
垂水市医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金

〔申請の手引き〕

令和４年10月
垂水市保健課・福祉課

支援金の概要や申請様式は垂水市WEBサイトにも掲載しております。
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◇支援金の概要

2

垂水市では、通常業務に加え、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等に追われ、厳し

い環境下での経営を強いられている中、電気・ガスなどのエネルギーや食料品価格等の物価高

騰の影響を受け、更に厳しい経営状況に置かれている、医療機関等の経済的負担を軽減し、質

の高いサービス等を継続して提供できるよう、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）」を財源として「垂水市医

療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金」を創設しました。

１ 申請期間 令和4年10月21日（金）～令和4年12月12日（月）※平日のみ

２ 支援金の対象者

垂水市に所在する次のいずれかに該当する事業者【※1】

（１）保険医療機関 （２）保険薬局

（３）介護事業所等【※２】 （４）障害福祉サービス事業所等【※３】

※１ 市から指定管理又は委託等を受けて運営する事業を除きます。

※２ 介護事業所等／介護保険法に基づき介護保険サービス事業者の指定を受け、垂水市に事業所を有する法人又は団体

※３ 障害福祉サービス事業所等／障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービス事業者の指

定を受け、垂水市に事業所を有する法人又は団体）



◇交付要件・支援金額・対象経費

１ 交付要件 次の全てに該当する事業者に対し、支援金を交付いたします。

（１）市税等を滞納していないこと。

（２）令和4年4月1日以前に事業を開始し、かつ、申請時において垂水市内で継続して3か月以上事業を

営んでおり、引き続き事業を継続する意思があること。

（３）政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。

（４）申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が垂水市暴力団排除条例

（平成24年条例第15号）第2条に規定する暴力団員に該当しないこと。

２ 支援金額

「令和3年4月1日から令和4年3月31日までに対象者が負担した対象経費の合計」×「算定率16.3％」

※計算の結果、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

※垂水市商工業者支援金給付事業実施要綱に規定する支援金を

受給している場合は、その受給額（50,000円）を差し引いた額とします。

３ 対象経費

電気料金、ガス料金、ガソリン料金、重油料金、軽油料金、灯油料金、食材購入費【※1】

※１ 食材購入費／医療機関での入院、介護事業所等及び障害福祉サービス事業所等における食事に伴う食材購入費

3

※算定率は、
対象事業者に対する
事前アンケート調査結果と
10月からの物価上昇率から
算出したものです。詳しくは
別添「Q&A」をご覧ください。



◇申請方法①（申請者・窓口）

１ 申請者

（１）申請は、「法人ごと」又は「施設ごと」のいずれかで申請してください。

（２）同一法人で、複数の事業を行い、施設・事業の電気料金等を合算して整理している場合は、

同一法人でまとめて申請してください。

（３）申請者と口座名義は、一致するようにしてください。

２ 問い合わせ・申請窓口

■問い合わせ・申請受付時間（各窓口共通） 平日8時30分～午後5時15分

※各窓口となる「保健課」「福祉課」は、本庁舎新館１階（本庁正面玄関から、真っ直ぐ通路を進んだ先）にございます。

4

■問い合わせ・申請窓口

垂水市保健課

健康増進・元気プロジェクト係

■電話

0994-32-1116（直通）

保険医療機関・保険薬局 介護事業所等 障害福祉サービス事業所等

■問い合わせ・申請窓口

垂水市保健課

介護保険係

■電話

0994-32-1116（直通）

■問い合わせ・申請窓口

垂水市福祉課

障害福祉係

■電話

0994-32-1115（直通）



◇申請方法②（申請書類）
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１ 申請書類

（１）支援金交付申請書兼請求書（第1号様式）

（２）誓約書及び個人情報の取扱い同意書（第2号様式）

（３）支援金計算書（第3号様式）

（４）支援金計算書に記載した対象経費の金額が確認できる書類の写し

※確定申告書類や決算書類の該当部分、帳票類、領収書、レシートの写し等のいずれか一つ

（５）支援金振込先金融機関の通帳の写し

２ 申請方法（申請書類の提出方法）

「各窓口に直接持ち込み」「郵送」いづれかの方法でご提出ください。

※「郵送」提出の場合、令和4年12月12日必着となるようにご注意ください。

※様式は、垂水市WEBサイトに掲載しております。

特に、第1号様式・第３号様式は、１つのエクセル様式

で作成しており、必要事項をご記入いただくことで、

申請額を自動計算する仕組みとなっております。

申請の事務負担軽減にご活用ください。

■様式ダウンロード

新型コロナウイルス感染症ページの後半に「垂水市医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金」を掲載しています。

アクセス方法／垂水市WEBサイトトップ>新型コロナウイルス感染症バナー>新型コロナウイルス感染症

>新型コロナウイルス感染症ページ内「企業・事業者向け支援」 >垂水市医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金



◇申請書類の書き方①
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支援金交付申請書兼請求書（第1号様式）２枚組

【１枚目】 【２枚目】

４ ● ●

●●●,●●●円

■

●●●クリニック

●●●●●●●

●●●銀行

●●●支店

●●

●●●●

●●●

●●●●●●

垂水市●●●●

●●●●●●

●● ●●

●● ●●

0994-00-0000

●●●●●●

●●●●●●

ここには何も記載しないでください。

【注意点】

①申請者名と
口座名義は一致

②同一法人で
複数の事業を行い
電気料金等を
合算して整理して
いる場合は
同一法人で
まとめて

申請してください。

【注意点】

計算書（第3号様式）
で算出される
金額と一致

【注意点】

①該当区分にチェック

②複数施設分を
同一法人で申請する
場合は、該当する
すべての区分に
チェック

【注意点】

複数施設分を
同一法人で申請する
場合は、すべての施設名を
記載してください。

印
鑑
不
要



◇申請書類の書き方②
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誓約書及び個人情報の取扱い同意書（第2号様式）

【注意点】

内容をご確認の上
チェックを
入れてください。

令和４ ● ●

垂水市●●●●

●●●●●●

●● ●●

■

■

■

■

■

■

■



◇申請書類の書き方③
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支援金計算書（第3号様式）

●●●●●●

①各月ごとの対象経費
をご記入ください。

②対象経費ごとの合計を
ご記入ください。

③月ごとの合計を
ご記入ください。

A 対象経費の合計を
ご記入ください。

B A×0.163

C Bの1,000円未満を
切り捨てた金額

D 垂水市商工業者支援金を
受給している場合は
5万円を記入する。

E C―D＝申請額

①

②

③

A
B
C
D
E

様式（エクセル様式）は、垂

水市WEBサイトに掲載してい

ます。様式をダウンロードし

ていただき、①をご記入いた

だくと②・③・A～Eは自動計

算されます。



◇申請書類の書き方④
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「支援金計算書に記載した対象経費の金額が確認でき
る書類の写し」とその提出方法・貼付け

確定申告書類や決算書類の該当部分、帳票類、領収書、レシートの写し等をA４用紙に、のりで

張り付けてご提出ください。貼付け用の台紙が必要な方は、ダウンロードしてご利用ください。

令和3年4月分

領収書等

令和3年5月分

領収書等

令和3年6月分

領収書等

※貼付けイメージ



垂水市医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金にかかるＱ＆Ａ

No 質問 回答

1 支援金の概要は？

通常業務に加え、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等に追われ、厳しい環境下で

の経営を強いられている中、電気・ガスなどのエネルギーや食料品価格等の物価高騰の影

響を受け、更に厳しい経営状況に置かれている、「医療機関、保険薬局、介護事業所等、

障害福祉サービス事業所等」の経済的負担を軽減し、質の高いサービス等を継続して提供

できるよう支援金を交付しようとするものです。

2 いつまでの間、申請できるのか。 最終申請期限は、令和４年12月12日（月）です。

3 対象者は？

垂水市に所在する次の事業者を対象としています。

①保険医療機関　②保険薬局　③介護事業所等（介護保険法に基づき介護保険サービス事

業者の指定を受け、垂水市に事業所を有する法人又は団体）

④障害福祉サービス事業所等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づき指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、垂水市に事業所を有する法人又

は団体）

4 対象要件は？

上記対象者のうち、次の要件をすべて満たす必要があります。

①市税等を滞納していないこと

②令和４年４月１日以前に事業を開始し、かつ、申請時において垂水市内で継続して３か

月以上事業を営んでおり、引き続き事業を継続する意思があること。

③政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。

④申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が垂水市暴力団排除

条例（平成24年条例第15号）第２条に規定する暴力団員に該当しないこと。

1／6



No 質問 回答

5 対象経費とは。

事業実施にあたり必要経費と認められる次の経費となります。

①電気料金　②ガス料金　③ガソリン料金

④重油料金　⑤軽油料金　⑥灯油料金　⑦食材購入費

※食材購入費は、医療機関における入院時の食事や、介護施設及び障害福祉施設における

食事に伴う食材購入費を想定しています。

6 支援金額はいくらか。

①令和３年４月１日から令和４年３月31日までに、対象者が負担した「対象経費」の合計

実績額に、算定率16.3％を乗じた金額が申請額となり、申請額に不備がなければ、その額

が支援金額となります。

②計算の結果、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

③垂水市商工業者支援金給付事業実施要綱（令和4年告示第62号）に規定する支援金を受給

している場合は、その受給額（50,000円）を差し引いた額となります。

④申請書類の一つである「支援金計算書」をHPに掲載しております。必要項目を入力して

いただくと、申請額が自動計算される様式となっておりますので、ご利用ください。

7 算定率16.3％の考え方は？

対象事業者に対する事前アンケート調査（令和4年9月28日～10月3日）の結果、対象経費

の令和3年度と令和4年度を比較すると、平均増加率が「13.3％」であることが分かりまし

た。これに、10月以降の物価上昇率を「3％」を加え、算定率を「16.3％」いたしました。

8

令和4年7月～8月に実施された「垂

水市商工業者支援金給付事業実施要

綱に規定する支援金（一律5万

円）」を受給している場合はどうな

るか。

垂水市商工業者支援金給付事業実施要綱（令和４年告示第62号）に規定する支援金を受給

している場合は、その受給額を差し引いた額となります。

2／6



No 質問 回答

9
申請先・問い合わせ先は

どこになるのか。

１保険医療機関・保険薬局

　申請窓口／保健課（健康増進・元気プロジェクト係）

　住所／〒891-2192　垂水市上町114

　電話／0994-32-1116（直通）

　問い合わせ時間／平日8時30分～午後5時15分

２介護事業所等

　申請窓口／保健課（介護保険係）

　住所／〒891-2192　垂水市上町114

　電話／0994-32-1116（直通）

　問い合わせ時間／平日8時30分～午後5時15分

３障害福祉サービス事業所等

　申請窓口／福祉課（障害福祉係）

　住所／〒891-2192　垂水市上町114

　電話／0994-32-1115（直通）

　問い合わせ時間／平日8時30分～午後5時15分

10
申請者は、施設ごとなのか、

法人ごとなのか。

①申請者は、施設ごとか、法人ごとのいずれかで申請ください。

②同一法人で、複数の事業を行い、施設・事業の電気料金等を合算して整理している場合

は、同一法人で、まとめて申請してください。なおその際は、申請書兼請求書（様式第１

号）の「２対象区分」は、該当する区分すべてにチェックを入れてください。

3／6



No 質問 回答

11 申請時に必要な書類は？

①支援金交付申請書兼請求書（別記第１号様式）

②誓約書及び個人情報の取扱い同意書（別記第２号様式）

③支援金計算書（別記第３号様式）

④支援金計算書に記載した対象経費の金額が確認できる書類の写し（確定申告書類や決算

書類の該当部分、帳票類、領収書、レシートの写し等のいずれか一つ）

※上記①～③の様式は、市HPに掲載しています。

■掲載箇所

◎新型コロナウイルス感染症ページの後半に

「垂水市医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金」を掲載しています。

◎アクセス方法／垂水市WEBサイトトップ> 新型コロナウイルス感染症バナー

　> 新型コロナウイルス感染症　> 新型コロナウイルス感染症ページ内「企業・事業者向け支援」

> 垂水市医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金

12
支援金給付後に

実績報告は必要なのか。
必要ございません。

13

「支援金計算書に記載した対象経費

の金額が確認できる書類の写し」と

して何が認められるのか。

①交付要綱第５条で「確定申告書類や決算書類の該当部分、帳票類、領収書、レシートの

写し等のいずれか一つ」としていますが、対象金額が確認できるものであれば、各事業者

で費用を集計している帳簿など幅広く捉えていただいて結構です。

②申請者の負担軽減及び早期の交付を図る一方で、誤支給をさけるため、このような取り

扱いとしています。

③交付要綱第10条には、不正な手段により交付を受けたものと認めたときは支援金を返還

させる旨を明記しています。また、交付要綱第9条の規定により、支援金を受けた者に対し

報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行う場合がありますので、予めご了承く

ださい。

4／6



No 質問 回答

14

【支援金計算書に記載した対象経費の

金額が確認できる書類の写し関連】

対象経費とそれ以外が合算されてい

る場合はどうすればよいか。

①基本的には各事業の決算で費用計上されている考え方で振り分けてください。

②難しい事情がある場合は、事業費比率や施設規模などの合理的な基準により按分して対

象経費を算出してください。この場合、算出基礎や計算過程がわかる書類を添付してくだ

さい。

15

【支援金計算書に記載した対象経費の

金額が確認できる書類の写し関連】

領収書をなくしてしまった場合はど

うしたらよいか。

①領収書を再発行してもらうなどの対応をお願いします。

②支払ったことがわかる通帳の写し等を提出してください。

　※請求書がある場合も請求書もあわせてご提出ください。

16

【支援金計算書に記載した対象経費の

金額が確認できる書類の写し関連】

銀行口座の履歴は２か月前までしか

見られないがその場合はどうしたら

よいか。

銀行に該当月の取引明細の発行を依頼し、発行後にご提出ください。

（提出期限内にご提出ください）

17
申請者と支援金の振込口座名義人

は、一致しなければならないか。

①申請書兼請求書（様式第１号）に記載する申請者と支援金の振込口座名義人は、必ず一

致していることをご確認ください。
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No 質問 回答

18
領収書の宛名は、

申請者でなくてもいいか

①領収書の宛名と申請者が必ず一致していることを確認してください。

（会社名または代表者名である必要があります。）

②同一法人で、複数の事業を行っている場合、申請者（法人代表者）と領収書の宛名（施

設代表者等）が異なる場合が想定されます。その場合、本市審査では、申請書兼請求書

（様式第１号）の「３対象施設名」にて、領収書の宛名の施設が同法人の事業施設である

かを確認いたしますので、記載漏れがないようにご注意ください。

19 支払いはいつになるのか。

①交付申請書兼請求書の提出後、審査を行い、書類等の不備がないか確認を行うため、事

業者に応じて、支払い時期は異なりますが、最短で２週間程度を想定しております。

②申請期限の令和４年12月12日（月）に申請した場合は、申請書類の不備等がなく、審査

の結果、支援金を交付することが適当であると認めたときは12月26日（月）に振込予定と

しております。
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