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令和 2年度宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金 

について 

 

 

本会活動の推進には、日頃より格段のご指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、標記支援金のご案内を該当医療機関に対し送付した旨、宮城県保健福祉部医療

政策課より情報提供がございました。 

本支援金につきましては、県の受付窓口に寄せられた「新型コロナウイルス感染症対

策寄附金」（略称：コロナ寄附）等を財源として、「帰国者・接触者外来、診療・検査医

療機関等」を設置している医療機関において、同感染症が疑われる方の検体採取並びに

診療に直接携わっている医療従事者の労に報いるため、医療従事者支援金を当該医療機

関に支給するものであります。 

支給対象は、検体採取を行う際に、防護服等を着用し新型コロナ感染症が疑われる方

に直接接して診療を行っている方、又は、検体採取を行うなど検体採取に直接携わって

いる方のみが対象となり、支給対象期間は、各医療機関において診療・検査医療機関等

の指定を受けた以降に新型コロナウイルス感染症が疑われる方の検体採取等を行ってい

ただいた場合で、検体を採取した日のみ支給対象となります。 

申請期限は、令和 3年 1月までの期間分が令和 3年 1月 25 日（月）となっており、12

月分までは実績、1月分は見込額により申請いただくこととなります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただきますとともに、

貴会診療・検査医療機関への周知等、特段のご高配を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

なお、本支援金の詳細につきましては、宮城県保健福祉部医療政策課ホームページに

掲載されておりますことを申し添えます。 

担当：総務部総務課 

TEL 022－227－1591 

FAX 022－266－1480 

E-mail：mma@miyagi.med.or.jp 



 

 

（電子メール施行） 

医 療 第 ８ ９ １ 号   

令和２年１２月２４日   

 

 

 該当医療機関の管理者 殿 

 

 

宮城県保健福祉部長    

（公 印 省 略）    

 

 

令和２年度宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金について（通知） 

本県の保健医療行政の推進につきましては，日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて，このことについて，標記支援金に係る交付要綱を改正し，当部医療政策課ホームページに

掲載しましたので御承知願います。 

なお，別紙「宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金の流れ」の「対象期間」及

び「申請期限」に御留意の上，令和２年１２月までの実績及び令和３年１月の見込みに係る申請書

を令和３年１月２５日（月）までに提出願います。 

 

 

記 

＜宮城県保健福祉部医療政策課ホームページ＞ 

「宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金事業」について 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/jyujisyasienkin.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県 医療政策課 医務班 
電話 022（211）2614 
メール imu@pref.miyagi.lg.jp 

mailto:imu@pref.miyagi.lg.jp


宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金について

事 業 目 的

いまだ明確な治療法が確立されていない新型コロナウイルス感染症において，自身や
家族への感染，さらに院内感染への不安及び恐怖心を抱えながら，「帰国者・接触者外
来，診療・検査医療機関等」を設置している医療機関において同感染症が疑われる方の
検体採取並びに感染症指定医療機関及び入院協力医療機関において新型コロナウイルス
感染症入院患者の治療（以下「診療」という。）に直接携わっている医療従事者の労に
報いるため，「新型コロナウイルス感染症対策寄附金」（略称：コロナ寄附）等を財源
として，医療従事者支援金を当該医療機関に支給します。

支 給 要 件

帰国者・接触者外来，診療・検査医療機関，地域・外来検査センターを設置している医療機関，
感染症指定医療機関及び入院協力医療機関等は，寄附金を財源とする医療従事者支援金が県から支
給されたことを示した上で，診療に携わった医療従事者に確実に支払うものとします。



支給対象期間

令和２年２月４日から令和３年３月３１日まで
※各医療機関において診療・検査医療機関等の指定を受けた以降に新型コロナウイルス感染症が疑われる方の
検体採取等を行っていただいた場合が対象となります。

対象医療機関 対象職種
支給額

（１人当たり）

●帰国者・接触者外来
設置医療機関

●診療・検査医療機関
●地域外来・検査センター

新型コロナウイルス感染症が疑
われる方に直接接して検体採取
や診療を行った医師，看護師，
臨床検査技師，歯科医師等の医
療職

2,000円／日

●新型コロナウイルス感染症患
者の入院又は宿泊療養施設への
入所前検査を受入れた感染症指
定医療機関及び入院協力医療機
関

新型コロナウイルス感染症入院
患者に直接接する治療等を行っ
た医師，看護師，臨床検査技師，
臨床工学技士等

4,000円／日

支給対象・支給額



※県独自の医療従事者向け支援事業です。 

（※国の交付金を活用した医療従事者慰労金事業の申請とは別になります。） 

対象医療機関 

 下記の①から④のいずれかの指定を受けている医療機関が対象となります。 

①帰国者・接触者外来設置医療機関 

②診療・検査医療機関 

③地域外来・検査センター 

④新型コロナウイルス感染症患者の入院又は宿泊療養施設への入所前検査を受入れた感染症指定医療機関

及び入院協力医療機関 

 

支給対象者 

 ①～③検体採取時に感染症が疑われる方に直接接した医師，看護師，臨床検査技師，歯科医師等の医療職の方 

 ④新型コロナウイルス感染症入院患者又は宿泊療養施設への入所前検査受診患者に直接接する治療等を行った医師，看

護師，臨床検査技師，臨床工学技士等の方 

 

支給額（１人当たり） 

 ①～③2,000円／日  ④4,000円／日 

 

対象期間 

 令和２年２月４日から令和３年３月３１日  

 ※医療機関において診療・検査医療機関等の指定を受けた以降に 

新型コロナウイルス感染症が疑われる方の検体採取等を行っていただいた場合が対象となります。 

 ただし，予算の上限に達した場合は，対象期間にあっても支援金は終了となります。 

申請期限 

 令和２年２月から令和３年１月までの期間分：令和３年１月２５日 

                             （１２月分までは実績，１月分は見込額により申請願います。） 

 令和３年２月分：令和３年２月１９日（見込額により申請願います。） 

 令和３年３月分：令和３年３月１９日（見込額により申請願います。） 

 

支援金支給の流れ 

 次頁のとおり 

  

宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金の流れ 



 

 

医療 

機関 

1 申請書の作成・提出 

① 宮城県医療政策課のホームページより申請書類を印刷。 

対象者を確認いただき，申請書類等を作成等してください。 

・交付申請書（様式１号）  ・支援金内訳表等 

②申請書を宮城県担当窓口に提出してください。（郵送等） 

 

宮城県 ２ 申請内容の確認・審査   ３ 交付決定通知 

 

※２月・３月分の申請がある場合 

医療 

機関 

1’ 変更交付申請書の作成・提出 

① 必要事項の記入と、添付書類を作成等してください。 

・変更交付申請書（様式２号）  ・支援金内訳表等 

②申請書を宮城県担当窓口に提出してください。（郵送等） 

 

宮城県 ２’ 申請内容の確認・審査   ３’ 交付決定通知 

 

          

 

 

 

 

 

 

医療 

機関 

概算払を希望する場合 

４ 概算払請求書を提出 

請求書（様式３号）を提出してくださ

い。（郵送等） 

宮

城

県 

５ 概算払 

 申し出の金融機関口座に振り込み

ます。 

医療 

機関 

６ 実績報告書の作成・提出 

① 必要事項の記入と、添付書類を作成等してください。 

・実績報告書（様式４号） 

・支援金内訳表，支払実績が確認できる資料（領収書等）及び勤務実績が確認できる資

料（タイムカードや出勤簿）等 

② 実績報告書を宮城県担当窓口に提出してください。（郵送等）  

宮城県 

７ 報告内容の確認・調査 

８ 額の確定通知 （返還命令） 

９ （精算払の場合）支援金の精算払  ・額の確定に伴う請求書（様式５号）  

  ・精算払の場合は，精算払完了後に支払い実績が確認できる資料を送付してください。 

各種書類の送付先・問い合わせ先 

〒980-8570 

宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1 

宮城県保健福祉部医療政策課医務班 

Tel：022-211-2614 

MAIL：imu@pref.miyagi.lg.jp 
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宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金 Ｑ＆Ａ 

 

【１ 支給対象者の範囲】 

対象施設 対象職種等 

帰国者接触

者外来設置

医療機関，

診療・検査

医療機関，

地域外来・

検査センタ

ー 

・医師 

・看護師 

・臨床検査技師 

・歯科医師 

検体採取時に新型コロナウイルス感染症が疑われる方に

直接に接した方 

（３ページ【３ 帰国者・接触者外来，診療・検査医療機

関及び地域外来・検査センター】の Q&A もご覧下さ

い。） 

入院患者又

は宿泊療養

施設への入

所前検査受

診患者受け

入れ医療機

関 

・医師・看護師 

感染の恐れのあるエリア(いわゆるレッドゾーン)内で直接

コロナ入院・入所前検査受診患者と接触して治療等に従

事した方 

・臨床検査技師 
レッドゾーン内でコロナ入院・入所前検査受診患者と直

接接触しながら，検体採取等の業務を行った方 

・臨床工学技士 
レッドゾーン内でコロナ入院・入所前検査受診患者と直

接接触しながら，医療機器の操作等を行った方 

・診療放射線技師 
レッドゾーン内でコロナ入院・入所前検査受診患者と直

接接触しながら，撮影等業務を行った方 

・その他医療職 
レッドゾーン内でコロナ入院・入所前検査受診患者と直

接接触しながら，業務を行った医療職の方 

【２ 共通項目】 

番号 質 問 回 答 

１ 

医療従事者支援金と医療従事者慰

労金がありますが，違いは何です

か。 

医療従事者支援金は，医療従事者への支援を目的

に，県の受付窓口に寄せられた「新型コロナウイ

ルス感染症対策寄附金」等を財源として医療機関

へ支給するものとなります。 

医療従事者慰労金については，国の新型コロナウ

イルス感染症緊急包括支援事業を活用した事業

となります。手続きにつきましては当課ＨＰにて

ご案内しております。 

２ 
誰がこの支援金を受け取ることに

なりますか。 

帰国者接触者外来を設置している医療機関，診

療・検査医療機関，地域外来・検査センター，コ

ロナ入院・宿泊療養施設への入所前検査受診患者

を受け入れている感染症指定医療機関及び入院

協力医療機関から，新型コロナ感染症患者（感染

症が疑われる方）の診療等を行った医療従事者に
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支払われます。 

３ 

支援金を医療機関で受領後，医療機

関で支給対象者以外に配分しなお

して支給すことは可能ですか。 

支給対象者の範囲は決まっているため，支給対象

者以外の職員への支給はできません。 

４ 

医療機関が，この支援金を医療従事

者に支払う場合、どのような名目で

支払うことになりますか。 

「医療従事者支援金」の名称や危険手当等新たに

手当を創設して支払う方法や既存の手当に加算

して支払う方法が想定されます。 

５ 

同じ日に帰国者・接触者外来と入院

病棟の両方に従事した職員は，

6,000 円となりますか。 

従事日が別な場合は，それぞれの日額として支給

させていただきます。同一日に両方に従事した場

合には，日額 4,000 円として支給させていただき

ます。 

６ 
短時間勤務の職員に支給した場合

でも対象となりますか。 

正社員や非常勤，パートなど雇用形態等により限

定されるものではありません。短時間勤務の職員

でも対象となります。 

７ 
対象となる職員のうち，既に退職し

た職員も対象となりますか。 
退職者についても対象となります。 

８ 
医療機関への支給はいつ頃となり

ますか。 

交付決定後，医療機関から提出される概算払請求

書，又は，実績報告書の確認後に支給させていた

だきます。 

なお，実績確認後に返還していただく場合もござ

います。 

９ 
実績確認の場合には，どのような書

類が必要となりますか。 

勤務実績の確認が必要となりますので，勤務表な

ど勤務実態の確認できる書類や支援金を受け取

った実績が確認できる書類等を提出いただきま

す。 

１０ 

院長名義の口座に振込された場合

でも，院長が支援金を受け取った証

明は必要ですか。 

必要となります。医療従事者の方が支援金を確実

に受け取ったことを確認させていただきます。任

意の受領書を作成いただき，実績報告の際に提出

願います。 

１１ 

勤務表など勤務実態を証明できる

書類がない職員はどのような書類

が必要となりますか。 

勤務表や勤務台帳等がない場合は，管理者等から

の勤務証明などを添付願います。 

１２ 
対象期間は，いつまでになります

か。 

予算の範囲内において，令和３年３月３１日まで

対応いただいた分を対象とさせていただきます。 

また，始期は，帰国者・接触者外来設置医療機関

等に指定等された日または最初の入院患者を受

入いただいた日からとなります。 

１３ 
申請期限は，いつまでになります

か。 

予算の範囲内において支援金の支給事業を行う

関係から，１月までの期間分を１月２５日まで，
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２月分以降は当月１９日までに申請願います。 

なお，１月から３月分の申請額の算定に当たって

は，申請前の入院患者数等の状況を考慮し，見込

額により申請願います。 

また，2 月分以降の申請に当たっては様式第 2 号

により変更交付申請願います。 

１４ 

２月分以降の申請に当たって，変更

交付申請書はどのように記載しま

すか。 

２月分を追加申請いただく場合は，変更交付申請

書を使い追加申請いただくようになります。 

別添参考例を参考願います。 

なお，変更交付申請書には，変更後支援金内訳表

及び変更前支援金内訳表を添付願います。 

【３ 帰国者・接触者外来，診療・検査医療機関及び地域外来・検査センター】 

１ 

検体採取時に新型コロナウイルス

感染症が疑われる方に直接に接し

た医療職とは，どのような職員が対

象となりますか。 

検体採取を行う際に，防護服等を着用し，コロ

ナ感染症が疑われる方に直接接して診療を行っ

ている方，又は，検体採取を行うなど検体採取

に直接携わっている方のみが対象となります。 

２ 

コロナ感染症が疑われる方の受付

や誘導の対応などを行った職員も

対象になりますか。 

 

対象外になります。検体採取に直接携わってい

る方が対象となります。 

３ 

検体採取後の検体受取・提出に向

けた作業を行った職員も対象にな

りますか。 

対象外になります。検体採取に直接携わってい

る方が対象となります。 

４ 

帰国者・接触者外来の担当ではあ

りませんが，担当の職員が急遽休

んだために，交代で勤務した場合

は対象となりますか。 

交代で従事いただいた職員の方でも，検体採取

等を行ってコロナ感染症が疑われる方に直接接

した場合は対象となります。 

５ 
１日に１人分のみ検体採取に従事

した場合でも支給されますか。 

2,000円/日となりますので，１人のみの場合でも

複数人に対応いただいた場合でも，１日2,000円

の支給対象となります。 

６ 
検体採取方法により，支給対象者

は異なりますか。 

行政検査として認められている方法（ＰＣＲ検

査（ＬＡＭＰ法含む），抗原定量検査，抗原定

性検査）で検体採取している医療職は，支給対

象者に該当します。ただし，唾液など検体を感

染症が疑われる方が自己採取する場合は，検体

採取の監視等を行うために自己採取に立会う医

療職のみ支給対象者として該当します。 

 

７ 
検体採取後に陰性だった場合で

も，対象となりますか。 

検体採取に従事いただいた場合は，結果が陰性

でも対象となります。 
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８ 

診療・検査医療機関等に１１月１

日に指定されました。指定を受け

る前に行った診療等についても対

象となりますか。 

対象となるのは、あくまでも指定を受けてから

になりますので、ご質問の場合は，指定を受け

た令和２年１１月１日以降に実施いただいたた

診療等から対象となります。 

【４ 入院患者・宿泊療養施設への入所前検査受診患者受入医療機関】 

１ 

コロナ感染入院患者とどれぐらい

の時間，どの程度接していれば，

対象となりますか。 

コロナ感染患者が入院する病棟に勤務するな

ど，コロナ感染患者と直接接触する業務に常態

的に就いており，感染の恐れのあるエリア(いわ

ゆるレッドゾーン)内で業務を行っていることが

要件となります。コロナ感染患者との接触を必

要としない業務の方は対象外となります。 

２ 

新型コロナウイルス感染症が疑わ

れる方を検査結果が判明するま

で，１日入院させた場合も対象と

なりますか。 

対象外となります。新型コロナウイルスに感染

したことが確定した患者の入院に対応いただい

た場合のみ対象となります。 

３ 
入院のために病室まで付き添った

職員は対象となりますか。 

対象外となります。入院患者に接触して治療等

を行った場合のみ対象となります。 

４ 

宿泊療養施設入所前検査を受診せ

ずに宿泊療養施設に入所した感染

者を，入所後に検査した場合は対

象になりますか。 

宿泊施設入所後に検査した場合も，対象となり

ます。 

５ 

宿泊療養施設への入所前検査の結

果により，入院や自宅療養等とな

り，感染者が宿泊療養施設に入所

しなかった場合でも，対象になり

ますか。 

受診患者が宿泊療養施設に入所しなかった場合

でも，感染者を検査した場合は対象にして差し

支えありません。 
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別添 Ｑ＆Ａ２-１２参考例 

 

（別記様式第１号申請内容） 

 

 

 

 

（別記様式第２号申請内容） 

 

 

既に１月分までの勤務 

実績が記載された内訳書 

別記様式第２号記２につ

いては，変更前後の申請

（交付決定）額及びその

内訳を記載願います。 

１月分までの記載に，

２月分の勤務実績を 

追加で記入願います。 
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令和２年度宮城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は，県内において新型コロナウイルス感染症患者の診療等に直接携わる医療

従事者への支援を目的に，県の受付窓口に寄せられた「新型コロナウイルス感染症対策寄

附金」等を財源として，医療機関等に対して支給する令和２年度宮城県新型コロナウイル

ス感染症対策支援金（以下「支援金」という。）について必要な事項を定め，当該医療機

関に対し予算の範囲内において支援金を交付するものとし，その交付等に関しては，補助

金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか，この要綱の定めるところによる。 

 

（支給対象医療機関） 

第２ 支援金の支給対象となる医療機関等は，次のとおりとする。  

（１）「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」（令和２年

２月１日付け厚生労働省医政局地域計画課及び健康局結核感染症課事務

連絡）に基づき，県からの依頼を受けて帰国者・接触者外来を設置してい

る医療機関（以下「帰国者・接触者外来」という。） 

（２）感染症指定医療機関及び「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床

の確保について（依頼）」（令和２年２月９日付け厚生労働省健康局結核

感染症課事務連絡）に基づき，県からの依頼を受けて新型コロナウイルス

感染症患者の入院受入を行っている医療機関（以下「入院協力医療機関」

という。） 

（３）「次のインフルエザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４

日付け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，県からの依頼を受けて発熱患者等の診療又は検査可能な医療機

関として指定される医療機関  （以下「診療・検査医療機関」という。） 

（４）「帰国者・接触外来の増加策及び対応能力向上策について」（令和２年

４月１５日付け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，県から運営委託を受けて，行政検査を集中的に実施する

帰国者・接触者外来（以下「地域外来・検査センター」という。）  

 

（支給対象者） 

第３ 支給対象となる者は，第２の支給対象医療機関の医療従事者のうち，次の

とおりとする。 

（１） 帰国者・接触者外来，診療・検査医療機関及び地域外来・検査センター  

 検体採取時に新型コロナウイルス感染症が疑われる方に直接に接した

医師，看護師，臨床検査技師及び歯科医師等の医療職 

（２）新型コロナウイルス感染症患者の入院又は宿泊療養施設への入所前検

査を受入れた感染症指定医療機関及び入院協力医療機関  
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新型コロナウイルス感染症入院患者又は宿泊療養施設への入所前検査

の受診患者に直接接する治療等を行った医師，看護師，臨床検査技師及び

臨床工学技士等の医療職 

 

（支援対象事業） 

第４ 支援金の交付の条件となる事業（以下「支援事業」という。）は ,第１の

趣旨を達成するために支給対象医療機関が第３の支給対象者に対して当該

趣旨を周知して手当等の支給を行う事業とする。  

 

（支給額） 

第５ 支援金の支給額は，次の金額とする。 

（１）帰国者・接触者外来，診療・検査医療機関及び地域外来・検査センター 

検体採取時に新型コロナウイルス感染症が疑われる方に直接に接した医師，看護 

師，臨床検査技師及び歯科医師等の医療職１人につき，対象期間中に当該業務に従事

した日数に 2,000 円を乗じて得た額 

（２）新型コロナウイルス感染症患者の入院又は宿泊療養施設への入所前検査を受入れた

感染症指定医療機関及び入院協力医療機関 

新型コロナウイルス感染症入院患者又は宿泊療養施設への入所前検査の受診患者

に直接接する治療等を行った医師，看護師，臨床検査技師及び臨床工学技士等の医療

職１人につき，対象期間中に当該業務に従事した日数に 4,000 円を乗じて得た額 

 

（対象期間）  

第６ 支援金の対象期間は，令和２年２月４日から令和３年３月３１日までとし，予算の上

限に達した場合は，対象期間にあっても支援金を終了するものとする。 

 

（交付の申請） 

第７ 規則第３条第１項の規定による交付申請書の様式は，別記様式第１号によるものと

し，その提出期限は知事が別に定める日までに提出するものとする。 

２ 規則第３条第２項の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとお

りとする。 

（１）支援金内訳表 

（２）その他参考となる資料 

 

（交付の条件） 

第８ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

（１）支援事業に要する総額の２０％以上の増減を伴う変更をする場合，又は，手当等の

支給期間に変更がある場合には，別記様式第２号により知事の承認を受けなければな

らない。 

（２）支援事業を中止し，又は廃止する場合には，知事の承認を受けなければならない。 
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（支援金交付の申請の取下げ） 

第９ 支援金の交付を申請した者は，規則第７条の規定による通知を受け取った日から起算

して１５日以内に限り当該申請書を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による取り下げがあったときは，当該申請に係る支援金交付の決定は，なか

ったものとみなす。 

 

（実績報告） 

第１０ 規則第１２条第１項の規定による実績報告書の様式は，別記様式第４号によるもの

とし，事業等の完了の日から１月を経過した日までに提出しなければならない。 

２ 規則第１２条第１項の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は，次のと

おりとする。 

（１）支援金総括表 

（２）支払実績が確認できる資料 

（３）勤務実績が確認できる資料 

（４）その他参考となる資料 

 

（支援金の交付方法） 

第１１ この支援金は，別記様式第５号により，規則第１３条の規定による支援金額の額の

確定後において交付するものとする。ただし，事業等の遂行上必要があると認めるとき

は，別記様式第３号により，支援金を概算払するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１２  知事は，支給対象医療機関等が，支援金等の他の用途へ使用をし，その他支援事業

等に関して支援金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに

基づく知事の処分に違反したときは，支援金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ

とがある。 

２ 前項の規定は，支援事業等について交付すべき支援金等の額の確定があった後において 

も適用があるものとする。 

 

（支援金等の返還）  

第１３ 知事は，支援金等の交付の決定を取り消した場合において，支援事業等の当該取消

しに係る部分に関し，既に支援金等が交付されているときは，期限を定めて，その返還を

命ずるものとする。  

２ 知事は，支給対象医療機関等に交付すべき支援金等の額を確定した場合において，既に 

その確定額を超える支援金等が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命ずる 

ものとする。  

３ 知事は，第一項の返還の命令に係る支援金等の交付の決定の取消しが前条第二項の規定 

によるものである場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，当該支給対象
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医療機関等の申請により，返還の期限を延長することがある。 

 

（帳簿等の整備保管） 

第１４ 支援金事業に係る証拠書類等の管理については，これを事業が完了した日の属する

会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

（書類の提出部数等） 

第１５ この要綱により知事に提出する書類は，各１部とする。 

 

 

附 則 

この要綱は，令和２年７月２２日から施行し，令和２年度予算に適用する。 

 

附 則 

この要綱は，令和２年１２月２１日から施行し，令和２年度予算に適用する。 

 


