
番号 質問 回答

2

なぜ、新型コロナウイル
スに関する医療及び療養
の業務を行う施設等で、
新型コロナウイルスに関
する医療に従事する者全
てが対象ではないのか。

　
　基金を活用した医療従事者への支援については、条例の趣旨
と基金残高を踏まえて、支援の対象を検討し、贈呈を行ってい
ます。
　基金の残高が限られている中で、新型コロナウイルスに関す
る医療・療養に従事する方々全てに贈呈を行うことは困難と判
断しました。

新型コロナウイルス助け合い基金贈呈対象者に関するFAQ

【贈呈対象範囲等について】

第六次贈呈の対象者は、
これまでの贈呈対象者
（第一次～第六次贈呈）
と、どのように違うの
か。

1

【第一次・二次・三次贈呈】

　新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れた医療機関

等において、新型コロナウイルスに関する医療・療養の最前線

で患者や疑似症者と直接接して業務に従事する方々及びそれら

の方をそれぞれの現場において支える業務等に従事した方々を

贈呈対象としました。

【第四次贈呈】

　新型コロナの感染が拡大により、府内の重症病床がひっ迫す

る中、志願して、コロナ重症患者向けの専用医療施設である

「大阪コロナ重症センター」での業務に従事いただく方を贈呈

対象としました。

【第五次贈呈】

　第四次贈呈の対象の方々に加えて、新型コロナウイルスの感

染拡大「第４波」における、大阪府の緊急要請に応じ、府外及

び府内から応援職員として、業務に従事された方を贈呈対象と

しました。

　

【第六次贈呈】

　第五次贈呈の対象の方々に加えて、これまで重症患者の受入

病床を確保していただいた医療機関及び「第４波」の重症病床

確保に向けた臨時緊急要請により、入院患者が重症化した場合

にその治療を継続して行った軽症・中等症患者受入医療機関を

対象に、新型コロナウイルス感染症患者と直接接して業務に従

事する方々を中心に贈呈対象としました。

【第七次贈呈】

　基金残高を踏まえて、第六次贈呈の対象施設より、府外及び

府内から応援職員として「コロナ重症センター」「宿泊施設」

「入院患者待機ステーション」で業務に従事された方々を中心

に贈呈対象としました。
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新型コロナウイルス助け合い基金贈呈対象者に関するFAQ

3
今後の贈呈については、
どのような施設・業務等
が対象となるのか。

　基金を活用した医療従事者への支援については、条例の趣旨
と基金残高を踏まえて、支援の対象を検討し、贈呈を行ってい
ます。
　この度の第七次贈呈にて、現時点の基金残高の大部分を贈呈
するため、今後はこれまでと同様の贈呈は困難となります。
　なお、今後の贈呈方法については、現時点では未定です。

5
実績１回とは勤務１日の
ことか、患者１人のこと
か。

　勤務1日を実績１回とします。なお、勤務時間については、当
該職員のあらかじめ定められた１日の勤務時間とし、８時間未
満でも、勤務１日とみなします。
なお、二交代制勤務のように１日の勤務時間が16時間となる場
合は、勤務２日とカウントして差し支えありません。

6

既に退職した職員は対象
になるのか。また、その
場合、申請はどうしたら
よいのか。

　既に退職した職員でも、対象期間内に対象業務に従事してい
た場合、贈呈対象となります。
　勤務実績の確認等の必要から、職員個人からの申請は受け付
けていませんので、当該職員に対して、ご連絡していただいた
上で、他の職員とともに申請をお願いします。

7

【対象A】以外の複数の対
象施設で勤務しています
が、施設ごとに贈呈を受
けることができるのか。

　贈呈は、１人につき１回とさせていただいておりますので、
受けることができません。
　複数施設で勤務している場合は、主たる勤務施設(勤務実績の
多い医療機関等)から申請してください。

　

　この贈呈は労働に対する対価ではなく、「感謝と応援の気持

ちを支援金として贈呈する」ものですので、贈呈は１人につき

１回とさせていただいており、対象外となります。

（これまでの贈呈金額が、１0万円未満の場合は差額の贈呈対象

となる場合があります）

　ただし、【対象A】は新型コロナウイルス感染症の重症患者

が急増した場合に運営される施設であり、普段より新型コロナ

ウイルス感染症に関する医療・療養に従事されている方が、志

願して、当該施設の業務に従事していただく場合があります。

　このため、【対象A】については、これまでに【対象A】以外

での贈呈を受けておられた方も対象となります。

　

　（差額の申請及び贈呈については、　番号１０・１１を参照）

※ 申請書審査の段階で、他施設からの申請データと照合して、重複確認

を行っていますので、重複の可能性がある申請については、各申請機関

に確認をさせていただいております）

これまで（第一次～第六
次贈呈）に基金からの贈
呈を受けている。
今回、対象施設の対象期
間内で勤務実績があるの
で、贈呈の対象となるの
か。

4
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新型コロナウイルス助け合い基金贈呈対象者に関するFAQ

8

事情により、医療機関か
ら申請してもらうことが
できない。職員個人が直
接申請できないのか。

　申請医療機関には、各職員の業務内容・勤務実績の確認や関
係資料の保存をお願いしております。職員個人からの申請は、
こうした確認等ができず適正な申請が担保されませんので、個
人からの申請は受理できません。

9

対象となる業務に従事し
ていると思っているが、
勤務先の医療機関からは
対象外と言われている。
どうしたらよいか。

　当該医療機関における実際の業務内容等を踏まえた申請をし
ていただきますので、個別の申請に関する疑義については、ま
ず各医療機関のご担当者さまにご相談ください。
（各医療機関のご担当者さまから大阪府に疑義照会・相談いた
だいたものにみ対応させていただきます）

番号 質問 回答

10
【対象A】で、差額申請が
できる場合を具体的に教
えてください。

　

【対象A】での勤務実績日数が増加した場合。

＜ 例 ＞
　第六次贈呈 【対象Ａ】(ア)5日未満勤務　　 5万円
　第七次贈呈 【対象Ａ】(ア)5日以上勤務　  20万円
　　　　　　　　　　　　　    差額申請額    15万円

なお、申請にあたっては「記入要領」をよく読んで、差額申請
とわかるように表示して申請してください。

【差額申請について】
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12

【対象A　関係】

放射線技師だが、集中治
療棟ではなくCT棟で撮影
業務を行っている。贈呈
対象となるか。

　当該職員が「大阪コロナ重症センター」、「徳洲会コロナ重
症センター」及び「関西医科大学・大阪コロナ重症センター」
内において、入院患者への撮影業務を常態として行っている場
合は区分（ア）の対象となります。
　なお、常態でなくても、センター内で入院患者への撮影に関
連する業務を行った場合は区分（イ）に該当する場合がありま
すので、勤務の実態を踏まえて申請してください。

【対象A】以外で、差額の
支援金が贈呈される場合
について、具体的に教え
てください。

＜ 対象者 ＞
これまでに受け取った支援金が、【対象A】以外の区分の申請
で、10万円未満だった方に差額の支援金を贈呈できる場合があ
ります。

＜ 算出方法 ＞
第７次贈呈において【対象A】で申請された方々への支援金贈
呈後の基金残高を【対象A】以外で申請された方の人数で割っ
た金額が、これまでに受け取った支援金の金額よりも大きい場
合に、その差額を贈呈。

＜ 具体例 ＞
下記①・②の方が差額の贈呈対象となる場合があります。

①すでに贈呈を受けた贈呈対象施設と同一の対象施設での勤務
実績日数が増加した場合。

（ 例 ）第６次贈呈に「大阪府の指定する宿泊施設」5日
　未満勤務による申請をし、 5万円の贈呈を受けた方が、
　第７次贈呈の対象期間内において、５日以上の勤務実績
　で申請し、且つ【対象A】以外の方への贈呈額が５万円
　以上となった場合。

②従事業務が変更になり、すでに贈呈を受けた対象施設とは別
の対象施設で申請可能になった場合に、今回の申請となる贈呈
額とすでに受けた贈呈額に差がある場合。

（ 例 ）第６次贈呈に「待機ステーション」における勤務
　で、５万円の贈呈を受けた方が、第７次贈呈で「大阪府
　の指定する宿泊施設」にて５日以上の勤務実績で申請し、
　且つ【対象A】以外の方への贈呈額が５万円以上となった
　場合。

【対象業務・職種について】

11
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13

【対象A　関係】

常態ではないが、入院患
者の医療に必要な薬剤を
隣接する医療機関から集
中治療棟に運搬した。こ
の場合、（ア）と（イ）
どちらで申請すべきか。

　（ア）で申請できるのは、「大阪コロナ重症センター」、

「徳洲会コロナ重症センター」及び「関西医科大学・大阪コロ

ナ重症センター」内で入院患者の医療に常態的に携わっている

方です。勤務実態に応じた区分で申請してください。

14

【対象A　関係】

「入院患者の治療に関連
する業務に従事した」と
は、具体的にどのような
者が対象になるのか。

　常態として入院患者の医療業務に従事していないが、「大阪
コロナ重症センター」、「徳洲会コロナ重症センター」及び
「関西医科大学・大阪コロナ重症センター」内で、一時的に入
院患者に対する看護補助などの後方支援業務や服薬管理業務等
に従事する医療職が対象となります。

15

【対象A　関係】

特殊清掃業務等とある
が、「等」とは具体的に
どのようなものか。

　一般的には、感染防止装備を着用して行う、患者が使用した
リネンの交換作業や患者への配膳作業などが該当しますが、今
回の贈呈の対象となる業務か否かは「大阪コロナ重症セン
ター」、「徳洲会コロナ重症センター」及び「関西医科大学・
大阪コロナ重症センター」内における勤務実態に応じて判断し
てください。

16

【対象A　関係】

感染防止装備とはどの程
度のものか。

　
　贈呈の対象となる業務は、一般患者への対応よりも新型コロ
ナウイルスに感染する恐れが高いと考えるものを対象としてお
りますので、一般的なものではなく、対象施設内で当該業務を
実施するにあたって、感染リスクを低減させるために必要な程
度の感染防止装備です。

17

【対象A　関係】

患者の廃棄物や使用済み
リネンなど、委託業者に
外注して処理している場
合、外注先業者の社員も
対象となるのか。

　対象施設内で業務に従事する方を対象としていることから、

同施設外で作業する委託業者は対象とはなりません。

18

【対象A　関係】

施設内で対象業務に従事
している委託職員が存在
しているが、個々人の勤
務実績を把握していな
い。委託業者から申請で
きるのか。

　当該業務を委託している施設において、その業務に感染の恐
れがあり、感染防止装備が必要な業務と判断したものが対象と
なります。お手数ですが、対象業務を行う委託業者に対象者を
照会し、委託契約上の業務量・人数、当該実績月の請求書等と
対査した上で、医療機関より申請を行うようにしてください。
　上記の理由から委託業者からの直接申請はできません。
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19

普段は公立病院に勤務し
ていますが、贈呈を受領
しても、法令上の問題は
ないか。

　今回の贈呈スキームについては、法的検討も行いながら制度
設計を行ったものです。
　・今回の贈呈は、医療従事者等に対して、感謝と応援の
　　気持ちを届けるもの。
　・感謝と応援のメッセージに添えて、支援金を贈呈して
　　いる。

　以上のことから、
　・定期的に支払われるもの。
　・作業量、作業時間により計算されたもの。
　・時間外勤務・休日手当等割増賃金が支払われている。
　
　といった賃金の性格は持たないものであることから、労働の
対価にはあたらないと考えています。

【その他】
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