
２．事前審査にかかる書類の提出期限 

３．提出書類（※それぞれの様式の詳細につきましては別紙をご覧ください）

・（実績報告書（様式第４号））・・・今回は提出不要*

◎所要額精算書

◎領収書等貼付用紙（領収書の写し等支払内容とその金額が証明できる書類を貼付

〇添付書類整理票（提出任意）

４．事前審査の実施について 　　

　実績報告書（要押印）をご提出いただく前に、所要額精算書、領収書等貼付用紙

等を先に審査させていただきます。

　事前審査が終了しましたら、こちらより、実績報告書（様式第4号）のご提出の

お願いのご連絡をさせていただきます。

５．提出先（※必ず郵送等にて紙様式でのご提出をお願いします）

〒550-8691

感染拡大防止等支援事業　実績報告書　受付事務局　あて

大阪府新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における
感染拡大防止等支援事業実績報告　事前審査マニュアル

１．実績報告について

補助金の概算交付を受けた補助事業者は、必ず事業終了後に領収書等の写しを添付のう

え実績をご報告いただき、補助額を確定する必要があります。概算で交付した補助金額

が確定額を上回る場合や、対象とならない経費については返還していただく必要があり

ます。

　してください）

※提出書類の様式は大阪府ホームページよりダウンロードしてください。

　http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/shiennkinn.html

〇既に補助事業が完了（購入した全ての製品等の支払いが完了）している医療機関等

　令和２年１２月２８日（月）※当日消印有効

日本郵便株式会社大阪西郵便局私書箱１０１号

大阪府新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における

　補助事業の完了（購入した全ての製品等の支払いが完了）後速やかに提出して

3０日以内又は翌年度の4月10日までの

〇今後補助事業が完了する医療機関等

　ください。

※ホームページから入手ができない場合は、返信用封筒（A4サイズが折らずに

え、下記住所まで郵送してください。

　　　　　　感染症対策課病院支援グループ支援金担当あて

〒540-8570　大阪市中央区大手前2丁目1番22号本館5階　

入る大きさ・210円切手貼付、宛先記入）と医療機関等コード、申請番号、施設

※「実績報告のご案内」を受領した医療機関・薬局等は必ず提出が必要です

名称を記載した用紙（様式自由、「実績報告のご案内｣のコピー可）を同封のう



８．今後の手続きについて

・追加で資料をお願いする場合があります。

・Excelの計算方法の設定が「自動」に設定されていないと、計算式で自動的に計算

　されない場合があります。その場合は、「F9」ボタンを押してから印刷してください。

・事前審査後、こちらから実績報告書の提出のご案内をさせていただきます。

・実績報告書の確認後に「確定通知書」を送付します。

・概算で交付した補助金額が確定額を上回る場合には、差額を返還していただく

　必要があります。該当する場合は、事務局よりご連絡をさせていただきます。

９．注意事項

・ご提出いただいた報告書はご返却できませんので、予めご了承ください。

１０．問合せ先

大阪府　感染拡大防止等支援事業補助金　コールセンター

電話番号　０５７０－００１－３３２

受付時間　平日９時から１８時まで

・実績報告書（本審査）は、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内又は翌年度の

4月10日までのいずれか早い日までに提出していただく必要があります。

を提出してください。

備品購入費 機器（HEPAフィルター付き空気清浄機、検査用機器等）購入代

金等

７．金額等確認書類の提出について

領収書の写し等支払内容と支払日、金額が証明できる書類の写しを「領収書等貼付

用紙」に貼付して提出してください。

※原則、領収書の写しを貼付してください。

紛失等でお手元に領収書がない場合は、販売者に再発行を依頼してください。

どうしても領収書等が入手できない場合は、

・請求書+支払いの記録がわかるもの（例：通帳の該当箇所の写し等）

または

・納品書+支払いの記録がわかるもの

役務費 職員の感染にかかる保険料等

委託料
施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄

物処理委託、レイアウト変更のための委託費用等

使用料及び賃借料 寝具リース料、感染拡大防止のための待合室拡大のための賃借料

等

会議費 感染拡大防止等の勉強会のための会場代、資料印刷代金等

旅費 感染拡大防止等の研修のための医師等派遣にかかる交通費等

需用費 消耗品（マスクや消毒用アルコール等）購入代金等

謝金 感染拡大防止等の勉強会を実施するための講師謝金等

６．科目について

科目 内容例

賃金・報酬 感染防止対策等を実施する者を新規に雇用した際の賃金等

（※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

る人件費は対象外です）



※本紙は提出書類ではありません。

実績報告は以下の手順で実施、受付を行います。

大阪府から「実績報告のご案内」が届きましたら、所要額精算書等に必要事項を記入の上、下記の受付事務局

までご提出ください。

「実績報告のご案内」が届く前に提出いただいた場合、大阪府では受理ができず、再提出が必要となり

ますのでご注意ください。

「⑤関係書類の提出（郵送）」においては、以下の宛名ラベルを切り取ってご使用ください。

キリトリ

キ
リ
ト
リ

実績報告の手順と提出先について

550-8691

日本郵便株式会社大阪西郵便局

私書箱 １０１号

大阪府新型コロナウイルス感染症に係る

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

実績報告書 受付事務局 宛

〓
はさみで左記をキリトリ、

返送用の封筒に貼付してご利用下さい。

※切手は別途必要です。

事前審査

本審査

③様式を大阪府庁HPより

ダウンロード

④下記書類の作成

1．所要額精算書

2．添付書類整理票

3．領収書等貼付用紙

※領収書の貼付

⑤関係書類の提出（郵送） ⑥提出書類受付

（事前審査）

不備なし 不備あり

①実績報告のご案内送付

※提出は郵送のみになります。

メールやWeb申請はできません。

※提出に際しては下記の宛名

ラベルをご利用ください。

⑨実績報告書に記入、捺印

⑩実績報告書の提出（郵送） ⑪実績報告書受付

（本審査）

⑦実績報告書の提出依頼

⑫確定通知書、

（返納通知書の送付）

⑬確定通知書等の送付（郵送）

⑭交付済額が交付決定額

（確定通知に記載された額）

を上回る場合は差額を返還して

いただく必要があります。

該当の方には、確定通知書に

併せてお知らせします。

不備修正
（補助事業者にお知らせ）

本審査へ

大阪府

②実績報告のご案内（郵送）

医療機関・薬局等

大阪府

⑧実績報告書の送付（郵送）

医療機関・薬局等

不備なし 不備あり

不備修正
（補助事業者にお知らせ）



様式5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

2 年 8 月 27 日 号

助産所コードを有さない助産所は「9999999999」を入力してください

5 4 0 - 8 5 7 0

@

5 4 0 - 8 5 7 0

【新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要した費用】

増減理由（下欄）の記入が必要です

　③収入額 上記支出に対する本補助金以外の寄付金・その他の収入

※（収入がある場合のみ回答）

本補助金で申請している経費について、他の補助金は一切充てられていない

　④実際の支出済額 ②支出済額（合計）－③収入額（円）

　⑤補助金交付決定額（円） 実績報告のご案内を確認して記入して下さい（1,000円未満切捨）

　⑥_補助精算額（円） （④と⑤のいずれか小さい額）（1,000円未満切捨）

　要返還額（円） （⑤－⑥）（1,000円未満切捨）

増減理由（各科目あるいは総額において交付決定額の20%を超える増減がある場合理由を記載してください）

②

申請番号

交付決定年月日 令和 文書番号 大阪府指令感対第 2461

申請番号 123456789123

医療機関等コード 2710000000

所要額精算書_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

交付申請時の内容

医療法人○○　○○クリニック

【交付申請時】

所在地

郵便番号 都道府県 市区町村以降

大阪府 大阪市中央区大手前2丁目１－２２

0 0 0 0 0
【交付申請時】

施設名称

【交付申請時】

医療機関等コード
2 7 1 0 0

実績報告における連絡先

管理者職名 ○○○○ 管理者氏名 ○○○○

連絡先

担当部署 担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス

市区町村以降

「いいえ」の場合は、右記に現住所を入力ください。 大阪府 大阪市中央区大手前2丁目2-1

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との重複について

「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」の支援金の申請をしておらず、申請する予定もない はい
本事業と左記事業の補助は、重複して

受けられませんのでご留意ください。

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○

書類送付先

住所

郵便番号

書類送付先は

上記所在地と同じでよい
いいえ

都道府県

事業実施実績

科目 支出予定額（円） 支出済額（円） 増減率(%)

支出

賃金・報酬 100,000 50,000 -5.0%

旅費 0 0 0.0%

需用費 350,000 660,000 31.0%

謝金 0 0 0.0%

会議費 50,000 40,000 -1.0%

使用料及び賃借料 0 0 0.0%

備品購入費 500,000 300,000 -20.0%

役務費 0 0 0.0%

委託料 0 0 0.0%

理由

50,000

はい

1,000,000

1,000,000

1,000,000

支出予定額（合計） 1,000,000

②支出済額（合計） 1,050,000

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

旅費

需用費 事業実施計画書提出時に予定していた個数・人数・回数等と実際必要となった個数・人数・回数等が異なったため

役務費

賃金・報酬

謝金

会議費

0

上記、「賃金・報酬」に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含まれ

ていない
はい

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、本事業の対象外ですのでご確認ください。

科 目

2
下記表のセル全てに入力してください。

各医療機関あて郵送させていただきました『 実績報告のご案

内 』に記載されている内容をご記入ください。

プルダウンから選択してください。

プルダウンから選択してください

支出済額ー支出予定額

補助金交付決定額

※府HPからエクセルデータをダウン

ロードしてエクセルで作成いただく場

合は、計算式が挿入されていますので

自動的に表示されます。

（手書きで作成される場合は、上記の

計算式により算出してください）

×１００

＜増減率の算出方法＞

『実績報告のご案内』の「◇交付申請時の支出予定額」をご記入ください

実際に支出した金額をご記入ください

他の補助金や寄付金等で本

補助金以外に収入がある場

合はその金額を記載してく

ださい。

プルダウンから

選択してください。

他の補助金を一部で

も充てている製品等

については、本補助

金で補助できません

ので、その製品を外

して実績報告をして

ください。

プルダウンから

選択してください

含まれている場合は、

「賃金・報酬」の支

出済額から差し引い

たうえで「はい」を

選択してください。
増減率が２０％を超える科目について（エク

セルの場合、上記表の増減率の右横に赤字で

「増減理由の記入が必要です」と表示された

科目について）、増減の理由をプルダウンか

ら（①～⑥）選択してください。⑥その他を

選んだ場合は、具体的な理由をご記入くださ

い。

選択肢の内容は別シート「選択肢一覧」を

ご覧ください。

連絡先をご記入ください。

上記住所（申請時の住所）より変更がある場合は、郵便番号と

住所をご記入ください。



添付書類整理票
（本票の提出は任意です）

提出される領収書等貼付用紙（様式6）をもとに太枠内をご記入ください。

記入いただいたページのみを出力してご提出ください。

※受付事務局　管理欄

領収書等貼付用紙は全部で 　枚あります。
※本紙を除く「領収書等貼付用紙」の提出枚数をご記入ください。

事務局用

○ 無 余

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

備品購入費 13 2020年10月26日 300,000 〇〇検査機器購入 ア

需用費 12 2020年11月20日 260,000 アイソレーションガウン購入 ア

需用費 11 2020年11月2日 50,000 マスク購入 ア

需用費 10 2020年11月2日 100,000 消毒液購入 ア

需用費 9 2020年9月5日 100,000 フェイスシールド購入 ア

需用費 8 2020年9月3日 50,000 マスク購入 ア

需用費 7 2020年9月2日 100,000 消毒液購入 ア

会議費 6 2020年9月11日 30,000 感染対策にかかる研修会の会場代 ア

一次審査

不備 正整有

会議費 5 2020年9月10日 3,500 感染対策にかかる研修会での参加者飲料水代 ア

会議費 4 2020年9月10日 6,500 感染対策にかかる研修会の資料印刷代 ア

賃金・報酬 3 2020年10月30日 20,000 感染拡大防止のための院内誘導係を雇用（10月分・1名） ア

旅費 0 備品購入費 300,000

賃金・報酬 2 2020年9月30日 15,000 感染拡大防止のための院内誘導係を雇用（9月分・1/2名） ア

取組

内容

領収書

賃金・報酬 1 2020年9月30日 15,000 感染拡大防止のための院内誘導係を雇用（9月分・1/2名） ア

正整無 不備 正整有 正整無

科目
領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)

金額

（単位：円）

品目名および目的

（本事業の目的に合った経費であることが分かるように簡潔に記載下さい）

5
写真 一次審査 写真

提出書類 提出書類

① ②

① ② ③ ④

／

需用費 660,000
不備確認 不備確認

合計支出額 1,050,000
① ② ③ ④

謝金 0 委託料 0

賃金・報酬 50,000 役務費 0
確認１ 確認２

申請番号

医療機関等コード

施設名称

③ ④ ① ② ③ ④

／

会議費 40,000 使用料及び賃借料 0

3下記表のセル全てに入力してください。

提出する「領収書等貼付台紙」の枚数を記入して

下さい。 ※本紙は枚数に含みません。

下の明細欄を入力すると自動計算されます。

「所要額精算書」にも自動転記されます。

※紙の申請書に直接記入される方は科目ごと

の合計を計算して記入して下さい。

「領収書等貼付台紙」の内容を

もとに転記して下さい。

実績報告書作成マニュアルの項番６「科目について」

を参考に簡潔に記入して下さい。

全てのページを印刷していただく必要はありません。

明細が記入されたページのみを印刷してご提出ください。

本紙は「領収書金額の計算間違い」や「領収書の過不足」を

ご提出前に整理、再確認いただく為の書類で、

事前審査での不備、再提出を防ぐ為にご作成いただくものです。



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

申請番号 123456789123

5 1
医療機関等コード 2710000000

施設名称 医療法人○○　○○クリニック

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 賃金・報酬

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

感染防止対策を実施する者を新規に雇用した。

2 2020年9月30日 15,000 ア 感染防止対策を実施する者を新規に雇用した。

1 2020年9月30日 15,000 ア 感染防止対策を実施する者を新規に雇用した。

領収書

番号を記入

3 2020年10月30日 20,000 ア

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。

1

2

3

領収書等貼付用紙は各科目ごとで

異なります。該当する科目ごとの

用紙にご記入ください

賃金等が支払られた日付を記入して

ください

※本事業に従事したことによる賃金等が支払われたことが確認できる書面の写しを添付してください。

【例】 給与明細の写し、銀行振込依頼書（銀行の受付印要）の写し又は賃金台帳の写し

給与明細書（9月分）
氏名：〇〇 〇〇

控除

支給

総支給額 １５,０００円

給与明細書（9月分）
氏名：●● ●●

支給

総支給額 １５,０００円

控除

領収書等の写しの貼付は

最大3枚まで。

4枚以上になる場合は、

「領収書等貼付用紙」

（本用紙）を複数枚数

作成してください。

（必要に応じてコピー

してください）

給与明細書（１０月分）
氏名：〇〇 ●●

支給

総支給額 １００,０００円

控除

※本事業にかかる給与は

総額のうち

２０，０００円

本事業に申請する業務と他の事業

とが併せて1枚の明細等に記載さ

れている場合は、本事業に該当す

る金額を余白に記入してください。

記載内容が一致

プルダウンから該当する番号（ア～ウ）を選択してください。

選択肢の内容は別シート「選択肢一覧」をご覧ください。

ウを選択した場合は、具体的な取組内容をご記入ください。



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

申請番号 123456789123

5 2
医療機関等コード 2710000000

施設名称 医療法人○○　○○クリニック

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 会議費

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

感染拡大防止のため、研修会等を開催し、会場使用料等経費を支出した。

5 2020年9月10日 3,500 ア 感染拡大防止のため、研修会等を開催し、会場使用料等経費を支出した。

4 2020年9月10日 6,500 ア 感染拡大防止のため、研修会等を開催し、会場使用料等経費を支出した。

領収書

番号を記入

6 2020年9月11日 30,000 ア

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 6,500      （税込）

XXXX

商事 印

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 3,500      （税込）

XXXX商事 印

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 30,000      （税込）

XXXXX 印

4

5

6

通し番号をご記入くだ

さい。
プルダウンから該当する番号（ア～ウ）を選択してください。

選択肢の内容は別シート「選択肢一覧」をご覧ください。

ウを選択した場合は、具体的な取組内容をご記入ください。

令和２年９月１０日

令和２年９月１１日

令和２年９月１０日

〇〇研修会の資料印刷代として

〇〇研修会の飲料水代として

〇〇研修会の会場代として



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

領収書

番号を記入

9 2020年9月5日 100,000 ア 感染拡大防止のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

7 2020年9月2日 100,000 ア 感染拡大防止のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

8 2020年9月3日 50,000 ア 感染拡大防止のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 需用費

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

申請番号 123456789123

5 3
医療機関等コード 2710000000

施設名称 医療法人○○　○○クリニック

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 100,000      （税込）

XXXXX 印

消毒液代金として

令和２年９月２日

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 60,000      （税込）

XXXXX 印

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 100,000      （税込）

XXXXX 印

医療用マスク代金等として

令和２年９月５日

フェイスシールド代金として

7

8

9

プルダウンから該当する番号（ア～ウ）を選択してください。

選択肢の内容は別シート「選択肢一覧」をご覧ください。

ウを選択した場合は、（ ）内に具体的な取組内容をご記入ください。

うち５万円

（マスク代金）

令和２年９月３日



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

領収書

番号を記入

12 2020年11月20日 260,000 ア 感染拡大防止のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

10 2020年11月2日 100,000 ア 感染拡大防止のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

11 2020年11月2日 50,000 ア 感染拡大防止のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 需用費

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

申請番号 123456789123

5 4
医療機関等コード 2710000000

施設名称 医療法人○○　○○クリニック

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。

プルダウンから該当する番号（ア～ウ）を選択してください。

選択肢の内容は別シート「選択肢一覧」をご覧ください。

ウを選択した場合は、具体的な取組内容をご記入ください。

１つの科目において、領収書が4枚以上にわたる場合

は、領収書等貼付用紙を複数枚数作成してください

（1枚につき領収書は3枚まで。用紙は必要に応じてコ

ピーしてください）

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 100,000      （税込）

XXXXX 印

消毒液代金として

令和２年１１月２日

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 50,000      （税込）

XXXXX 印

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 260,000      （税込）

XXXXX 印

令和２年１１月２日

医療用マスク代金として

令和２年１１月２０日

アイソレーションガウン代金として

10

11

12



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

領収書

番号を記入

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

13 2020年10月26日 300,000 ア 感染拡大防止のため、備品（HEPAフィルター付空気清浄機等）を購入した。

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 備品購入費

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

申請番号 123456789123

5 5
医療機関等コード 2710000000

施設名称 医療法人○○　○○クリニック

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。

プルダウンから該当する番号（ア～オ）を選択してください。

選択肢の内容は別シート「選択肢一覧」をご覧ください。

オを選択した場合は、具体的な取組内容をご記入ください。

領 収 書

医療法人〇〇 〇〇クリニック

金額 ¥ 300,000      （税込）

XXXXX 印

令和２年１０月２６日

〇〇検査機代金として

13

商品名等固有名詞が記載されている場合は、その商品の

カタログや写真の写し等を併せてご提出いただきますよ

うお願いします。



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

申請番号

5
医療機関等コード

施設名称

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 謝金

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

領収書

番号を記入

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

申請番号

5
医療機関等コード

施設名称

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 旅費

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

領収書

番号を記入

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

申請番号

5
医療機関等コード

施設名称

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 委託料

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

領収書

番号を記入

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。



様式6

（合計 枚のうち 枚目）

申請番号

5
医療機関等コード

施設名称

領収書等貼付用紙_医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

科目 使用料及び賃借料

領収書

番号

領収年月日

(YYYY年MM月DD日)
金額（単位：円） 取組内容

領収書

番号を記入

上記を全て入力した後に本用紙を印刷（出力）していただき、印刷した用紙に対象期間（令和２年４月１日から令和３年３月31日）に支出した科目の金額が

分かる書類（領収書等の写し）を貼付してご提出ください。

領収書写し等 貼付欄

剥がれないように周囲を糊止めして下さい。

4

領収書等の貼付は１枚に最大３枚までとして下さい。

下記表のセル全てに入力してください。



〇所要額精算書　増減理由

①

②

③

④

⑤

⑥

〇領収書等貼付用紙　取組内容

（賃金・報酬）

ア.

イ.

ウ.

（謝金）

ア.

イ.

ウ.

（会議費）

ア.

イ.

ウ.

（旅費）

ア.

イ.

ウ.

（需用費）

ア.

イ.

ウ.

感染防止対策を実施する者を新規に雇用した。

選択肢一覧

事業実施計画書提出時に予定していたもの等と異なる製品等を購入したため

事業実施計画書提出時に予定していた個数・人数・回数等と実際必要となった

個数・人数・回数等が異なったため

事業実施計画書提出時より実際購入等する時の価格・単価等が異なったため

事業実施計画書提出時より会議等の規模等が変更となり、講師または参加者の人数

を変更したため

事業実施計画書提出時より規模等が変更となったため

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

診療体制確保等を実施する者を新規に雇用した。

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

感染拡大防止のため、研修会等を開催し、講師謝金等を支出した。

診療体制確保等のため、研修会等を開催し、講師謝金等を支出した。

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

感染拡大防止のため、研修会等を開催し、会場使用料等経費を支出した。

診療体制確保等のため、研修会等を開催し、会場使用料等経費を支出した。

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

感染拡大防止のため、研修会等に公共交通機関等を利用して参加した。

診療体制確保等のため、研修会等に公共交通機関等を利用して参加した。

感染拡大防止のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

診療体制確保等のため、消耗品（マスク、消毒用アルコール等）を購入した。

その他（　　　　　　　　　　　　　　）



（役務費）

ア.

イ.

（委託料）

ア.

イ.

ウ.

（使用料及び賃借料）

ア.

イ.

ウ.

エ.

（備品購入費）

ア.

イ.

ウ.

エ.

オ.

診療体制確保等のため、職員の感染にかかる保険に新たに加入した。

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

感染拡大防止のための業務（清掃、洗濯、消毒、検査、感染症廃棄物処理、

レイアウト変更等）を業者に委託して実施した。

診療体制確保等のための業務（清掃、洗濯、消毒、検査、感染症廃棄物処理、

レイアウト変更等）を業者に委託して実施した。

その他（　　　　　　　　　           ）

感染拡大防止のため、設備等を整備した。

診療体制確保等のため、備品（HEPAフィルター付空気清浄機等）を購入した。

診療体制確保等のため、設備等を整備した。

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

感染拡大防止のため、リース料を支出した。

感染拡大防止のため、新たに賃借料が必要となった。

診療体制確保等のため、新たに賃借料が必要となった。

その他（　　　　　　　　　　　）

感染拡大防止のため、備品（HEPAフィルター付空気清浄機等）を購入した。



大阪府新型コロナウイルス感染症に係る

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

実績報告のご案内

　ご申請いただきました『大阪府新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業』

に関する実績報告の手続きについてお知らせいたします。

　実績報告に必要な所要額精算書等の様式、実績報告の手順等を大阪府のホームページに掲載しました。

様式をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、必要書類とともに受付事務局までご提出ください。

また、実績報告に係る手続きが完了するまでは以下の情報が必要となりますので、本紙は大切に保管してください。

大阪府ホームページ　： http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/shiennkinn.html

　ホームページから入手できない場合は、返信用封筒（A4サイズが折らずに入る大きさ・210円切手貼付、宛先記入）と医療機関等コード、

申請番号、施設名称を記載した用紙（様式自由、本書コピー可）を同封のうえ、下記住所まで郵送してください。

　〒540-8570　大阪市中央区大手前2丁目１番２２号本館５階　感染症対策課病院支援グループ支援金担当あて

※実績報告にかかる書面を作成される場合は、下記情報が必要になります。

◇交付決定通知の内容

◇交付申請時の支出予定額

※本紙は提出書類等に記入不備があり、書類の追加、再提出いただく際の送付台紙にもなる為、大切に保管してください。

　　受付事務局から書類等の追加、再提出の依頼があった場合は、本書をコピーの上、事務局の指示に従ってご提出ください。

書類を追加、再提出いたします。

　交付申請時の　施設名称 医療法人〇〇　　〇〇クリニック

令和2年11月30日

申請番号 123456789123

　交付申請時の　医療機関等コード 2710000000

　交付申請時の　所在地
540-8570
大阪市中央区大手前2丁目１－２２

交付決定年月日 令和2年8月27日

文書番号 大阪府指令感対第2461号

補助金交付決定額 1,000,000

科目 金額（円）

支出

賃金・報酬 100,000
謝金 0
会議費 50,000
旅費 0
需用費 350,000

合計

役務費 0

1,000,000

通信欄

委託料 0
使用料及び賃借料 0
備品購入費 500,000

〒540-8570

大阪市中央区大手前2丁目１－２２

医療法人〇〇 〇〇クリニック 御

中

参考



申請番号（12桁）

医療機関等コード（10桁）

様式第４号（第11条関係）

大阪府知事　様

所在地　

施設名称　

代表者名　　　　　　　　　　　　

大阪府補助金交付規則第12条の規定に基づき、次の関係書類を添えて報告します。

１　補助精算額

２　補助事業完了日

　　 ※ご提出いただいた領収書等の一番新しい日付を表記しています。

３　添 付 書 類

　　　　※既にご提出いただいている為、追加提出いただく必要はありません。

　　　（１）領収書等実績の証拠となる書類

　　　（２）その他知事が必要と認める書類

　　　

123456789123

2710000000

令和　年　月　日

補助事業者

印

大阪府新型コロナウイルス感染症に係る
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

実績報告書

　金1,000,000円

令和2年11月20日

実績報告書は、事前審査終了後に

大阪府から提出の依頼をさせてい

ただいてからご提出ください。
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