
単位：百万円

(5,000百万円)

(41百万円)

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)

5,000百万円 41,030,742円

0百万円 0円

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

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 1,440百万円

有価証券

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

預貯金

運用は預貯金か債権としてい
る。１年以上固定で運用できない
場合は預貯金で運用することと
している。

短期・長期信託

執行（支出）済み額 5,006百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

H26年度以降に３５百万円を交付予定。

（執行見込額） 35百万円

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。）

5,041百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
35百万円

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 石川県地域医療再生臨時特例基金

基金設置法人名 石川県



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

看護師修学資金貸与制度の
拡充

181,938 委員等

看護師等学校養成所の指導
体制の強化

8,400,000 １看護師養成所

糖尿病医療ネットワーク事業 1,120,000 地域の２協議会

在宅療養支援体制の強化 705,000
（株）若崎建築設計
工房

救急医療・周産期医療を担
う人材の研修体制の強化

8,190,000 ３医療機関

在宅療養支援体制の強化 23,429,230 窪建設（株）　他

看護師等学校養成所の指導
体制の強化

4,950,000 ２看護師養成所

在宅療養支援体制の強化 37,154,112
イーストメディック
（株）　他

救急医療・周産期医療を担
う人材の研修体制の強化

1,583,000 １医療機関

看護師修学資金貸与制度の
拡充

680,000 １医療機関

看護師等学校養成所の指導
体制の強化

600,000 ２看護師養成所

診療情報の共有化のための
ＩＴ基盤の整備

22,672,000 金沢市医師会　他

在宅療養支援体制の強化 9,215,512 冨木医療器（株）　他

地域医療支援機能の強化 370,000 臨床細胞学会

救急医療・周産期医療を担
う人材の研修体制の強化

2,197,000 １病院

看護師修学資金貸与制度の
拡充

37,200,000 計３１名

看護師等学校養成所の指導
体制の強化

1,573,055
高桑美術印刷株式
会社　他

救急医療ネットワークの構築 17,500,000 １医療機関

診療情報の共有化のための
ＩＴ基盤の整備

18,499,000 ２機関

在宅療養支援体制の強化 17,418,450 窪建設（株）　他

地域医療支援機能の強化 1,350,000
（公財）石川県成人
病予防センター

救急医療・周産期医療を担
う人材の研修体制の強化

55,649,000 ３医療機関

金沢大学医学類・特別枠の
拡充

48,000,000 貸与者計２０名

２月 委託料支出

３月 補助金等支出

３月 貸付金支出

２月 補助金支出

２月 補助金支出

２月 工事費・備品購入費

２月 補助金支出

２月 貸付金支出

２月 委託料等支出

1月 補助金支出

１月 備品購入費

1月 委託料支出

１月 補助金支出

１月 補助金支出

１月 補助金支出

１１月 工事費・備品購入費

１２月 補助金支出

１２月 備品購入費

１０月 補助金支出

１０月 委託料支出

１１月 補助金支出

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

１０月 謝金、旅費等支出

１０月 補助金支出



看護師等学校養成所の指導
体制の強化

3,750,000 ３看護師養成所

救急医療ネットワークの構築 73,500,000 １医療機関

糖尿病医療ネットワーク事業 260,000 ２協議会

診療情報の共有化のための
ＩＴ基盤の整備

78,939,000 ６機関

看護師修学資金貸与制度の
拡充

395,085 委員等

地域医療支援機能の強化 104,187 旅行者等

在宅療養支援体制の強化 12,926,574
（有）オリジナル企画
他

看護師等学校養成所の指導
体制の強化

10,999,900 2看護師養成所

看護師修学資金貸与制度の
拡充

680,000 １医療機関

救急医療・周産期医療を担
う人材の研修体制の強化

122,005,500 ４医療機関

看護師等学校養成所の指導
体制の強化

4,500,000 １看護師養成所

多様な勤務形態導入支援 8,194,482 県看護協会等

ナースバンク機能の強化 4,204,082
（株）ライトブレーン
他

認定看護師の資格取得の促
進

8,077,000 １４医療機関

診療情報の共有化のための
ＩＴ基盤の整備

359,086,000 １４機関

在宅療養支援体制の強化 15,698,331
（株）若崎建築設計
工房　他

電子カルテの整備 79,999,000 １医療機関

救急医療・周産期医療を担
う人材の研修体制の強化

386,000 １医療機関

金沢大学医学類・特別枠の
拡充

1,300,000 １医療機関

看護師等学校養成所の指導
体制の強化

450,000 １看護師養成所

認定看護師の資格取得の促
進

5,343,600 ２機関

救急医療ネットワークの構築 71,872,000 １医療機関

糖尿病医療ネットワーク事業 140,000 １協議会

診療情報の共有化のための
ＩＴ基盤の整備

244,569,000 ２５機関

在宅療養支援体制の強化 3,950,000 ２機関５月 補助金等支出

５月 補助金支出

５月 補助金支出

５月 補助金支出

５月 委託料支出

５月 補助金支出

５月 補助金支出

４月 委託料等支出

４月 補助金支出

４月 補助金支出

４月 委託料・旅費等支出

４月 補助金支出

４月 補助金支出

４月 補助金等支出

４月 補助金支出

４月 委託料等支出

３月 備品購入費

３月 補助金支出

３月 補助金支出

３月 補助金支出

３月 報償費、旅費等支出

３月
報償費、旅費、

需用費等

３月 補助金支出

３月 補助金支出

３月 補助金支出



家庭医療研修機能の強化 5,000,000 １機関

地域医療支援機能の強化 8,000,000 ２医療機関

在宅療養支援体制の強化 1,298,291 宮下印刷（株）　他

△ 4,673,014

1,439,592,315

５月 印刷費等支出

５月 更正

５月 補助金支出

５月 補助金支出



単位：百万円

(4,219百万円)

(14百万円)

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)

4,219百万円 14,006,214円

0百万円 0円

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

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 765百万円

有価証券

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

預貯金

運用は預貯金か債権としてい
る。１年以上固定で運用できない
場合は預貯金で運用することと
している。

その他

執行（支出）済み額 2,745百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

H26年度以降に１，４８８百万円を交付予定。

（執行見込額） 1,488百万円

A

基金造成のための
国からの交付決定額

【平成22年度補正予算】
（運用収入を含む。）

4,233百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,488百万円

平成２２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 石川県地域医療再生臨時特例基金

基金設置法人名 石川県



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

地域医療再生基金の効果を全県に
広げるための取り組みの強化 1,120,000 地域の協議会

連携医療機関における診療機能・
地域連携機能の強化等 2,500,000 医療機関等

地域医療再生基金の効果を全県に
広げるための取り組みの強化 1,360,000 地域の協議会

地域医療再生基金の効果を全県に
広げるための取り組みの強化 720,458 研修会講師ほか

三次医療機関における高度・専門
医療機能の強化 59,814,000 医療機関

連携医療機関における診療機能・
地域連携機能の強化等 5,250,000 医療機関

地域医療再生基金の効果を全県に
広げるための取り組みの強化 16,990 医療機関等

三次医療機関における高度・専門
医療機能の強化 207,129,300 医療機関

連携医療機関における診療機能・
地域連携機能の強化等 200,000,000 医療機関

地域医療再生基金の効果を全県に
広げるための取り組みの強化 2,500,995 地域の協議会等

連携医療機関における診療機能・
地域連携機能の強化等 101,000,000 医療機関等

災害医療体制の強化 154,631,000 医療機関

地域医療再生基金の効果を全県に
広げるための取り組みの強化 29,221,070 医療機関等

災害医療体制の強化 260,000
NTTドコモ、移動無線
センター

△ 480,000

765,043,813

更正

５月 補助金等支出

５月ほか 補助金等支出

毎月 役務費支出

４月 補助金等

４月 補助金等支出

５月 補助金等支出

３月 補助金等

３月 会場借上料等

４月 負担金

11月 補助金支出

１２月ほか 報償費、印刷製本費等

３月 負担金

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 補助金支出

11月 補助金支出



単位：百万円

(1,071百万円)

(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)

1,071百万円 437,740円

0百万円 0円

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

執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計 406百万円

有価証券

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

預貯金

運用は預貯金か債権としてい
る。１年以上固定で運用できない
場合は預貯金で運用することと
している。

その他

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
665百万円

執行（支出）済み額 406百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

H26年度以降に６６５百万円を交付予定。

（執行見込額） 665百万円

基金設置法人名 石川県

A

基金造成のための
国からの交付決定額

【平成2４年度補正予算】
（運用収入を含む。）

1,071百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成２４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 石川県地域医療再生臨時特例基金



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

がん患者サロン開設支援事業 1,108,752 講師等

消防防災ヘリの有効活用による
派遣医師の支援

58,485,000 富木医療器(株)

災害医療初動対応力強化事業 453,930
研修講師３名
(株)うつのみや

消防防災ヘリの有効活用による
派遣医師の支援

1,761,900
ヤンマーアグリジャ
パン(株)石川支店
他

災害医療初動対応力強化事業 248,970 (株)うつのみや　他

消防防災ヘリの有効活用による
派遣医師の支援

5,670,000 アイ・エム・アイ(株)

災害拠点病院等における患者
受入用設備の整備

3,813,750 冨木医療器㈱　他

広域医療搬送臨時医療施設（Ｓ
ＣＵ）用医療資機材等整備事業

144,944,395
冨木医療機器(株)
他

災害医療初動対応力強化事業 1,800,000
日本災害医療教育
研修協会

災害拠点病院等における患者
受入用設備の整備

116,733,540 医療機関　他

広域医療搬送臨時医療施設（Ｓ
ＣＵ）用医療資機材等整備事業

2,730,000 冨木医療機器(株)

ＤＭＡＴ用資機材の整備事業 68,209,000 １１医療機関

災害医療初動対応力強化事業 283,080 研修参加者

406,242,317

５月 補助金等支出

５月 旅費等支出

４月 負担金支出

５月 負担金等支出

５月 備品購入費

４月 備品購入費

４月
備品購入費・補助金

支出

４月 備品購入費等支出

２月 旅費等支出

３月 備品購入費

３月 需用費等支出

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

12～5月 補助金支出

２月 備品購入費


