
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のご案内

１

１ 対象事業（医療機関向け）

事業区分 内容 実施者 問合せ先（対象施設
の要件について）

（２）新型コロナウイル
ス感染症対策事業

医療従事者の宿泊施設
確保等

①神奈川モデル認定医療機関
②その他知事が認める者＊注１

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0646

（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

感染患者等入院医療機
関の設備整備

①神奈川モデル認定医療機関
②その他知事が認める者＊注１

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0646

（４）帰国者・接触者外
来等設備整備事業

疑い患者等を診察する
外来の設備整備

①帰国者・接触者外来
②発熱診療等医療機関

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0075

（５）感染症検査機関等
設備整備事業

検査に必要な機器 ①政令市
②県や市と検査委託の契約を締
結している機関

医療危機対策本部室
感染症対策グループ
045-210-4791

（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

医師等を派遣する医療
機関等の派遣経費を補
助

①政令市
②その他知事が認める者（医師
の派遣を行う医療機関）＊注２

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0075

＊注１：基本的には、神奈川モデルの精神科コロナ重点医療機関、周産期コロナ受入医療機関、小児コロナ受入医療機関、
透析コロナ患者受入医療機関、在宅難病患者受入協力病院など、あらかじめ県の依頼に基づき患者の受入れ、病
床確保等を行う医療機関を想定

＊注２：新型コロナウイルス感染症重症患者の治療に必要な医療機器を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者の派
遣を行う医療機関



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のご案内

２

１ 対象事業（医療機関向け）

事業区分 内容 実施者 問合せ先（対象施設
の要件について）

（８）DMAT・DPAT等
医療チーム派遣事業

医師等を派遣する医療
機関等の派遣経費を補
助

①市町村
②その他知事が認める者（医師
の派遣を行う医療機関）＊注３

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0646

（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

かわりの医師を派遣す
る医療機関の派遣経費
を補助

①市町村
②その他知事が認める者（医師
の派遣を行う医療機関）

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0075

（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

休業等となった医療機
関に、空気清浄機、消
毒経費を補助
※事業者負担1/2

①市町村
②その他知事が認める者（感染
症患者が発生し、休業又は診療
縮小をした医療機関）

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0075

（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

多言語の看板や電光掲
示板等の医療機関内で
の整備を支援

①県が選出する「外国人患者受
入拠点医療機関」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

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0075

＊注３：クラスターが発生した医療機関等に対して医師・看護師等を派遣する医療機関等



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のご案内

３

１ 対象事業（医療機関向け）
事業区分 内容 実施者 問合せ先（対象施設

の要件について）

（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

重点医療機関等が行
う高度医療向けの設
備整備補助

①神奈川モデル認定医療機関の
高度、重点、協力病院Ａ＊注３
②その他知事が認める者＊注４

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0646

（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

設備整備等補助
※令和２年度にあった
「支援金」はありません

①市町村
②疑い患者受入れのため県に登
録された救急医療・周産期医
療・小児医療機関

医療危機対策本部室
感染症対策グループ
045-210-5144

（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

外国人特有の課題に
対応した入院治療・
療養が可能な体制を
整備するために必要
な経費

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
者受入拠点医療機関」

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0646

＊注３：協力病院Ａのうち、県認定要綱⑤に該当する医療機関
＊注４：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への高度な医療を提供する

医療機関

〇 今回の補助事業は、国の財政措置を踏まえ、令和３年４月～９月分が対象です。
〇 病床確保料は、別途ご案内している「令和３年度神奈川県新型コロナウイルス患者等

受入病床確保事業補助金」にて申請が可能です。



神奈川モデル認定医療機関と国の指定要件との関係

４

指定要件の詳細は、要綱別添「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」参照

神奈川モデル認定医療機関
・高度医療機関
・重点医療機関
・協力病院Ａ
（県認定要綱⑤に該当）

国の重点医療機関の指定要件を満たす
●病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者・疑い患
者用の病床を確保
※看護体制の１単位をもって病棟として取り扱う。
（診療報酬上の考え方）
※ただしICU等の場合、同日中に一般患者を診療しな
い体制であれば可
●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

国の協力医療機関の指定要件を満たす
●新型コロナ感染症疑い患者専用の個室を確保
●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
●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

協力病院B、その他の医療
機関（知事が認める者）

事業区分
(2)
(3)
(12）

なお、神奈川モデルの精神科コロナ重点医療機関、周産期コロナ受入医療機関、小児コロナ受入医療機関、透析コロナ患者受入医療
機関、在宅難病患者受入協力病院など、あらかじめ県の依頼に基づき患者の受入れ、病床確保等を行う医療機関については、実態に
応じて(2)、(3)、(12）を可とする。（事前に県にご相談ください。）

協力病院Ａ
〇新型コロナ感染症検査結果は不明の疑似症患者の受入れ（神奈川モデル医療機関認定要綱第４条第２項①該当）
〇新型コロナ感染症検査結果が未実施の疑い患者の受入れ（同②該当）
〇新型コロナ感染症患者だが、新型コロナ感染症以外の疾患が悪化した患者の受入れ（同⑤該当）

協力病院Ｂ
〇重点医療機関が診療できない新型コロナ感染症以外の患者受入れ（同③該当）
〇重点医療機関等において、厚生労働省通知に定める退院基準を満たした患者の受入れ（同④該当）

神奈川モデル認定医療機関
・協力病院Ａ
（県認定要綱①②に該当）

事業区分
(2)
(3)

事業区分
(2)
(3)

病床確保料については、原則、対象外

病床確保料は
別途ご案内の
「受入病床確保
事業」補助金
にて補助



院内感染によりクラスターが発生した医療機関等への支援等について

５

対象経費 内容 対象事業

重点医療機関の病床確保料
クラスター発生時の空床や休止病床に
ついて重点医療機関の空床確保の補助
対象とすることが可能です。

・新型コロナウイルス感染症重
点医療機関体制整備事業

感染拡大防止等支援

院内等での感染拡大を防ぎながら必要
な医療を提供するための診療体制確保
等に要する費用が補助対象となってお
り 、消毒・清掃・リネン交換等の委託
料 、感染性廃棄物処理 、個人防護具
の購入費等に活用することが可能です。

・令和３年度新型コロナウイル
ス感染症感染拡大防止・医療提
供体制確保支援補助金
【国直接補助金Ｐ７参照】

消毒支援

消毒経費が補助対象となっており、 消
毒経費の補助を行うことが可能です。

・ 新型コロナウイルス感染症対
策事業
・ 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

医師・看護師等派遣の支援
クラスターが発生した医療機関等 に対
して医師･看護師等を派遣する医療機
関等に補助を行うことが可能です。

・DMAT ･ DPAT 等医療チーム
派遣事業

令和２年12月14日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の院内感染によりクラス
ターが発生した医療機関等への財政的な支援及び医師・看護師等派遣の支援について」にご案内の
とおり、次の財政的支援が受けられます。



スケジュール

６

●今年度は、原則、概算払いは行わず、実績に応じた精算払いを行います（希望により概算払可）。
●概算払いを希望しない場合は、７月２日（金）までに申請をお願いします（当日必着）。
●概算払いを希望する場合は、６月25日（金）までに申請をお願いします（当日必着）。

月 スケジュール

６月 ６月25日（金）〆
交付申請受付

※概算払いを希望する場合

７月 ７月２日（金）〆
交付申請受付

※概算払いを希望する場合

８月

９月

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、遅くとも令和
５年６月30日までに県に報告（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）

受付後、順次
①審査
②交付決定



その他の医療機関への支援（国から該当する医療機関に直接交付）

７

下記の事業は、国から該当する医療機関に直接支給される交付金です。
交付を希望される医療機関は、期限までに国の指定する宛先へ直接、申請をしてください。
厚生労働省Webサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi.html#h2_6

事業名 対象医療機関 申請期限

令和３年度新型コロナウイルス
感染症感染拡大防止・医療提供
体制確保支援補助金

①令和２年度に補助を受けていない医療機関
等
(ⅰ)発熱診療等医療機関（国の呼称は「診
療・検査医療機関」）
(ⅱ) 医療機関・薬局等
(ⅲ) 「令和２年度インフルエンザ流行期にお
ける新型コロナウイルス感染症疑い患者を受
け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確
保事業」による補助を受けた医療機関

② 令和２年度に補助を受けた医療機関
同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医
療機関（仮称）の指定を受けた医療機関で
あって、同補助金の補助基準額（上限額）が
100 万円より低い医療機関

令和３年９月30日
（当日消印有効）



その他の医療機関への支援（国から該当する医療機関に直接交付）

８

下記の事業は、国から該当する医療機関に直接支給される交付金です。
交付を希望される医療機関は、期限までに国の指定する宛先へ直接、申請をしてください。
厚生労働省Webサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi.html#h2_6

事業名 対象医療機関 申請期限

令和３年度新型コロナウイルス
感染症対応医療機関労災給付上
乗せ補償保険加入支援事業

県等の要請を受けて新型コロナへの対応を行
う次のいずれかの保険医療機関等
①神奈川モデル重点医療機関等
②帰国者・接触者外来設置医療機関
③地域外来・検査センター及び地域外来・検
査センターに出務する医療従事者の勤務先
④発熱診療等医療機関（国の呼称は「診療・
検査医療機関」）

令和３年９月30日
（当日消印有効）

令和 ３年度新型コロナウイル
ス感染症患者等入院受入医療機
関緊急支援事業

県から新型コロナウイルス感染症患者等の受
入病床を割り当てられた医療機関
（神奈川モデル高度医療機関、重点医療機関
及び重点医療機関協力病院Ａ（神奈川モデル
医療機関認定要綱第４条第２項①、②又は⑤
のいずれかに該当））

令和３年 ６月 20 日
（必着）


