
（様式２）

単位：百万円

(5,000百万円)

(46百万円)

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)

3,645百万円 31,784,289円

1,355百万円 13,817,274円

1,355百万円 13,817,274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 和歌山県地域医療再生臨時特例基金

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。）

5,046百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

E

翌半期以降の執行
見込みについて

地域医療再生計画（紀北・紀南）に基づき事業を執行していく

（執行見込額） 83百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金 安全性・流動性・効率性を考慮

平成26年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
83百万円

執行（支出）済み額 4,963百万円

短期・長期信託

国債

政保債・地方債

その他社債等

有価証券 安全性・流動性・効率性を考慮

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 355百万円
執行済み額（C)の

平成23年度下半期合計 992百万円

執行済み額（C)の
平成22年度上半期合計 67百万円
執行済み額（C)の

平成22年度下半期合計 1,956百万円

執行済み額（C)の
平成21年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成21年度下半期合計 169百万円



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

補助金交付 169,000,000 串本町

補助金交付 59,397,000 公立紀南病院組合

委託料交付 7,285,000 県看護協会

補助金交付 120,000,000
公立那賀病院経営事務
組合

補助金交付 100,000,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

補助金交付 10,000,000 済生会和歌山病院

補助金交付 656,526,000 6医療機関、1団体

医療機器購入 179,550,000 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(株)

院内ＬＡＮ整備 19,582,500 NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)

補助金交付 866,447,000 27医療機関

委託料交付 3,715,000 県看護協会

ＩＴＶ設備更新 8,859,900 タナカ電業所

補助金交付 26,914,000 公立紀南病院組合

補助金交付 312,000,000 串本町

委託料交付 7,480,000 県看護協会

補助金交付 10,218,000 4医療機関

補助金交付 9,242,000 4医療機関

委託料交付 35,000,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

補助金交付 6,261,000 2医療機関

執行済み額（C)の
平成26年度上半期合計 9百万円
執行済み額（C)の

平成26年度下半期合計

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 882百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 10百万円
執行済み額（C)の

平成24年度下半期合計 508百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 15百万円

2010/6 補助金

2010/9 委託料

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

2010/4
（出納整理期間） 補助金

2011/3 補助金

補助金

2011/4
（出納整理期間） 資産購入費

資産購入費

2010/10 補助金

2011/1 補助金

補助金

委託料

2011/5
（出納整理期間）

2011/10 補助金

2011/9 委託料

2011/7 増改築工事

補助金
2011/8

補助金

補助金

2011/12 補助金

委託料

2011/11

2011/11



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

個室化工事 5,620,000 （株）川嶋工業

補助金交付 817,000 2医療機関

補助金交付 112,501,000 6医療機関、1団体

委託料交付 1,405,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

個室化工事等 20,054,600 3社

補助金交付 786,995,000 8医療機関

委託料交付 3,520,000 県看護協会

医師修学資金貸与 1,500,000 4人

医師修学資金貸与 1,500,000 4人

補助金交付 5,053,000 2医療機関

補助金交付 2,000,000 1医療機関

委託料交付 8,264,000 県看護協会

医師修学資金貸与 1,500,000 4人

委託料交付 35,000,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

医師修学資金貸与 1,500,000 4人

補助金交付 9,900,000 2医療機関

補助金交付 50,725,000 2医療機関、1団体

補助金交付 273,537,000 14医療機関、2団体

補助金交付 125,000,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

委託料交付 3,141,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学、1団体

医師修学資金貸与 3,150,000 8人

補助金交付 5,441,000 2医療機関

医師修学資金貸与 3,150,000 8人

補助金交付 1,965,000
医療法人共栄会　名手
病院

補助金交付 950,000
医療法人稲穂会　稲穂
会病院

2012/5 貸付金

20１3/4
（出納整理期間） 補助金

2012/3 補助金

2012/2 増改築工事

2012/8 補助金

2012/9 補助金

2012/5
（出納整理期間）

委託料

補助金

補助金

委託料
2012/4

（出納整理期間）

増改築工事

2013/2 補助金

2013/3 補助金

委託料

2013/1 貸付金

2012/7 貸付金

2012/10 委託料

2012/10 貸付金

2011/11

20１3/5
（出納整理期間） 補助金

2013/6 補助金

2013/8 補助金

2013/5
（出納整理期間） 委託料

2013/5 貸付金

2013/7 貸付金

2013/9 補助金



（様式２）

支出月支出月 支出月 支出月
>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

医師修学資金貸与 3,150,000 8人

医師修学資金貸与 3,150,000 8人

補助金交付 2,555,000
一般社団法人伊都医師
会

補助金交付 66,763,000 25医療機関

郵便代 7,155 日本郵便株式会社

補助金交付 95,590,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

補助金交付 3,440,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

補助金交付 30,000,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

補助金交付 10,900,000 那智勝浦町立温泉病院

補助金交付 18,245,000 公立紀南病院組合

補助金交付 1,250,000 和歌山県薬剤師会

補助金交付 200,000,000 橋本市民病院

補助金交付 2,114,000 橋本市民病院

補助金交付 7,969,000
公立那賀病院経営事務
組合

補助金交付 37,399,000 有田市立病院

補助金交付 1,000,000
公立社団法人和歌山県
看護協会

補助金交付 352,452,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

委託料交付 46,265,000
公立大学法人和歌山県
立医科大学

医師修学資金貸与 4,350,000 11人

医師修学資金貸与 4,350,000 11人

2014/4
（出納整理期間） 補助金

2014/4
（出納整理期間） 補助金

2013/10
～2014/5

(出納整理期間)
補助金

2013/10 貸付金

2014/3 補助金

2014/1～4
（出納整理期間） 役務費

2014/5
（出納整理期間） 委託料

2014/1 貸付金

2014/4
（出納整理期間） 補助金

2014/5
（出納整理期間） 補助金

2014/4
（出納整理期間） 補助金

2014/5
（出納整理期間） 補助金

2014/5
（出納整理期間） 補助金

2014/5
（出納整理期間） 補助金

2014/5
（出納整理期間） 補助金

補助金
2014/4

（出納整理期間）

2014/5
（出納整理期間） 補助金

2014/4
（出納整理期間） 補助金

2014/7 貸付金

2014/5～6 貸付金


