
（様式２）

（Ｈ２４通年分） 単位：百万円
(5,373百万円)(29百万円)BC

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

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

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由預貯金 最も確実な方法と判断したため短期・長期信託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 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24年度下半期合計 174百万円

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23年度通年合計 2,235百万円



（様式２） 支出月支出月 支出月 支出月>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31D 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 130,880,715 奈良県国保連合会交付金の申請辞退による -895,478 奈良県国保連合会介護職員処遇改善交付金 141,509,539 奈良県国保連合会交付金の申請辞退による -255,104 事業者１件交付金の申請辞退による -674,325 事業者１件介護職員処遇改善交付金 2,345,491 奈良県国保連合会交付金の申請辞退による -1,078 事業者１件交付金の申請辞退による -1,604 事業者１件介護職員処遇改善交付金 916,742 奈良県国保連合会交付金の申請辞退による -450 事業者１件過誤調整返還金 -98,705 事業者１件介護職員処遇改善交付金 50,717 奈良県国保連合会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 2,389 富士ゼロックス奈良株式会社処遇改善事業消耗品費 11,010 株式会社　緑屋処遇改善事業消耗品費 9,240 有限会社　松岡大成堂処遇改善事業消耗品費 1,976 株式会社　ペーパル処遇改善事業消耗品費 12,263 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 12,501 株式会社　ペーパル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

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

H24/04 交付金H24/05 戻入H24/05 交付金H24/05 戻入H24/05 戻入H24/06 交付金H24/07 戻入H24/07 戻入H24/07 交付金H24/07 戻入H24/07 返還金H24/07 交付金
H24/05 需用費H24/06 需用費H24/06 需用費H24/07 需用費H24/08 需用費H24/08 需用費H24/10 需用費H24/10 需用費



（様式２） 支出月支出月 支出月 支出月>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31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 36,900 長寿社会課資金前途職員処遇改善事業電信電話料 34,632 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 974 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 38,320 長寿社会課資金前途職員処遇改善事業電信電話料 979 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 33,226 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 1,019 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 68,650 長寿社会課資金前途職員処遇改善事業電信電話料 953 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 74 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 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）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

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H24/04 役務費H24/06 役務費H24/06 役務費H24/06 役務費H24/07 役務費H24/08 役務費H24/08 役務費H24/08 役務費H24/09 役務費H24/09 役務費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H25/03 役務費



（様式２） 支出月支出月 支出月 支出月>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31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）処遇改善事業国保連支払い委託料 436,000 奈良県国民健康保険団体連合会処遇改善事業国保連支払い委託料 436,000 奈良県国民健康保険団体連合会処遇改善事業国保連支払い委託料 436,000 奈良県国民健康保険団体連合会処遇改善事業国保連支払い委託料 436,000 奈良県国民健康保険団体連合会臨時職員賃金 152,205 臨時職員臨時職員賃金 159,392 臨時職員臨時職員賃金 159,392 臨時職員臨時職員賃金 159,392 臨時職員臨時職員賃金 173,440 臨時職員臨時職員賃金 145,018 臨時職員臨時職員賃金 166,580 臨時職員臨時職員賃金 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 21,212 厚労省年金局事業管理課長臨時職員共済費 24,946 厚労省奈良労働局臨時職員共済費 21,212 厚労省年金局事業管理課長臨時職員共済費 21,212 厚労省年金局事業管理課長臨時職員共済費 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

H25/04 役務費H25/04 役務費H25/05 役務費H24/04 委託料H24/05 委託料H24/06 委託料H24/07 委託料H24/05 賃金H24/06 賃金H24/07 賃金H24/08 賃金H24/09 賃金H24/10 賃金H24/11 賃金H24/12 賃金H24/05 共済費H24/07 共済費H24/07 共済費H24/07 共済費H24/08 共済費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



（様式２） 支出月支出月 支出月 支出月>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31施設開設準備経費補助金 5,400,000 天理市長施設開設準備経費補助金 30,000,000 社会福祉法人　福智会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 2,921 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 2,937 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 3,056 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 2,860 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 2,767 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）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）

H24/09 補助金H24/09 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H24/06 役務費H24/07 役務費H24/08 役務費H24/09 役務費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H25/04 役務費



（様式２） 支出月支出月 支出月 支出月>=2012/4/1<2012/10 >=2012/10/1 <=2013/5/31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）485,765,041H25/05 役務費


