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１ 支援金の概要  

○対象事業者・支援金の額 

静岡市内に所在する施設において、下記の表に掲げるサービス事業又は施設の運営を行う

者 

種別 支援金の額 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

介護医療院 

小規模多機能型居宅介護（宿泊分） 

複合型サービス（宿泊分） 

種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の

属する月の６月前から前月までの期間（申

請日の属する月の６月前以後に事業又は施

設の運営を開始した者にあっては、運営を

開始した月から前月。以下同じ。）の延べ

利用者数を同期間の開所日数で除して得た

数（小数点以下の端数があるときは、これ

を切り捨てた数）に 2,750 円を乗じて得た

額に当該事業又は施設を運営し、又は運営

する月数を乗じて得た額 

通所介護 

通所リハビリ（保険医療機関におけるみなし

指定事業所を除く。） 

認知症対応型通所介護 

地域密着型通所介護 

小規模多機能型居宅介護（通い分） 

複合型サービス（通い分） 

種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の

属する月の６月前から前月までの期間の延

べ利用者数（１日の利用時間が５時間以上

の者を１人とし、５時間未満の者を 0.5 人

として算定する。）を同期間の開所日数で

除して得た数（小数点以下の端数があると

きは、これを切り捨てた数）に 920 円を乗

じて得た額に当該事業又は施設を運営し、

又は運営する月数を乗じて得た額 

※ただし、静岡県から「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金（介護分）

交付要綱」に基づき交付される支援金の受給相当額を差し引いた額とします。 

※申請時において休止又は廃止していないものとします。 

※利用者数は、介護予防サービス及び第１号事業の利用者数を除きます。 

※通所系において、５時間未満の利用者は0.5人とカウントします。 

※第１号通所事業所、訪問系の事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与・販売事業

所は、対象外となります。 
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２ 申請概要  

○申請受付期間 

令和４年 11月 25 日（金）から令和５年１月 31 日（火）まで 

（令和５年１月１日（日）から２月 28 日（火）までに運営が開始される事業所にあっては 

令和５年３月３日（金）まで） 
 

○申請者 

対象の事業所を運営する法人 

 

○申請方法 

電子申請により申請してください。 

次のＵＲＬから申請いただけます。（ＬｏＧｏフォーム） 

URL: https://logoform.jp/form/79j2/173424 
 

下記「必要書類」を添付して申請してください。 

 

 

 

 

※電子申請により回答ができない場合は、介護保険課（TEL:054-221-1088）までご

連絡ください。 

○必要書類 

（１）申請用エクセルファイル（介護施設分） 

※作成にあたっては、申請要領を十分に確認してください。 

（２）口座が確認できるもの（通帳の写し等） 

申請用エクセルファイル（介護施設分）は、市 HP からダウンロードいただけます。 

URL:https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_003372_00003.html 

電子申請ＱＲコード 
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３ 申請用エクセルファイル（介護施設分）の作成  

市 HP から申請用エクセルファイル（介護施設分）をダウンロードしてください。 

ファイルを開き、申請書別紙（入力シート）のシートの着色部分へ入力してくださ

い。 

（着色部分以外は自動計算されますので、入力不要です。） 

入力内容は以下のとおりです。 

 

○基本項目の入力 

項 目 入力例 注意点等 

申請日 令和４年 11 月 25 日 電子申請等で申請する日

を入力例のとおり和暦で

入力してください。 

申請者名（法人名） 株式会社静岡 対象の事業所を運営する

法人が申請者となりま

す。 

 

申請者郵便番号 

（法人郵便番号） 

012-3456 

申請者住所 

（法人住所） 

静岡県静岡市葵区○○1-

2-3 

法人代表者職種・氏名 代表取締役 静岡 太郎 

担当者氏名 蒲原 次郎 

 

・申請担当者の連絡先を

入力してください。 

・連絡先は携帯電話可 

・担当者は、法人ではな

く事業所の職員でもかま

いません。 

担当者所属 株式会社静岡総務課 

 

担当者連絡先（電話） 012-3456-7890 

 

担当者連絡先 

（メールアドレス） 
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項 目 入力例 注意点等 

振込先金融機関名 

 

葵銀行 ・支援金の振込先につい

ての情報を入力してくだ

さい。 

・振込先は、申請者（法

人）が名義である口座の

指定をお願いします。 

振込先金融機関コード 

（半角数字） 

1234 

振込先支店名 

 

駿河支店 

振込先支店コード 

（半角数字） 

123 

振込先口座種別 

 

普通 

振込先口座番号 

（半角数字） 

1234567 

振込先口座名義 

 

株式会社静岡 

振込先口座カナ 

（半角カナ） 

ｶ)ｼｽﾞｵｶ 
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○内訳書の入力 

複数の対象サービス事業若しくは対象施設の運営をおこなっている法人は、まとめて

申請いただけます。 

項目 注意点等 

施設・事業種別 ・プルダウンから該当する施設・事業種別を選択してくだ

さい。（直接入力すると一人当たりの支援金額等が表示さ

れない場合があります。） 

・多機能系事業所（小規模多機能型居宅介護事業所及び複

合型サービス）は「通い分」と「宿泊分」を２行に分けて

入力してください。 

事業所名 施設・事業種別に対応する事業所名を入力してください。 

事業開始日 ・令和４年度に事業を開始した場合のみ入力してくださ

い。 

・2022/8/1（８月１日から開所の場合）のように入力くだ

さい。 

延べ利用者数 ・申請日の属する月の６月前から前月までの期間（申請日

の属する月の６月前以後に事業又は施設の運営を開始し

た者にあっては、運営を開始した月から前月）の延べ利用

者数 

（例１）11月申請の場合（令和４年４月までに指定を受け

ている事業所）→５月～10月の延べ利用者数 

（例２）12月申請の場合（令和４年４月までに指定を受け

ている事業所）→６月～11月の延べ利用者数 

（例３）12月申請の場合（令和４年７月に新規指定を受け

た事業所）→７月～11月の延べ利用者数 

・介護予防サービス及び第１号事業の利用者を除きます。 

・通所系において、５時間未満の利用者は、0.5人分とし

てカウントしてください。 

・入所日及び退所日の当日も、利用者数としてカウントで

きます。 

・多機能系事業所については、同日に「通い分」と「宿泊

分」の両方の利用がある利用者については、「宿泊分」の

みカウントし、「通い分」のカウントはしないでください。 

・自費利用の利用者はカウントしないでください。 

・保険者が静岡市ではない利用者もカウントできます。 
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項目 注意点等 

開所日数 延べ利用者数算出の同期間における開所日数を入力くだ

さい。 

平均利用者数 

 

自動計算されます。 

（延べ利用者数／開所日数） 

小数点以下切捨 

支援金額単価 施設・事業種別に表示されます。 

支援金額① 自動計算されます。（平均利用者数×支援金額単価） 

運営月数 事業開始日より自動計算されます。 

事業開始日欄が空欄の場合は「12」となります。 

事業開始日から令和５年３月までの月数が表示されま

す。 

支援金額② 静岡県支援金額等を差し引く前の支援金額が自動計算さ

れます。（支援金額①×運営月数） 

利用定員等 ・令和４年10月１日現在の利用定員となります。(地域密着

型)特定施設入居者生活介護事業所については、令和４年10

月における要介護又は要支援認定を受けている利用者数の

１日当りの平均実利用者数となります。 

・令和４年10月２日以降に開所した事業所は空欄としてく

ださい。 

・通所系サービス事業所における利用定員とは、当該事業所

において同時にサービスを受けることができる上限として

の定員であり、当該事業所における単位の定員の合計では

ありません。 

・本体施設（(地域密着型)特定施設入居者生活介護事業所を

除く）に短期入所生活介護事業所を併設している場合は、本

体施設の利用定員と短期入所生活介護事業所の利用定員を

合算して入力してください。 

・(地域密着型)特定施設入居者生活介護事業所に短期入所

生活介護事業所を併設している場合は、令和４年10月にお

ける要介護又は要支援認定を受けている利用者数の１日当

りの平均実利用者数と当該事業所に併設する短期入所生活

介護事業所の利用定員を合算して入力してください。 

・併設、空床利用の短期入所生活介護及び短期入所療養介護

の利用定員等は空欄にしてください。 
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項目 注意点等 

静岡県支援金額

単価 

施設・事業種別に対応し、表示されます。 

（施設（泊り）系サービス：8,000 円、通所系サービス：4,000） 

静岡県支援金額 自動計算された額（利用定員等×静岡県支援金額単価）が表

示されますが、次ページからの表（静岡県介護サービス事業

所等物価高騰対策支援金（介護分）（抜粋））より表示額が県

の交付限度額を超えている場合は、交付限度額を直接入力

してください。 

多機能系事業所については、「通い」と「宿泊分」の計が交

付限度額（120,000 円）を超えている場合に合計が交付限度

額（120,000 円）になるように入力してください。 

その他補助等額 国又は他の地方公共団体等から類似の補助金（前項の静岡県

支援金額を除く）を受給し、又は受給する見込みがある場合

は、その金額を入力してください。該当ない場合は空欄とし

てください。 

静岡市支援金額 自動計算されます。 

（支援金額②－静岡県支援金額－その他補助等額） 

この列の計が申請額となります。 

 

その他 

●申請書別紙（入力シート）以外のシートは自動作成されますので、入力は不要で

す。 

 

●延べ利用者数及び開所日数が確認できる書類について 

要綱第５条の「申請日の属する月の６月前から前月までの期間の延べ利用

者数及び開所日数が確認できる書類」は、この申請用エクセルファイルとし

ます。 

内訳書に入力いただいた利用者数等は、国保連の給付費確定後の利用者数

等と突合しますので、差異が生じないよう入力をお願いします。別に根拠資

料を求める場合がありますのでご承知おきください。 
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●県支援金（静岡県介護サービス事業所等物価高騰対策支援金（介護分））

について 

詳細については県ホームページをご確認ください。

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-240/kaigo/fukushishidou-kaigo-

toppage.html 

また、市への申請では、県へ申請したこととはなりませんので、別途、県

に対して申請が必要となります。忘れずに申請ください。 

 

【参考】 

静岡県介護サービス事業所等物価高騰対策支援金（介護分）（抜粋） 

区分 対象事業所・施設種別 交付額 
交付 

限度額 

訪問及び

相談系サ

ービス事

業所 

訪問介護事業所、訪問

入浴介護事業所、訪問

看護事業所（保険医療

機関におけるみなし

指定事業所を除く。）、

訪問リハビリテーシ

ョン事業所（保険医療

機関におけるみなし

指定事業所を除く。）、

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 事業

所、夜間対応型訪問介

護事業所、居宅介護支

援事業所 

１事業所につき 30,000 円  

通所系サ

ービス事

業所 

通所介護事業所、地域

密着型通所介護事業

所、認知症対応型通所

介護事業所、通所リハ

ビリテーション事業

所（保険医療機関にお

けるみなし指定事業

利用定員１人につき 4,000

円 

注：通所系サービス事業所

における利用定員とは、当

該事業所において同時にサ

ービスを受けることができ

る上限としての定員であ

160,000 円 
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所を除く。） り、当該事業所における単

位の定員の合計では無い。 

短期入所

生活介護

事業所（単

独型）及び

多機能系

事業所 

短期入所生活介護事

業所（単独型）、小規模

多機能型居宅介護事

業所、看護小規模多機

能型居宅介護事業所 

（1）通いサービス利用定員

１人につき 4,000 円 

（2）宿泊サービス利用定員

１人につき 8,000 円 

短 期 入 所

生活 介護 

事業所（単

独 型 ） は 

200,000 円 

小規模多機

能型居宅介

護事業所及

び看護小規

模多機能型

居宅介護事

業 所 は 、

120,000 円 

介護保険施

設及び短期

入所生活介

護（併設型）

等 

介護老人福祉施設、地

域密着型介護老人福祉

施設、介護老人保健施

設、介護医療院、介護療

養型医療施設、特定施

設入居者生活介護事業

所（静岡県が所管する

軽費老人 ホームを除

く。）、地域密着型特定

施設入居者生活介護事

業所（静岡県が所管す

る軽費老人ホームを除

く。）、認知症対応型共

同生活介護事業所、軽

費老人ホーム（静岡県

が所管するものに限

る。）、短期入所生活介

護事業所（併設型。ただ

し、左の交付額の注１

及び注 ２の範囲内に

限る。） 

利用定員（下記注１、注２の

場合は合算後の人数）１人

につき 8,000 円 

 

注１：（地域密着型)特定施

設入居者生活介護事業所を

除く施設及び事業所につい

ては、令和４年 10 月１日時

点の当該施設又は事業所の

利用定員と当該施設又は事

業所に併設する短期入所生

活介護事業所(併設型)の利

用定員を合算する。 

 

注２：(地域密着型)特定施

設入居者生活介護事業所

（静岡県が所管する軽費老

人ホームを除く。）について

は、令和４年 10月における

要介護又は要支援認定を受

けている利用者数の１日当

800,000 円 
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りの平均実利用者数（=10 月

の各日０時時点の要介護又

は要支援認定を受けている

利用者数÷31 日）と当該事

業所に併設する短期入所生

活介護事業所(併設型)の令

和４年10月１日時点の利用

定員を合算する。 

 


