
 

令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡

大防止や医療提供体制の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付

することについて、補助金の交付等に関する規則（昭和 45 年神奈川県規則第 41号。以下

「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象とする事業は、令和４年４月１日医政発０４０１号第 10 号・発健０４

０１第３号、発薬生０４０１第 28 号厚生労働省事務次官通知の別紙「令和４年度新型コ

ロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）実施要綱」に基づき、別表の第１欄に定

める事業区分ごとに第２欄に定める実施者が行う事業のうち、第３条に定める事業実施計

画に記載されたものとする。 

  ただし、別表第１欄の事業区分のうち、（３）新型コロナウイルス感染症患者等入院医

療機関設備整備事業（個人防護具を除く）及び（12）新型コロナウイルス感染症重点医療

機関等設備整備事業は、原則として令和４年度に新たに神奈川モデルに認定された医療機

関の整備及び令和３年度以前に神奈川モデルに認定された医療機関の病床の増床に伴う

整備に限るものとする。また、上記以外の事業における設備整備については、原則として

新たに事業を開始するものあるいは事業規模の拡大に伴うものに限るものとする。 

 

（事業実施計画の作成及び提出） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第１号様式によ

る事業実施計画を作成し、補助の申請に際して、当該計画を知事に提出するものとする。 

(1)  事業実施計画を作成する者の名称 

(2)  実施する事業の概要及び必要な経費 

(3)  その他必要な事項 

 

（申請手続） 

第４条 補助金の新規交付申請及び変更交付申請は、補助金の交付を受けようとする者が、

第２号様式による申請書に、事業実施計画その他の関係書類を添えて、別に定める日ま

でに知事に提出して行うものとする。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、緊急又はやむを得ない理由で交付決定前に事前

着手をする場合は、事前着手届出書を知事に提出しなければならない。ただし、令和３

年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱による

補助を受けた者の事前着手届出書の提出は省略することができる。 



３ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の申請を行うに当たって、消費税及び地

方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法（昭和 63年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税

の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金

額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等

を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当

該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについて

は、この限りではない。 

 

（補助額の算出方法等） 

第５条 補助額は、次により算定する。 

(1) 別表１の第１欄に定める事業区分ごとに、第２欄に定める実施者に対し、別表２の

第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の

額を選定する。 

(2) (1)により選定された額と当該区分の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した 

額とを比較して少ない方の額（交付基本額）を交付する。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 知事は、第４条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交

付すべきものと認めたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を記載し

た補助金交付決定通知書及び変更交付決定通知書を申請者に通知するものとする。この

場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事

項につき修正を加えて通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「補助事業者」とい

う。）は、当該通知書に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があ

るときは、補助金の交付の申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定により申請の取り下げをしようとする補助事業者は、前条の通知のあった

日から 10日以内に第３号様式による届出書を知事に提出しなければならない。 

 

 



（暴力団排除） 

第８条 神奈川県暴力団排除条例第 10条の規定に基づき、申請者が次の各号に該当する場

合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当する者

があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員に該当する

もの  

２ 知事は、必要に応じ補助金等の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けた者

（以下「補助事業者」という。）が、前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警

察本部長に対して確認を行うことができる。     

ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川

県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得る

ものとする。 

３ 知事は、補助事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 

（交付条件） 

第９条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 知事が適切と認めた法人格を有する団体等への補助金の交付の決定には、次の条件

を付する。 

ア 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、すみやか

に知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限り

ではない。 

イ  補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに知事の承認を受け

なければならない。 

ウ  補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又

は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告し、その指示を受

けなければならない。 

エ  補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した価格が 30 万円以上の機械、器

具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令（以下、「適正化令」という。）第 14条第１項第２号の規定により厚生労働大

臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはな

らない。 



オ  知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を県に納付させることがある。 

カ  補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図

らなければならない。 

キ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）には、第７号様式によりすみやかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の

翌々年度６月 30 日までに知事に報告しなければならない（補助事業者が全国的に事

業を展開する組織の一部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消 

費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行

っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。）。 

なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除

税額を県に返還しなければならない。 

ク 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支

出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の

終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効

用の増加した価格が単価 30 万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当

該財産の財産処分が完了する日、又は適正化令第 14 条第１項第２号の規定により厚

生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけ

ればならない。 

また、補助事業者が法人その他の団体である場合であって、証拠書類の保存期間

が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者（権利義

務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類を引き継がなければならない。 

ケ 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県

が行う契約手続の取り扱いに準拠しなければならない。 

コ 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度

に基づく国又は県の負担又は補助を受けてはならない。 

サ その他、規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

(2) 市町村への補助金の交付の決定には、次の条件を付する。 

ア 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、すみやか

に知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限り

ではない。 

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに知事の承認を受け

なければならない。 



ウ 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又

は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告し、その指示を受

けなければならない。 

エ 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械、

器具及びその他の財産については、適正化令第 14条第１項第２号の規定により厚生

労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄して

はならない。 

オ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を県に納付させることがある。 

カ 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用

を図らなければならない。 

キ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）には、第７号様式によりすみやかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の

翌々年度６月 30 日までに知事に報告しなければならない。 

    なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除

税額を県に返還しなければならない。 

ク 補助金と交付対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第６号様式に

よる調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、

当該調書及び証拠書類を交付金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければ

ならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上

の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は

適正化令第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過す

る日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

ケ 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県

が行う契約手続の取り扱いに準拠しなければならない。 

コ 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度

に基づく国又は県の負担又は補助を受けてはならない。 

サ その他、規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

シ 市町村が適切と認める法人格を有する団体等に間接補助金を交付する場合には、

市町村は以下の条件を付さなければならない。 

(ｱ) 本号アからキまでに掲げる条件 

この場合において、アからウ、オ及びキの規定中「知事」とあるのは「市町村



長」と、「県」とあるのは「市町村」と、「第７号様式」とあるのは「市町村が別

に定める様式」と、エ中「50 万円」とあるのは「30 万円」と、「知事の承認」と

あるのは「市町村長の承認」と、エ及びキ中「補助金」とあるのは「間接補助金」

と読み替えるものとする。 

(ｲ) 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出

について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を間接補助金の額の確定の日

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年

度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又

は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過

後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化令第 14 条第１項第２号の規定

により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管し

ておかなければならない。 

ス 県が付した条件に基づき市町村長が承認又は指示をする場合には、あらかじ   

め知事の承認又は指示を受けなければならない。 

 

（変更の承認） 

第 10 条 補助事業者は、前条第１号アからイ及び第２号アからイに規定する補助事業の内

容を変更し、中止し又は廃止しようとするときは、第４号様式による変更(中止、廃止)

承認申請書を知事に提出し、知事の承認を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業の実施状況に関し、第５号様式による実施状況報告書を

知事が指定する期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 12 条 規則第 12 条の規定による実績報告は、第６号様式による実績報告書に必要な書

類を添えて、事業完了の日から起算して１月を経過した日（第 10 条により事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１月を経過し

た日）又は別に定める日のいずれか早い日までに知事に報告するものとする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、前項の

実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計

算方法や積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 13 条 知事は、補助事業の完了又は中止等に係る前条の実績報告書の提出があったとき



は、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係

る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するもので

あるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当

該補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部

分の補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 補助事業者は、前項の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年 10.95 パーセントの

割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

 

（補助金の支払） 

第 14 条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものと

する。ただし、知事が必要であると認める場合には、補助金の全部又は一部について概

算払いすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、第８号様

式による補助金支払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（財産処分の承認） 

第15条 財産の処分の承認については、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処

分承認基準」によるものとする。 

 

（書類の提出部数） 

第 16 条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は１部とする。 

 

（届出事項） 

第17条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文書をもつて

その旨を知事に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) その他申請内容に変更があったとき。 

 

（実施期間） 

第 18 条 実施期間は、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までとする。 

 

附 則（令和４年５月 31日医危第 2010 号） 

 この要綱は、令和４年５月 31 日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 



附 則（令和４年８月２日医危第 3154 号） 

 この要綱は、令和４年８月２日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和４年 11 月 10 日医危第 5264 号） 

 この要綱は、令和４年 11 月 10 日から施行し、令和４年 10 月１日から適用する。 

 



別表１

１　事業区分 ２　実施者

（１）新型コロナウイルス
感染症に関する相談窓口設
置事業

１　政令市
（地域保健法（昭和22年法律第101号）第５条の政令で定める市
をいう。以下同じ。）

（２）新型コロナウイルス
感染症対策事業

＜軽症者等の自宅療養及び宿泊療養に係る経費＞
１　政令市
＜医療従事者の宿泊施設確保に係る経費＞
２　神奈川モデル認定医療機関
　　（県認定要綱第４条第２項第４号又は第６号に該当す
　　　る重点医療機関協力病院は除く)（注１）
３　その他知事が認める者
＜消毒経費＞
４　神奈川モデル認定医療機関
５　その他知事が認める者（注２）

（３）新型コロナウイルス
感染症患者等入院医療機関
設備整備事業

１　神奈川モデル認定医療機関
　　（県認定要綱第４条第２項第４号又は第６号に該当す
　　　る重点医療機関協力病院は除く)（注１）
２　その他知事が認める者

（４）帰国者・接触者外来
等設備整備事業

１　帰国者・接触者外来
２　発熱診療等医療機関（注３）
３　その他知事が認める者（注４）

（５）感染症検査機関等設
備整備事業

１　政令市
２　新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関
　　（都道府県等を除く機関）
　※　２に該当する機関は、県等から感染症法に基づく行政
    検査の依頼があった場合に、迅速かつ確実に検査を実施
    できる体制を確保すること。

（６）感染症対策専門家派
遣等事業

１　政令市

（７）新型コロナウイルス
重症患者を診療する医療従
事者派遣体制の確保事業

１　市町村
２　その他知事が認める者（注５）

（８）ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ
等医療チーム派遣事業

１　市町村
２　その他知事が認める者

（９）新型コロナウイルス
に感染した医師等にかわり
診療等を行う医師等派遣体
制の確保事業

１　市町村
２　その他知事が認める者（注６）

（10）新型コロナウイルス
感染症により休業等となっ
た医療機関等に対する継
続・再開支援事業

１　市町村
２　その他知事が認める者（注７）

（11）医療機関における新
型コロナウイルス感染症の
外国人患者受入れのための
設備整備事業

１　県が選出する外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関で
　あって、かつ、新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行
　う医療機関として知事が認める者（注８）



別表１

１　事業区分 ２　実施者

（12）新型コロナウイルス
感染症重点医療機関等設備
整備事業

１　神奈川モデル認定医療機関のうち次に掲げる者（注９）
　（１）高度医療機関
　（２）重点医療機関
　（３）重点医療機関協力病院（県認定要綱第４条第２項第１号
　　　　に該当する協力病院Ａ)
２　その他知事が認める者（注10）

（13）新型コロナウイルス
感染症を疑う患者受入れの
ための救急・周産期・小児
医療体制確保事業

１　市町村
２　疑い患者を診療する医療機関として県に登録された救急医
療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う機関

（14）新型コロナウイルス
感染症患者等入院医療機関
等における外国人患者の受
入れ体制確保事業

１　政令市
２　新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関であって、
　かつ、県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療
　機関（選出予定を含む。）」である医療機関

（15）時間外・休日のワク
チン接種会場への医療従事
者派遣事業

１　市町村
２　その他知事が認める者（注11）

（16）新型コロナウイルス
ワクチン接種体制支援事業

＜職域接種会場の設置、運営に係る経費＞
１　中小企業又は団体（注12）
２　大学等（注13）

（注１） 神奈川モデル医療機関認定要綱第５条第１項により認定された医療機関をいう。

（注２） 院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を
　　　　 満たすような医療機関

（注３） 「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日
　　　 　厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき県が
　　　 　指定した発熱診療等医療機関

（注６） 新型コロナウイルス感染症に感染（同感染症の疑いがある場合を含む）し診療
　　　　 が行うことができなくなった医師又は薬剤師が勤務する医療機関・薬局において
　　　　 代わりに診療等に従事するため、医師又は薬剤師の派遣を行う医療機関・薬局。
　　　　 ただし、派遣先となる薬局については、日常生活圏域（具体的には中学校区）
　　　　 に１件のみ所在する薬局を対象とする。

（注７） 新型コロナウイルス感染により、休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関・
         薬局。ただし、支援対象となる薬局については、日常生活圏域（具体的には
　　　　 中学校区）に１件のみ所在する薬局を対象とする。

（注４） 自宅療養中又は宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者の検査・外来を行
　　　　 う医療機関及び外来で中和抗体療法の施行を行う医療機関（県認定要綱第
　　　　 ４条第２項第４号又は第６号に該当する重点医療機関協力病院)

（注５） 都道府県が実施する新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者
　　　　 養成研修に参加する医師、看護師、臨床工学技士の派遣を行う医療機関（派遣
         元）



別表１

１　事業区分 ２　実施者

（注12） 中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される
         団体を事務局として共同実施するもので、当該中小企業又は団体が接種を委託
         した外部の医療機関が出張して実施する職域接種に限る。

（注13） 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校（以下「大学等」という。）の職域
         接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が 別に定める地域貢献の基準を満た
         すもので、当該大学等が接種を委託した外部の医療機関が出張して実施する職
         域接種に限る。

（注11） 県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、ワクチン接種を行う集団接種
         会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣した場合に、当該派遣を行った医療
         機関（派遣元）

（注10） 体外式膜型人工肺や人工呼吸器等を用いて新型コロナウイルス感染症の重症患者
　　　　 等への高度な医療を提供する医療機関

（注８） 「都道府県が選出する外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」とは、県が
　　　　 「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に選出した医療機関もしくは選
          出を予定している医療機関をいう。

　　　　 「新型コロナウイルス感染症患者等の受入れを行う医療機関」とは、次に掲げ
　　　　る医療機関とする。
　　　　① 帰国者・接触者外来を設置している又は設置を予定している医療機関
　　　　② 入院を要する救急患者に対応可能な次の医療機関
　　　　　・ 感染症指定医療機関
　　　　　・ 「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」
　　　　　　（令和２年６月19日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事
　　　　　　　務連絡）等に基づき、新型コロナウイルス感染症の患者等のための病床を確
　　　　　　　保している、もしくは、県の調整等に応じて入院患者等の受入を行う意向が
　　　　　　　ある医療機関。

（注９） 別添「『神奈川モデル』における重点医療機関等に係る国の指定要件との関係整
         理について」を参照のこと。



「神奈川モデル」における重点医療機関等に係る国の指定要件との関係整理に

ついて 

令和４年５月 

１ 概要 

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた医療体制「神奈川モデル」

を定め、医療機関間の役割分担及び相互連携による医療提供体制を全国に先駆けて構築し

てきた。 

具体的には、令和２年４月１日付けで「神奈川モデル医療機関認定要綱」（以下「県認

定要綱」という。）を定め、各医療機関の役割を認定してきたところである。 

このため、県認定要綱と国事務連絡との関係を改めて整理する。 

 

２ 定義 

（１）神奈川モデル重点医療機関等 県認定要綱第２条に定める高度医療機関、第３条に定

める重点医療機関及び次項に定める神奈川モデル協力病院Ａ 

（２）神奈川モデル協力病院Ａ 県認定要綱第４条に定める重点医療機関協力病院のうち同

条第２項第１号、第２号又は第５号に該当する医療機関 

（３）神奈川モデル協力病院Ｂ 県認定要綱第４条に定める重点医療機関協力病院のうち同

条第２項第３号、第４号又は第６号に該当する医療機関 

（４）国の重点医療機関 国事務連絡の別紙１「新型コロナウイルス感染症重点医療機関に

ついて」に定める指定要件（施設要件、受入患者に関する要件、機能要件等）に合致する

医療機関 

（５）国の協力医療機関 国事務連絡の別紙２「新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協

力医療機関について」に定める指定要件（施設要件、受入患者に関する要件、機能要件

等）に合致する医療機関 

 

３ 国の指定要件との関係 

（１）神奈川モデル重点医療機関等については、国の重点医療機関の指定要件に合致してい

れば、県が神奈川モデル重点医療機関等に認定した日に遡って国の重点医療機関に指定

したものとする。（ただし、協力病院Ａについては、県認定要綱第４条第２項第１号に該

当する医療機関） 

   この場合、令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補

助金交付要綱別表１に定める事業区分(2)並びに令和４年度神奈川県新型コロナウイル

一方、国では、令和２年６月 16 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「新型コ

ロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機

関について」により、重点医療機関等の指定要件を定め、その後、令和３年 11 月 24 日付

け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「『新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び

新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について 』の改正について」（以下

「国事務連絡」という。）により改正を行った。 

別添 



ス感染症緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱別表１に定める事業区分(2)のうち医療

従事者の宿泊施設確保に係る経費及び消毒経費、(3)並びに(12)の実施者となることがで

きる。 

   なお、病床確保料については、厚生労働省医政局経理室、健康局結核感染症課及び医

薬・生活衛生局総務課事務連絡「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」（以下、「国実施に当たっての取扱い」

という。）の別紙１又は別紙２にある「重点医療機関である特定機能病院等」又は「重点

医療機関である一般病院」の上限額を適用する。 

（２）神奈川モデル協力病院Ａのうち疑い患者の受入れを行う医療機関（県認定要綱第４条

第２項第２号に該当）については、国の協力医療機関の指定要件に合致していれば、県

が神奈川モデル協力病院Ａに認定した日に遡って国の協力医療機関に指定したものとす

る。 

   この場合、令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補

助金交付要綱別表１に定める事業区分(1)並びに令和４年度神奈川県新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱別表１に定める事業区分(2)医療従事者

の宿泊施設確保に係る経費及び消毒経費並びに(3)の実施者となることができる。 

 なお、病床確保料については、国実施に当たっての取扱いの別紙１又は別紙２にある

「協力医療機関」の上限額を適用する。 

（３）神奈川モデル協力病院Ａのうち中和抗体療法を施行するために確保した専用病床にお

いて、主として神奈川県又は保健所設置市から紹介のあった適応患者の短期入院を受け

入れる医療機関（県認定要綱第４条第２項第５号に該当）については、国の指定要件に

合致しないことから、国の重点医療機関及び国の協力医療機関には指定しない。 

この場合、令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補

助金交付要綱別表２に定める事業区分(1)並びに令和４年度神奈川県新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱別表１(2)に定める医療従事者の宿泊施

設確保に係る経費及び消毒経費並びに(3)の実施者となることができる。 

 なお、病床確保料については、国実施に当たっての取扱いにある新型コロナウイルス

感染症対策事業の上限額を適用する。 

（４）神奈川モデル協力病院Ｂのうち新型コロナウイルス感染症以外の患者の入院管理を行

う医療機関（県認定要綱第４条第２項第３号に該当）については、令和４年度神奈川県

新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補助金交付要綱別表１に定める事業

区分(1)のうち消毒経費並びに令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援補助金（医療分）交付要綱別表１(2)に定める医療従事者の宿泊施設確保に係る経費

及び消毒経費並びに(3)の実施者となることができる。 

（５）神奈川モデル協力病院Ｂのうち自宅療養中又は宿泊療養中の新型コロナウイルス感染

症患者の検査・外来診療を行う医療機関（県認定要綱第４条第２項第４号に該当）につ

いては、令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分）

交付要綱別表１事業区分(2)のうち消毒経費及び(4)の実施者となることができる。 



（６）神奈川モデル協力病院Ｂのうち外来での中和抗体療法の施行を行う医療機関（県認定

要綱第４条第２項第６号に該当）は、令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援補助金（医療分）交付要綱別表１(2)のうち消毒経費及び(4)の実施者となる

ことができる。 

（７）神奈川モデル重点医療機関等で、国の重点医療機関の指定要件に合致しないが、新型

コロナウイルス感染症患者に高度な医療を提供する医療機関については、令和４年度神

奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱別表１に定め

る事業区分(12)の実施者となることができる。 

   なお、高度な医療を提供する医療機関とは、体外式膜型人工肺や人工呼吸器を用いて

新型コロナウイルス感染症の重症患者等の治療を行う医療機関であって、整備対象設備

を組み合わせて様々な容態の患者に対して効果的な治療を行う医療機関を指す。 

 

（参考）国の重点医療機関の主な指定要件 

施設要件 （１）病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者専用の病

床確保を行っていること。 

※ 看護体制の１単位をもって病棟として取り扱う。病棟単位の考え方は

診療報酬上の考え方に依拠する。 

ただし、ICU 病床内などで看護単位を分けることが困難な場合、１看護

単位を日ごとのシフト調整により「新型コロナ患者対応」と「一般患者対

応」などに分割し、同日中に陽性又は疑い患者と一般患者を診療しない体

制であっても要件に該当する。 

（２）確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で

あること。 

（３）新型コロナウイルス感染症患者等専用の病床は、療養病床ではないこ

と。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保する場合には、一般

病床に病床種別を変更し、受け入れること。 

受 入 患 者

（ 確 定 患

者 又 は 疑

い患者）に

関 す る 要

件 

（１）既に PCR 検査又は抗原検査で陽性と確定している患者 

（２）都道府県からの要請に基づき受入れを行っている、新型コロナウイルス

に感染している恐れがあると医師が認めた、入院医療が必要な患者（新型

コロナウイルス感染症疑い患者は、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律第１２条第１項の疑似症の届け出が出されている

ものに限る。） 

機能要件 都道府県に対してあらかじめ日々の対象となる患者の受入可能数と最大受入

可能数を示し、都道府県調整本部から入院患者受け入れ要請があった場合、原

則速やかに受け入れること。また、令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援交付金（医療分）実施要綱３（２）ウ（ア）に規定する新型コロナウ

イルス感染症患者等の病床確保事業における病床確保に関して、同エ（エ）に

規定するとおり、正当な理由なく断らないこと。 



報告事項 重点医療機関の管理者（代理の者）は重点医療機関として指定されている期

間中は、毎日 G-MIS 及び HER-SYS に空床数や患者の重症度等の入力を行うこ

と。 

（参考）国の協力医療機関の主な指定要件 

施設要件 （１）新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設定して、新型コロナ

ウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床を確保していること。 

（２）確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で

あること。 

（３）新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、個室で

あり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した動線であること。 

（４）新型コロナウイルス感染症疑い患者に対して必要な検体採取が行える

こと。 

（５）新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、療養病

床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保する場

合には、一般病床に病床種別を変更し、受け入れること。 

受 入 患 者

（ 疑 い 患

者）に関す

る要件 

都道府県からの要請に基づき受入れを行っている、新型コロナウイルスに

感染している恐れがあると医師が認めた、入院医療が必要な患者（感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項の疑似症の届け

出が出されているものに限る。） 

機能要件 都道府県に対してあらかじめ日々の対象となる患者の受入可能数と最大受

入可能数を示し、都道府県調整本部から入院患者受け入れ要請があった場合、

原則速やかに受け入れること。また、令和４年度新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援交付金（医療分）実施要綱３（２）ウ（ア）に規定する新型コロナ

ウイルス感染症患者等の病床確保事業における病床確保に関して、同エ（エ）

に規定するとおり、正当な理由なく断らないこと。 

報告事項 協力医療機関の管理者（代理の者）は協力医療機関として指定されている

期間中は、毎日G-MIS及びHER-SYSに空床数や患者の重症度等の入力を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）神奈川モデル認定医療機関が実施者となる事業内容一覧 

事業内容 

神奈川県モデル認定医療機関 

高 

度 

重 

点 

協力病院 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補助金 

(1) 
新型コロナウイルス感染症対策事業 

（病床確保料） 
   〇   〇  

(2) 
新型コロナウイルス感染症重点医療機関

体制整備事業 
〇 〇 〇     

 

令和４年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分） 

(2) 

新型コロナウイルス感染症対策事業 

（医療従事者宿泊） 
〇 〇 〇 〇 〇  〇  

新型コロナウイルス感染症対策事業 

（消毒経費） 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(3) 
新型コロナウイルス感染症患者等入院医

療機関設備整備事業 
〇 〇 〇 〇 〇  〇  

(4) 帰国者・接触者外来等設備整備事業      〇  〇 

(12) 
新型コロナウイルス感染症重点医療機関

等設備整備事業 
〇 〇 〇     

 

 

 

 

（参考）神奈川モデル認定医療機関と国の重点医療機関等との関係 

神奈川モデル 国の重点医療機関 国の協力医療機関 その他 

高度医療機関 〇   

重点医療機関 〇   

重点医療機関 

協力病院 

① 〇   

②  〇  

③   〇 

④   〇 

⑤   〇 

⑥   〇 

※国の重点医療機関及び国の協力医療機関は、国が定める指定要件を満たす必要がある。 



時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業に係る対象地域について 

 

１ 趣旨 

令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業のうち、「時間外・休日の

ワクチン接種会場への医療従事者派遣事業」については、ワクチン接種のための医

療従事者の確保が困難な地域におけるワクチン接種体制の強化を目的とし、対象地

域については、「地域の実情に応じて都道府県が必要と認める地域」とされている。 

そこで、本県における当該事業の対象地域の認定について、考え方を整理する。 

 

 

【参考】（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱から抜粋） 

（９）時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業 

 エ 留意事項 

 （ア）ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情に応  

じて都道府県が必要と認める地域への派遣を対象とする（※）。 

※  地域の実情に応じて都道府県が必要と認める地域として、例えば、次のよう

な地域などが該当すると考えられるが、いずれにしても地域の実情に応じて都

道府県が判断した地域を対象とする。 

・ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき

区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域及び確保病床使用割合がステー

ジⅣの指標である 50％を超える地域（該当した地域は令和４年７月までの期

間中適用） 

・ 医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域（二次医療圏） 

 

 

 

２ 本県の対象地域について 

  県内全域を対象とする。 

  ※ なお、対象地域となった場合には、令和５年３月までの期間対象適用となり

ます。 

   

  （対象地域の認定事由） 

    ・ 令和３年４月 20 日以降、３政令市については継続的に、その他の市町

についても、感染状況に応じて随時、まん延防止等重点措置の対象区域と

して指定されている。 

    ・ また、令和３年８月２日以降、神奈川県が緊急事態措置区域に指定され、

県内全市町村が対象となった。 

     

別添２ 



別表２
１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費

（１）新型コロナウイ
ルス感染症に関する相
談窓口設置事業

知事が必要と認めた額 賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、
需用費（消耗品費、印刷製本費、材
料費、光熱水費、燃料費、修繕
料）、役務費（通信運搬費、手数
料、保険料）、委託料、使用料及び
賃借料、備品購入費、補助及び交付
金

知事が必要と認めた額

【上限額】
・宿泊施設借上げ費の室料
　　　　　　　１室当たり13,100円／日

・食費　１食当たり1,500円
　　　　　（飲料代及び配送費は除く）
　　　　１日当たり4,500円
　　　　　（飲料代及び配送費は除く）

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、
需用費（消耗品費、印刷製本費、材
料費、光熱水費、燃料費、修繕
料）、役務費（通信運搬費、手数
料、保険料）、委託料、使用料及び
賃借料、備品購入費、補助及び交付
金、往診等に要する経費

・消毒経費
　知事が必要と認めた額

消毒に係る経費

賃金、報酬、謝金、需用費（消耗品
費、材料費、光熱水費、燃料費、修
繕料）、役務費（通信運搬費、手数
料、保険料）、委託料、使用料及び
賃借料、備品購入費

（３）新型コロナウイ
ルス感染症患者等入院
医療機関設備整備事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・初度設備費　１床当たり 　133,000円
・人工呼吸器及び付帯する備品
　　　　　　　１台当たり 5,000,000円
　※ネーザルハイフローに係る機器を含む
・個人防護具　１人当たり 　  3,600円
・簡易陰圧装置
　　　　　　　１床当たり 4,320,000円
・簡易ベッド　１台当たり　　51,400円
・体外式膜型人工肺及び付帯する備品
　　　　　　　１台当たり21,000,000円

・簡易病室
（注１）

及び付帯する備品
　　実費相当額

初度設備を購入するために必要な需
用費（消耗品費）、使用料及び賃借
料、備品購入費、補助及び交付金

（４）帰国者・接触者
外来等設備整備事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可
能なものに限る）
　　　　　　　１施設当たり　905,000円
・HEPAフィルター付パーテーション
　　　　　　　１台当たり　　205,000円
・個人防護具　１人当たり　　　3,600円
・簡易ベッド　１台当たり　　 51,400円

・簡易診療室
（注２）

及び付帯する備品
　　実費相当額

使用料及び賃借料、備品購入費、補
助及び交付金

（２）新型コロナウイ
ルス感染症対策事業



１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費
（５）感染症検査機関
等設備整備事業

知事が必要と認めた額

【整備対象設備】
・次世代シークエンサー
・リアルタイムＰＣＲ装置（全自動ＰＣＲ検
査装置を含む）
・等温遺伝子増幅装置
・全自動化学発光酵素免疫測定装置

使用料及び賃借料、備品購入費、補
助及び交付金

（６）感染症対策専門
家派遣等事業

知事が必要と認めた額 賃金、報酬、謝金、時間外勤務手
当、特殊勤務手当、会議費、旅費、
需用費（消耗品費、印刷製本費、材
料費、光熱水費、燃料費、修繕
料）、役務費（通信運搬費、手数
料、保険料）、委託料、使用料及び
賃借料、備品購入費、補助及び交付
金

（７）新型コロナウイ
ルス重症患者を診療す
る医療従事者派遣体制
の確保事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・医師　１人１時間当たり7,550円
・医師以外の医療従事者
        １人１時間当たり2,760円

※対象経費に、県が実施する新型コロナウ
　イルス感染症重症患者に対応する医療従
　事者養成研修事業に医師等を派遣する場
　合、派遣後の診療体制を構築するための
　経費及び派遣する医師等の旅費・宿泊費
　等を含める

（重点医療機関に派遣する場合）
・医師　１人１時間当たり15,100 円
・医師以外の医療従事者
        １人１時間当たり 8,280 円
　
※派遣元医療機関等においては、補助基
　準額の引上げ分を活用して、派遣され
　る医師・看護師等の処遇に配慮するよ
  う留意すること。

（重点医療機関に新型コロナウイルス感染症
重症患者に対応する看護職員を派遣する場
合）
・看護職員 １人１時間当たり 8,280 円
※ 派遣元医療機関等においては、補助基
　 準額の引上げ分を活用して、派遣され
   る看護職員の処遇に配慮するよう留意
   すること。

賃金、報酬、謝金、旅費、役務費
（保険料）、委託料、補助及び交付
金



１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費
賃金、報酬、謝金、旅費、需用費
（消耗品費、材料費、燃料費、食糧
費）、役務費（通信運搬費、手数
料、保険料）、委託料、使用料及び
賃借料、補助及び交付金

（重点医療機関に新型コロナウイルス感
染症重症患者に対応する看護職員を派遣
する場合）
・看護職員 １人１時間当たり 8,280 円
※ 派遣元医療機関等においては、補助基
準額の引上げ分を活用して、派遣される
看護職員の処遇に配慮するよう留意する
こと。

（医療チーム活動費）
実費相当額
※医療チームの活動費とは、個人防護
　具、医薬品、医療用消耗品、一般消
　耗品の購入など、医療チームが新型
　コロナウイルス感染症患者に対応す
　るために必要な費用をいう。

（８）DMAT・DPAT等医
療チーム派遣事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
（医療チーム派遣経費）
・医師　１人１時間当たり7,550円
・医師以外の医療従事者
　　　　１人１時間当たり2,760円
・業務調整員
　　　　１人１時間当たり1,560円

（臨時の医療施設、健康管理を強化した宿泊
療養施設、入院待機ステーション、新型コロ
ナウイルス感染症に感染した入所者に対して
継続して療養を行う高齢者施設に派遣する場
合）
・医師 １人１時間当たり15,100円
・医師以外の医療従事者
　　　　１人１時間当たり 5,520円
・臨時の医療施設、健康管理を強化した宿
泊療養施設、入院待機ステーション、高齢者
施設に看護職員を派遣する場合（※）
        １人１時間当たり 8,280 円
（※）令和４年12月31日までの派遣に限った
特例とする。
・業務調整員
　　　　１人１時間当たり 3,120円
※派遣元医療機関等においては、補助基
  準額の引上げ分を活用して、派遣され
  る医師・看護師等の処遇に配慮するよ
　う留意すること。

（重点医療機関に派遣する場合）
・医師　１人１時間当たり15,100 円
・医師以外の医療従事者
　　　　１人１時間当たり 8,280 円
・業務調整員
　　　　１人１時間当たり 3,120 円
※派遣元医療機関等においては、補助基
　準額の引上げ分を活用して、派遣され
　る医師・看護師等の処遇に配慮するよ
  う留意すること。



１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費
（９）新型コロナウ
イルスに感染した医
師等にかわり診療等
を行う医師等派遣体
制の確保事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・医師　１人１時間当たり7,550円
・薬剤師　１人１時間当たり2,760円

（重点医療機関に派遣する場合）
・医師　１人１時間当たり15,100 円
・薬剤師　１人１時間当たり8,280 円
※派遣元医療機関等においては、補助基
　準額の引上げ分を活用して、派遣され
　る医師・薬剤師の処遇に配慮するよう
　留意すること。

賃金、報酬、謝金、旅費、役務費
（保険料）、委託料、補助及び交付
金

（10）新型コロナウイ
ルス感染症により休業
等となった医療機関等
に対する継続・再開支
援事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応
　可能なものに限る）
　購入額の1/2（事業者負担が1/2）
※購入額の上限は１台当たり905,000円
※１施設当たりの上限は２台（但し薬局
　については１台）

・消毒費用等　総事業費の1/2（事業者負
　担が1/2）
※総事業費の上限は１施設当たり600,000円

需用費（消耗品費）、委託料、使用
料及び賃借料、備品購入費、補助及
び交付金

(11)医療機関における
新型コロナウイルス感
染症の外国人患者受入
れのための設備整備事
業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・１施設当たり1,083,000円とし、入院を
  要する救急患者に対応可能な感染症指
  定医療機関等の場合は、1か所に限り
  429,000円を加算する。

備品購入費、補助及び交付金

（12）新型コロナウイ
ルス感染症重点医療機
関等設備整備事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・超音波画像診断装置
　１台当たり　11,000,000円
・血液浄化装置
　１台当たり　6,600,000円
・気管支鏡
　１台当たり　5,500,000円
・ＣＴ撮影装置等（画像診断支援プログラム
を含む）
　１台当たり　66,000,000円
・生体情報モニタ
　１台当たり　1,100,000円
・分娩監視装置
　１台当たり　2,200,000円
・新生児モニタ
　１台当たり　1,100,000円

使用料及び賃借料、備品購入費、補
助及び交付金



１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費
（13）新型コロナウイ
ルス感染症を疑う患者
受入れのための救急・
周産期・小児医療体制
確保事業

需用費（消耗品費)、委託料、使用
料及び賃借料、備品購入費、補助及
び交付金

（14）新型コロナウ
イルス感染症患者等
入院医療機関等にお
ける外国人患者の受
入れ体制確保事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・入院医療機関 １施設当たり10,000,000
　円
・宿泊療養施設 １施設当たり 2,000,000
　円

備品購入費、補助及び交付金

（15）時間外・休日
のワクチン接種会場
への医療従事者派遣
事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・医師　１人１時間当たり7,550円
・医師以外の医療従事者
        １人１時間当たり2,760円

※時間外・休日のワクチン接種会場への
　医療従事者派遣事業については、市町
　村の補助金交付事務に係る事務委託
　料・事務費も対象となる。

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、
需用費（消耗品費、印刷製本費、材
料費、光熱水費、燃料費）、役務費
（通信運搬費、手数料、保険料）、
委託料、使用料及び賃借料、備品購
入費、補助及び交付金

知事が必要と認めた額

【上限額】
・初度設備費　１床当たり133,000円
・個人防護具　１人当たり3,600円
・簡易陰圧装置
　　　　　　　１床当たり4,320,000円
・簡易ベッド　１台当たり51,400円

・簡易診療室
（注２）

及び付帯する備品
　　　　　　　実費相当額
・HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可
能なものに限る。）
　　　１施設当たり905,000円
・HEPAフィルター付パーテーション
　　　１台当たり205,000円
・消毒経費　実費相当額
・救急医療を担う医療機関において、新型コ
ロナウイルス感染症を疑う患者の診療に要す
る備品
　　　１施設当たり300,000円
・周産期医療又は小児医療を担う医療機関に
おいて、新型コロナウイルス感染症を疑う患
者に使用する保育器
　　　１台当たり1,500,000円



１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費
（16）新型コロナウ
イルスワクチン接種
体制支援事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
（職域接種促進のための支援）
・職域接種会場の設置、運営に係る経費
　令和３年６月１日付け厚生労働省健康局健
康課予防接種室事務連絡「新型コロナワクチ
ンの職域接種の開始について」に基づいて設
置した会場での職域接種
　　接種１回当たり1,000円

　令和３年11月17日付け厚生労働省健康局健
康課予防接種室事務連絡「新型コロナワクチ
ン追加接種（３回目接種）に係る職域接種の
開始について」に基づいて設置した会場での
職域接種
　　接種１回当たり1,500円

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、
需用費（消耗品費、印刷製本費、材
料費、光熱水費、燃料費、修繕
料）、役務費（通信運搬費、手数
料、保険料）、委託料、使用料及び
賃借料、備品購入費、補助及び交付
金

（注２）簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するもので
あって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいう。

（注１）簡易病室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであっ
て、新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を提供する病室をいう。


