
の運動を推進する。また、現物給付化
による受診状況や財政上の影響に関す
る市町村調査を行う。
(3) 健康講座、医療相談のオンライン

配信

　健康講座などが開催困難な状況にお
いて、幅広いテーマの健康講座のオン
ライン配信や「歯のなんでも電話相談」
の診療科を広げる形でオンライン医療
相談の企画を検討する。
(4) 国保改善の活動

　毎年実施している保険証交付等調査
で短期保険証の発行状況や窓口留保の
状況を把握し、市町村に改善を求める。
　県内統一保険料へ向けて準備がすす
められようとする中で県出前講座など
を通じて県担当者と懇談・要望を行う。
令和４年から未就学児の子どもの均等
割の５割軽減が導入される予定だが、
対象や軽減額の拡大などの自治体独自
の施策を求める。

5. 医科歯科一体を基礎に、全会

員から頼りにされる協会づくり

(1) 会員の要求把握と組織強化

①県内医療機関の実態や会員の要求を
把握し、協会活動に反映させる。
②新規入会会員の目標を 30 名以上と
する。役員と事務局員が一体となった
計画的な組織拡大対策を行う。

③若い世代が保険医協会に興味をもつよ
うに SNS 等を活用した宣伝を工夫する。
④医科歯科会員で構成する組織を生か
し、医科歯科一体の医療運動をすすめる。
⑤高齢の会員であっても活動に参加し
やすい環境づくりに努める。　
(2) 広報

　医療情勢について長野新聞、ファッ
クス、インターネットを活用して迅速
で正確な情報を提供する。特にイン
ターネットの情報媒体を強化し、会員
限定の情報発信などを検討する。　
①保険医新聞の役割の強化
　保険医新聞では諸企画を通じて日常
診療に役立つ情報、国政や県内の医療
分野の情報発信に努める。協会の活動
内容や方針について分かりやすく伝え
る工夫を行う。
②インターネットを通じた情報サービ
スと国民への情報発信
　医療に関する情報量や内容を充実さ
せ迅速に発信できるよう、メールニュー
スの機能を強化する。メーリングリス
トや会員限定サイトの検討を行う。医
療の動向や医療制度改革の方向性など
一般国民向けのサイトの充実を図る。
③ マスコミとの懇談
　各種アンケート結果の発表や各方面
への声明、要望、主要行事についてマ

メッセージをいただいた方々 　

- 敬称略、順不同 -

衆議院議員　篠原　孝、宮下　一郎、
務台　俊介、藤野　保史、下条　みつ、
山本　和嘉子
参議院議員　杉尾　秀哉　
県議会議員　山口　典久、中川　博司、
両角　友成、毛利　栄子、熊谷　元尋
政党や各種団体等　長野県臨床検査技
師会、長野県理学療法士会、長野県作

　長野県保険医協会の第 42 回定期総
会で 2021 年度予算が可決されたこと
に伴い 21 年度の会費額は、開業医…
月額 5,000 円、勤務医…月額 3,000
円と確定した。いずれも据え置き。開
業医は 93 年度 (93 年４月 ) から、勤
務医は当初から同額。

会費は前年度と同額

スコミを通じてアピールする。地元新
聞社やテレビ局との懇談会を企画する。
(3) 新型コロナウイルス感染症による

休診への災害等見舞金を新設

　2020 年度補正予算で災害積立金を
積み増しし、新型コロナウイルス感染
症の影響で一定期間休診した医療機関
への見舞金制度を新たに整備する。　
(4) 災害等対策のマニュアル、協会事

業所の BCP 作成など

　地震や水害、感染症拡大の場合の会
員医療機関の行動の指針となるよう
に、保団連発行予定のパンフレットを
配布する。また、保険医協会事業所と
して災害等への日常的な備え、緊急事
態における初動対応、会員の被害状況
把握、事業復旧などの BCP（事業継
続計画）作成を行う。

業療法士会、長野県歯科衛生士会、長
野県医療ソーシャルワーカー協会、長
野県薬剤師会、大北薬剤師会、県障害
者運動推進協議会、新日本婦⼈の会長
野県本部、農民運動長野県連絡会、長
野県労働組合連合会、長野県高等学校
教職員組合、長野県退職教職員互助組
合、年金者組合長野県本部、長野県社
会保障推進協議会、長野県中小企業団
体中央会、企業組合労協長野、長野県
生活と健康を守る連絡会、ヒバクシャ
国際署名長野県推進連絡会、しらかば
会計事務所、信州しらかば法律事務所、
太陽生命保険株式会社、日本生命保険
相互会社、大樹生命保険株式会社、ハ
トヤメディカルサポート株式会社、日
本共産党長野県委員会
そのほか、全国保険医団体連合会会長
はじめ全国の保険医協会・医会の会長・
理事長より（個別掲載は略）
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令和３年度 国による新型コロナ感染拡大防止支援補助金の申請受付開始
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

対象機関

・令和２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（2/28 締切）による補助を受けていない医療機関
・令和２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（2/28 締切）で申請した後に、新たに診療・検査医療機関の指定を受
けたことにより補助上限額が 100 万円に上がった医療機関

補助上限額

① 病院・有床診療所（医科・歯科） 25 万円＋ 5 万円×許可病床数
　 無床診療所（医科・歯科） 25 万円
　 薬局、訪問看護事業者、助産所 20 万円
② 診療 ･ 検査医療機関 100 万円　　※①と②は併給できない。

対象経費
令和３年４月１日～令和３年９月 30 日までにかかる経費
※補助対象となる経費の項目は今までの県や国の支援金と同様。

申請方法

・精算払い（申請する経費の支出が全て終わっている場合）：
領収書等の写しを添付し申請する。別途の実績報告は不要。
・概算払い（申請する経費の支出が終わっていない場合）：
概算額で申請し、事業完了から１ヵ月以内に領収書の写しの添付とともに実
績報告を行う。

提出書類

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
・上記 URL から Excel データをダウンロードし、入力後、印刷して郵送。
・手書きの場合は、手書き用申請書類も上記 URL からダウンロードできる。
自院で印刷が難しい場合は保険医協会へご連絡下さい。
・診療・検査医療機関の場合は、県の指定通知書（下記Ｑ３参照）も添付する。

提出先
〒 100-8916　銀座郵便局留　厚生労働省　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担当　宛

申請期限 2021 年９月 30 日（当日消印有効）

問合せ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
TEL. 0120-336-933（平日９：30 ～ 18：00）

　４月 9 日、厚労省より令和３年度
の国による新型コロナ感染拡大防止
支援補助金の申請受付が開始された。
対象医療機関は、２月 28 日締切とさ
れていた第３次補正予算（令和２年
度）の同支援金事業で補助を受けて
いない医療機関。すでに申請してい
る医療機関は対象外となる。例外と
して、前回申請後に新たに診療・検
査医療機関の指定を受け、補助上限
額が上がった場合には追加申請がで

申請Ｑ＆Ａ

Ｑ１. 以下のような経費は補助対象となりますか。
（例）・換気のための軽微な改修（修繕費となるもの）

・日常診療に要する材料費（衛生材料、消毒薬など）や検査外注費
　※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・水道光熱費、燃料費、電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の⼈材派遣・外部委託で従前からの契約に係る費用
・既存の施設・設備、診療スペースに係る保守料、家賃、リース料
・簡易病室の設置費用（固定資産に計上しないもの）
・入院患者のオンライン面会等のための Wi-Fi 環境の整備等に要する費用

Ａ１. 感染予防を行いながら地域で求められる診療体制を確保するために必要
な経費を幅広く対象とするため、例示された経費も対象となり得ます。（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）
Ｑ２. ２月 28 日締切の際に申請済みですが、上限額より少なく申請していまし
た。追加で申請できますか。
Ａ２.申請は各医療機関で原則 1 回のみとなるため、前回申請をしている場合は、
今回は申請できません。
Ｑ３. 診療・検査医療機関の指定を受けていますが、所定様式の申請書等の他

きる。例えば、無床診療所が前回
上限 25 万円で申請後に、新たに
診療・検査医療機関の指定を受け
た場合、差額 75 万円を上限に追
加申請が可能。
　申請要綱や補助上限額は前回
と同様。対象経費は令和３年４
月１日から９月 30 日までにかか
る分となる。長野県保険医協会
では申請サポートを行っている。

（TEL.026-226-0086）

に必要な提出書類はありますか。
Ａ３. 県が発行する診療・検査医療機関の指定通知書等の写しが必要となります。
申請時点で指定を受けていることを確認するため、例えば、指定期限が令和３年
３月 31 日までと記載されている指定通知書しか手元に無い場合には、指定期限内
であることが分かる文書を新たに入手した上で申請してください。　




