
民間事業所９法人名及び１３事事業所名、公立の委託事業所３法人名及び５事業所名を教えてください。

東京都補助対象となる事業所 ９法人、１３事業所、２２サービス

No. 法人名 No. 事業所名称

1 社会福祉法人　常磐会 1 高齢者在宅サービスセンターみずほ 箱根ケ崎９２２－１ 居宅介護 重度訪問介護 同行援護

2 特手非営利活動法人　つくし 2 ＮＰＯつくし 箱根ケ崎西松原５１－３ 居宅介護 重度訪問介護 同行援護

3 KAZUコーポレーション株式会社 3 訪問介護　菫 殿ケ谷８３５－１－１０１ 居宅介護 重度訪問介護

4 特定非営利活動法人　自立支援センターすだち 4 すだち寮 高根２０８－７ 共同生活援助

5 特定非営利活動法人　みずほまち精神保健福祉会 5 グループホームみずほ 非公開 共同生活援助 自立生活援助

6 アルタイル 箱根ケ崎２７５－６ 共同生活援助

7 千種館 箱根ケ崎武蔵野９３８－５ 短期入所

6 8 瑞学園 箱根ケ崎武蔵野９４０ 短期入所 生活介護

9 フラップ 箱根ケ崎字武蔵野９４０ 計画相談

10 スウィング 大字箱根ケ崎字武蔵野９４０ 放課後等デイサービス

7 一般社団法人　日本福祉作業促進会 11 わーくあっぷ瑞穂 箱根ケ崎４６３－６ 生活介護 就労継続支援B型

8 一般社団法人　瑞穂パラスポーツエイド 12 らんぱす 箱根ケ崎１４０１－１ 放課後等デイサービス

9 合同会社　SHIRURERI（シルレリ） 13 アップルキッズ 大字石畑字二本榎１９６－２ 保育所等訪問支援 児童発達支援

都の補助対象外となる事業所（町立、委託） ３法人、５事業所、８サービス（うち、地域活動支援センター・障害児等タイムケアは、類似の事業として対象としたもの）

No. 法人名 No. 事業所－名称

1 社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会 1 社会福祉法人瑞穂町社会福祉協議会 石畑２００８ 計画相談

2 瑞穂町福祉作業所 箱根ケ崎８３１－２ 就労継続支援B型

3 瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ 石畑２１９３ 地域活動支援センター 障害児等タイムケア

4 瑞穂町精神障害者共同作業所 駒形富士山１７８－１ 就労継続支援B型 就労移行

5 地域活動支援センター ひまわり 箱根ケ崎８０６－１ 計画相談 地域活動支援センター

事業所住所 提供サービス

社会福祉法人　コロロ学舎

事業所－郵便番号 提供サービス

社会福祉法人　あかつきコロニー

特定非営利活動法人　みずほまち精神保健福祉会
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当日配付 資料6 事前質問補足資料

４審査-８

（令和４年度障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策補助金）



 

 

４審査-８ 

（令和４年度保育所等物価高騰緊急対策事業補助金） 

 

（１）補助対象の事業所名、定員を教えてください。 

施設名 定員（人） 

石畑保育園 １１０ 

むさしの保育園 ９９ 

東松原保育園 ９０ 

狭山保育園 ７８ 

長岡保育園 ６８ 

みずほひじり保育園 ９０ 

とのがや保育園 ６０ 

ぴよぴよ保育園 ３６ 

南平保育園 ４８ 

瑞穂のぞみこども園 ８９ 

ゆめのもり保育園 １９ 

如意輪幼稚園 ４００ 

福正寺松濤幼稚園 ３５ 

 

（４）１，０２７人、４，５００人の算定根拠を教えてください。 

施設名 Ａグループ（人） Ｂグループ（人） 

石畑保育園 １１４ １５０ 

むさしの保育園 ９０ ２０ 

東松原保育園 ９５ １ 

狭山保育園 ７８ ５ 

長岡保育園 ６３ １ 

みずほひじり保育園 ８８ １５ 

とのがや保育園 ６７ １ 

ぴよぴよ保育園 ３６ １ 

南平保育園 ５０ １ 

瑞穂のぞみこども園 ６０ ２００ 

ゆめのもり保育園 １９ ５ 

如意輪幼稚園 ２４０ ３，８００ 

福正寺松濤幼稚園 ２７ ３００ 

合計 １，０２７ ４，５００ 
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  当日配付 資料７ 事前質問補足資料 



事前質問一覧 

 

４審査-８ 令和４年度障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策補助金 

・民間事業所９法人名及び１３事事業所名、公立の委託事業所３法人名及び５事業所名を教

えてください。 

・１５８円と４２円の算定根拠を教えてください。 

・実施要綱の日付はいつですか。 

・交付要綱 

第５条「何」で証明すればよいのですか。 

第６条「別記第１様式」は？ 

「別記第２様式」は？ 

第９条（１）とはどこを指すのですか？ 

「別記第３様式」は？ 

申請してからどの位の期間を経過して交付されるのですか。 

（４）とはどこを指すのですか？ 

延滞金の納付日は、返還請求からどのくらいの猶予があるのですか。 

 

 

４審査-８ 令和４年度保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 

・補助対象の事業所名、定員を教えてください。 

・公立認可保育所名を教えてください。 

・「利用者から高騰分を徴収するのが困難」との記述がありましたが、各人により困難の度合

いは異なると思いますが、その点は考慮しないのですか。 

・１０２７人、４５００人の算定根拠を教えてください。 

・都制度では、何故「公立認可保育所」、「幼稚園」は対象外となるのですか。 

・（東京都 FAQ(案) 6. 一時預かり事業） 

幼稚園で実施する一般型と幼稚園型とは何ですか？ 

                                                   

 

４審査-９ 瑞穂町里帰り等定期予防接種費用助成金 

・町の契約医療機関はどこですか。 

・周知の方法として「個別に知らせる旨」の記述がありますが、それではいつまでにどういった

方法で関係機関に報告すればよいのですか。すでに里帰りに係る事項については、事実が

発生する以前に報告が義務づけられているということですか。 

・保護者の実費負担が契約医療機関で実施した場合より大きい場合、差額は自己負担となる

ようですが、里帰り先の医療期間を指定して全額負担はできないのでしょうか。 

・実施開始は来年４月からとなっていますが、終了時期はいつですか。 

・令和４年度の里帰り出産する方は何人位でしょうか？また当補助金に該当する人数は何人

位と予測されますか？ 
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                 当日配付 資料８ 



４報告-５ 令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別支援事業 

（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金） 

・給付金支給にあたりマイナンバーカードの取得は義務づけられているのですか。 

 

 

４報告-６ 高校生等医療費助成事業 

・医療証の発行にあたりマイナンバーカードの取得は義務づけられているのですか。 

・発行にあたり対象者の所得制限を設けていない理由を教えてください。 

・この助成制度は、いつまで続けられるのですか。その方向性を教えてください。令和５年度

からの３年間は東京都の負担額が１００％との記述がありますが、それ以降は、５０％に減額

されますので・・・。 

 

 

 



 

瑞穂町行政評価委員会 第２９回補助金等審査分科会 

【報告事項】 事前質問回答 

 

４報告-５ 令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別支援事業 
（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）【福祉課】 
 

 

 

 

 

 

【回答】 

 価格高騰給付金を受給するにあたり、マイナンバーカードの取得は義務付けられていません。マ

イナポータル等から公金受取口座を登録している方は希望により、世帯主（申請者）名義の公金受

取口座に給付金を振込むことができます。 

 

  

給付金支給にあたりマイナンバーカードの取得は義務付けられているのですか。 

質問１ 
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                 当日配付 資料９ 



 

医療証の発行にあたりマイナンバーカードの取得は義務づけられているのですか。 

発行にあたり対象者の所得制限を設けていない理由を教えてください。 

この助成制度は、いつまで続けられるのですか。その方向性を教えてください。令和５年度からの３年

間は東京都の負担額が１００％との記述がありますが、それ以降は、５０％に減額されますので・・・。 

４報告-６ 高校生等医療費助成事業【子育て応援課】 

 

 

 

 

 

【回答】 

 マイナンバーカードの取得は、医療証の交付要件ではありません。 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 現在町では、未就学児が対象の乳幼児医療費助成事業、小・中学生が対象の義務教育就学児医療

費助成事業ともに、所得制限を設けていません。他の事業との整合を図るため、高校生等医療費助

成事業についても所得制限を設けていません。 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 高校生医療費助成事業は、期限を設けていません。 

令和８年度以降の財源等については、今後、東京都と区市町村との間で「協議の場」を設けて検討

していくことになっています。 

 

 

 

 

質問１ 

質問２ 

質問３ 


