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医療機関等物価高騰対策支援金申請要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県保健医療部保健政策課 

【申請期間】 

令和５年２月８日（水）～ 令和５年２月 28 日（火）（消印締切） 

【申請方法】 

電子申請又は書面申請 

【書面申請郵送先】  

  〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番６ 

  茨城県医療機関等物価高騰対策支援金 審査デスク 宛 

【お問合せ先】  

茨城県医療機関等物価高騰対策支援金 相談窓口 

電話番号：０２９－３０１－２９９５ 

窓口開設期間：令和５年２月６日（月）～令和５年３月３１日（金）  

受付時間：平日 9 時～18 時 

【専用ホームページ】 l 

  https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/koso/ 

    iji/koso/toukei/documents/documents/shienkin.html 
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１ 支援金の概要                                   

■趣旨 

エネルギー価格の高騰により増大する医療機関等の負担を軽減し、健全な経営の維持を図るため、実

施するものです。 

■支給対象及び支給額 

支給対象者 支給額 

区分 要件 

①病院及び有

床診療所 

保険医療機関であること 稼働病床１床あたり 30,000 円 

ただし、稼働病床が３床以下の場合は１施設当た

り 100,000 円 

※稼働病床＝許可病床－休床病床（厚生局に病床

数の減少を届出ている病床数） 

②無床診療所 

(医科・歯科) 

保険医療機関であること １施設当たり 100,000 円 

③助産所 令和４年度に分娩若しくは妊

婦検診等の実績があること 

１施設当たり 50,000 円 

 

④薬局 保険薬局であること １施設当たり 50,000 円 

⑤施術所 保険適用の施術を行う施設で

あること 

１施設当たり 20,000 円 

■添付書類 

 全ての対象区分で共通に必要となる書類のほか、対象区分に応じて個別に必要な書類があります。 

共通

書類 

振込先口座の通帳の写し（表紙及び見開き部分） 

インターネットバンキングの場合は、申請書の口座情報との照合ができる画面の写し 

個別

書類 

①病院及び

有床診療所 

厚生局に病床数の減少を届出ている場合は、その届出事項変更届の写し（病

床数減少を届出ていない場合は不要） 

③助産所 実績を確認できる書類の写し 

（例：支払基金からの出産育児一時金等の支払明細表（出産年月日以外の個

人情報は消す）、市町村委託母子保健事業等の市町村との契約書の写し 等） 

⑤施術所 令和４年度に医療保険（療養費）の対象となる施術を行っていることが確認

できる書類の写し 

（例：登録記号番号が分かる書類、「療養費の受領委任承諾書通知」の写し、

「療養費支給申請書」の写し 等） 
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■申請方法 

「電子申請」又は「書面申請」により申請できますが、出来るだけ「電子申請」による申請にご協力

ください。 

なお、１つの法人等で複数の医療機関等を運営する場合は、原則として、茨城県内で運営する全ての

医療機関等の申請額を取りまとめて、一括して申請してください。 

(1) 電子申請 

・いばらき電子申請・届出サービスから申請いただけます。 

  ➡https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay.action 

・「いばらき電子申請・届出サービス」は、利用者登録をせずに利用可能です。   

・手続き一覧から「医療機関等物価高騰対策支援金」を選択し、申請してください。 

・添付書類は、あらかじめ写真やスキャンしたデータをご用意ください。 

なお、添付書類の合計が 50MB を超えると電子申請はできませんので、50MB を越える場合は、書 

面申請としてください。 

(2) 書面申請 

・申請に必要な書類は、申請書兼誓約書及び添付書類となります。 

・申請書兼誓約書は茨城県保健医療部保健政策課ホームページにおいて、ダウンロードできます。 

➡https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/koso/iji/koso/toukei/documents/documents/

buxtukakoutou.html 

・申請書に必要事項を記載の上、添付書類とともに表紙の宛先まで送付してください。 

・県から連絡する場合がありますので、提出時に必ず控えをお取りください。 

・簡易書留又はレターパックなど、送付物の追跡ができる方法で送付してください。 

 

■ 審査・支給・不支給 

 ・審査の結果、適正と認められた場合に、支援金を申請者が指定する口座へ振り込みます。 

振込をもって支給決定の通知と代えさせていただきますので、支給決定の通知は発送いたしませ

ん。予めご了承ください。振込名は、「イバラキケンホケンセイサクカ」です。 

 ・審査の結果、要件を満たさない等の理由により支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、

不支給決定の通知を発送します。 

 

■ その他・注意事項 

 ・申請内容の確認のため、追加書類の提出や説明をお願いする場合があります。 

 ・申請内容に不備がある場合は、不備の修正を依頼します。軽微な不備（誤字等）については、審査

担当者が職権により修正いたします。 

 ・書類の不備等があり、申請者に連絡・確認がとれない期間又は申請者が不備修正に応じない期間が
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30 日間続いた場合には、申請が取り下げられたものとみなします。 

 ・支援金の事務処理を円滑に進めるため、県では、必要に応じて検査、報告又は是正のための措置を

求めることがあります。 

 ・支援金の支給後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、県は支給決定を取り消しま

す。既に支給した支援金については、受領の日から納付の期間までに応じて年利 10.95 パーセント

の割合で計算した加算金と併せて返還していただきます。 

 ・支援金の返還及び加算金の納付期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、未納に係る

期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴収いたします。 

 ・不正受給と判断された場合、申請者名の公表や告訴等の措置をとる場合があります。 

  

２ 支給対象者                                   

支援金の支給対象者は、１支援金の概要にある支給対象区分の各要件を満たす医療機関等の開設者

等であって、当該医療機関等の開設について、茨城県の許可を受け、又は茨城県に届出し、支援金を

申請する時点において、茨城県内で医療等のサービスを提供している者となります。 

また、医療機関等とは次に記載する施設の総称です。 

申請する時点において、対象に該当するか、申請前によくご確認ください。 

(1) 病院 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５に規定する病院をいう。 

(2) 診療所 

医療法第１条の５第２項に規定する診療所をいう。 

(3) 助産所 

医療法第２条に規定する助産所をいう。 

(4) 薬局 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145

号）第２条第 12 項に規定する薬局をいう。 

(5) 施術所 

   あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和 22 年法律第 217 号）第９条 

の２又は柔道整復師法（昭和 45 年法律第 19 号）第 19 条の規定により開設した施術所をいう。 

 

３ 不支給要件                                     

以下の(1)から(6)のいずれかに該当する場合は、支援金の支給対象外となります。 

(1) 支援金を申請する時点で休止中の医療機関等の開設者等 

 (2) 令和４年度末までに休止又は廃止の予定がある医療機関等の開設者等 
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 (3) 公立医療機関（県又は市町村が運営する医療機関）であって、一般会計及び特別会計で運営さ

れ、地方公営企業の適用を受けていない医療機関等の開設者等 

 (4) 茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36 号。以下、「条例」という。）第２条第１号又

は第３号に規定する者（以下、「暴力団等」という。） 

 (5) 役員等（役員又は理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。）のうちに条例第２条第３

号に規定する者又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者がある医療機関等の開

設者等 

 (6) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する医療機関

等の開設者等 

 

 ４ 申請フォーム・様式                                     

（１）申請者 

№ 入力項目 内 容 

１ 法人又は個人名 ・法人の場合は法人名、個人の場合は県に届けている管理者の氏名を記

載してください（フリガナも記載）。 

２ 法人の場合、代表

者の職氏名 

・法人代表者の職名、氏名を記載してください。 

３ 医療機関等の名

称 

・医療機関等の開設について、茨城県の許可を受け、又は茨城県に届出

している医療機関等の名称を記載してください。 

・複数の医療機関等をまとめて申請する場合は、申請書に代表医療機関

等を記載のうえ、別紙に代表を含む全ての医療機関等を記載してくださ

い。 

４ 保険医療機関コ

ード 

・病院、診療所、薬局は、地方厚生局から付与されている医療機関コー

ド１０桁を記載してください。 

・複数の医療機関等をまとめて申請する場合は、申請書に代表医療機関

等を記載のうえ、別紙に代表を含む全ての医療機関等を記載してくださ

い。 

５ 登録記号番号 ・施術所は、地方厚生局から付与されている登録記号番号を記載してく

ださい。 

・複数の医療機関等をまとめて申請する場合は、申請書に代表医療機関

等を記載のうえ、別紙に代表を含む全ての医療機関等を記載してくださ

い。 

６ 医療機関等の所

在地 

・申請する医療機関等の所在地を記載してください。 

・複数の医療機関等をまとめて申請する場合は、申請書に代表医療機関

等を記載のうえ、別紙に代表を含む全ての医療機関等を記載してくださ

い。 

 



6 

 

（２）連絡担当者 

№ 入力項目 内  容 

１ 所属・氏名 ・審査の際に、県から問合せを行う際の担当となる方の所属と氏名を記

載してください。 

２ 電話番号（連絡先） ・担当者と連絡が取れる電話番号を記載してください。 

３ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（連絡先） ・医療機関等のメールアドレスを記載してください。 

（３）申請区分及び申請金額 

№ 入力項目 内 容 

１ 施設数 ・申請する施設数を記載してください。 

２ 許可病床 ・申請時点で許可されている病床数を記載してください。 

３ 休床病床 ・申請時点で厚生局に病床数の減少を届出ている病床数を記載してくだ

さい。病床数減少を届出ていない場合は記載不要です。 

４ 稼働病床 

 

・許可病床から休床病床を差し引いた数を記載してください。 

（エクセルの申請書を使用する場合は、自動計算の為、記載不要） 

５ 稼働病床が３床

以下の有床医療

機関 

・病院及び有床診療所のうち、稼働病床が０～３床の場合は、この欄に

施設数、病床数、申請額を記載してください。 

６ 申請額 ・①は稼働病床×３万円の額を、②～⑤は施設数×各支援単価の額を記

載してください。 

・合計は①～⑤までの各申請額の合計を記載してください。 

（エクセルの申請書を使用する場合は、自動計算の為、記載不要） 

（４）振込先口座（振込先の口座は、必ず申請者本人（法人の場合は法人）名義の口座とする） 

№ 入力項目 内 容 

１ 金融機関名 ・金融機関名を記載してください。 

２ 本・支店名 ・本店若しくは支店名を記載してください。 

３ 金融機関コード ・金融機関コードを記載してください。 

４ 支店コード ・支店コードを記載してください。 

５ 口座名義 ・申請者名と一致する口座名義名を記載してください。 

６ 口座番号 ・口座番号を記載してください。 

７ 預金種目 ・預金種目を記載してください。 

（５）宣誓・同意事項 

申請の際、申請書に記載の内容について、宣誓・同意することが必要となります。 

必ず全項目の確認欄に〇を記載してください。 


