
 

 

日高市社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援金支給事業実施要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、新型コロナウイルス感染症等に起因するエネルギー・食料品

価格等の物価高騰の影響を受けつつも、地域の福祉、介護又は医療の提供体制を

維持する社会福祉施設等事業所（以下「事業所」という。）に対し、予算の範囲

内で社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援金（以下「支援金」という。

）を支給することにより、利用者への負担転嫁を抑制し、当該事業所が提供する

サービスの体制と品質を維持することを目的とする。  

（支援金の支給対象者）  

第２条  支援金の支給対象者は、別表支給対象施設の欄に掲げる事業所とする。た

だし、次に掲げる事業所を除く。  

(1) 令和４年４月１日から同年９月 30日までの間において、福祉、介護又は医療

におけるサービスの提供等を行っていない事業所  

(2) 令和４年 10月１日において市内に所在を有しない事業所  

（支援金の支給額等）  

第３条  支援金の支給額は、別表中欄に掲げる支給区分に応じ、それぞれ右欄に定

める支給基準額とする。  

２  前条の事業所において、一体的に複数のサービスの提供を行っている場合は、

いずれか一つの支給区分に限り支給する。  

３  支援金の支給は、１度限りとする。  

（支援金の申請）  

第４条  支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、日高市

社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援金支給申請書兼請求書（別記様式

）を市長に提出しなければならない。  

２  前項の申請書の提出期限は、令和４年 11月 30日までとする。  

（申請の審査及び決定等）  

第５条  市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者のサービスの提供

等の状況等を審査し、支援金の支給が妥当であると認めたときは、支給を決定し、

速やかに支援金を支給するものとする。  

２  市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による支給の決定に際し、条

件を付すことができる。  

（支援金の返還）  



 

 

第６条  市長は、偽りその他不正の手段によって支給を受けた者があるときは、支

給した額の全部又は一部の返還を求めるものとする。  

（雑則）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

１  この告示は、令和４年 11月４日から施行する。  

２  この告示は、令和５年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこ

の要綱の規定に基づき既になされた支給申請に係る支援金の支給および返還に関

しては、同日以後も、なおその効力を有する。  



 

 

別表（第２条、第３条関係）  

支給対象施設  支給区分  支給基準額  

１  中欄の支給区分に掲げ

る介護保険法（平成９年

法律第 123号）に定めの

あるものを行う指定サー

ビス事業所  

介護医療院  600,000円  

指定介護老人福祉施設  100床以上のもの

800,000円  
100床未満のもの  

600,000円  

介護老人保健施設  600,000円  

特定施設入居者生活介護  260,000円  

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護  

小規模多機能型居宅介護  

認知症対応型共同生活介護  

訪問介護  100,000円  

訪問看護  

訪問リハビリテーション  

通所介護  180,000円  

通所リハビリテーション  

特定福祉用具販売・福祉用具

貸与  

100,000円  

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護  

認知症対応型通所介護  180,000円  

地域密着型通所介護  

居宅介護支援事業  100,000円  

予防支援事業  

２  中欄の支給区分に掲げ

る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（平成 17

年法律第 123号）に定め

のあるものを行う指定障

害福祉サービス事業所  

共同生活援助  10人以上のもの  

260,000円  
10人未満のもの  

180,000円  

短期入所  10人以上のもの  

260,000円  
10人未満のもの  

180,000円  

生活介護  定員 25人以上のもの  

180,000円  
定員 25人未満のもの  

140,000円  

自立訓練  

就労継続支援  

就労移行支援  

計画相談支援  120,000円  

３  中欄の支給区分に掲げ

る児童福祉法（昭和 22年

法律第 164号）に定めの

あるものを行う指定通所

支援事業者  

放課後等デイサービス  定員 25人以上のもの  

180,000円  
定員 25人未満のもの  

140,000円  

４  中欄の支給区分に掲げ

る日高市地域活動支援セ

ンター事業実施要綱（平

成 26年告示第 271号）に

定めのあるものを行う事  

地域活動支援センター  120,000円  



 

 

業者    

５  中欄の支給区分に掲げ

る日高市障害者就労支援

事業実施要綱（平成 22年

告示第 97号）に定めのあ

るものを行う事業者  

障がい者就労支援センター  120,000円  

６  中欄の支給区分に掲げ

る日高市障害児（者）生

活サポート事業実施要綱

（平成 11年告示第 115号

）に定めのあるものを行

う事業者  

障害児（者）生活サポート  120,000円  

７  中欄の支給区分に掲げ

る日高市日中一時支援事

業実施要綱（平成 18年告

示第 378号）に定めのあ

るものを行う事業者  

日中一時支援  120,000円  

８  中欄の支給区分に掲げ

る学校教育法（昭和 22年

法律第 26号）に定めのあ

る幼稚園、就学前の子ど

もに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に

関する法律（平成 18年法

律第 77号）に定めのある

認定こども園、並びに児

童福祉法に定めのある施

設及び同法第 59条の２の

規定による届出をした施

設  

幼稚園  在籍児童数 120人以上  

400,000円  
在籍児童数 120人未満  

200,000円  

認定こども園  450,000円  

認可保育所  300,000円  

地域型保育事業所（小規模）  100,000円  

地域型保育事業所（事業所内

）  

地域型保育事業所（家庭的）  50,000円  

学童保育室（学校内の施設を

除く。）  

100,000円  

認可外保育施設  

９  児童福祉法に定める児

童福祉施設  

児童養護施設  300,000円  

乳児院  150,000円  

小規模住居型児童養育施設  50,000円  

児童家庭支援センター  

10 医療法（昭和 23年法律

第 205号）に定める病院

及び診療所  

病院  （基礎額）  

500,000円  

 

（加算額）  
救急指定のあるもの  

300,000円  

入院病床を有するもの  

床数×8,000円 

診療所  （基礎額）  

200,000円  

 

（加算額）  
救急指定のあるもの  

300,000円  
入院病床を有するもの  

床数×8,000円 

歯科医業を行う診療所  100,000円  



 

 

別記様式（第４条関係）  

日高市社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援金支給申請書兼請求書  

令和   年   月   日  

 

（あて先）日高市長  

住   所                 

名   称                 

代表者名                 

電話番号     （     ）       

 

日高市社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援金支給事業実施要綱第４条

の規定により、日高市社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援金の支給を受

けたいので、次のとおり申請します。  

 

１  施設等の情報  

施設等名称  
 

 

所在地  
 

 

管理者氏名   

支給区分   

 

２  申請金額             円  

 

３  振込先口座  

日高市から支払われる日高市社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援金

は、下記口座に口座振替の方法により振り込んでいただきますよう請求します。  

金 融 機 関 名 

           銀行  

           金庫           支店  

           農協  

預 貯 金 種 別  □  普通  □  当座  口 座 番 号        

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  
 

 


