
和歌山県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金Q&A
1・2.接種回数の底上げ、3.接種施設数の増加

Q1 週の考え方を教えてください。 掲載日
A1 週の考え方は、日曜日から土曜日までです。 2021年9月2日
Q2 週100回又は150回を４週間以上というのは、連続していなければならないのでしょうか。 掲載日
A2 連続している必要はありません。 2021年9月2日

Q3
週100回又は150回を４週間以上を達成した場合、達成できなかった週の接種実績についても加算対象
となるのでしょうか。

掲載日

A3 加算対象とはなりません。 2021年9月2日
Q4 問診の結果、接種を行わなかった場合の扱いはどうなりますか。 掲載日
A4 実際に接種を行っていないため、接種実績に算入することはできません。 2021年9月2日
Q5 接種実績に算入できる被接種者の区分（高齢者等）について制限があるか。 掲載日

A5
算定期間内に行われる個別接種が算入対象となり、被接種者の区分による制限はありません。
ただし、職域接種の実績については、原則、算入不可となります（Q6参照）。

2021年9月2日

Q6 職域接種をした場合も、対象となりますか。 掲載日

A6

職域接種については、原則、 接種実績として算入することはできません。
ただし、次の場合は、医療機関の個別接種の実績に上乗せして本支援を受けることが可能です。
①中小企業等が実施する職域接種における接種対象者が、中小企業等が接種を委託した外部の医療機
関に出向いて職域接種を受ける場合
②大学等が実施する職域接種における接種対象者が、大学の附属病院に出向いて職域接種を受ける場
合及び大学の附属病院が当該大学内で実施する場合

2021年9月2日

Q7
１週間の接種実績が 150回以上の週が4週、 100回以上の週が４週あった場合、 150回以上の週は１回
当たり 3,000円、 100回以上の週は１回当たり 2,000円として、支給していただけるのでしょうか。

掲載日

A7

お見込みのとおりです。なお、同一の週を週 100回以上及び週 150回以上として重複してカウントする
ことはできません。
例） 150回以上の週が4週、 100回以上の週が３週であった場合
○： 150回以上の週は１回当たり 3,000円、それ以外の週で１日 50回以上の接種を行った日は定額
100,000円、又は100回以上の週7週として（150回以上の週4週を100回以上として取り扱う）1回当たり
2,000円
×： 150回以上の週は１回当たり 3,000円、 100回以上の週は１回当たり 2,000円（← 100回以上の週
は３週であるため不可）

2021年9月2日

Q8
診療所 や病院 の責によらない 理由 により、規定の回数に届かなか った場合（例えば、ワクチン配送
の遅れ、 当日 キャンセルなど） は、対象とならないのでしょうか。

掲載日

A8 本事業は、接種実績により判断しますので、規定の回数に届かなかった場合は、対象となりません。 2021年9月2日

Q9
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム（診療所の開設届済）及び介護施設の敷地内にある診療所
（施設利用者の健康管理を目的として開設届済）が行った接種については、個別接種促進のための支
援策の対象となりますか。

掲載日

A9
介護施設の入所者・通所者・従事者に対する接種実績を含め、個別接種促進のための支援策の対象と
なります（令和４年２月10日付け全国自治体向け速報Q&Aにおいて厚生労働省の見解が変更されたこ
とに伴う回答の修正となります。）。

2022年2月10日



Q10
個別接種促進のための支援を受けるに当たって必要な取組として、10 月以降の取組に「時間外、夜間
または休日にかかる接種体制を用意していること」とありますが、時間外、夜間及び休日の定義を教
えてください。

掲載日

A10

以下の記載のとおりとなり、いずれか一つに該当すれば要件を満たします。
 時間外：当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
 夜 間：18 時以降（医療機関の診療時間に関わらない）
 休 日：日曜日及び国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日。なお、１月２日及び３日並び
    に12 月29 日、30 日及び31 日は、休日として取り扱います。加えて、土曜日も休日として
    取り扱います。（医療機関の診療日に関わらない。）
 ※接種費用の時間外・休日の接種に対する加算（時間外＋730 円、休日＋2,130 円）とは要件が
  異なりますのでご注意ください。
 例）通常の診療日が土曜日の午前中を含む場合
   個別接種協力金 → 〇  時間外・休日加算 → ×

2022年10月5日

Q11
上記の定義は、接種費用の時間外・休日の接種に対する加算（時間外＋730 円、休日＋2,130 円）にお
いても同様ですか。

掲載日

A11

接種費用の時間外・休日の接種に対する加算の考え方とは異なります。
例）土曜日に診療時間を設けている医療機関が診療時間内に接種を行った場合
  本支援における休日（土曜日）に接種体制を用意しているため、本支援の要件は満たすが、接種
費用の請求においては、従前どおり、土曜日は休日ではなく、また、診療時間内の接種であることか
ら、時間外加算、休日加算の請求は出来ない。

2022年10月5日

Q12
「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること」には、時間外、夜間について、当
初に予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に時間外・夜間の時間帯に接種することとなった場合は
該当しますか。

掲載日

A12
上記の場合は、該当しません。予約受付などの段階において当該時間帯に受け入れているなど、当初
から接種可能な体制を取っている必要があります。

2022年10月5日

Q13
「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」について、「接種体制を用意」には、時間外、
夜間または休日において、自身の診療所で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等
へ医療従事者を派遣した場合も｢接種体制を用意｣したこととみなしてよいですか。

掲載日

A13

医療機関が自治体の集団接種会場等に時間外、夜間または休日に医療従事者を派遣した場合もみなし
ます。
また、週に100 回（150 回）以上行った場合の支援、１日50 回以上行った場合の支援の両方で同じ取
扱いです。

2022年10月5日

Q14
「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」について、「接種体制を用意」には、時間外、
夜間に接種可能な接種体制を用意した上で、結果的に時間外や夜間の時間帯において接種がなかった
場合も｢接種体制を用意｣したこととみなしてよいですか。

掲載日

A14 当該時間帯以外での接種により要件となる接種数を満たしていた場合には支援の対象となります。 2022年10月5日

Q15
時間外・夜間または休日の接種への取組の要件を満たすものであって、自治体の集団接種会場等での
接種を自身の医療機関の接種回数に計上してもよいですか。

掲載日

A15 自治体の集団接種会場等での接種を自身の医療機関の接種回数に計上することはできません。 2022年10月5日

Q16
個別接種促進のための支援を受けるに当たり、時間外、夜間または休日にかかる接種体制は、いつ、
また、どの程度の日数で実施する必要がありますか。

掲載日

A16

週100 回（150 回）以上の接種行った場合の支援については、当該回数の接種を行った週のうち、少
なくとも１日において、時間外、夜間または休日のいずれかの時間帯で接種体制を用意していたこと
が要件となります。
また、50 回以上／日の接種を行った場合に10 万円交付する支援については、50 回以上の接種を行っ
たその日において、時間外、夜間または休日のいずれかの時間帯で接種体制を用意していたことが要
件となります。

2022年10月5日



Q17
週に100 回（150 回）、１日50 回の接種数は、時間外、夜間または休日に行った接種のみを計上する
のですか。

掲載日

A17
支援の要件となる接種数には、時間外、夜間に行った接種以外の接種（日中の診療時間内に行った接
種等）を計上してください。

2022年10月5日

Q18
「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること」について、確認書類の提出は必要
ですか。

掲載日

A18

現時点では、実績報告書において記載内容を証明していただくことで確認書類の提出を不要としていま
す。
ただし、当該個別接種協力金は国費を活用した支援制度となりますので、後日、「時間外、夜間また
は休日にかかる接種体制を用意していた」ことの事実確認を求められる可能性があります。そのた
め、確認書類（予約受付簿や予診票等）は大切に保管してください。

2022年10月5日

Q19 病院が50 回以上／日の接種を行った場合に10 万円交付する支援について、3月末まで継続しますか。 掲載日

A19 11 月末で支援を終了します。 2022年10月5日



4.接種体制の強化

Q1
病院が特別な接種体制を確保した 場合とは、具体的にどういった体制を組んだ場合、対象となります
か。

掲載日

A1

例えば、次のような体制を確保した場合、本事業の対象となります。
①担当部署に他部署から応援を呼んだ場合
②新たに人員を雇用した場合 専らコロナワクチン接種業務に従事する場合
③コロナワクチン外来等専門部門を新たに開設した場合
④診療時間を通常時より延長した場合（職員の増員は考慮しない）
コロナワクチン接種のために、平時と異なって専従の体制をとっている場合が対象となります。

例）通常，医師１名，看護師２名で接種していたところ，50回／日以上を達成するため，医師２名，看
護師４名の特別な体制を確保した場合
 ⇒ 医師２名、看護師４名ともにコロナワクチン接種のために専従して接種を行う特別な体制を
   取っている場合は、6名全員が対象となります。

2021年9月2日

Q2 医師、看護師等とありますが、「等」には  事務職員も含まれますか。 掲載日
A2 接種業務に専従していれば、事務職員も含みます。 2021年9月2日
Q3 特別な接種体制の確保に当たっては、 準備や後始末の時間は含めてもよいのでしょうか。 掲載日

A3
ワクチン接種に従事、専念している時間内で、準備や後始末を行った者の実働時間については対象とな
ります。

2021年9月2日

Q4 職域接種をした場合も、対象となりますか。 掲載日

A4

職域接種については、原則、 接種実績として算入することはできません。
ただし、次の場合は、医療機関の個別接種の実績に上乗せして本支援を受けることが可能です。
①中小企業等が実施する職域接種における接種対象者が、中小企業等が接種を委託した外部の医療機関
に出向いて職域接種を受ける場合
②大学等が実施する職域接種における接種対象者が、大学の附属病院に出向いて職域接種を受ける場合
及び大学の附属病院が当該大学内で実施する場合

2021年9月2日

Q5
実績報告書（様式２）の「（特別体制）医師の延べ時間」について、医師の時間が 2.5時間だった場
合、入力する数値は切り上げて「３」、切り捨てて「２」、あるいは「 2.5」のいずれでしょうか。

掲載日

A5
「（特別体制）医師の延べ時間」については、日曜から土曜を足しあげた週計の段階で１時間未満
（分）切り捨てです。

2021年9月2日

Q6
50回以上の接種を行った週に属する日で、 50回未満の接種を行った日に接種に当たった医師等の勤務
時間については、支援の対象となりますか。

掲載日

A6
50回以上 /日の接種を週１日以上達成する週が、７月末までに４週間以上ある場合の条件を達成した週
に属する 50回以上 /日の接種を行った日の勤務時間のみが対象となります。

2021年9月2日

Q7
１時間当たりの考え方は、休憩時間を除いた労働時間でしょうか。それとも休憩時間も含めた拘束時間
でしょうか。

掲載日

A7 休憩時間は含めません。 2021年9月2日
Q8 特別な接種体制の確保に当たっては、予約受付をした時間も含めて良いのでしょうか。 掲載日
A8 予約受付に従事した時間については対象となりません。 2022年2月9日

Q9
病院が特別な体制を確保し、50 回以上／日の接種を週１日以上、４週間以上行った場合の支援につい
ても11 月で終了しますか。

掲載日

A9 特別な体制を整備して接種を行った場合の支援については、12 月以降も実施します。 2022年10月5日

Q10
病院が特別な接種体制を確保し、50 回以上／日の接種を週１日以上、４週間以上行った場合の支援に
ついては、時間外、夜間または休日にかかる接種体制の要件は求められますか。

掲載日

A10
令和４年10 月以降においても、令和４年９月までの要件同様、時間外、夜間または休日にかかる接種
体制を用意していなくても支援の対象となります。

2022年10月5日



5.その他

Q1 交付請求書に押印は必要ですか。 掲載日
A1 不要です。 2022年9月2日
Q2 実績報告書及び病院が確保した特別な接種体制証明書に押印は必要ですか。 掲載日

A2
請求内容が事実と相違ないことを証明いただくため、当県では押印を必要としております。 大変お手数
をおかけしますが、 法人の場合は法人代表者印、法人でない場合は医療機関の長の印を押印の上、提出
をお願いいたします。

2022年9月2日

Q3 交付請求金額が「0」の場合であっても実績報告書等の提出は必要ですか。 掲載日
A3 提出は不要です。 2022年10月5日

Q4
接種回数確認書類として、①協力金の交付要件に該当する日の予診票の写しと②協力金の交付要件に該当
する日が含まれる月の請求総括書の写しがありますが、どちらか一方しか提出できませんか。

掲載日

A4

両方提出できます。（例：算定期間が令和４年 10 月２日（日）から令和４年 12 月３日（土）までの場
合、10 月２日（日）から１１月３０日（水）までの接種回数確認書類として②を、令和４年 12 月１日
（木）、２日（金）及び３日（土）の接種回数確認書類として①を提出できます。なお、令和４年 12 月
１日（木）、２日（金）及び３日（土）において、接種した実績がなければ①の提出は不要です。

2022年10月5日


