
【随時更新】令和５年３月13日現在（最終更新）

区分 番号 問 答

申請不備 0
≪重要≫「添付書類に不備がある」と静岡県インフルエンザ予
防接種助成金事務局からメールがありましたが、追加書類の提
出が必要ですか。

メールの指示のとおり不備のあった書類を追加で提出をしてく
ださい。期限までに提出がない場合、要綱第９(2)の規定によ
り申請が取り下げられたものとみなします。助成金は支払でき
ません。
なお、問合せがある連絡先は、次のとおりです。
提出先のメールアドレスも同様です。
ＱＡ５－２も御確認ください。
電話番号：050-5211-6105　(平日9:00～17:00)
メールアドレス：info@shizuoka-infurujosei.com

事業内容 １－１ 今回の助成金の対象は、なぜ３歳未満ですか。

国内では過去２シーズン（2020/21、2021/22）季節性インフル
エンザが流行しなかったため、現在３歳未満の乳幼児のほとん
どは免疫が無いと考えられています。
また、過去のインフルエンザの年代別入院者数を見ると、特に
６か月から３歳未満の世代の割合が他のこどもの世代よりも高
いことから、今回の年齢設定をしました。

１－２ 来年度も助成金の予定はありますか。

今年度限りの制度です。
今冬にインフルエンザが流行した場合、一定程度の免疫がつく
ことが想定されることに加え、新型コロナワクチンの接種対象
について、６ヶ月から４歳までへの拡充を国が検討中であるこ
とを考慮し、今年度限りの制度として創設します。

よくある質問Ｑ＆Ａ

（静岡県インフルエンザ予防接種促進事業費助成金申請）

コールセンターは3月13日をもって廃止しました
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１－３
助成金を受けるためには、どうして県に申請をしなければいけ
ませんか。医療機関の窓口で助成してもらえませんか。

医療機関の事務手続きを無くすためです。
この事業は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエン
ザの同時流行による小児医療提供体制のひっ迫を防ぐための事
業でもあります。医療機関の窓口で助成する場合、医療機関で
申請要件の確認や県への請求手続き等、今以上に事務手続きが
増大し、医療機関のひっ迫を防ぐことに逆行してしまいます。
そのため、お手数ですが、保護者の皆さまから直接申請を受付
け、助成金を後日支給することとしています。

対象者 ２－１
接種時にちょうど生後６か月となるが、助成の対象となります
か。

対象となります。

２－２
平成31年４月１日生まれの子どもは、助成の対象となります
か。

対象となりません。

２－３
平成31年４月２日生まれで、インフルエンザ予防接種時には３
歳以上ですが、助成の対象となりますか。

対象となります。
令和４年４月１日現在、３歳未満の子どもを助成の対象として
います。

２－４
令和５年２月１日にインフルエンザ予防接種をした場合、助成
の対象となりますか。

対象となりません。令和４年９月１日から令和５年１月31日ま
でに接種したインフルエンザ予防接種を助成の対象としていま
す。

２－５
静岡県内に居住しているが、静岡県外の医療機関でインフルエ
ンザ予防接種を受けた場合も、助成の対象となりますか。

対象となります。
ただし、静岡県外の医療機関で受診した理由を後日問合せいた
します。（理由：里帰り、実家に帰省中等）
なお、静岡県外に居住していることが判明した場合は、助成金
の支給は認められません。

２－６
インフルエンザ予防接種を受ける医療機関の指定はあります
か。

ありません。どこの医療機関で予防接種を受けても助成の対象
となります。
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２－７
接種時は静岡県内に居住していたが、申請時に県外に転居して
しまった。助成の対象となりますか。

静岡県内に居住していた際の予防接種費用については助成の対
象となります。ただし、県が事実確認をするなど、助成金の支
給が遅くなることや支給を認めない場合があります。
申請フォーマットには、「接種時の住所」の欄に、接種時の住
所（静岡県内に限ります。）を入力し、「申請時の住所」の欄
に、転居後の申請時現在の住所を入力してください。
なお、申請の際は、「本人確認書類」として申請時の住所と接
種時の住所（変更前後の住所）の両方が分かる書類の提出をお
願いします。県内に居住していたことが分かる書類の提出がな
い場合、支給を認めないことがあります。

申請方法 ３－１ 申請に必要な書類はどんなものですか。

以下の４つを御用意ください。

①振込口座が分かる通帳
②保護者の居住地が分かる本人確認書類（運転免許証など）
③対象の子どもの母子手帳
　※生年月日、接種歴がわかるもの
④インフルエンザ予防接種の領収書（２回分）

３－２ どのように申請しますか？

【重要】令和４年11月21日午前10時申請フォーマットを公開し
ました。
上記の必要な書類を写真等で撮影した画像を添えて、スマート
フォンなどから電子申請をお願い致します。原則として、紙媒
体での受付はしません。
※申請が完了するまで、インフルエンザ予防接種の領収書の写
真等を保存しておいてください。

申請受付は３月７日をもって終了しました
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３－３ １回目の接種後に申請することはできますか。

２回接種後の申請をお願いします。
ただし、助成期間内に１回しか接種しなかった場合や、体調不
良により２回目の接種をしなかった場合は、１回目の接種後に
申請することも可能です。（この場合、助成金は１回分のみで
す。）
「添付を省略する理由」の欄に「１回しか接種しなかったた
め」等と具体的な理由を記入をして申請をしてください。
記入例：「１回しか接種しなかったため」

３－４ 申請者は、父母のどちらですか。

どちらでも構いません。
ただし、申請者と提出書類の「保護者の本人確認書類」及び
「口座名義人」は必ず同一の方としてください。
なお、「母子手帳」に記載のある保護者の申請が望ましいで
す。

３－５
同一の対象者に対して、父からの申請、母からの申請（２回申
請）はできますか。

できません。どちらか一方が申請をしてください。
助成金は対象となる子ども１人に対して２回接種後、２回分を
まとめて申請してください。異なる保護者から同一の子どもに
対して申請があっても、重複申請として助成しません。

３－６
対象の子ども（兄弟など）の分はまとめて申請することはでき
ますか。

申請することができます。対象の子どもの母子手帳、インフル
エンザ予防接種の領収書は対象の子どもの分を用意してくださ
い。

３－７ 対象者の父母以外が申請することはできますか。

対象者を現に監護する方であれば、保護者として申請すること
ができます。ただし、母子手帳に記載の無い保護者が申請した
場合、申請要件等を確認することがあります。
申請の際は、「本人確認書類」に対象者の保護者であることを
記載したメモをあわせて写真撮影して、提出してください。

３－８
申請者は父、振込先金融機関口座の名義が母でも申請できます
か。

できません。
申請者と「口座名義人」は必ず同一の方としてください。

３－９
振込先金融機関口座確認書類は、どのページを提出すればよい
ですか。

「通帳のコピー（撮影）時のお願い」を御確認ください。
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３－９
②

インターネット銀行、通帳が発行されない口座ですが、どの画
像を添付すれば良いですか。

インターネット銀行等、通帳が発行されない口座の場合は、御
利用の金融機関のＷＥＢサイトで口座情報を確認いただき、口
座情報が表示されたページを撮影（キャプチャ等）して提出し
てください。
詳細は、上記「通帳のコピー（撮影）時のお願い」の３ページ
目を御確認ください。

３－９
③

振込先金融機関口座確認書類として、「キャッシュカード」し
か手元にないが、よいか。

「銀行名（又はコード）」、「支店名（又はコード）」、「預
金種別」、「口座番号」、「口座名義人」が分かれば、キャッ
シュカードのみの添付でも問題ありません。
これらの項目がキャッシュカードのみでは分からない場合は、
付箋などに手書きで記入した上で、その付箋とキャッシュカー
ドを一緒に写真撮影して、提出してください。

３－１０
保護者の居住地が分かる書類は、具体的に何を提出すればよい
ですか。

運転免許証（住所変更している場合は裏面も）、保険証（住所
が分かるものに限ります。）、マイナンバーカード（マイナン
バーは見えないようにしてください。）など、現在の居住地が
分かる公的な身分証明書の提出をお願いします。

３－１１ 母子手帳の写しは、どのページを提出すればよいですか。
「表紙」と「（インフルエンザ）予防接種の記録」のページを
提出してください。具体的には「母子手帳の撮影時のお願い」
を御確認ください。

３－１２
インフルエンザ予防接種の領収書について、１・２回目ともに
金額が同じのため、省略することはできますか。

省略できません。金額の他、接種日、接種医療機関、被接種者
等の審査をするため、２回分とも提出をお願いします。
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３－１３
県からのお知らせがある前の10月上旬にインフルエンザ予防接
種を受けたが、既に領収書を捨ててしまった。助成の対象とな
るか。

本助成金は令和４年９月接種分まで遡って助成金を支給しま
す。予算成立等の関係から、県のお知らせが遅くなってしまっ
たため、助成制度を知る前に予防接種し、領収書がお手元にな
い場合は、領収書の添付がなくても接種歴や接種費用を確認で
きれば助成金の支給を認める等の柔軟な対応をする予定です。
医療機関の負担を軽減するため、本助成金の申請のために、領
収書の再発行等を求めないようお願いします。
申請の際は、「支払った予防接種費の金額」欄にその接種費用
を記入し、「（領収書の）添付を省略する理由」の欄に「破棄
したため」等と具体的な理由を記入をして申請をしてくださ
い。
記入例：「破棄したため。」

３－１４
医療機関の方針で、母子手帳にインフルエンザ予防接種歴の記
録をしてもらえなかったが、助成の対象となるか。

インフルエンザ予防接種の領収書など、客観的に接種した事実
がその他の書類で分かれば助成の対象となる場合があります。
ただし、県が医療機関に事実確認をするなど、助成金の支給が
遅くなることや支給を認めない場合があります。
申請の際は、「（母子手帳の接種歴の）添付を省略する理由」
の欄に、「医療機関で記載がされなかったため。」等と具体的
な理由を記入して申請してください。

３－１５
医療機関の方針で、インフルエンザ予防接種の領収書の発行が
ない（又は２回分をまとめて１枚の領収書）が、助成の対象と
なるか。

母子手帳のインフルエンザ予防接種歴など、客観的に接種した
事実がその他の書類で分かれば助成の対象となる場合がありま
す。ただし、県が医療機関に事実確認をするなど、助成金の支
給が遅くなることや支給を認めない場合があります。申請の際
は、「支払った予防接種費の金額」欄にそれぞれ（１回目、２
回目）の接種費用を記入し、「（領収書の）添付を省略する理
由」の欄に「領収書の発行がなかったため。（２回分まとめて
１枚の領収書のため。）」等と具体的な理由を記入をして申請
をしてください。
記入例：「２回分まとめて１枚の領収書のため。接種費用１回
目●●円、２回目●●円」
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３－１６
家庭事情（婚姻等）により、子どもや申請者の姓の変更があっ
たが、インフルエンザ予防接種時には変更前の姓であった。そ
のため、旧姓が分かる書類を添付する必要があるか。

本助成金の支給に当たっては、旧姓が分かる証明として住民票
の添付等までは求めません。
ただし、旧姓の領収書に「予防接種を受けたときは●●のため
姓が異なる。」等を記載し、撮影した領収書を提出してくださ
い。
なお、本人確認書類については、申請時の姓名が分かる書類の
添付が必要です。

３－１７
医療機関の方針で、領収書の発行の代わりにレシートを受領し
たが、助成の対象となるか。

レシートでも構いません。インフルエンザ予防接種歴、接種費
用が客観的に分かる書類の提出をお願いします。

３－１８
外国生まれのため、母子手帳を持っていないが、助成の対象と
なるか。

子どもの生年月日が分かる書類（例：子どもの保険証の写し
等）やインフルエンザ予防接種の領収書など、客観的に接種し
た事実がその他の書類で分かれば助成の対象となる場合があり
ます。ただし、県が医療機関に事実確認をするなど、助成金の
支給が遅くなることや支給要件が確認できず支給を認めない場
合があります。
申請の際は、「母子手帳の表紙」の欄に、子どもの生年月日が
分かる書類を添付し、「（母子手帳の接種歴の）添付を省略す
る理由」の欄に、「外国生まれのため母子手帳を持っていない
ため。」等と具体的な理由を記入して申請してください。

３－１９
母子手帳の記載もなく、インフルエンザ予防接種の領収書もな
い場合、助成の対象となるか。

インフルエンザ予防接種歴、接種費用が客観的に分かる書類の
提出が全くない場合は、助成金の支給はできません。

助成金額 ４－１
（市町の助成金がない場合）予防接種費用が１回3,500円で
あったが、県の助成金額はいくらになりますか。

上限の2,000円です。

４－２
（市町の助成金がない場合）予防接種費用が１回1,500円で
あったが、県の助成金額はいくらになりますか。

1,500円です。
県は医療機関で支払った接種費用を超えて助成することはあり
ません。

４－３
市町の助成金が1,000円で、予防接種費用が１回3,500円であっ
たが、市町の助成金額と県の助成金額はいくらになりますか。

（市町の助成金額は、そのまま1,000円です。）県の助成金は
上限の2,000円です。
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４－４
市町の助成金額が1,000円で、予防接種費用が１回2,500円で
あったが、市町の助成金額と県の助成金額はいくらになります
か。

（市町の助成金額は、そのまま1,000円です。）県の助成金額
は1,500円です。
県は市町の助成金額をあらかじめ差し引いて、県の助成金額を
決定します。

４－５
県とは別に、３歳未満の子どもに対するインフルエンザ予防接
種の助成をしている市町は、具体的にどこですか。

県内に10市町あります。
賀茂地域：東伊豆町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
東部地域：伊豆の国市・富士市
中部地域：焼津市・藤枝市・吉田町・川根本町
チラシの裏面を御確認いただくか、詳細は各市町にお問い合わ
せください。

４－６
インフルエンザ予防接種費用の領収書に、接種費用以外の経費
（文書代や薬代など）も記載されているが、予防接種費用とし
て助成の対象となりますか。

接種費用以外の経費は助成対象となりません。
「インフルエンザ予防接種費用」の金額をもとに、県の助成金
額を算定します。
「支払った予防接種費の金額」の欄は、インフルエンザ予防接
種費用の金額だけ入力してください。

その他 ５－１ 申請後、県から助成決定のお知らせがありますか。

審査の結果、助成金の支給を決定したときは、申請のあった
メールアドレスあてＰＤＦの添付ファイルによりお知らせしま
す。その際、振込予定日もお知らせします。
なお、支給しないことを決定したときは、郵送による書面にて
その旨通知します。
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５－２
申請後、県から申請書の内容について問い合わせがあります
か。

申請書に不備や不明な点があった場合、問い合わせをすること
があります。この場合、県から委託を受けた事業者（下記の連
絡先）から問い合わせがありますので、あらかじめ御承知おき
ください。
平日日中につながる電話番号を入力し、電話がつながるように
御協力をお願いします。なお、不備修正のために電話をかけて
も、一切つながらない場合は、申請を取り下げたものと見なす
ことがあります。
【問合せがある連絡先】
電話番号：050-5211-6105
メールアドレス：info@shizuoka-infurujosei.com

５－３
≪重要≫申請書類の準備が申請期限の締切（３月７日）までに
間に合わない。

いかなる理由があっても、締切後の受付はできません。事前に
準備を進めておいてください。電子申請の操作が締切当日にう
まくできず、申請できなかった場合も、締切後の受付けはでき
ません。申請要件がそろい次第、締切前に早めに申請をしてく
ださい。

５－４
スマートフォンからの電子申請ができない。（インターネット
接続環境がない）

原則として電子申請をお願いしていますが、インターネットが
利用できない等、どうしても電子申請が出来ない場合は、令和
５年２月17日（金）までに下記のコールセンターまで御相談く
ださい。
なお、申請書類の提出期限は令和５年３月７日【必着】ですの
で、御注意ください。
また、書類に不備があった場合は、受付けできません。
電話番号：050-5211-6105　(平日9:00～17:00)

コールセンターは3月13日をもって廃止しました



区分 番号 問 答

５－５ 助成金の振込はいつ頃になりますか。

県からの助成決定のお知らせに振込予定日を記載します。ま
た、今後助成金の概ねの審査状況について、県ホームページで
お知らせしています。
なお、申請件数が多いため、個別の審査状況はお答えすること
が出来ません。あらかじめ御了承ください。（受付完了後、受
付番号のメール返信がありましたら、順次審査を実施していま
す。）

５－６ 助成金の振込名義（通信欄）は何ですか。 「ケン　インフルホシ゛ョ」です。

電子申請
システム

６－１ 電子申請システムの「画像の添付」ができない。

まれに、御使用の端末によりお問い合わせの不具合が生じるこ
とを確認しております。この場合は、御不便をおかけします
が、パソコンやタブレット、ほかの御家族のスマートフォン
等、他の端末からの電子申請をお願いします。

６－２ 電子申請システムで、「複数画像」を添付できない。

１つの項目にアップロードできる画像のサイズは、あわせて最
大「３MB」です。画像の容量を小さくするなどして申請をお願
いします。スマートフォンの場合は、写真ライブラリから複数
の写真を選択して追加、パソコンの場合は、Ctrlキーを押しな
がら複数枚の写真を選択することができます。
なお、どうしても複数画像の添付が出来ない場合は、あらかじ
め２枚（複数枚）の証拠書類をコピーし、１枚の写真にまとめ
て撮影した上で、申請をお願いします。

コールセンターは3月13日をもって廃止しました



区分 番号 問 答

６－３ 画像の容量を小さくする方法は。

・必要な情報が分かる部分をトリミングしスクリーンショット
し、写真サイズを小さくする。
・iPhoneの場合、写真を自分自身のメールアドレスに一度送信
し、「イメージのサイズを変更する」によりサイズを小さくし
て受信する。
・パソコンの「ペイント」の「サイズを変更する」機能によ
り、写真サイズを小さくする。
等の方法があります。

６－４
電子申請システムで、上記を試しても申請することができな
い。

御不便、御迷惑をおかけして申し訳ありません。お手数をおか
けしますが、050-5211-6105（静岡県インフルエンザ予防接種
助成金システム担当）あて申請期限の前に余裕をもって御連絡
をお願いします。
【平日9:00～17:00】

６－５
誤った画像を添付してしまった。画像の差し替えをしたい。
（又は追加書類を送付したい。）

電子申請後に受信した受付番号を明記し、
info@shizuoka-infurujosei.com
宛て差し替えの画像をメール送付してください。
パスワードをつけるなど、可能な限りセキュリティーが担保さ
れた方法で送付してください。
※一度も電子申請の受付が完了していない方の申請は本メール
アドレスでは受付けしておりません。（申請が完了したことに
なっていないので、御注意ください。）



区分 番号 問 答

６－６
兄弟姉妹分を一緒に申請するべきところを、１人分のみで申請
をしてしまった。残りの兄弟姉妹分の申請はどうすればよい
か。

申請を忘れてしまった兄弟姉妹分のみを、改めて電子申請して
ください。その上で、申請者の氏名、電話番号、申請日、子ど
もの氏名、生年月日、それぞれの受付番号を、
050-5211-6105（静岡県インフルエンザ予防接種助成金システ
ム担当）あて御連絡をお願いします。
【平日9:00～17:00】
なお、交付決定手続き、支払等が兄弟で異なる日付になる場合
がありますので、御了承ください。
また、御連絡がない場合、審査に時間がかかる場合がありま
す。

６－７ 電子申請が完了しているか確認をしたい。

電子申請完了後、申請情報に記入したメールアドレスあて、電
子申請完了のメール及び受付番号の送付がありますので、御確
認ください。
なお、個別に電子申請が完了したことを確認する問合せには対
応していません。



区分 番号 問 答

６－７②
電子申請をしたにも関わらず、「ＱＡ６－７」の完了メールの
受信がなかった。

①入力したメールアドレスの誤りの可能性があります。正しい
メールアドレスを、050-5211-6105（静岡県インフルエンザ予
防接種助成金システム担当）あて御連絡をお願いします。【平
日9:00～17:00】

②RFC違反メールアドレスの場合、システム上受付け完了の
メールの受信ができません。
具体的には、docomo及びauで、
ピリオドが「..」2つ以上連続するアドレス、
「＠（アットマーク）」の直前でピリオド「.」
を使用している等のメールアドレスを御使用の場合、以下のエ
ラーを起こすことが確認されております。なるべく御登録を御
遠慮いただき、その他のメールアドレスを御登録ください。
・システムからメールが送信されない
・添付した画像を確認できない

そのまま登録される場合は、以下につきまして御承知おきくだ
さい。なお、通常よりも審査に時間がかかります。
・申請受付後に送信されるメールは届きません
・事務局より画像の再送をお願いすることがございます。



区分 番号 問 答

６－８
同一の子どもに対して誤って家族等で二重に申請してしまっ
た。一方の申請を取り下げたいが、どのようにすればよいか。

電子申請後に受信した全ての受付番号及び申請を取り消したい
受付番号、取り消したい申請者の氏名を明記し、
info@shizuoka-infurujosei.com
宛て「誤って同一の子どもに対して二重申請してしまった」
旨、御連絡ください。
または、050-5211-6105（静岡県インフルエンザ予防接種助成
金システム担当）あて御連絡をお願いします。
【平日9:00～17:00】
※御連絡いただけない場合、交付要綱の規定により、交付の決
定をしない、交付の決定の取消し、助成金の返還（加算金及び
延滞金を含む）を求めることがありますので、必ず連絡をして
ください。


