
沖縄県国民健康保険団体連合会への委託業務に係る事務取扱実施要綱 

 

 

制定 令和２年８月 14 日 子高第 609 号  

子ども生活福祉部長決定 

 

（目的） 

第１条 知事は、沖縄県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）への

委託業務に係る事務取扱については、沖縄県新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援補助金(介護分)交付要綱第 19 条の規定に基づき、この要綱の定めるところ

による。 

 

（対象事業者） 

第２条 国保連を通じて県知事へ申請できる事業者は、「新型コロナウイルス感染

症緊急包括支援事業（介護分）の実施について（令和２年６月 19 日付け老発 0619

第１号。厚生労働省老健局長通知）」の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援事業（介護分）実施要綱」（以下「実施要綱」という。）に記載されてい

る介護サービス事業所・施設等で、介護報酬の請求が可能な事業所・施設等（以

下「対象事業者」という。）とする。 

 

（交付の対象となる事業） 

第３条 国保連を通じて県知事へ申請できる対象事業（以下「交付対象事業」とい

う。）は、実施要綱に基づき、対象事業者が行う次に掲げる事業とする。 

⑴ 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 

⑵ 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

⑶ 在宅介護サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 

⑷  在宅サービス事業所における環境整備への助成事業 

 

（交付対象経費等） 

第４条 国保連を通じて県知事へ申請できる対象の経費（以下「交付対象経費」と

いう。）の基準額及び交付率は、別表のとおりとする。 

 

（交付金の算定方法） 

第５条 第３条第１号、第３号及び第４号に定める補助事業並びに第３条第２号に

定める慰労金の支給事業（以下「交付金」という。）の交付額は、別表の第２欄

に定める交付対象経費の実支出額と同表の第３欄に定める基準額を比較して少

ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額（社会福祉法人の場合は寄付金収

入額を除く）を控除した額とを比較して少ない方の額に、同表の別表の第４欄に

掲げる交付率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、別表の第１欄に掲げる事

業区分（「在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業」を除く。）

ごとの額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 



（交付申請） 

第６条 交付金の交付を受けようとする対象事業者は、交付申請書（別紙様式第１

号）を交付金の交付を受けたい月の前月末日までに国保連へ提出しなければなら

ない。 

２ 前項の交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 事業所・施設別申請額一覧（様式１及び別添） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）に関する事業実施 

  計画書（事業所単位）（様式２） 

 ⑶ 介護慰労金受給職員表（法人単位）（様式３） 

⑷ その他知事が必要と認める書類 

 

（申請の方法） 

第７条 対象事業者は、国保連に対し、原則としてオンライン請求システム（介護

サービス事業所・施設等が報酬請求事務で使用するシステム）で提出するものと

する。ただし、やむをえない事情によりオンライン請求が困難な対象事業者は、

紙媒体／ＣＤ媒体の郵送または持ち込みにより国保連へ申請を行うことができ

る。 

 

（県への提出） 

第８条 国保連は、各月の末日までに受け付けた申請書をとりまとめ、事業所・施

設別申請額一覧及び支払不可一覧を作成の上、翌月初日から３営業日以内に、知

事へ提出しなければならない。 

 

（交付条件） 

第９条 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

  ⑴ 交付事業の内容の変更する場合には、あらかじめ変更交付申請を行い、知事

の承認を受けなければならない。 

  ⑵ 交付事業を中止し、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。 

  ⑶ 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

  ⑷ 実施要綱第３条第１号、第３号及び第４号に定める補助事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具及びその他の財産につ

いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 14 条第１項

第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承

認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

  ⑸ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

  ⑹ 実施要綱第３条第１号、第３号及び第４号に定める補助事業により取得し、

又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者

の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな



い。 

 

（交付決定） 

第 10 条 知事は、第８条により提出を受けたときは、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、交付金の交付を決定し、国保連に支払決定事業所及び交付

額一覧を通知するとともに、申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により交付決定を行った場合は、第６条の規定による交付

申請書をもって、申請者から交付金の概算払い請求があったものとみなす。 

 

（交付申請の取り下げ） 

第11条 申請者は、国保連へ申請を行った後、この交付金の申請を取り下げようと

するときには、交付申請を行った当月内については取り下げを行う事ができる。 

 

（変更申請） 

第12条 対象事業者は、第10条の規定による交付決定を受けた交付事業の内容を変

更する場合（軽微な変更を除く。）は、あらかじめ変更承認申請書（別紙様式第

２号）を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項の申請があった場合は、第 10 条の規定を準用し、変更交付決定を

行うものとする。 

 

（交付事業の中止又は廃止） 

第13条 申請者は、交付事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、中止（廃止）

承認申請書（別紙様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 知事は、前項の申請があった場合は、中止（廃止）承認決定を行うものとする。 

３ 交付事業者は、交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行

が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければなら

ない。 

 

（実施状況報告） 

第14条 対象事業者は、沖縄県補助金等の補助に関する規則第10条に基づき、交付

事業の遂行状況に関して知事が報告を求めたときは、書面（任意様式）により知

事へ報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第15条 対象事業者は、次の各号に掲げる、交付事業が完了したとき又は交付事業

の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は交付

決定を受けた会計年度の３月末日のいずれか早い日までに、実績報告書（別紙様

式第４号）を知事に提出しなければならない。 

⑴ 第３条第１号、第３号及び第４号に定める補助金 

⑵ 第３条第２号に定める慰労金 

２ 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 



⑴ 事業所・施設別申請額一覧（様式４及び別添） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）に関する事業完了 

   報告書（事業所単位）（様式５） 

 ⑶ 介護慰労金受給職員表（法人単位）（様式６） 

⑷ その他知事が必要と認める書類 

 

（交付金の額の確定） 

第16条 知事は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る交付

事業の実施結果が交付決定の内容（第12条に基づく承認をした場合は、その承認

した内容）及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合

すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付事業者に通知するも

のとする。 

２ 知事は、交付事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える交付金が交付されているときは、交付金返還命令通知書（別紙様式

第５号）により、その超える部分の額の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の交付金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から起算して 20 日以内

とし、期限内に納付されない場合には、知事は未納に係る金額に対して、その未

納に係る期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するも

のとする。 

 

（交付金の支払い） 

第17条 知事は、支出事務の委託に係る契約書に基づき、国保連に対して交付金を

交付するものとする。 

２ 国保連は、第 10 条の規定により交付決定、第 12 条の規定により変更交付決定

した額の全額を申請者に支払うものとする。 

３ 対象事業者は、国保連から慰労金の支払いを受けたときは、速やかに受領委任

を受けた者に対して慰労金を給付しなければならない。 

４ 対象事業者は、慰労金の給付に関して、事務手数料、振込手数料その他いかな

る名目を問わず、これを徴収してはならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第18条 知事は、第13条の交付事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次

に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付決定の全部又は一部

を取り消すことができるものとする。 

⑴ 対象事業者が、規則もしくはこの要綱又はこれらに基づく知事の処分若しく

は指示に違反した場合 

⑵ 対象事業者が、交付金を交付事業以外の用途に使用した場合 

⑶ 対象事業者が、交付事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

⑷ 交付決定後に生じた事情の変更等により、交付事業の全部又は一部を継続す

る必要がなくなった場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対す

る交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返



還を命ずるものとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、当該取消しに係る部分に対して既に交

付されていた交付金に対して、その命令に係る交付金の受領の日から当該返還命

令がなされた日までの期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した加算

金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については、第 16 条第

２項及び第３項の規定を準用する。 

５ 知事は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、延

滞金又は加算金の全部又は一部を免除することができる。 

６ 第１項から前項までの規定は、交付事業について交付すべき交付金の額を確定

した後においても適用があるものとする。 

 

（消費税の仕入れ額控除） 

第19条 対象事業者は、交付事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交

付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除

税額が０円の場合を含む。）には、速やかに、知事に報告しなければならない。

なお、交付金に係る仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該仕入れ

控除税額を県に返還しなければならない。 

 

（交付金の経理） 

第20条 対象事業者は、交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を交付金の

額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、補助

事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合

は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第１項第２号の規定により厚

生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておか

なければならない。 

 

（その他） 

第21条 この要綱に定めるもののほか、交付事業の実施に関し必要な事項は子ども

生活福祉部長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年８月 14 日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ この要綱は、令和３年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基

づき、同日までに交付を決定した交付金については、同日後もなおその効力を有

する。 



別表 

事業区分 交付対象経費 基準額 交付率 

 
１ 感染症対

策を徹底し
た上での介
護サービス
提供支援事
業 

 

 

 

 

 

 

 

 
介護サービス事業所・施設等に
おいて、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止対策に必要な
マスク等の衛生用品を購入す
る経費など、包括支援事業（介
護分）実施要綱３（１）①ウに
例示されるようなサービスを
提供するために必要なかかり
増し経費であって、次に掲げる
経費 
 
報酬、給料、報償費、賃金、職
員手当等、共済費、旅費、工事
請負費、原材料費、役務費、使
用料及び賃借料、委託料、需用
費、備品購入費 
 

 
包括支援事業（介護分）
実施要綱別添（１）①に
定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 
10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 介護サー

ビス事業所
・施設等に勤
務する職員
に対する慰
労金の支給
事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
介護サービス事業所・施設等に
おいて、令和２年２月 14 日か
ら令和２年６月 30 日の間に介
護サービス事業所・施設等で通
算して 10 日以上勤務した者に
対して慰労金を給付するため
の経費であって、次に掲げる経
費 
 
報償費、役務費（振込手数料に
限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 
【報償費】 
①利用者に感染者が発生
又は濃厚接触者である利
用者に対応した事業所・
施設等に勤務し、利用者
と接する職員 
（通所・施設系）感染者
・濃厚接触者発生日以降
に勤務を行った場合 
（訪問系）感染者・濃厚
接触者に実際にサービス
を提供した場合  
 20 万円 
 
②事業所で勤務し利用者
と接する職員（①の対象
者を除く） 
  ５万円 
 
【役務費】 
知事が必要と認めた額 
 

 
10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 在宅サー

ビス事業所
による利用
者への再開
支援への助
成事業 

 

 
在宅サービス事業所において、
サービス利用休止中の利用者
への利用再開支援を行うため
の経費であって、次に掲げる経
費 
 
報酬、給料、報償費、賃金、職
員手当等、共済費、旅費、役務
費、使用料及び賃借料、委託料、
需用費、備品購入費 
 
 

 
包括支援事業（介護分）
実施要綱別添（３）①に
定める額 

 
10／10 

 

 

 

 

 

 



 
４ 在宅サー

ビス事業所
による利用
者への再開
支援への助
成事業 

 

 

 

 

 

 
在宅サービス事業所において、
３密を避けてサービス提供を
行うために必要な飛沫防止パ
ネルの購入など包括支援事業
（介護分）実施要綱３（３）②
ウに例示されるような環境整
備に要する経費 
 
報酬、給料、報償費、賃金、職
員手当等、共済費、旅費、工事
請負費、原材料費、役務費、使
用料及び賃借料、委託料、需用
費、備品購入費 

 

 
包括支援事業（介護分）
実施要綱別添（３）②に
定める額 

 

 

 

 

 

 

 
10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


