）
　　　※残額は施設開設準備経費に配分変更。
③　介護職員処遇改善交付金事業（その他事業）
　　　※残額は施設開設準備経費に配分変更。
④　施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）
　　　残額については、順次補助金交付予定。
⑤　定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）
　　　※残額は施設開設準備経費に配分変更。
⑥　④及び⑤に係るその他事業
　　　残額については、順次執行予定。

（執行見込額） 491百万円

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 ①三重県介護職員処遇改善等臨時特例基金（②＋③＋④＋⑤＋⑥）

基金設置法人名 三重県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

7,371百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



（様式２）

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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護給付費返還に基づく介
護職員処遇改善交付金返還
（平成23、24年度分）

△ 1,216,593 98法人

実績報告に基づく介護職員
処遇改善交付金返還
（平成23年度分）

△ 3,690,230 30法人

実績報告に基づく介護職員
処遇改善交付金返還
（平成22、23、24年度分）

△ 222,923 1法人

実績報告に基づく介護職員
処遇改善交付金返還
（平成24年度分）

△ 1,901,431 45法人

介護給付費返還に基づく介
護職員処遇改善交付金返還
（平成23、24年度分）

△ 604,878 1法人

実績報告の修正に伴う返納
済介護職員処遇改善交付金
の返還（平成24年度分）

110,241 1法人

介護給付費返還に基づく介
護職員処遇改善交付金返還
（平成21、22年度分）

△ 21,161 1法人

業務補助職員社会保険料
事業主負担分
（平成24年9月分）

38,346 三重社会保険事務局

業務補助職員人件費
（平成24年9月分）

289,260 個人　2名

各種通知書等用紙等 120,000 関西紙業（株）　他

各種通知書等郵送料 582,000 日本郵便　他

複写機使用料等 200,000
三重リコピー販売
（株）

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

48,000,000 法人1団体

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

5,400,000 伊賀市

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

5,400,000 紀北町

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

332,845,000
四日市市他4市町
及び9法人

各種郵便料 40,000 日本郵便　他

385,367,631

H25/03 通信運搬費

H25/02 補助金交付

H25/05 補助金交付

H25/03 使用料

H24/10 補助金交付

H24/12 補助金交付

H24/10 人件費

H25/03 消耗品費

H25/03 通信運搬費

H25/03 交付金

H25/04 交付金返納

H24/10 共済費

交付金返納

H24/10 交付金返納

H25/01 交付金返納

H25/01 交付金返納

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H24/10 交付金返納

H24/10



（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(5,866百万円)
(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)

3,624百万円 13,953,329円

2,088百万円 7,848,895円

155百万円 677,379円

155百万円 677,379円

0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）
（運用収入を含む。）

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
（②介護職員改善交付金事業（基本事業））

基金設置法人名 三重県

5,889百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 380百万円

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
499百万円

執行（支出）済み額 5,390百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

E

翌半期以降の執行
見込みについて

※残額は施設開設準備経費に配分変更。

有価証券

（執行見込額） 0百万円

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運用商品
を選択している。

短期・長期信託 当該基金設置条例に基づく

2,244百万円執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計

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

674百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 2,099百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 -8百万円



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月

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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

介護給付費返還に基づく介
護職員処遇改善交付金返還
（平成23、24年度分）

△ 1,216,593 98法人

実績報告に基づく介護職員
処遇改善交付金返還
（平成23年度分）

△ 3,690,230 30法人

実績報告に基づく介護職員
処遇改善交付金返還
（平成22、23、24年度分）

△ 222,923 1法人

実績報告に基づく介護職員
処遇改善交付金返還
（平成24年度分）

△ 1,901,431 45法人

介護給付費返還に基づく介
護職員処遇改善交付金返還
（平成23、24年度分）

△ 604,878 1法人

実績報告の修正に伴う返納
済介護職員処遇改善交付金
の返還（平成24年度分）

110,241 1法人

介護給付費返還に基づく介
護職員処遇改善交付金返還
（平成21、22年度分）

△ 21,161 1法人

△ 7,546,975

交付金返納

H24/10 交付金返納

H25/01 交付金返納

H25/04 交付金返納

H25/01 交付金返納

H25/03 交付金

支出月

H24/10

科目

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 -8百万円

執行済み額（C)の内訳

H24/10 交付金返納



（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(92百万円)
(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)

57百万円 217,538円

33百万円 122,319円

2百万円 10,561円

2百万円 10,561円

0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）
（運用収入を含む。）

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
（③介護職員処遇改善交付金事業（その他事業））

基金設置法人名 三重県

92百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 3百万円

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
59百万円

執行（支出）済み額 33百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

E

翌半期以降の執行
見込みについて

※残額は施設開設準備経費に配分変更。

有価証券

（執行見込額） 0百万円

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運用商品
を選択している。

短期・長期信託 当該基金設置条例に基づく

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計

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

1百万円

11百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 10百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

7百万円



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月

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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

業務補助職員社会保険料
事業主負担分
（平成24年9月分）

38,346
三重社会保険事務
局

業務補助職員人件費
（平成24年9月分）

289,260 個人　2名

各種通知書等用紙等 120,000 関西紙業（株）　他

各種通知書等郵送料 582,000 日本郵便　他

複写機使用料等 200,000
三重リコピー販売
（株）

1,229,606

共済費

H25/03 消耗品費

H25/03 通信運搬費

H25/03 使用料

支出月

H24/10

科目

1百万円

執行済み額（C)の内訳

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

H24/10 人件費



（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(1,160百万円)
(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)

717百万円 2,802,776円

413百万円 1,579,719円

31百万円 136,109円

31百万円 136,109円

0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）
（運用収入を含む。）

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
（④施設開設準備助成経費助成特別対策事業（基本事業））

基金設置法人名 三重県

1,165百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 22百万円

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
-293百万円

執行（支出）済み額 1,458百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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等から配分変更の上、順次補助金交
付予定。

有価証券

（執行見込額） 491百万円

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運用商品
を選択している。

短期・長期信託 当該基金設置条例に基づく

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計

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

392百万円

104百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 467百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

474百万円



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月

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

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等特
別対策事業補助金

48,000,000 法人1団体

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

5,400,000 伊賀市

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

5,400,000 紀北町

施設開設準備経費助成等特
別対策事業補助金

332,845,000
四日市市他4市町
及び9法人

391,645,000

補助金交付

H25/02 補助金交付

H25/05 補助金交付

支出月

H24/10

科目

392百万円

執行済み額（C)の内訳

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

H24/12 補助金交付



（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(219百万円)
(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)

135百万円 557,738円

78百万円 316,379円

6百万円 27,115円

6百万円 27,115円

0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）
（運用収入を含む。）

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
（⑤定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業））

基金設置法人名 三重県

220百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 0百万円

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
220百万円

執行（支出）済み額 0百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

E

翌半期以降の執行
見込みについて

※残額は施設開設準備経費に配分変更。

有価証券

（執行見込額） 0百万円

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運用商品
を選択している。

短期・長期信託 当該基金設置条例に基づく

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計

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

0百万円

0百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

0百万円



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月

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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

0

支出月 科目

0百万円

執行済み額（C)の内訳

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計



（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(5百万円)
(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)

3百万円 13,700円

2百万円 7,770円

0百万円 666円

0百万円 666円

0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）
（運用収入を含む。）

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
（⑥　④及び⑤に係るその他事業）

基金設置法人名 三重県

5百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 0百万円

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
5百万円

執行（支出）済み額 0百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

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。

有価証券

（執行見込額） 0百万円

預貯金
競争原理を導入し収益の高い運用商品
を選択している。

短期・長期信託 当該基金設置条例に基づく

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計

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

0百万円

0百万円
執行済み額（C)の

平成22年度通年合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

0百万円



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月

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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

各種郵便料 40,000 日本郵便　他

40,000

通信運搬費

支出月

H25/03

科目

0百万円

執行済み額（C)の内訳

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計


