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 1 はじめに 

 

1.1 Web申請受付システム 概要 

Web申請受付システムは、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に係る 

・ 感染拡大防止等支援事業の補助金（以下「感染拡大防止等支援事業」という） 

・ 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金（以下「慰労金」という） 

を、インターネットから申請するシステムです。 

本マニュアルは、慰労金申請の操作について記載します。 

 

1.2 Web申請受付システム 利用者 

Web申請受付システムの利用者は下記表のとおりです。 

 

項番 利用者 備考 

1 申請者 
新型コロナウイルス感染症対応を行う機関（医療機関）です。慰労金の申

請書を作成し、本システムへ申請します。 

2 国保中央会 Web 申請受付システムで受付けた申請書を取りまとめる利用者です。 

 

なお、慰労金の申請は原則として、各都道府県の国保連の①「オンライン請求システム」

（医療機関等が毎月の診療報酬請求事務で使用しているシステム）により申請してくださ

い。 

「オンライン請求システム」未導入の医療機関等は、本事業専用の②｢WEB 申請受付シス

テム｣により申請してください。 

なお、インターネット環境に対応していない医療機関等は、③「電子媒体(CD-Ｒ等)」に

より国保連に郵送することも可能です（電子媒体による提出も困難な場合は、④「紙媒体」

を国保連に郵送）。 
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1.3 Web申請受付システム 申請フロー 

Web申請受付システムの申請フローは以下のとおりです。 
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1.4 Web申請受付システム 申請期間 

Web申請受付システムの申請期間は以下のとおりです。 

 

毎月 15 日～末日（土日祝含む） 08：00 ～ 21：00 

 

 

申請は毎月末日に締切となり、締切後は送信済の申請書は削除できません。 

12月の申請期間は令和 2年 12月 15日（火）から令和 2年 12月 28日（月）までです。 
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 ２ 申請者登録 

 

2.1 申請者仮登録 

申請者仮登録は、Web申請受付システム本登録 URLを発行するための手順です。 

なお、「2.1 申請者仮登録」「2.2 申請者本登録」及び「3.1ログイン」の手順は、感染

拡大防止等支援事業申請と慰労金申請で共通の手順です。 

 

■ 前提条件 

・ 「no-reply@kokuho.or.jp」から送付されるメールが受信可能となっていること 

 

Web申請受付システムからのメールは「no-reply@kokuho.or.jp」から自動送信されます。 

以下のような設定をされている場合は、当システムからのメールが受信できない場合がありま

す。 

あらかじめ、メール設定のご確認をお願いします。 

 ＜メールが受信できない場合＞ 

 ・「no-reply@kokuho.or.jp」のアドレス指定受信またはドメイン指定受信の設定をしていな

い 

 ・URL付きメール規制の設定がされている 

 ・パソコンからのメール規制の設定がされている 

 ・なりすまし規制の設定がされている 

 

※設定方法についてご不明な点は、お使いのメールアドレス提供元までご相談ください。 
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■ 画面の操作説明 

 

1. Web 申請受付システム（仮

登録）画面の URL にアクセ

スします。 

 
申請者仮登録画面の URL は、国保

連合会のホームページ等でご確認

ください。 
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2. Web 申請受付システム（仮

登録）画面に必要事項を入力

後、「送信」ボタンを押下し

ます。 

 
申請書提出先都道府県と医療機関

等コードの先頭2桁を一致させてく

ださい。医療機関等コードを有さな

い施設等は「9999999999」を入力

してください。 

 

 
入力エラーが表示された場合は、画

面の指示に従い修正してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 仮登録内容確認画面が表示

されますので、内容に誤りが

ないか確認し、「送信」ボタ

ンを押下してください。 

 

 
確認画面で 5 分間操作が無い場合、

ページの有効期限切れとなります

のでご注意ください。 

 

 
メールアドレスに誤りがある場合

は「戻る」ボタンを押下し、再度必

要事項を入力してください。 
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4. 仮登録完了画面が表示され

ることを確認します。 

5. 入力したメールアドレスで

仮登録受付のお知らせメー

ルを受信したことを確認し

ます。 

 
メールが受信できていない場合は、

「2.1 申請者仮登録」の「注意」に

記載の内容を確認してください。 

 

6. ブラウザの「閉じる」ボタン

を押下しページを閉じます。 

 

 

仮登録受付のお知らせメールに記載されている本登録用 URLの有効期限は、メール送信日時よ

り 30分以内です。 

有効期限内に URLへアクセスできない場合、システムが利用できませんのでご注意ください。 

「2.2 申請者本登録」を参照のうえ、必ず期限内に URLへアクセスし、本登録を完了してくだ

さい。 
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2.2 申請者本登録 

申請者本登録は、申請者の情報を Web申請受付システムへ登録する手順です。 

 

■ 前提条件 

・ 仮登録受付のお知らせメールを受信済みであること 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. 仮登録受付のお知らせメー

ルに記載されている、＜本登

録用 URL＞をインターネッ

トブラウザで開きます。 
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2. Web 申請受付システム（本

登録）画面に必要事項を入力

し、「送信」ボタンを押下し

ます。 

 
申請書提出先都道府県と医療機関

等コードの先頭2桁を一致させてく

ださい。医療機関等コードを有さな

い施設等は「9999999999」を入力

してください。 

 

 
入力エラーが表示された場合は、画

面の指示に従い修正してください。 

 

 

3. 本登録内容確認画面が表示

されますので、内容に誤りが

ないか確認し、「送信」ボタ

ンを押下してください。 

 
確認画面で 5 分間操作が無い場合、

ページの有効期限切れとなります

のでご注意ください。 

 

 
メールアドレスに誤りがある場

合は「戻る」ボタンを押下し、再

度必要事項を入力してください。 

 

4. 本登録完了画面が表示され

ることを確認します。 

5. 入力したメールアドレスで

本登録完了のお知らせメー

ルを受信したことを確認し

ます。 
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メールが受信できていない場合は、

「2.1 申請者仮登録」の「注意」に

記載の内容を確認してください。 

 

6. ブラウザの「閉じる」ボタン

を押下しページを閉じます。 
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 ３ ログイン 

3.1 ログイン 

Web申請受付システムへのログイン手順を記述します。 

 

■ 前提条件 

・ 申請者本登録メールを受信済みであること 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. 申請者本登録完了メールに

記載されている、Web 申請

受付システムへのログイン

画面の URLをインターネッ

トブラウザで開きます。 
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2. ログイン画面にて、登録した

メールアドレス及びパスワ

ードを入力し、「送信」ボタ

ンを押下します。 

 
パスワードを失念した場合は、「5.2

パスワード再登録」を参照してくだ

さい。 

 

 

3. Web 申請受付システムのメ

インメニュー画面が表示さ

れることを確認します。 
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 ４ 慰労金申請・確認・削除 

4.1 慰労金申請 

Web申請受付システムを使用した慰労金の申請手順を記述します。 

 

■ 前提条件 

・ Web申請受付システムにログイン済みであること 

 

 

必ず、申請書（エクセルファイル）の「提出用ファイル出力」ボタンを押下いただき、 

出力された提出用ファイルを、ファイル名を変更することなく申請いただくようお願いします。 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. メインメニュー画面の「慰労

金申請」ボタンを押下しま

す。 
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2. 慰労金申請画面にて「参照」

ボタンを押下します。 

 
お使いのインターネットブラウザ

の種類によって、ボタンのレイアウ

トや表記が多少異なる場合があり

ます。 

例） 

IE の場合：「参照」ボタン 

Chrome の場合：「ファイルを選択」

ボタン 

 
 

 

3. 対象の申請書ファイルを選

択し「開く」を押下します。 

 

 

4. 選択した申請書のファイル

名が表示されていることを

確認します。 

5. 個人情報取得の取扱いにつ

いて確認し、問題なければ個

人情報取扱同意にチェック

を入力し、「申請」ボタンを

押下します。 

 
ファイルサイズが 5MB を超える申

請書（エクセルファイル）は申請で

きません。 

 

 
入力エラーが表示された場合は、画

面の指示に従い修正してください。 
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6. 慰労金申請内容確認画面に

表示された内容を確認し、問

題なければ「申請」ボタンを

押下します。 

 
確認画面で 5 分間操作が無い場合、

ページの有効期限切れとなります

のでご注意ください。 

 

 
不備がある場合は、「戻る」ボタン

を押下し再度申請ファイルを選択

してください。 

 

 

7. 慰労金申請完了画面が表示

されることを確認します。 

8. 慰労金申請完了メールを受

信したことを確認します。 

 
メールが受信できていない場合は、

「2.1 申請者仮登録」の「注意」に

記載の内容を確認してください。 

 

4.2 慰労金申請履歴確認 

Web申請受付システムで送信した慰労金申請書の確認手順を記述します。 

 

■ 前提条件 

・ Web申請受付システムにログイン済みであること 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. メインメニュー画面の「慰労

金申請履歴確認」ボタンを押

下し、慰労金申請履歴画面が

表示されることを確認しま

す。 
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2. 内容を確認したい申請書の

ファイル名を押下すると、

Web 申請受付システムに登

録されているファイルをダ

ウンロードできます。(図中

①) 

 
申請書を修正したい場合、「4.3 慰

労金申請削除」を参照し不備のある

申請書を削除のうえ、改めて「4.1

慰労金申請」を参照し申請書をアッ

プロードしてください。 

 

3. 1 画面あたりの表示件数を変

更したい場合はドロップダ

ウンリストから表示件数を

選択し「表示」ボタンを押下

してください。(図中②) 

4. 表示が複数ページに跨る場

合は画面右下のリンクから 

ページを移動することがで

きます。(図中③) 

 

 

≪慰労金申請履歴一覧の項目説明≫ 

●チェックボックス 

 対象ファイルを削除する場合に選択します。 

●申請番号 

 申請書に付与される固有の番号です。 

●慰労金申請ファイル 

 送信した申請書のファイル名を表示します。ファイル名のリンクを押下することで、申請したフ

ァイルをダウンロードすることができます。 

●申請日時 

 申請書を送信した日時を表示します。 
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4.3 慰労金申請削除 

Web申請受付システムで送信した慰労金申請書の削除手順を記述します。 

 

 

・Web 申請受付システムにおいて慰労金申請は毎月末日に締切となり、締切後は送信済の申請

書は削除できません。 

・送信済みの申請書を変更する場合は、必ず同月内に慰労金申請履歴確認画面から不要な申請

書を削除し、慰労金申請画面から変更後の申請書を送信してください。 

・申請書の申請及び変更が可能な期間については、「1.4 Web申請受付システム 申請期間」を

参照ください。 

 

■ 前提条件 

・ Web申請受付システムにログイン済みであること 

・ 削除する申請書が同月に申請したファイルであること 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. メインメニュー画面の「慰労

金申請履歴確認」ボタンを押

下し、慰労金申請履歴画面を

表示します。 
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2. 削除対象としたい申請書の

チェックボックスを選択し、

「削除」ボタンを押下しま

す。 

 
チェックボックスは複数選択可能

です。 

ただし、申請履歴一覧画面が 1 画面

に収まらない場合は、複数画面に跨

って削除対象ファイルを選択する

ことはできません。 

画面右上のプルダウンから表示件

数を変更するか、1 画面内に表示さ

れている範囲ごとに削除を実行し

てください。 

 

 

3. 確認ダイアログが表示され

るので、問題なければ「OK」

を押下します。 

 
お使いのインターネットブラウザ

の種類によって、ボタンのレイアウ

トや表記が多少異なる場合があり

ます。 

 
選択したファイルが誤っている場

合は、「キャンセル」ボタンを押下

し、申請金申請履歴画面から再度削

除対象ファイルを選択してくださ

い。 

 

 

4. 慰労金申請履歴確認画面に

て、選択したファイルが一覧

から削除されていることを

確認します。 
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 ５ 申請者情報修正・パスワード

再登録 

5.1 申請者情報修正  

Web申請受付システムに登録した申請者の情報を修正する手順を記述します。 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. メインメニュー画面の「申請

者情報修正」ボタンを押下

し、申請者情報修正画面を表

示します。 

 
 

 

2. 修正項目（申請書提出先都道

府県、医療機関等コード、施

設名称、パスワード）を入力

し、「修正」ボタンを押下し

ます。 

 
入力エラーが表示された場合は、画

面の指示に従い修正してください。 
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3. 申請者情報修正内容確認画

面が表示されることを確認

し、修正内容に問題なければ

「修正」ボタンを押下しま

す。 

 
確認画面で 5 分間操作が無い場合、

ページの有効期限切れとなります

のでご注意ください。 

 

 
不備がある場合は、「戻る」ボタン

を押下し再度入力してください。 

 
 

 

4. 申請者情報修正完了画面が

表示されます。 
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5.2 パスワード再登録 

Web申請受付システムに登録したパスワードを失念した場合のパスワード再登録手順を記

述します。 

 

■ 前提条件 

・ 申請者本登録が完了していること 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. ログイン画面の「パスワード

をお忘れの方はこちら」のリ

ンクを押下します。 

 
 
 

 

 

2. パスワード再登録依頼画面

にて、メールアドレスを入力

し、「送信」ボタンを押下し

ます。 

 
入力エラーが表示された場合は、画

面の指示に従い修正してください。 

 

 

3. パスワード再登録依頼確認

画面に表示されている内容

に誤りが無いか確認し、「送

信」ボタンを押下します。 

 
メールアドレスに誤りがある場合

は「戻る」ボタンを押下し、再度必

要事項を入力してください。 
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4. パスワード再登録依頼完了

画面が表示されることを確

認します。 

5. 入力したメールアドレスで

パスワード再発行メールを

受信したことを確認します。 

 
メールが受信できていない場合は、

「2.1 申請者仮登録」の「注意」に

記載の内容を確認してください。 

 

 
メールに記載されるパスワード変

更用 URL の有効期限は、メール送

信日時より 30 分以内です。 

 

 

6. 受信したパスワード再発行

メールに記載されている

URL をインターネットブラ

ウザで開きます。 

7. 新しいパスワードを入力し

「送信」ボタンを押下しま

す。 

 
入力エラーが表示された場合は、画

面の指示に従い修正してください。 

 
 

 

8. パスワード再登録完了画面

が表示されることを確認し

ます。 
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 ６ ログアウト 

6.1 ログアウト 

Web申請受付システムのログアウト手順を記述します。 

 

■ 前提条件 

・ Web申請受付システムにログインしていること 

 

■ 画面の操作説明 

 

1. 「ログアウト」ボタンを押下

します。 

 
 
 

 

2. Web 申請受付システムから

ログアウトされ、ログイン画

面が表示されることを確認

します。 
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 7 問合せ窓口 

 

7.1 問合せ窓口 

Web申請受付システムの問合わせ窓口の電話番号及び受付時間は以下のとおりです。 

 

■ 電話番号 

Web申請受付システム ヘルプデスク 

0120-112-166 

 

■ 問合せ受付時間 

 

項番 期間 時間 

1 令和 2 年 07 月 25 日～令和 2 年 07 月 31 日（土日祝含む） 
08:00～21:00 

2 令和 2 年 08 月 17 日～令和 2 年 08 月 31 日（土日祝除く） 

3 令和 2 年 09 月 15 日～令和 2 年 09 月 30 日（土日祝除く） 

08:00～17:00 

4 令和 2 年 10 月 15 日～令和 2 年 10 月 30 日（土日祝除く） 

5 令和 2 年 11 月 16 日～令和 2 年 11 月 30 日（土日祝除く） 

6 令和 2 年 12 月 15 日～令和 2 年 12 月 28 日（土日祝除く） 

7 令和 3 年 01 月 15 日～令和 3 年 01 月 29 日（土日祝除く） 

8 令和 3 年 02 月 15 日～令和 3 年 02 月 26 日（土日祝除く） 

 

7.2 制度や申請書の作成方法等に関する問合せ窓口 

制度や申請書の作成方法等に関する問合わせ窓口の電話番号及び受付時間は以下のとお

りです。 

 

■ 電話番号 

新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター 

0120-786-577 

 

■ 問合せ受付時間 

平日 09:00～18:00 
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7.3 各都道府県の申請方法等に関する問合せ窓口 

各都道府県の申請方法等に関する問合わせ窓口は、都道府県ごとに異なります。 

各都道府県の HP等を参照のうえ、衛生担当部局に該当する窓口へお問合せください。 

 

■ 各都道府県の HPリンク 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12456.html 

（厚生労働省 HP） 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12456.html
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 ８ よくある問合せ 

 

8.1 よくある問合せ  

Web申請受付システムのよくある問合せと回答を記載します。記載されている内容を確認

しても解決しない場合、「7 問合せ窓口」を参照し、該当する窓口へお問合せください。 

 

項

番 
質問 回答 

1 
医療機関等コード 10 桁が分

からない。 

コードの構成は左から以下のとおりです。 

 1～2 桁目：都道府県番号（2 桁） 

 3 桁目：点数表番号（1 桁）（※） 

  （※）点数表番号は以下のとおり。 

   助産所：0 

   医科：1 

   歯科：3 

   薬局：4 

   訪問看護：6 

 4～10 桁目：医療機関等番号（7 桁） 

 

（例）北海道の薬局で医療機関等番号が 0000001 の場合： 

   0140000001 
 

2 

Web申請受付システムから提

出する申請書ファイルサイズ

に制限はあるか。 

5MB を超える申請書（エクセルファイル）は Web 申請受付シス

テムから提出できません。 

 

3 完了メールが届かない。 

「2.1 申請者仮登録」の「注意」に記載の内容に該当している可

能性があります。 

 

まずは、お使いのメールアドレスの「迷惑メール」フォルダ等に、

本登録完了メールが仕分けされていないかをご確認ください。 

 

Gmail をお使いの場合は加えて、「プロモーション」フォルダ等、

あらかじめ用意されている別フォルダに仕分けされていないか

ご確認ください。 

4 

本登録が完了したが、完了時

に届くメールを消してしまっ

た。再度メールを送ってもら

うことはできるか。 

システムからの自動送信メールのため、再送信はできません。 

 

他のメールアドレスを使用し、Web 申請受付システム（仮登録）

画面から申請者情報を再度ご登録の上、ご利用ください。 

 

5 
施設名称が 20 桁以上あるた

め登録できない。 

20 桁以下の略称の登録で問題ありません。 

Web 申請受付システムの施設名称はメインメニューの画面上に

表示するためにのみ使用しており、申請書のアップロード自体に

は影響しません。 
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項

番 
質問 回答 

6 

系列店舗等の申請分を代表店

舗が申請したい。1 つのメー

ルアドレスから別の機関分を

申請することは可能か。 

1 つの医療機関ユーザから別機関の申請書を申請することはで

きません。 

お手数ですが、医療機関ごとに異なるメールアドレスで Web 申

請受付システムの仮登録・本登録を実施し、申請書をアップロー

ドしてください。 

7 
誤った申請書を提出してしま

った。 

＜当月に提出した申請書の場合＞ 

申請期間内であれば修正が可能です。 

申請期間内に、「4.3 慰労金申請削除」の手順を参照し誤った申

請書を削除のうえ、「4.1 慰労金申請」の手順を参照し修正後の

申請書を提出してください。 

 

＜前月以前の申請書の場合＞ 

「7.3 各都道府県の申請方法等に関する問合せ窓口」を参照し、

医療機関等が所在する都道府県の窓口へお問い合わせください。 

 

8 

提出した申請書が「慰労金申

請履歴確認」画面に表示され

ない。 

当月の申請内容しか表示されません。 

そのため、前月までの申請内容は画面に表示されません。 

 

9 

仮登録受付のお知らせメール

に記載されている本登録用

URL の有効期限が切れてしま

った。 

本登録用URLに有効期限である30分以内にアクセスいただけな

い場合、今後同じメールアドレスでは登録が出来ません。 

お手数をおかけしますが、 

他のメールアドレスを使用し、Web 申請受付システム（仮登録）

画面から申請者情報を再度ご登録の上、ご利用ください。 

仮登録受付のお知らせメール受領後、30 分以内にメールを開封

し、本登録を完了してください。 

10 

慰労金申請画面にて、画面上

部に「入力内容に不備があり

ます。エラーが発生した項目

を修正し、申請しなおしてく

ださい。」と表示された。 

申請書（エクセルファイル）の「提出用ファイル出力」ボタンを

押下して作成された提出用ファイルではない可能性があります。 

 

必ず、申請書（エクセルファイル）の「提出用ファイル出力」ボ

タンを押下いただき、出力された提出用ファイルを、ファイル名

を変更することなく申請いただくようお願いします。 

11 

本登録完了後、ログインしよ

うとすると「3060 ログイン

認証に失敗しました。」と表示

される。 

メールアドレスの形式が合っていない、またはメールアドレスと

パスワードの組み合わせが合っていない場合に発生するエラー

です。 

メールアドレス及びパスワードが正しく入力されているかご確

認をお願いします。 

12 
申請書が正常に送信されたか

確認したい。 

慰労金申請履歴確認画面に対象のファイルが存在すれば、正常に

送信されております。 

 

詳細な手順は「4.2 慰労金申請履歴確認」を参照ください。 
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