
事業者名 医療法人〇〇 ←法人の場合は法人名、個人事業主の場合は屋号を入力してください

代表者役職 理事長 ←法人の場合は「理事長」等、個人事業主の場合は「院長」等としてください

代表者氏名 □□　□□

所在地 名古屋市中区三の丸3-1-2

施設の名称 ◇◇病院

施設所在地 名古屋市中区三の丸2-6-1 ←「施設の名称」に入力した施設の所在地を入力してください

提出日 令和3年12月27日

文書番号

交付（変更交付）
決定額

4,224,000円

交付（変更交付）
決定番号

3感対第1611-○○号

担当部署 事務部

担当者名 ☆☆　☆☆

電話番号 052-954-7489

Mailｱﾄﾞﾚｽ aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp

精算額(自動入力) 4,224,000 ←入力不要（自動計算）

☆提出期限計算用(参考)

最終納品日 令和3年11月30日 提出期限（自動計算）

交付(変更交付)決定日 令和3年12月8日 令和4年1月7日

←法人の場合は法人所在地、個人事業主の場合は貴医療機関の所在地を入力してください

←（任意）貴医療機関から文書を発出する際に文書番号が必要である場合は入力してください

←法人の場合は施設名、個人事業主の場合は「事業者名」欄と同内容を入力してください

←「交付決定日、変更交付決定日（申請した場合）、最終納品日のうち、最も遅い日から起算
して30日を経過した日」以内の日付を入力してください。
（下記の☆部分に提出期限計算用のセルがあります。なお、最も遅い日が3月6日以降の場合は
令和4年4月5日までとなります。）

←交付決定通知（変更交付申請をした場合は、変更交付決定通知）の右上の文書番号を入力し
てください（交付決定：3感対第1611-○○号、変更交付決定：3感対第2026-○○号）

←交付決定通知（変更交付申請をした場合は、変更交付決定通知）の金額を入力してください
（この金額が補助金の上限額となります）（「円」は自動で入力されます）

＜作成手順＞

①右記の黄色セル部分（「事業者名」～

「Mailｱﾄﾞﾚｽ」）項目を入力

②【様式3-2】シート

空気清浄機、パーテーション、

個人防護具、簡易ベッドの項目を入力

※個人防護具、簡易診療室については、

別シートにも入力（以下③、④）

③【個人防護具】シート（該当ある場合）

種類～添付書類番号 入力

④【簡易診療室】シート（該当ある場合）

規格～添付書類番号 入力

⑤【様式3-1】シート

黄色セル部分に入力

数値に誤りがないか確認

※自動計算されています

⑥【様式3】シート

補助金精算額を確認

※様式3-1の（H）欄の合計金額と

交付（変更交付）決定額のうち、いずれ

か低い方の額となります。

⑦【様式3-3】シート

公立医療機関のみ御記入ください。

⑧【チェックリスト】

すべての入力が完了した後、御確認

ください。

※すべてのシートについて、不要な（申請し

ない）シートがある場合でも、削除をしない

ようにしてください。（計算式が入力されて

いるため、エラーが出てしまいます。） 両方入力

mailto:aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp


様式３

　このことについて、下記により提出します。

１　施設の名称及び所在地

２　補助金精算額 金4,224,000円

３　経費精算書（様式３－１）

４　設備整備基準算出内訳及び対象経費実支出額内訳（様式３－２）

５　添付書類

　　（注）決算書には、当該事業の補助対象事業に係る額を備考欄に記入すること。

（１）歳入歳出決算書（見込額）抄本（様式３－３）

（２）契約書及び納品書の写し、検収調書の写し等事業経費等を確認できる書類

（３）簡易診療室関係

Mailｱﾄﾞﾚｽ

事務部

☆☆　☆☆

052-954-7489

aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp

電話番号

担当部署

担当者名

事業の完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真

６　その他参考になる資料

◇◇病院

名古屋市中区三の丸2-6-1

　  令和３年度　新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関設備整備費補助金の

　　事業実績報告について

　愛　知　県　知　事　殿

記

名古屋市中区三の丸3-1-2

医療法人〇〇

理事長　□□　□□

所在地

補助事業者名

代表者職氏名

令和3年12月27日

自動入力されますので、

内容を御確認ください。

mailto:aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp


様式３－１

施設の名称　 ◇◇病院

事業完了日　

品目
総事業費

(A)

寄付金
その他の
収入済額

(B)

差引事業費
(A)―(B)
（C）

対象経費
支出済額

(D)

基準額
（E）

選定額
(F)

県補助
基本額
(G)

県補助額
(G)×10/10

(H)
備考

円 円 円 円 円 円 円 円

合計 4,409,400 0 4,409,400 4,409,400 4,653,800 4,224,400 4,224,400 4,224,000

注１「県補助額」(H)には、１，０００円未満を切り捨てた額を記入すること。

令和3年11月30日

1,797,400

30,000

682,000

1,797,000

30,000

682,000

1,797,400

51,400

1,080,000

1,797,400

30,000

682,000

1,797,400

30,000

682,000

1,797,400

30,000

682,000

1,797,400

30,000

682,000

0

0

0

0900,000

905,000905,000905,000905,0001,000,000

簡易診療室

内訳は様式
3-2のとおり

令和３年度　新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関設備整備費補助金経費精算書

HEPAフィルター付
空気清浄機

HEPAフィルター付
パーテーション

個人防護具

簡易ベッド

1,000,000 1,000,0000

810,000810,000810,000820,000900,000900,000

①「事業完了日」欄は、実績報告書に記載の品目の

うち、最終納品日を入力してください。

②「寄付金その他の収入済額（B）」欄は、各品目の

購入費用（総事業費（A））に対して、本補助金以外

の寄付金やその他の収入を充てている場合はその金

額を、充てていない場合は「0」円を入力してくださ

い。

③黄色セル以外は金額が自動入力されますので、内

容を御確認ください。



様式３－２

員数 単価 金額
規格

（型式）
数量 単価 金額

円 円 円 円

HEPAﾌｨﾙﾀｰ付
空気清浄機

●●●● 1 905,000 905,000 ●●●● 1 1,000,000 1,000,000
小計

1,000,000

（陰圧対応可能な
ものに限る）

HEPAﾌｨﾙﾀｰ付
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

○○○○ 2 205,000 410,000 ○○○○ 2 250,000 500,000
小計

900,000

△△△△ 2 205,000 410,000 △△△△ 2 200,000 400,000

個人防護具 （添付明細のとおり） 300 3,600 1,080,000 （添付明細のとおり） 1 682,000 682,000
小計

682,000

簡易ベッド □□□□ 1 51,400 51,400 □□□□ 1 30,000 30,000
小計

30,000

簡易診療室 （添付明細のとおり） 1 1,797,400 1,797,400 （添付明細のとおり） 1 1,797,400 1,797,400
小計

1,797,400

計 4,653,800 4,409,400

設備整備基準算出内訳及び対象経費実支出額内訳

対象経費実支出額基準額

品目 型番 備考

申請する品目の黄色セル部分に入力をお願いします。

単価は税込金額を入力してください。

個人防護具を申請する場合、「員数」欄には、発熱外来での

「従事日数※」×「従事人数」を記入してください。
※令和3年4月1日（診療・検査医療機関の指定を受けた日が4月1日以降

の場合は、指定日）から令和3年12月31日（または、診療・検査医療機

関の指定解除日）までの期間の従事日数

（例）発熱外来対応を1日あたり医師・看護師計2人で実施し、従事日

数が150日であった場合、員数は2×150＝300 となります。

異なる型番のパーテーションを

購入している場合は、黄色セル

の下の薄黄色セルに追記して

ください。

異なる型番の簡易ベッドを

購入している場合は、黄色セル

の下の薄黄色セルに追記して

ください。



個人防護具　明細 合計 682,000

種類 規格（型式） 数量
単価

（税抜）
単価

（税込）
金額

（税込）
添付書類

番号

マスク  サージカルマスクAB123（100枚入り） 50 800 44,000 ①

ゴーグル 防曇密封式ゴーグル 100 1,980 198,000 ②

ガウン  不織布ガウンAB456（20枚入り） 100 1,000 110,000 ③

グローブ  ニトリルグローブAB789（100枚入り） 100 1,650 165,000 ④

キャップ 不織布キャップ（50枚入り） 50 660 33,000 ⑤

フェイスシールド  防曇フェイスシールド（株）〇〇（10枚入り） 100 1,320 132,000 ⑥

＜留意事項＞

①「種類」欄はプルダウンリストから選択してください。

申請できる個人防護具の種類は、

マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド

です。

令和3年4月1日（診療・検査医療機関の指定を受けた日が4月1日以降の

場合は、指定日）から令和3年12月31日（または、診療・検査医療機関

の指定解除日）までの期間内に使用した分を申請してください。

②「単価（税抜）」欄と「単価（税込）」欄については、どちらか一

方を入力して下さい。（最終的に、「金額（税込）」欄が、添付書類

（発注・契約書、納品書、請求書、領収書など）と一致するようにし

てください。）

③「添付書類番号」欄に番号を入力いただき、照合できるように、各

品目に対する添付書類（発注・契約書、納品書、請求書、領収書な

ど）に番号を付記してください。

数式が入力されているため、自動計算されます。
消費税の端数の関係で、実際の金額と一致しない場合
は、手入力で正しい金額を入力してください。



簡易診療室　明細 合計 1,797,400

規格（型式） 数量
単価

（税抜）
単価

（税込）
金額

（税込）
添付書類

番号

コンテナハウス AB123 1 1,500,000 1,650,000 ア

机 AB456 1 33,000 33,000 イ

椅子 AB789 2 8,000 17,600 ウ

アクリルパーテーション CD123 2 11,000 22,000 エ

空気清浄機 CD456 1 33,000 33,000 オ

パルスオキシメーター CD789 1 22,000 22,000 カ

ワゴンEF123 3 6,600 19,800 キ

＜留意事項＞

①「単価（税抜）」欄と「単価（税込）」欄については、どちらか一

方を入力してください。（最終的に、「金額（税込）」欄が、添付書

類（発注・契約書、納品書、請求書、領収書など）と一致するように

してください。）

②「添付書類番号」欄に番号を入力いただき、照合できるように、各

品目に対する添付書類（発注・契約書、納品書、請求書、領収書な

ど）に番号を付記してください。

数式が入力されているため、自動計算されます。
消費税の端数の関係で、実際の金額と一致しない場合は、
手入力で正しい金額を入力してください。



様式３－３

歳入

区分 金額
円 円

福祉医療費
保健医
療費

疾病対策
費

5,000,000 ○○費 4,224,000

歳出

区分 金額
円 円

福祉医療費
保健医
療費

疾病対策
費

5,000,000 備品購入費 2,204,700

使用料及び賃
借料

2,204,700

　　　原本と相違ないことを証明します。

　　代表者職氏名 理事長　□□　□□

(注）節の金額が他の事業を含む場合は、当該補助対象事業分を備考欄に記入すること。

令和3年12月27日

備考

令和３年度歳入歳出決算書（見込額）抄本

款 項 目 予算現額
節

備考

款 項 目 予算現額
節

新型コロナウ
イルス感染症
診療・検査医
療機関設備整
備費補助金

新型コロナウ
イルス感染症
診療・検査医
療機関設備整
備費補助金

補助金名を記載

本補助金を受け入れる予算
科目について、各病院で管
理している内容を記載

補助金名を記載

本補助金で執行する予算科
目について、各病院で管理
している内容を記載


