
２０２０年１１月１１日 

石川県知事 

谷本正憲 殿 

新型コロナ緊急包括支援事業（慰労金・支援金）の改善を求める要望書 
 

石川県保険医協会 

会長 三宅靖 

 

 貴職におかれましては、県民の健康増進、医療・歯科医療の確保のために尽力しておられること

に敬意を表します。 

 当協会は、石川県内 1,030 名の医科、歯科の保険医で構成する団体として、保険医療の充実、県

民の健康向上のための様々な活動に取り組んでいます。 

さて、現在、国の第２次補正予算に医療機関支援として盛り込まれた「新型コロナウイルス感染

症対応従事者慰労金交付事業」（以下、慰労金）、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事

業」（以下、支援金）が実施されています。これらは、第一線で奮闘するすべての保険医療機関およ

び医療従事者等を支援する趣旨で創設されました。 

両事業に対する医療機関および医療従事者等の期待は非常に大きく、当協会にも問い合わせが多

数寄せられていますが、その多くは「原則、WEB申請」であることから派生する問題等を中心に、医

療機関に大きな事務負担と混乱が生じていることを示す内容となっています。例えば、「WEB 申請に

慣れていないため、作業に多大な時間を取られる」、「申請様式のエクセルがうまく起動しない」、「圧

縮フォルダーの作成方法が分からない」等というもので、中には申請を諦めた医療機関もあるとの

声も複数聞かれました。また、支援金については、そもそも対象経費が「令和 3年 3月 31日までに

入金及び納品が完了する費用」とされているにもかかわらず、申請期限が令和 2年 12月末に、実績

報告書の提出期限が令和 3 年 1 月末に設定されていること自体に無理があることに加え、歯科機器

や機材など一部の備品は業者への注文が殺到しており、納品が 3 月末以降になるため申請できない

等の報告も多数受けております。 

つきましては、慰労金および支援金事業の趣旨をふまえた確実な給付が実施されるよう、貴県に

下記のとおり改善を求めます。なお、ここでは医療分野のみ取り上げておりますが、介護、障害分

野でも同様の問題が生じていると思われるため、介護、障害分野における改善も同時に求めるもの

です。 

記 

一、申請方法について 

・ 紙や電子媒体（CD-R）など WEB以外の申請方法も可能とし、その旨の周知を行うこと。 

・ 未申請の対象医療機関には個別通知を行い、制度および申請方法の周知を行うこと。 

・ 申請期限を延長し、その旨の周知を行うこと。 

 

一、実績報告および精算について 

・ 実績報告の提出および精算期限について、実情に合わせた妥当な期限を設定し直し、その旨の周

知を行うこと。 

・ 備品の納期遅延等の現状を鑑み、支援金の実績報告は発注書等でも可能とするなど柔軟に対応す

ること。 

以上 

＜参考資料＞  ・石川県保険医協会作成 慰労金等申請ガイド 

       ・石川県保険医協会作成 慰労金の申請方法（解説動画）の案内チラシ 
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医療従事者慰労金・感染拡大防止等支援事業 

８月 21日より申請スタート 

申請締切は 12月末 

 

 石川県での医療従事者慰労金と感染拡大防止等支援事業（厚労省）の申請が、8月 21日（金）より受

付開始されました。申請締切は 2020年 12月末までです。申請書は各申請ページからダウンロードでき

ます。慰労金は様式が複数あり申請方法が分かりづらいため、以下に申請の流れを掲載します。なお、

委託業者のスタッフ分も申請する際の説明は省略いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 慰労金・申請の流れ  

①申請ページ（慰労金）にアクセスし、慰労金の申請書をダウンロードする。申請

書のフォルダは圧縮フォルダになっているので解凍する必要がある。申請書のフ

ォルダの上で右クリック＞「すべて展開」をクリ

ック＞「展開」をクリックし、解凍する。解凍し

たフォルダは、圧縮フォルダと同じ場所に保存さ

れる。解凍したフォルダの申請書（エクセルファ

イル）を開く。 

②様式第１号「医療機関情報」を入力する。 

point 申請書には自動計算等を行うマクロが組まれている。

ファイルを開いた際に「マクロが無効にされました」という

警告が出た場合は、マクロを有効にする必要がある。警告の

「オプション」をクリックし、「このコンテンツを有効にす

る」を選択し、「OK」をクリックする。 

 

 

 

 

石川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 

 制度概要 https://ishikawa-kinkyu.main.jp/iryou0821.pdf 

 申請ページ（慰労金）https://amarys-jtb.jp/ishikawa-iryo/ 

 申請ページ（感染拡大防止等支援事業）https://amarys-jtb.jp/ishikawa-iryo-shien/ 

※石川県保険医協会ホームページ「開業医向け支援制度」にもリンクがあります。 

左が圧縮フォルダ、右が解凍し

たフォルダ 
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point 職員への給付方法を決めておく（銀行振込、現金手渡し等）。銀行振込にて給付する場合、

振込手数料も慰労金と別に給付される。様式第１号に振込手数料の金額を記載する必要がある。 

③様式第２号「給付対象内訳」に給付を受ける職員の情報を入力する。 

④様式第３号の１か様式第３号の２を使い、委任状を作成する（どちらを使ってもよい）。委任状は自動

入力されるので、「PDF出力」のページから PDFを作成する。作成した PDFを印刷し、対象者から委任

状へ署名してもらう。署名した委任状は医療機関で保管する（石川県に提出する必要はない）。 

⑤申請書の「提出用ファイル」を出力する（申請書の最初のシートの「提出用ファイル出力」をクリッ

ク）。これで申請書の入力は終了。 

⑥「保険医療機関指定通知書」の写しの添付が必要となる。スキャ

ナーで取り込む等により、「指定通知書」の PDFファイルや画像フ

ァイルを作成する。（「保険医療機関指定通知書」を紛失した場合

は、東海北陸厚生局石川事務所に再交付の手続きを行う）。 

 

⑦アップロードのための圧縮フォルダを作成する。新規フ

ォルダを作成し、「提出用ファイル」と「保険医療機関指

定通知書」のデータを入れる。データを入れたフォルダ

のアイコン上で右クリックし、「送る」＞「圧縮（zip形

式フォルダー）」をクリッ

クし、圧縮フォルダを作

成する。 

 

 

⑧申請ページにアクセスし、「はじめてご利用される方」をクリックし、必要事項を入力し、作成した圧

縮フォルダをアップロードする。 

--------（申請はここまで）--------- 

⑨石川県から給付決定通知が送付され、慰労金が振り込まれる（給付は申請から約３週間後）。 

⑩対象者へ給付する。 

point 現金で手渡す場合は、例えば受領簿等を作成し、受領した者から自署を受けるなど、給付し

たことが確認できるものを作成する。 

point 慰労金は非課税のため源泉徴収しない。 

⑪対象者への給付からおおむね１カ月以内に実績報告（以下ア・イ）を提出する。 

 ア）申請書の様式第７号と様式第８号 

 イ）対象となる職員に慰労金を給付したことを証明する書類と、振込の場合は振込手数料を証明する

書類（例：振込明細書や通帳のコピー、現金受領簿など）。 

⑫医療機関からの報告を元に、振込手数料等の総額が一致しているか確認される。交付された額が確定

額と異なる場合は、過不足金の精算を行う。 

 

 

右が元のフォルダ、左が圧縮フォルダ 



全ての医療機関が提出する様式 

様式第１号「医療機関情報」 

様式第２号「給付対象内訳」 

様式第６号「都道府県宛交付申請書」…自動入力される 

代理受領委任状のひな型（様式第３号の１か様式第３号の２を使う（どちらを使ってもよい）） 

様式第３号の１「代理申請・受領委任状一覧式」…１枚に複数の職員の署名を記載する様式 

様式第３号の２「代理申請・受領委任状個人別」…１枚に１人の職員の署名を記載する様式 

給付後の実績報告で提出する様式 

様式第７号「給付後の実績報告」 

様式第８号「都道府県宛実績報告鑑」 

委託業者のスタッフ分も自院から申請する場合 

様式第５号「代理申請・受領依頼状」…委託業者が記入する 

様式第５号別紙「委託業者職員等内訳」 

自院の勤務だけでは「10 日以上勤務」の要件を満たせず、複数の医療機関での勤務日数を合算す

る必要がある職員がいる場合 

参考様式第１号「他医療機関分勤務証明依頼」…自院から他院へ勤務証明発行を依頼する際に使

用する 

他院より勤務証明依頼があった場合の回答で用いる様式 

参考様式第２号「他医療機関分勤務証明回答」 

すでに退職した職員から勤務証明の発行依頼があった場合 

参考様式第３号「自医療機関分勤務証明」 

 

 

問い合わせ先 

石川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業運営事務局（医療分） 

電話 076-208-5134（平日 9:00～17:00） 

ＦＡＸ 076-208-5138 

 

お困りなことがありましたら保険医協会までご相談ください（電話 076-222-5373） 

 

必
要
な
場
合
に
の
み
使
用
す
る 
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 「慰労金」申請方法の 

   解説動画を作成しました！  
 

 医療従事者等「慰労金」の申請方法は都道府県によって若干異なり、石川県では、

①国保連合会を通さずに申請する、②原則オンラインで申請する、③申請書に「保険

医療機関の指定通知書」の写しを添付する、④提出期限は 2020年 12月 28日まで等の

特徴があります。 

 会員の先生方より申請方法についてお問合せいただくことも多いため、石川県保険

医協会では申請方法の解説動画を作成しました。申請の際に準備するもの（裏面も参

照ください）や、つまづきやすい点などを解説し、実際に申請書を開きながら入力手

順を説明しています。これから申請を行う方は是非ご覧ください。 

 なお、オンライン申請が難しい方は、石川県緊急包括支援事業運営事務局にお早めに

ご相談ください⇒電話 076-208-5134 また、保険医協会が行っている「申請サポート

会」の受付締切は 11月 30日（月）となっております。詳細は別紙をご参照ください。 

  

◆ 解説動画の視聴方法 

① スマートフォンなどで、右の QRコードを読み取って視聴する。 
 

② パソコンから石川県保険医協会のホームページにアクセスして視聴する。  
 
 
 

   石川県保険医協会のホームページ  http://ishikawahokeni.jp     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 赤丸をつけた「開業医向け支援制度」をクリックすると、右上のページが開きます。 

② 右上のページの〔国〕新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の部分に、解説動画を 

 掲載しています。 
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「慰労金」および「感染拡大防止等支援金」の 
 

申請に必要なもの（主なもの） 

 
慰労金 支援金 必要なもの等 備考 

○ ○ 
申請作業用のパソコンに、 

エクセルをインストールしておく 

Excel2013 以降のバージョンが推

奨されている。 

○ ○ 保険医療機関 指定通知書の写し PDFや画像ファイルにする。 

○ ○ 医療機関コード 上記の指定通知書に記載あり 

○ ○ 受取口座の情報 

慰労金を代表で受け取る（支援金を

受け取る）口座の情報。銀行コード・

支店コードも必要。 

○ ○ 申請手続き担当者のメールアドレス 不備等がある場合の連絡先 

○  
院長や職員（支給対象者）の氏名・

フリガナ・生年月日（西暦） 
 

○  
職員等に慰労金を銀行振込で支給す

る場合、振込手数料合計額 
見込み額で OK。 

 
○ 対象科目ごとの申請金額の概算 

あくまで概算で OK。申請後に、対象

科目が変更になっても OK。 

○  
※ 慰労金の申請ページで登録する、

任意の IDとパスワード 
医療機関が任意で決める。 

【ID】：6～50字の半角英数字 

【パスワード】：6～20字の半角英数

字を混在させる。  ○ 
※ 支援金の申請ページで登録する、

任意の IDとパスワード 

 

 

 

※ 【ID】慰労金用と支援金用、それぞれ別の IDが必要となります。 

【パスワード】慰労金と支援金で同じパスワードを使用しても構いません。 

なお、ID,パスワードのいずれも、－（ハイフン）、＿（アンダーバー）、・ ．（ドット）、

@（アットマーク）などの記号は使用できません。 

 

 

 


