
（様式２）

（平成23年度通年分） 単位：百万円

(1,630百万円)
(3百万円)
(7百万円)
(3百万円)

B

C

F　平成23年度通年分の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 1,832,806円

0百万円 0円

95百万円 1,451,793円

0百万円 0円

95百万円 1,451,793円

0百万円 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 和歌山県障害者自立支援対策臨時特例基金

基金設置法人名 和歌山県

平成23年度終了時に
おけるAの金額の残高
（　A　-　C　-　G　）

200百万円

（平成23年度通年分の運用収入額）

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。）

1,643百万円

（国からの交付決定額）

（平成22年度通年分の運用収入額）
（平成21年度通年分の運用収入額）

　基金の運用は、基金条例等に
おいて、確実かつ有利な方法で
保管、運用を行う旨規定されてい
るため、財政部局との協議を踏ま
え、運用方法を決定している。

1,443百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

事業所等からの申請に基づき補助金等を順次交付予定

（執行見込額） 55百万円

執行（支出）済み額

科目 当該運用方法を選択している理由

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金 （下欄に記載）

有価証券

短期・長期信託

（平成23年度の配分変更額）
（配分変更額の合計）

Ｇ 配分変更額

その他（　　　　　　　）

執行済み額（C)のうち
平成21年度通年分 283百万円
執行済み額（C)のうち
平成22年度通年分 558百万円

（平成22年度の配分変更額）

執行済み額（C)のうち
平成23年度通年合計 602百万円



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

福祉･介護人材の処遇改善
事業

35,733,675円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計5団体

福祉･介護人材の処遇改善
事業

40,357,656円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4団体

福祉･介護人材の処遇改善
事業

39,220,911円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計5団体

福祉・介護人材マッチング支
援事業

7,611,000円
（福）和歌山県社会福
祉協議会

福祉･介護人材の処遇改善
事業

42,492,732円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計5団体

福祉・介護人材マッチング支
援事業

13,469,000円
（福）和歌山県社会福
祉協議会

福祉･介護人材の処遇改善
事業

41,614,455円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4団体

福祉･介護人材の処遇改善
事業

41,198,284円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計5団体

キャリア形成訪問指導事業 2,118,800円 学校法人きたば学園

福祉・介護人材の処遇改善
事業（精神障害者復帰施設）

445,728円 (福)やおき福祉会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害福祉サービス）

38,825,317円
和歌山県国民健康保
険団体連合会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害児施設）

2,279,585円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4法人

福祉・介護人材マッチング支
援事業

10,723,000円
(福)和歌山県社会福
祉協議会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害福祉サービス）

38,614,963円
和歌山県国民健康保
険団体連合会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害児施設）

2,264,139円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4法人

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害福祉サービス）

39,387,393円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4法人

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害児施設）

2,239,550円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4法人

福祉・介護人材の処遇改善
事業（平成22年度分返還金）

-901,396円
（福）紀之川寮ほか
計5法人

福祉・介護人材の処遇改善
事業（精神障害者復帰施設）

445,728円 (福)やおき福祉会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害福祉サービス）

41,144,545円
和歌山県国民健康保
険団体連合会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害児施設）

2,239,948円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4法人

福祉・介護人材マッチング支
援事業

4,115,902円
(福)和歌山県社会福
祉協議会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（平成22年度分返還金）

-6,421,489円
(福)一麦会ほか
計5法人

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害福祉サービス）

40,847,354円
和歌山県国民健康保
険団体連合会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害児施設）

1,822,906円
和歌山県国民健康保
険団体連合会

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害福祉サービス）

39,233,856円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計7法人

福祉・介護人材の処遇改善
事業（障害児施設）

2,155,001円
和歌山県国民健康保険団
体連合会ほか　計4法人

9月 交付金

9月 補助金

7月 委託料

8月 交付金

6月 委託料

7月 交付金

5月 交付金

6月 交付金

4月 交付金

平成23年度通年分の執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 交付金

10月 交付金

10月 交付金

10月 委託料

12月 交付金

11月 交付金

11月 交付金

12月 返還金

12月 交付金

1月 交付金

1月 交付金

1月 交付金

1月 返還金

1月 委託料

2月 交付金

2月 交付金

3月 交付金

3月 交付金



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

平成23年度通年分の執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

福祉・介護人材マッチング支
援事業

4,521,000円
(福)和歌山県社会福
祉協議会

キャリア形成訪問指導事業 1,381,200円 学校法人きたば学園

移行時運営安定化事業（平
成22年度分返還金）

-5,555,000円
和歌山市ほか
計12法人

福祉・介護人材の処遇改善事業（重
症心身障害児者通園事業） 3,008,762円

（福）愛徳園ほか
計7法人

移行時運営安定化事業 75,368,000円
和歌山市ほか
計26自治体

合計 602,002,505円

3月 委託料

返還金

3月 補助金

3月

5月 補助金

4月 交付金


