
（様式２）

（Ｈ２４通年分） 単位：百万円

(41,516百万円)
(121百万円)

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)

121,193,645円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

（運用収入額）

0百万円

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
介護職員処遇改善等臨時特例基金
＜①　総括表＞

基金設置法人名 東京都

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。）

41,637百万円

（国からの交付決定額）

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）
4,426百万円

執行（支出）済み額 37,211百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成25年度については下半期に執行予定。

（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

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

15,616百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 3,778百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 12,678百万円

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 3,009百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 2,128百万円

執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定め
られた運用を行っております。



（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

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 294,182
社会福祉法人多摩同
胞会

実績報告による返納金等 -90,172,618 交付金受給事業者

実績報告による返納金等 -39,978,440 交付金受給事業者

臨時職員賃金（９月） 1,451,840 臨時職員

実績報告の通知等 41,660 郵便事業㈱

補助金交付 8,400,000 江東区

補助金交付 46,595,000 文京区外４区市

臨時職員賃金（１０月） 1,569,280 臨時職員

補助金交付 54,000,000 （医）秀仁会

補助金交付 18,085,000 （福）恵比寿会

補助金交付 41,054,000 目黒区外３区市

補助金交付 139,285,000 （医）英世会外２法人

補助金交付 189,663,000 （医）沖縄徳洲会外３法人

補助金交付 134,642,000 （福）愛寿会外３法人

補助金交付 10,800,000 目黒区

補助金交付 118,187,000 墨田区外５区市

補助金交付 181,765,000 新宿区外１２区市

補助金交付 45,170,000 豊島区外３区

補助金交付 1,336,548,000 （医）杏林会外２３法人

補助金交付 811943000 (福)桃山福祉会外６法人

H25/05

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H25/01 負担金補助及び交付金

H24/10 負担金補助及び交付金

H24/10 負担金補助及び交付金

H24/11 人件費

H24/12 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/01 負担金補助及び交付金

H25/02 負担金補助及び交付金

H25/03 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/05 負担金補助及び交付金

H25/05 負担金補助及び交付金

交付金返納

H24/12

H25/05

交付金交付

交付金返納

H24/10 人件費

H24/10 郵券（下半期）



（様式２）

（Ｈ２４通年分） 単位：百万円

(35,095百万円)
(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)

0円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

12,320百万円執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 -130百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 3,662百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 11,546百万円

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

E

翌半期以降の執行
見込みについて

なし

（執行見込額） 0百万円

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）
5,582百万円

預貯金

短期・長期信託

執行（支出）済み額 29,513百万円

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。）

35,095百万円

（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 2,115百万円

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
介護職員処遇改善等臨時特例基金
＜②　介護職員処遇改善交付金（基本事業）＞

基金設置法人名 東京都

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において
定められた運用を行っております。



（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

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（4
月分）

1,016,698,178
東京都国民健康保険
団体連合会

介護職員処遇改善交付金（5
月分）

1,073,238,044
東京都国民健康保険
団体連合会

介護職員処遇改善交付金（6
月分）

17,591,126
東京都国民健康保険
団体連合会

介護職員処遇改善交付金（7
月分）

7,816,275
東京都国民健康保険
団体連合会

介護職員処遇改善交付金 294,182
社会福祉法人多摩同
胞会

実績報告による返納金等 -90,172,618 交付金受給事業者

実績報告による返納金等 -39,978,440 交付金受給事業者

2012/5 交付金交付

H24/12 交付金交付

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

H25/05 交付金返納

支出月

2012/4

科目

-130百万円

執行済み額（C)の内訳

2012/6 交付金交付

2012/7 交付金交付

H25/05 交付金返納

交付金交付



（様式２）

（Ｈ２４通年分） 単位：百万円

(315百万円)
(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)

0円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

32百万円執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 3百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 28百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 35百万円

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

E

翌半期以降の執行
見込みについて

なし

（執行見込額） 0百万円

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）
204百万円

預貯金

短期・長期信託

執行（支出）済み額 111百万円

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。）

315百万円

（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 13百万円

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
介護職員処遇改善等臨時特例交付金
＜③　介護職員処遇改善交付金（その他事業）＞

基金設置法人名 東京都



（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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

交付金支払関連事務 490,200
東京都国民健康保険
団体連合会

実績報告の周知等 413,080 郵便事業（株）

宛名ラベル 6,930 ㈱第一文真堂

封筒 3,415 (福)東京コロニー

労働派遣（4月） 1,100,191 ㈱ｹｰ･ﾃﾞｰ･ｼｰ

交付金支払関連事務 601,940
東京都国民健康保険
団体連合会

宛名ラベル 1,386 ㈱第一文真堂

封筒 7,455 (福)東京コロニー

労働派遣（5月） 2,000,713 ㈱ｹｰ･ﾃﾞｰ･ｼｰ

交付金支払関連事務 580,290
東京都国民健康保険
団体連合会

労働派遣（6月） 1,968,819 ㈱ｹｰ･ﾃﾞｰ･ｼｰ

臨時職員賃金（6月） 540,000 臨時職員

交付金支払関連事務 512,120
東京都国民健康保険
団体連合会

クリアファイル 79,170 ㈱ミクニ商会

臨時職員賃金（7月） 2,129,760 臨時職員

宛名ラベル 1,386 ㈱第一文真堂

交付金支払関連事務 22,680
東京都国民健康保険
団体連合会

臨時職員賃金（8月） 2,476,960 臨時職員

ロッカー借入 46,473 ㈱創環

臨時職員賃金（9月） 1,451,840 臨時職員

実績報告の周知等 41,660 郵便事業（株）

臨時職員賃金（10月） 1,569,280 臨時職員

16,045,748

H24/04 郵券(上半期）

H24/10 人件費

H24.10 郵券(下半期）

H24/11 人件費

H24/09 人件費

H24/09 物件費

H24/08 物件費

H24/08 委託料

H24/07 物件費

H24/08 人件費

H24/07 人件費

H24/07 委託料

H24/06 委託料

H24/07 人件費

H24/04 物件費

H24/05 委託料

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

H24/05 物件費

支出月

H24/04

科目

3百万円

執行済み額（C)の内訳

H24/04 物件費

H24/05 人件費

H24/05 物件費

H24/06 人件費

委託料



（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(5,143百万円)
(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)

0円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

1,855百万円執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 2,324百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 52百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 960百万円

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

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成25年度については、下半期に執行予定

（執行見込額） 0百万円

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）
-48百万円

預貯金

短期・長期信託

執行（支出）済み額 5,191百万円

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。）

5,143百万円

（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交付金
<④施設開設準備経費助成特別対策事業＞

基金設置法人名 東京都

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において
定められた運用を行っております。



（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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

補助金交付 8,400,000 江東区

補助金交付 46,595,000 文京区外４区市

補助金交付 54,000,000 （医）秀仁会

補助金交付 18,085,000 （福）恵比寿会

補助金交付 41,054,000 目黒区外３区市

補助金交付 139,285,000 （医）英世会外２法人

補助金交付 189,663,000 （医）沖縄徳洲会外３法人

補助金交付 134,642,000 （福）愛寿会外３法人

補助金交付 10,800,000 目黒区

補助金交付 118,187,000 墨田区外５区市

補助金交付 181,765,000 新宿区外１２区市

補助金交付 45,170,000 豊島区外３区

補助金交付 1,336,548,000 （医）杏林会外２３法人H25/05 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

H24/10 負担金補助及び交付金

H25/01 負担金補助及び交付金

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

H25/02 負担金補助及び交付金

支出月

H24/10

科目

2,324百万円

執行済み額（C)の内訳

H24/12 負担金補助及び交付金

H25/01 負担金補助及び交付金

H25/03 負担金補助及び交付金

H25/04 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交付金



（様式２）

（Ｈ２４下半期分） 単位：百万円

(957百万円)
(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)

0円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

1,410百万円執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 812百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 36百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 137百万円

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

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成25年度については下半期に執行予定

（執行見込額） 0百万円

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）
-1,438百万円

預貯金

短期・長期信託

執行（支出）済み額 2,396百万円

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。）

957百万円

（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交付金
<⑤定期借地権利用による整備促進特別対策事業＞

基金設置法人名 東京都

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において
定められた運用を行っております。



（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

D
単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

補助金交付 811,943,000 (福)桃山福祉会外６法人

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

支出月

H25/04

科目

812百万円

執行済み額（C)の内訳

負担金補助及び交付金



（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)

0円

0円

0百万円 0円

0円

0円

0円

0百万円執行済み額（C)の
平成23年度通年合計

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度通年合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度通年合計 0百万円

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

E

翌半期以降の執行
見込みについて

（執行見込額）

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）
5百万円

預貯金

短期・長期信託

執行（支出）済み額 0百万円

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。）

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交付金
<⑥　④及び⑤に係るその他事業＞

基金設置法人名 東京都

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。

東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において
定められた運用を行っております。


