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介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業

特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金
ＷＥＢ説明会

東京都福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課
令和４年１２月２０日（火）



特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（目的等）
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目的

◯ 低所得者への補足給付を支給するためなど、平均的な費用の額等を勘案して居住費、食費の基準額が

定められている高齢者施設は、物価高騰分を利用者に価格転嫁できないため、物価高騰分に相当する額

の支援金を支給するものです。

対象期間

◯ 令和４年１０月１から令和５年３月３１日（最大１８２日）

◯ 物価高騰等に直面する都内の高齢者施設を支援することを目的として、「物価高騰対策支援金」を

支給します。
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対象施設

施 設 種 別

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

対象外

◯ 上記対象の施設種別であっても、「公設公営、公設民営の施設」及び「地域密着型（定員２９名以下）の

施設」は対象外

◯ 都市型軽費老人ホームは対象外

特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（対象施設）



4

特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（支給額等）

×支給額 ＝
食費の基準単価

(６１円)
光熱費に係る
施設全体の合計日数※

光熱費の基準単価
（９４円）

×＋食費に係る
施設全体の合計日数※

手続の流れ

令和４年度 令和５年度

交付申請 交付決定 実績報告 （返還）支払（概算払）

支給額

※交付申請時は、以下の方法で概算で算出して申請して頂きます。

施設全体の合計日数 = 対象者数（過去最大対象者数等） × 対象日数（最大日数１８２日等）

ただし、実績報告に伴って返還が生じることがあるため、あらかじめ御了承ください。
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ア 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

「特定入所者介護サービス費対象者（負担限度額認定証の交付を受けている利用者）」

⇒ 利用者負担段階：第１段階、第２段階、第３段階が対象

※第４段階は対象外

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

対象 対象外

イ 軽費老人ホーム、養護老人ホーム

全ての入所者（ただし、養護老人ホームに契約入所している方は除く）

特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（対象者）

※低所得者（利用者負担第１段階から第３段階）への補足給付を支給するため、平均的な

費用の額等を勘案して居住費、食費の基準額が定められている高齢者施設は、

物価高騰分を利用者（利用者負担第１段階から第３段階）に価格転嫁できないため。

対象者



特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（併給）
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区市町村補助事業等と都補助事業との併給について

◯パターン１

区市町村補助事業等が、対象経費を定めていない補助・給付金等

（例：施設種別あたりの定額補助で、個別経費に対する補助でない場合等）

◯パターン２

区市町村補助事業等の対象経費に都の補助対象経費（光熱費、食費）を含んでいない補助等

◯パターン３

区市町村補助事業等の対象経費として都の補助対象経費（光熱費、食費）も申請できるが、

補助申請の際に都の補助対象経費を除いて申請している場合

区市町村の補助事業等と対象経費が重複する場合、事業者にいずれの補助に申請するかを判断いただく
こととなります。
区市町村の補助事業等と都補助の併給が可能なケースについて以下のとおりです。



申請スケジュールと
留意点
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申請受付

開始

WEB

説明会

電子申請

受付終了

郵送

受付終了

申請スケジュール

１２月１９日（月）
１２：００

１２月２０日（火）
１１：００～
１４：００～

１月２０日（金）
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電子申請受付期間（12月19日～1月20日（金） 18：00まで
郵送締切

１月２７日（金）必着

申請のポイント

○ 電子申請の受付期間は1月20日（金） 18：00まで、 郵送受付は1月27日（金） 必着

○ 受付期間内の申請は随時可能

○ 郵送には、印鑑証明が必要です



電子申請前の留意点

申請前にご用意いただくもの

◯ インターネット環境（ブラウザはInternet Explorerはご使用いただけません）

電子申請の対象期間

◯ 令和４年１２月１９日（月）から令和５年１月２０日（金）まで

◯ メールアドレス（登録ならびに自動メールの返信先に利用）※携帯キャリアのメールのアドレス不可

◯ パソコン、スマートフォン、タブレット等URLのリンクからHPへ接続出来る電子機器

◯ 口座情報の画像データファイル

・銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人が表示されている通帳のページの画像データ

（or これらの内容が確認できるもの）

・口座名義人に法人名が含まれていない場合、別途、支払金口座振替依頼書及び

委任状を作成する必要がありますので法人名義の含まれている口座を推奨しております。
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電子申請の操作方法
と申請のポイント
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①「施設＿申請」をクリックします

申請のポイント

◯ 1法人で複数の施設を申請する場合は施設ごとに申請が必要です 11

電子申請のスタート画面

事務局へのお問合せは

スタート画面からお問合せください

操作のポイント



②メールアドレスを入力（半角）

◯ 自動返信メールのURLをクリッ

クすることで申請画面に遷移します

が、URLは当日限り有効です。

申請のポイント

③登録ボタンをクリック 12

メールアドレス登録



○○○○○○＠××××.co.jp

④ 登録完了の画面が表示されましたら、登録いただいたメールアドレスを開いてください

申請のポイント

⑤ URLをクリック（当日に限り有効）

URLは１つの施設にしか使えません
13

メールアドレス登録完了画面と自動返信メール



申請のポイント

○ 登録されたメールアドレスか確認のうえ、編集のボタンを押してください

⑥ 編集をクリック

○○○○○○＠××××.co.jp
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自動返信メールからの遷移画面



⑦ 事業所番号もしくは施設名を入力し検索

申請のポイント

○事業所番号が無い場合は

施設名にて検索を実施してくだ

さい。

施設名の場合は名称を入力し検索

検索結果画面が表示されたら選択（青いボタン）を選択

操作のポイント
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事業所情報の登録
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⑧事業所番号もしくは施設名で検索した情報を決定

すると自動でマスタに入っている情報が反映される

ので空白の情報を全て入力

事業所情報の追加登録



⑨ 食費、光熱費それぞれに対象の人数と日数を入力

すると自動で交付申請額が計算されます。

申請のポイント

○制度上、交付申請額が支援金の上限額となることから、

「対象人数_食費（単位：人）」及び「対象人数_光熱費（単位：人）」は

対象者の過去最大人数等を入力

※来年度実施予定の実績報告にて返還が生じる事があります

○日数については

令和4年10月1日以前に開設した施設…182日から変更しない

令和4年10月２日以降に開設した施設…実績に合わせる

（開設日～令和５年３月３１日までの日数を数えて入力
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交付申請額の算出と注意点



⑩ 支店名等を検索

支店名を入力し検索

検索結果が表示されたら選択（青いボタン）を押す

※自動反映

申請のポイント

○ 口座名義人に法人名が含まれていない場合
委任状の作成が必要となります。
また、必ず口座情報はご確認ください。

⑪情報を入力

名義人は全角カタカナ

⑫画像データを添付

18

口座情報の登録
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法人口座以外の口座登録に関して

事業者
•法人名義ではない口座を申請フォームで入力し、申請

事業者

•申請フォームから申請後、施設において、問い合わせフォームから、法人名義ではない
口座で支払いを受けたい旨連絡する。その際に、どの申請で法人名義ではない口座で支
払いを受けるか確認するため、問い合わせフォームの質問の欄に「管理番号（レコード
番号）申請日、介護保険事業所番号（番号がない場合は不要）、施設名」を入力する。

事務局
•事務局より個別に連絡し、様式を送付する。

事業者

•施設において、③の様式を用いて支払金口座振替依頼書及び委任状を作成
し、提出



⑬誓約事項を確認しチェックボックスにチェックを入れる

⑭申請チェックボックスにチェックを入れ

記入に問題が無いか確認

操作のポイント 問題がある場合は、エラーメッセージが

出ますので内容に合わせて修正を

お願いします。
20

誓約事項



⑮申請チェックが問題の無い状態で申請ボタンを選択すると電子申請が提出されます

⑯ 画面が遷移し、完了と表示されましたら登録したメールアドレスを開き内容をご確認ください。
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電子申請の提出



△△△ホーム

○○○○○○＠××××.co.jp

⑰ こちらまで進めば電子申請の対応は完了です。

操作のポイント

◯ 申請内容を確認する場合は、自動メールについてある

URLをクリックいただけると申請内容が確認できます。
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電子申請の提出後の自動返信メール



電子申請後の
対応について
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電子申請終了後、事務局での審査を終えると左上のPDF出力のボタンが表示されます。

表示されたボタンをクリックすると申請用紙に情報が転記された様式が自動で作成されます。
操作のポイント

⑱自動で申請書類が作成されますのでプリントアウトしてください

24

申請書類の出力方法



⑲内容を確認し2か所に押印（印鑑証明と同一の印鑑）

押印後、印鑑証明と押印した申請用紙を事務局へ送付 ※法人名義以外の口座の場合、委任状が別途必要です

⑳ 東京都介護サービス事業所等物価高騰支援金事務局

〒163-0690 新宿センタービル内郵便局留 東京都介護サービス事業所等物価高騰支援金事務局宛 へ郵送

令和５年１月２７日（金）必着
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申請のポイント

郵送による提出物



実績報告
（来年度実施）
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特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（実績報告①）

実績報告ついて

返還額 ＝ 概算交付額（交付決定額） － 実績報告額

⇒「食費に係る施設全体の合計日数」及び「光熱費に係る施設全体の合計日数」の算出が必要です。

実績報告：交付決定を受けた全ての施設で提出が必要です。

返還：交付決定を受けたほとんどの施設で返還の手続が必要となると見込んでおります。

※交付決定額を超えた実績報告額として、
追加交付を受けることはできません。

実績報告に向けてご準備頂きたいこと

令和４年度 令和５年度

交付申請 交付決定 実績報告 （返還）支払（概算払）

×実績報告額※ ＝
食費の基準単価

(６１円)
光熱費に係る
施設全体の合計日数

光熱費の基準単価
（９４円）

×＋食費に係る
施設全体の合計日数



特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金（実績報告②）
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施設全体の合計日数の算出ついて

「食費に係る施設全体の合計日数」＝「対象期間中の対象者全員の対象日（食費）※１の合計日数」

「光熱費に係る施設全体の合計日数」＝「対象期間中の対象者全員の対象日（光熱費）※２の合計日数」

光熱費に係る
施設全体の合計日数 ⇒ ５８４日

各月の対象日数（光熱費）
合計

10月 11月 12月 1月 2月 3月

対象者A 31日 30日 31日 31日 28日 31日 182日

対象者B 31日 6日 31日 31日 28日 31日 158日

対象者C 0日 0日 31日 31日 28日 31日 121日

対象者D 31日 30日 31日 31日 0日 0日 123日

合計 93日 66日 124日 124日 84日 93日 584日

（例） 「光熱費に係る施設全体の合計日数」の算出方法

⇒ 

※１ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院：特定入所者介護サービス費のうち、食費の支給対象日
養護老人ホーム：措置費のうち、生活費の支払対象日
軽費老人ホーム：生活費の徴収対象日

※２ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院：特定入所者介護サービス費のうち、居住費の支給対象日
養護老人ホーム：措置費のうち、生活費の支払対象日
軽費老人ホーム：生活費の徴収対象日



各種お問い合わせ

≪お問い合わせ・書類提出先≫

東京都介護サービス事業所等物価高騰支援金事務局

〒163-0690 新宿センタービル内郵便局留
東京都介護サービス事業所等物価高騰支援金事務局宛

電話：0120-955-047（受付時間：土日祝を除く 9:00-18:00）
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