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区分 NO. 照会事項 回答

01 対象施設 1 補助事業者はいつ時点で開設している医療機関等になるのか。 申請時に保険医療機関であることが必要となります。

01 対象施設 2
年度途中に、医療機関の病床数等に変更があった場合の基準額は多額
となるほうで考えればよいか。有床診療所←→無床診療所、病院←→
診療所

原則として令和2年4月1日時点となりますが、施設類型
や許可病床数が変更されている場合は、申請日時点を用
いても差し支えありません。

01 対象施設 3

休止している医療機関も、対象となるか。休止をしていなくても、患
者の診療がない医療機関も対象となるか。（休止届を提出していない
実質休業状態の医療機関や、休止中でも再開届だけ提出すれば実際は
営業しない医療機関も対象となるか。）

休止している医療機関は対象外です。
休止届を提出していなくても、実態として１日も保険医
療機関として運営しないことが明らかであり本事業の目
的に反する場合は不交付となります。

01 対象施設 4
有床診療所について、いつ時点で有床診療所であることを要するの
か。

申請時に有床診療所であることが必要となります。

01 対象施設 5 助産所について、分娩の実施の有無を問わず対象となるのか。 分娩の実施の有無は要件にはございません。

01 対象施設 6

交付要綱(19)「ウ内容」に、※対象となる医療機関（病院、医科診療
所及び歯科診療所）は保険医療機関、薬局は保険薬局、訪問看護ス
テーションは指定訪問看護事業者とあるが、対象時点を明確化してほ
しい。対象時点で保険機関等でない場合は対象外となるのか。

申請時に保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者
であることが必要になります。

01 対象施設 7 申請受付開始後，新たに設立された医療機関等も対象になるか。 対象となります。
01 対象施設 8 市町村立の医療機関が対象になるという理解で良いか。 市町村立の医療機関も補助対象となります。

01 対象施設 9
令和２年４月１日から申請日までの期間中，感染拡大防止に関する取
組みを行った施設であって，その後廃止した施設は申請対象に含まれ
るのか。

例えば医療機関の場合、申請時に保険医療機関であるこ
とが必要になります。補助金が交付された医療機関が事
業完了前に廃止となった場合、廃止までの支出は対象な
りますが、廃止以降の支出は対象になりません。なお、
交付した額が廃止までの支出額を上回る場合は、精算が
必要となります。

01 対象施設 10
補助申請者が、補助対象となる複数の施設を所有する場合、それぞれ
で補助が受けられるか否かの整理は、保険医療機関コードが違う場合
はそれぞれで受けられるということで良いか。

１つの法人が複数の保険医療機関等を開設（医療機関等
コードが異なる）している場合は、医療機関等ごとの申
請が可能です。

01 対象施設 11

今般の新型コロナウイルス感染症対策のため、市や医師会が設置し
た、いわゆる「発熱外来」についても、本事業の対象になり得るか。
また、本事業の対象になり得る場合、「発熱外来」設置のために実施
する施設改修費が補助対象経費になり得るかあわせて御教授願いま
す。

医療機関の場合、申請時に保険医療機関であることが必
要になりますので、「発熱外来」が保険医療機関であれ
ば、本事業の対象になります。

本事業は、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、
院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療
を提供するための診療体制確保等に要する費用につい
て、幅広く対象になります。軽微な工事であれば、「修
繕費」として対象経費となります。

01 対象施設 12

Q&A（第３版）のQ11では、歯科診療所について保険医療機関に限
るとされているが、医科診療所についても保険医療機関に限るという
ことでよいか。（保険医療機関ではない、健診専門のクリニックは対
象外と考えてよいか。）

実施要綱に書いているとおり、医療機関の場合は、保険
医療機関に限られます。

01 対象施設 13
同一建屋内に、医科診療所及び歯科診療所があり、どちらもそれぞれ
保険医療機関として届出がなされている場合は、それぞれの診療所に
おいても支援金の申請が可能と考えていいのか。

医科診療所と歯科診療所で申請可能です。

01 対象施設 14

病院の上限額の考え方において、５万円×病床とあるが、「病床」は
許可病床なのか・稼働病床なのか、また、診療科等によって対象とな
る・ならないの考え方はあるのか。その「病床」の定義を教えてもら
いたい。

一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床
の許可病床数の合計となり、診療科による区別はありま
せん。

01 対象施設 15
年度途中に、法人成り等で開設者に変更（個人←→法人）があった場
合は、それぞれが補助対象になるのか。

個人と法人で開設者の変更があって、実質的に同一の医
療機関である場合は、本事業の目的から、原則として１
回限りの補助としてください。補助金を受けた後に開設
者に変更があり、2回目の補助金を受けようとする場合、
精算を行った上で、新たな開設者として再度申請するこ
とは可能ですが、補助金を複数回受けるために廃業・開
設を行い本事業の目的に反する場合は不交付となりま
す。

01 対象施設 16
年度途中に、事業譲渡等で開設者に変更があった場合は、それぞれが
補助対象になるのか。

補助金を受けた後に開設者に変更があり、2回目の補助金
を受けようとする場合、精算を行った上で、新たな開設
者として再度申請することは可能ですが、補助金を複数
回受けるために廃業・開設を行い本事業の目的に反する
場合は不交付となります。

01 対象施設 17
個人診療所が、開設・廃止を繰り返しても補助対象となるか。（複数
医師で営業している医療機関で、医療機関名を変えず開設者変更を繰
り返し、それぞれ補助申請する場合も補助対象となるか。）

補助金を複数回受けるために廃業・開設を行い本事業の
目的に反する場合は不交付となります。

01 対象施設 18
すでに廃止している医療機関でも、今年度の感染防止にかかった経費
が証明できれば対象となるか。

申請時に廃止している場合は、対象になりません。

02 交付申請 1 医療機関コードはどこで調べられるのか。

関東信越厚生局のホームぺージから医療機関コード（7
桁）を確認することができます。
申請に必要な10桁の医療機関等コードは、７桁の医療機
関コードの頭に、都道府県番号「12」と点数区分コード
「※」を記載してください。
※点数区分コード
　助産所 0
　医科 １

02 交付申請 2
「申請は各施設で１回のみ」とのことだが、当初、上限額を下回る申
請をした医療機関について、申請額を上回る実績となった場合、精算
時に追加で支援金を支給することは可能か。

各医療機関からの申請は一回のみとしており、対象とな
る可能性のある費用について、漏れのないよう申請して
ください。なお、精算時に追加で交付を行うことは不可
です。

千葉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業（病院・医科診療所・助産所）Q&A
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千葉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業（病院・医科診療所・助産所）Q&A

03 対象経費 1

対象経費で「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者
に係る人件費は除く」とありますが、感染拡大防止のために職員が勤
務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当・休日勤務手当
や、感染症対策業務の実施に対する特殊勤務手当には、本交付金の対
象となるか。

「従前から勤務している者及び通常の医療提供を行う
者」の場合は対象外となります。

03 対象経費 2
給付申請後（例えば年内）に施設を廃止した場合、補助金の返還は必
要でしょうか。

廃止に前後し実績報告を行い、支出額が交付済額に満た
ない場合は返還いただきます。

03 対象経費 3
交付金で備品を購入後に、耐用年限を超えないで廃業した場合はどの
ような対応となるか

財産処分制度により報告を求めることとなります。

03 対象経費 4

交付要綱別表の対象経費には光熱水費があげられている一方，Q&A
共通問９には「整備した設備について，ランニングコストである光熱
水費は補助対象外です。」とあり，対象となる光熱水費がイメージし
にくいため，想定されているものがあればご教示いただきたい。

感染拡大防止対策に要する費用、院内等での感染拡大を
防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療
体制確保等に要する費用に該当する光熱水費は補助対象
となります。
なお、Q&Aの共通事項９は、設備整備の光熱水費の質問
となります。

03 対象経費 5

"感染拡大防止対策に要する費用、院内等での感染拡大を防ぎながら
地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
に該当する光熱水費は補助対象となります。"とあるが、こういった
費用を病院全体の光熱水費から切り離して申請させるということか。
そのようなことが可能なのか。

切り離すことが可能であれば、対象となります。

03 対象経費 6
「電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する」と例示されてい
るが、その通信費用など感染拡大防止対策に係るランニングコストは
事業の対象となるか。

施設全体でかかる費用と切り離すことが可能であれば、
対象となります。

03 対象経費 7

交付申請時の対象経費と実績報告時の対象経費は、金額の増減はもち
ろんのこと、対象経費項目そのものが全く変わっていても支障ない
か。（例：交付申請時は全て需用費であったが、実績報告時は全て委
託料）

 支障ありません。

03 対象経費 8
「発熱外来」設置のために実施する施設改修費が補助対象経費になり
得るか。

本事業は、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、
院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療
を提供するための診療体制確保等に要する費用につい
て、幅広く対象になります。軽微な工事であれば、「修
繕費」として対象経費となります。

03 対象経費 9

面会に来た家族が病棟内に入ることなく面会室に入れるようにする工
事に対して、県が補助金を出す場合、この事業の対象となるか。
現在の状態では家族が面会来た場合、面会室に入るために一旦病棟に
入らなければ面会室に入室できないが、外部の人が病棟内に入らずに
面会室に入室できるよう、工事を実施したい。

他の補助金と同一の費用に対して、重複して本事業で補
助を受けることはできません。
本事業は、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、
院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療
を提供するための診療体制確保等に要する費用につい
て、幅広く対象になります。軽微な工事であれば、「修
繕費」として対象経費となります。

03 対象経費 10
"軽微な工事"とはどのようなｲﾒｰｼﾞか（金額○円以下、面積○㎡以
下、工事の内容・範囲等）

例えば、ゾーニングのための仕切りの設置など、短期間
で終了するものは対象となり得ますが、複数年度に跨る
工事は対象外になります。

03 対象経費 11 "軽微な工事"以外の工事は認められないという理解か。 軽微な工事以外については対象経費となりません。

03 対象経費 12

軽微な工事であれば､｢修繕費｣として対象経費となるとのことだが、
交付申請の科目は｢賃金･報酬｣｢謝金｣｢会議費｣｢旅費｣｢需用費｣｢役務
費｣｢委託料｣｢使用料及び賃借料｣｢備品購入費｣が示されているが､この
うちのいずれの科目で計上すればよいか。

令和2年6月16日にお示した交付要綱に記載の通り、
「需用費」となります。

03 対象経費 13

「院内等での感染拡大を防ぐための取組」と記載されているが、院内
等での感染拡大を防ぐ取組であれば、直接患者に関係しない防止策も
事業対象になるという考えで間違いないか。例えば、患者と職員出入
口を分けるための工事費用、患者とのオンライン面会に係る情報通信
機器の購入費用など。

対象になると考えて結構ですが、「工事費」として計上
する大がかりな工事は対象外です。軽微な工事であれ
ば、「修繕費」として対象経費となります。

03 対象経費 14

「院内の改修工事を行う場合、工事全体は、対象とならないが、工事
費内訳書で、「備品購入に係る経費」や「感染防止のためのシールド
設置のための費用」として特定できる場合、その経費を「備品購入
費」や「修繕費」として、工事費の一部を対象経費として取り扱うこ
とは可能か。

可能です。

03 対象経費 15

地域医療情報連携ネットワークを用いることで、多職種間のカンファ
レンスや、写真や動画を活用した遠隔診療が可能となるなどにより新
型コロナ感染防止につながると考えられるが、医療機関や薬局におけ
る地域医療情報連携ネットワーク利用料は対象となるのか。

新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策
や診療体制確保等のために使用しているのであれば、対
象となります。

03 対象経費 16
4月以前に発注し、4月以降に納品した院内感染防止対策物品は対象
となるか。また、今年度発注して、納品が来年度となる場合は、対象
になるのか。

令和2年度の取組として、令和2年3月以前に発注し、4
月以降に納品されたものは対象となります。発注時点で
令和2年度に納品されない場合は対象外となります。

03 対象経費 17

感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費が対象とされている
が、疑い患者とそれ以外の患者の動線や診察、検査を分けるために、
レントゲン等の検査設備を新たに感染防止のために購入された場合
は、対象となるのか。

個別の経費について、対象になるかについては最終的に
は回答は差し控えますが、本事業では、感染拡大防止対
策や診療体制確保に要する費用については幅広く補助の
対象経費となります。ご提示のものも基本的に対象とな
り得るものと考えられます。

03 対象経費 18
支援対象経費のリース費用は、R3.３月末までの月割り費用が対象
か。それとも、全リース期間が対象となるか。 

令和２年４月１日から令和3年３月31日までの費用が対
象となります。

03 対象経費 19
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために新たな職員を雇用した
場合は、その新規職員の人件費は全て事業対象としても問題ないか。

新型コロナ感染拡大防止対策に新たな職員を雇用した場
合は、人件費も対象となります。
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03 対象経費 20

「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件
費は除く」と記載されているが、「人件費」はどの範囲までを含むの
か。例えば、従前の職員でコロナ対応により増加した超勤手当等は人
件費に含まれ、対象外となるのか。

従前の職員の超過勤務手当は対象外です。

03 対象経費 21
疑い患者への対応や感染拡大防止対策等に従事した、従前から勤務し
ている者の超過勤務手当が対象となるか。

「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う
者」の場合は対象外となります。

03 対象経費 22
発熱外来の設置に伴う応援医師の人件費や危険手当は、対象経費とし
てよろしいか。

感染防止対策のために新たに追加派遣された医師の報
酬・危険手当は対象費用となり得ます。

03 対象経費 23
入院患者等院内感染を防止することを目的として、空調設備（例え
ば、エアコン）の購入費用を補助対象として含めて差し支えないか。

感染拡大防止対策や診療体制確保等に要するものであれ
ば対象となります。

03 対象経費 24

以下の経費は､当事業の対象となるか（いずれも医療機関等より｢感染
拡大防止対策に要するもの又は診療体制確保等や地域で求められる医
療を提供するために必要なもの｣との主張があるとの前提）。
・ ＣＴの導入費用（設置工事費含む）
・ ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙＸ線装置
・ 無人受付・問診ｼｽﾃﾑ（機械の導入）
・ 処置室の換気設備
・ 紫外線照射装置
・ トイレ改修費用（既存は換気や洗浄等が不十分と考えら得る状況
にあるため、改修により改善する）
・ オンライン診療システム構築費（システム購入費、登録料、保守
料ほか）

個別の経費について、対象になるかについては最終的に
は回答は差し控えますが、本事業では、感染拡大防止対
策に要する費用に限られず、院内等で感染拡大を防ぎな
がら地域で求める医療を提供するための診療体制確保等
に要する費用について、幅広く補助の対象経費となりま
す。ご提示のものも基本的に対象となり得るものと考え
られます。

03 対象経費 25

例えば、２月開設の医療機関の場合、開設日前の備品購入費等は対象
となるのか。対象となる場合、令和３年４月１日開設の医療機関でも
３月末までに備品購入等すれば対象となるか。ならない場合、３月
31日に開設して３月31日までにかかった経費であれば対象となる
か。

最終申請受付は、令和３年２月末を予定しております
が、保険医療機関の開設･指定後、令和３年３月31日ま
での経費が対象となります。

03 対象経費 26

支援金支給事業について、どのような経費（医療機関用）が補助対象
となるのか具体的にご教示ください。
・HEPAフィルターがない空気清浄機（工事費用、設置費用含む）
・換気扇、網戸
・換気扇、網戸の修理
etc
情報通信機器を用いた診療体制等の確保等の対象
・オンライン診療用機器一式（初期導入費、ランニングコスト）
・抗菌キーボード、抗菌マウス

本事業は、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、
院内等で感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を
提供するための診療体制確保等に要する費用について、
幅広く対象となります。ご提示のものも基本的に対象と
なり得るものと考えられます。

0４ 精算・実績報告 1
実績報告時に必要となる「領収書等の証拠書類」の「等」は具体的に
何を指すのか。

医療機関等からの実績報告は詳細を検討中ですが、領収
書のほか、納品書、請求書、明細書など、対象経費が分
かるものであれば、証拠書類になり得ると考えていま
す。

0４ 精算・実績報告 2 領収書等は原本の提出が必要か。 原本でなくても差し支えありません。

05 その他 1

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について，都
道府県から支援金（補助金）をうけた薬局を開設する法人は，政治資
金規正法第22条の３の適用を受けるか。
又は，同法第22条の３の適用を受けない補助金等に該当するか。

他の補助金と同様、政治資金規正法第22条の３第4項の
適用対象となりえます。
なお、国から補助金の交付決定を受けた場合について
は、総務省において、「国から補助金等の交付を受けた
会社その他の法人の寄附制限制限に関するガイドライ
ン」を示していますので、参考にしてください。

05 その他 2
医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援金の補助金について
は、法人税の課税対象となるか。

他の補助金と同様、法人税の課税対象となります。

05 その他 3
医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援金の補助金につい
て、持続化給付金との併用は可能か。

持続化給付金を受けた医療機関等においても、要件を満
たせば、感染拡大防止等支援の補助金を受けることが可
能です。


