
ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査 

検査実施事業者向け ＱＡ （薬局向け）                 R4.6.28 
 

【制度・検査体制】 

番号 質問 回答 

1-1 

ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査制度とは何

か。 
ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査は、感染拡大を防止しながら、日常生活や 

社会経済活動を維持できるよう、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を活用し感染リスクを 

低減させ、将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下において、飲食やイベント、 

人の移動の各分野における行動制限の緩和を可能とするものです。 

なお、現在、ワクチン・検査パッケージ制度は、原則として、当面適用しないこととし、対 

象者全員検査を実施した場合に行動制限を緩和することが基本とされています。 

 

※現在、政府にてワクチン検査パッケージに代わる新たな制度を検討中ですので、今後、上 

記内容が変更となる可能性があります。 

1-2 

制度利用者に該当する人なのか、そうでないかの見極

めは。 

単に感染不安で検査を希望する者が、無料検査を利用

すると申告した場合は検査を受け付けてよいか。 

虚偽申告の際、罰則規定はあるのか。 

検査希望者は申込書に検査の理由を記入のうえ、虚偽のないよう宣誓を行いますので、検査

実施事業者は申出に応じて対応願います。無料検査の対象者に該当するかどうかについて

は、検査受検の目的を証明する書類（チケットや予約票、切符などの概要や日付が分かるも

の）等の提示、又は申立書の提出によりご確認ください。 

また、本人確認（なりすましの防止）については、運転免許証やマイナンバーカードの公的

証明書、健康保険証、学生証などで本人確認を行っていただきます。 

なお、虚偽申告が判明した場合には、受検者へ検査費用の負担を求めることがあります。 

1-3 

そもそも検査結果を知らせることは、診療の一環とみ

なされて医師法に抵触しないか。また、抗原定性検査

は無症状者へは推奨されないはずであるが。 

国は、本事業における検査は、確定診断に用いるための医療行為とは異なるものと判断して

います。したがって結果については、感染の有無についての診断の結果としてではなく、検

査の結果として「結果通知書」として有効期限があるものとして交付されます。 

また、無症状者に対する抗原定性検査は、無症状者のうちウイルス量が多いものを発見する

ことにより、場の感染リスクを下げうるものとして、実証実験などを踏まえて実施可能とし

ているところです。 

1-4 検査が有料か無料かはどうすれば知り得るか。 申込書裏面のフロー図や説明会配布資料などを参考に判断願います。 

1-5 

薬局許可エリアで実施する必要があるか。手狭である

ので、隣接する店舗や施設（別のテナント）で実施す

ることは可能か。 

薬局許可エリアに限定されるものではありませんが、換気などの感染防護措置がとれ、かつ、

衛生的な場所での検体採取及び検査をお願いします。店舗外の駐車場などで実施いただくこ

とも可能です。 

なお、検査実施事業者としての登録申請時（実施計画提出時）には、検体採取場所の実施場

所を示す図面を添付願います。 

1-6 
令和４年９月からの検査代は検査希望者からの徴収

となるのか。 

現時点の国からの情報によると、令和４年９月からはワクチン検査パッケージ利用者の検査

は有料と聞いています。 



1-7 
施設内外に「ワクチン・検査パッケージの検査拠点」

と公告（PR）してよいか。 

問題ございません。地域の検査拠点として、登録時に配布予定の「のぼり」などを活用し、

制度周知も含めて検査希望者へのＰＲ、案内をお願いします。 

1-8 無料検査は何回でも実施可能か。毎日検査を受けるこ

とは可能か。また、１日に複数回受検してもよいのか

（受検回数の上限はあるのか）。 

回数に制限は設けませんが、申込書で無料検査の回数が１か月に３回以上の受検希望者に

は、受検の目的等を改めてご確認をお願いします。正当な理由でないと認められる場合は、

県へご相談ください。なお、検査の有効期限を踏まえ、１日に複数回の受検は想定しており

ません。 

1-9 

休日や夜間（営業時間外）も対応しなければならない

のか（検査受付が可能な時間は自由に設定してよいの

か）。 

既存の営業時間の範囲内でご対応いただければ結構です。また、検査受付時間については、

検査機関による検体回収の時間や、PCR 検査等の検査結果の有効期限（検体採取日より３日

間以内）なども考慮し設定願います。 

1-10 

検査受付は予約制にしてよいのか。 原則、予約不要でのご対応をお願いしてきたところではございますが、受検希望者が殺到し

てしまうことを避けたり、検査キャパシティに限りがあるなどの理由により、事前予約制を

採用いただくことも差し支えございません。 

1-11 

１日あたりの受付回数を設定してよいのか。また、回

数が上限に達した場合は、検査を断るようなケースが

発生してもよいのか。 

受付回数を設定していただくことは可能ですが、その旨を対外的に周知していただき、受検

希望者とトラブルになることがないようにご配慮願います。 

1-12 

抗原検査キットを用いた検査の場合、検体採取後から

検査結果が判明するまでの間、その場の立会いが必要

なのか。 

検査結果が判明するまでの間、検査キットを適切に管理できるのであれば、立会いは不要で

す（一例として、検査キットを受検者の手が届かないところに置くなどの処置が想定されま

す）。 

1-13 

風邪症状（咳、鼻水、発熱）を呈し、コロナ感染が疑

われる場合は検査をお断りし、医療機関への受診勧奨

でよいか。その内容を薬局内や薬局外に掲示してもよ

いか。 

貴見のとおりで、掲示することで事前のトラブルも防げるかと思います。県としても、症状

がある方は、医療機関を受診するよう周知していきます。 

1-14 

なりすましや陰性結果通知の偽造などが原因でクラ

スターが発生した場合、虚偽の申請をした本人以外に

も薬局や立会者も責任問題の対象になりますか。 

検査申込受付時に、申込書の書式に沿って必要な確認（記載頂いている本人確認等）を実施

して頂ければ、薬局等に責任が及ぶことはないと考えております。 

1-15 
厚労省の研修受講修了者には修了証のようなものは

発行されるのでしょうか。 

修了証の発行はございません。 

どの職員が受講済かは薬局内で適時リスト等を作成して管理してください。 

1-16 

近隣の医療機関では以前からPCR検査と抗原検査を実

施しており、どちらも 1時間かからずに結果が判明し

ている。薬局でも実施する場合の住み分け等はどう解

釈したらよいか。 

医療機関が行う PCR 検査等は、医師の診療に基づき、陽性や陰性を確認する「診断」となり

ます。一方で、ワクチン・検査パッケージ制度等の活用を目的とした検査は、診断ではなく、

本制度内でのみ有効な結果通知書を発行するための検査となります。 

受検者の「検査を受ける目的」が異なります。 

1-17 

検査管理者等は薬剤師でなくてもいいということで

あるが、基本的に「講習会参加」「認定」を受けた者が

いれば、この制度に対応できると理解して良いか。 

貴見のとおりです。検査の実施にあたっては、受講していただいた方が「検査立会者」とな

ることができ、さらに、検査立会者の中から「検査管理者」１名を選定していただき検査全

体を管理していただきます。 

 

 



【検査対象】 

 質問 回答 

2-1 

無料検査を受けることができる対象者は。 令和４年４月１日以降、茨城県では「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進

事業」による無料検査を実施いただいているところですので、以下の方が対象となります。 

・ワクチン３回目未接種であって、飲食、イベント、旅行・帰省、仕事等の活動に 

際して検査が必要な者 

  ・ワクチン３回目接種済みであって、下記に該当する場合 

✓上記活動でワクチン３回目接種者を含めた全員検査が求められている場合 

✓高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を予定している場合（面会等） 

なお、濃厚接触者や、発熱等の症状が出ている者は検査対象外です。 

2-2 
福祉施設で働いている人は、毎日入所者と接触する

ので、ワクチン３回目接種済みの場合でも無料検査

の対象か。 

無料検査の対象となります。 
ただし、福祉施設から無料検査を受けに行くよう指示があった場合など、福利厚生の一環

として従業員に対して行うものは無料検査の対象外となります 

2-3 
検査の対象者は茨城県民に限定されるのか。 「ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等定着促進事業」にかかる無料検査は、前

述（2-1）の検査対象に該当する場合には、住所地を問わず県内外の方が対象となります。 

2-4 

イベントやパーティーの参加者全員に、検査で陰性を

確認してくるよう指示があった者は無料検査の対象

か。 

対象者全員検査の場合は、３回目接種済みの方も無料検査の対象となります。 

2-5 

同じ職場（学校）で陽性者が出たものの、濃厚接触者

には該当しないとのことだが、無料検査を受けること

はできるか。 

濃厚接触者の方ではなく、ワクチンの接種状況や検査の目的（活動）等が合致すれば、無料

検査を受けることは可能です。 

2-6 
感染拡大傾向時の一般検査（感染に不安を感じる住民

への無料検査）は実施していないのか。 

令和４年４月１日以降、茨城県では実施しておりません。 

なお、今後の感染状況によっては、感染拡大傾向時の一般検査を実施する場合もあります。 

2-7 

ワクチン・検査パッケージ制度等に係る検査では、12

歳未満が検査対象とのことだが、６歳未満でも検査の

対象となるのか（対象年齢に下限はないのか。） 

ワクチン・検査パッケージ制度では、未就学児（概ね６歳未満）は、親等が同伴する場合に

は、行動制限を緩和する上で検査は不要とされていますが、検査自体が否定されるものでは

ありません。 

鼻腔拭いとはいえ、他者が実施することで受検者に怪我をさせてしまうことも考えられるた

め、未就学児、高齢者や障がい者のご家族といえども無資格者が検体を採取することはでき

ません。 

本人が検査の方法を理解し、自己採取ができない場合は、医療機関の受診（医療従事者によ

る検体採取）を促すようお願いいたします。 

 

2-8 

未就学児や障がい者など、本人が検体採取や検査に必

要な手続きを行えない場合、親等が代わりに検体採取

等を行うことは可能か。 

2-9 

子供だけでなく、ご高齢の方は、自分で検体採取が難

しいことも考えられます。その場合、ご家族が採取し

てもよいのか、それとも病院受診を促した方がいいの

か。 

2-10 

帰省のために検査を行う場合、令和４年４月以降の定

着促進事業による無料検査の対象となるか。 

対象となる場合は、帰省の条件（他県であること等）

令和４年４月以降、茨城県では「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等促進事業」に

よる無料検査を実施しており、健康上の理由やワクチン接種回数にかかわらず、無料の対象

となります（＝帰省に係る検査も民間の自主的取組と位置づけられている）。 



は。さらに確認をどのように行うのか。 なお、県外への移動などの条件はなく、県内の帰省も対象となります。 
検査実施事業所において実施する検査目的の確認方法としては、チケットや予約票、切符な

どの概要や日付が分かるもの等の提示や、申立書の提出が必要となります。 

2-11 

高齢者宅に在宅訪問している薬剤師は、個人として検

査を受けたい場合は無料検査の対象となるか。 
 

高齢者と接する機会にはなりますが、感染防御措置を十分に取ることが可能な医療従事者が

職務（医療）にあたる場合の検査は、無料検査の対象外とさせていただきます。 
職務以外の活動に関しては、基本的な考え方を踏まえてご対応ください。 

2-12 

妊娠中の娘を訪問する場合は、高齢者や基礎疾患を有

する方と接する機会があると同じ考え方で無料検査

の対象としてよいか。 

重症化リスクの観点ではなく、活動に伴う全員検査と解釈することで検査が可能と考えま

す。すなわち、自発的な意向ではなく、訪問先（同居では不可）の娘からの検査の求めがあ

れば、検査対象となります。 

2-13 

入所系福祉施設への新規入所を予定している方が、入

所前に検査を受けるよう施設から求められた場合に

は、本事業の検査対象となるのか。 
 

検査対象とすることは可能です。入所前の検査を希望する方が来所された場合には、検査を

提供していただいて結構です。 
なお、本事業とは別の制度となりますが、県では、令和３年２月より、県内の入所系福祉施

設に新たに入所される方を対象として、ＰＣＲ検査を無料提供しております。入所前の検査

については、受入施設側のスケジュール等もありますので、事前に入所前検査のご相談があ

った場合には、県感染症対策課の予防・対策グループ（029-301-3219）までご誘導いただけ

ればと存じます。 
 
【検査方法】 

 質問 回答 

3-1 
ＰＣＲ検査と抗原検査キットを自由に選択できる

か。 
原則として抗原定性検査（抗原検査キット）となります。 
ただし、１０歳未満の方や、高齢者や基礎疾患を有する者等との接触（面会）を予定する

等の場合にはＰＣＲ検査も可能です。 

3-2 

ドライブスルーでの検査は可能か（受検者が車から降

りずに完結することは可能か）。可能な場合の留意点

は。 

ドライブスルーや店舗外の駐車場などでも可能です。ただし、検査キットに検体を滴下する

際など、車内であっても検体採取が適切に完了できるようにご注意ください。 

3-3 
抗原検査キットはどのメーカーでも使用可能なのか。 国から承認を受けている抗原検査キットであれば使用可能です。具体的には厚生労働省ホー

ムページ等を参照してください。 

3-4 

立会者はどの程度の感染防護を取れば良いか。 「新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針（第 4.1 版）」によると、「鼻腔ぬぐい液を自

己採取する場合、また、唾液の採取をする際は、「医療者の曝露は限定的（サージカルマス

ク、手袋）」とあります。ガウンやフェイスシールドの装着を排除するものではありません

が、検体採取場所の構造設備等も踏まえて対応願います。 

3-5 

必ず検査管理者が立ち会う必要があるのか。 厚労省の WEB 研修の「受講修了者」であれば、従事者全てが検査立会者になることができま

す。しかし、あくまで検査管理者の管理下での検査をお願いします。検査管理者不在時の結

果通知書への記載は代理が行うなど、事前に事業所内で取り決めておく必要があります。 

3-6 
立会いは薬剤師である必要があるか。 検査管理者として、厚労省の WEB 研修の「受講修了者」であれば、立会いは薬剤師である必

要はありません。なお、薬剤師であっても WEB 研修受講が必須ですのでご注意ください。 



3-7 

抗原検査キットであれば、検体採取～滴下まで本人に

対応させることになるのか。 

検体は自己採取（唾液、鼻腔ぬぐい液）となります。抗原検査キットの場合、原則として滴

下まで受検者が行う必要がありますので、立会者は近くでアドバイスなどを行っていただく

ようお願いします。 

3-8 
既存の相談カウンターを利用してよいのか。 利用可能です。検査使用後の消毒などを徹底するなど、運用を事前に決めておくようお願い

します。 

3-9 

検査に使用した資材はどのように廃棄すればよいの

か。 

各自治体のルールに従って適切に廃棄願います（一例として、汚染物として二重のビニール

袋で３～４日間ほど保管していただいた後、一般廃棄物として処理いただくなどの方法が想

定されます）。 

3-10 

有料検査とした場合、検査費用はいくらに設定すれば

よいのか。 

各検査実施事業者において、適正な価格を設定願います。 

なお、令和４年７月以降の支援金の上限額（PCR 検査等は上限 7,000 円、抗原定性検査は上

限 1,500 円）が公にされていることに加え、今後、検査キット原価のほか、検査実施状況等

を踏まえ、上限額の更なる見直しを行う予定であることを申し添えます。 

3-11 

検査受付について、紙媒体や対面ではなく、WEB 上の

申込フォームにより行うことは可能か。 

検査の申込に必要な事項が網羅されていれば、Web 上でも受付は可能です。その際、本人確

認（なりすまし防止）についても、対面で行う時と同様に、運転免許証やマイナンバーカー

ドの公的証明書などで適切に行っていただきますようお願いいたします。 

3-12 

在宅訪問による検査は、支援対象になるのか。 検査実施事業者の登録にあたっては、検体採取の実施場所の確保が必要となりますが、当該

場所では、適切な検体採取のための十分な照明、感染防止対策として一定の広さや、適切な

換気を行うことが求められており、個人宅の訪問により検体を採取することは想定されてお

りません。 

3-13 

ディサービス等の施設の高齢者や会社の一部所の社

員が検査を受ける場合、相手方に訪問しての対応は可

能か。 

個人宅や事業所への訪問による検査は想定されておらず、会社等の事業又は福利厚生等の一

環として従業員に対して行う検査は補助対象外となります。 

施設の従事者や事業所の従業員に対する検査にあたっては、「職場における積極的な検査等

の実施手順（第２版）」（3.6.25、厚労省対策推進本部）等を参照願います。 

3-14 

検体採取にあたり、受検者の手技に偏りがあることは

想定できるが、立合い者はどの程度まで、介入できる

か。どの程度の手技でアドバイス等が必要となるの

か。 

検体は自己採取となりますので、綿棒での鼻腔ぬぐいの際に、挿入が短い場合や、回転が少

ない場合などは、受検者へのアドバイスをお願いします。（実際の留意点については、抗原

検査キットごとに異なることもありますので、キットの説明書などを事前にご確認くださ

い） 

3-15 

PCR 検査について、ワクチン・検査パッケージで行う

検査と、陽性となった場合にかかりつけ医で行う検査

は同じものになりますか 

PCR の手法や検査機器は様々ありますが、検査の精度等に大きな違いはございません。 

しかしながら、ワクチン・検査パッケージ制度における検査結果については、あくまで検査

の結果が陽性か陰性かを示すものであり、本制度内でのみ有効と位置付けられております。

確定診断には使用しないことをもって、医師ではない者が検査に立ち会えると位置付けられ

ておりますのでご理解をお願いいたします。 

3-16 

検体採取ですが、看護師が勤務する施設の場合でも、

本人に代わって看護師が実施するのは法律に抵触し

ますか。 

本事業においては、検査実施事業者が薬局の場合、本人以外による検体採取はできません（要

項上、薬局は分類①又は分類③の事業しか実施できません）。 



 
【検査の結果】 

 質問 回答 

4-1 
結果は誰が、いつ通知を交付するのか。 検査結果判明後、薬局が検査結果通知書を交付することとなります。PCR 検査の場合、検査

機関から届く結果を踏まえ、結果通知書を発行して交付願います。 

4-2 

陽性の場合はどのような対応が必要か。 抗原検査キットの場合は、近隣の診療・検査医療機関を紹介（場合によっては取次）するな

ど、受検者が確実に医療機関で改めて PCR 検査等の確定検査を受けるよう誘導願います。 

PCR 検査の場合、薬局として受検者に医療機関を確実に受診するようフォローをお願いしま

す。受検者が医療機関を受診しないような意思を表明している場合は、県までお知らせくだ

さい。 

4-3 

（検査結果通知書） 

抗原検査キットで検査を行った場合、検査管理者が不

在の場合などは、「検査管理者氏名」は誰を記載すれば

よいか。 

 

検査に立ち会った「受講修了者」の氏名を記載ください。 

4-4 
オンラインによる結果の通知はどのように行うのか。 検査実施事業者と受検者の間の事前の取り決め（メールやＦＡＸなど）により、確実に速や

かに交付できるようご対応願います。 

4-5 
陽性判定にも関わらず医療機関で確定診断を受けな

い場合は、保健所や警察に届けた方が良いか。 

陽性判定にも関わらず受診の意思がない場合には、感染症対策課や各保健所までご相談くだ

さい。 

 
【費用】 

 質問 回答 

5-1 

検査代は固定されているのか。補助金としてどの部分

が薬局の収入となるのか。 

検査代は、検査機関との PCR 検査の契約額や、抗原定性検査の購入額などの実費が補助され

ます。安価な検査や製剤であったとしても、差額については補助されません。それらの費用

とは別に、事務処理費等として１件あたり 3,000 円が固定額で補助されます。 

5-2 

どのような費用が体制整備の補助対象となるのか。 検査を実施するために必要な感染防護策をとるための費用が対象です。感染防護具以外に、

空気清浄機、パーティション、（屋外用）テントやプレハブ、テーブル、換気扇の取り付けな

どが想定されます。高額な備品（20 万円以上）については、購入前にご相談ください。 

5-3 

令和３年度中に検査拠点として登録し、体制整備の支

援金を交付済みであるが、令和４年度も同様に支援金

の交付を受けることはできるのか。 

すでに、令和３年度中に当該支援を受けている検査拠点（実施場所）においては、その支援

金額にかかわらず、令和４年度は支援金の交付対象外となります。 

一方、令和４年４月以降に新たに検査拠点として登録した場合（令和３年度に登録した検査

拠点であって当該支援を申請していない場合も含む）においては、支援金の上限の範囲内で

あれば、補助対象となります。 

5-4 

検査体制整備の支援について、令和３年度中に整備し

たものの交付申請を行わなかったが、令和４年度分に

令和３年度分を含めて申請することは可能か。 

令和４年度の交付申請は、令和４年４月以降に整備したものが対象になりますので、令和３

年度の支出分を含めて申請することはできません。 



5-5 
マスクや手袋以外に、フェイスシールドやガウンの購

入費も対象となるか。 

対象となります。 

5-6 

パソコンなどの備品はリースが必要か。購入しても構

わないのか。 

受検者管理用のパソコン（20 万円以下）は購入していただいて構いません。ただし、高額

（20 万円以上）な備品などの場合は、原則としてリース又はレンタルで対応願います。ま

た、購入備品に関しては、対象物にシール等貼付するなど、「ワクチン検査パッケージ事業」

の備品であることを明示いただき管理をお願いします。 

なお、高額の備品に関して、検査実施事業者の登録を取り下げる場合、県から返還を命ずる

ことがあるとともに、50万円を超える取得財産については、耐用年数を経過するまで、台帳

で管理をし、譲渡や廃棄には県の承認を受ける必要がございますのでご留意ください。 

5-7 いつからいつまでの支出が補助対象となるか。 令和４年４月１日から令和４年８月 31日までの支出が対象です。 

5-8 
検査キットを購入したが、使用しなかった場合は補助

対象となるのか。 

大変恐縮ですが、実際に検査を実施した実績での請求となりますので、未使用在庫について

は補助対象となりません。計画的に仕入を実施して頂きますようお願いいたします。 

5-9 

受検者の不手際などで検査キットが使用できなくな

った場合の取扱いは。 

検査結果を「判定不能」として検査結果通知書を発行した後、再度、検査を行っていただい

た場合、いずれも検査回数（２回）として計上していただいて構いません。検査回数に応じ

た実績額を補助いたします。 

5-10 

新たに雇用した者を検査立会者とし、検査体制を整備

した場合は補助対象となるのか。 

補助対象となります。ただし、検査に係る人件費については、実際に検査した検査回数に固

定額（１件あたり 3,000 円）を乗じた検査等費用における対象であり、検査体制整備費の対

象とはなりませんのでご注意ください。 

5-11 

検査場所として別な施設を借りた場合の家賃は、補助

対象となるか。対象となる場合、何ヶ月分なら認めら

れるのか。 

家賃やプレハブのリース代も対象となりますが、支援が可能な期間は、R4.8.31 までとなり

ます。リース及び賃料について、来年度分まで含めてご契約頂いた場合については、 

・Ｒ４年度支援部分：契約日～R4.8.31 の期間分の料金（日割り） 

となります。 

 
5-12 

プレハブのリース代金は可能か。 

5-13 
感染症対策の個室の増築費用も含まれるか。 含まれます。補助上限額や施工時期、薬事法や消防法などの関係法令上の手続き等にご留意

ください。 

5-14 

20 万未満の投資では事前相談がないことになります

が、検査体制整備の費用として計上したが支援がなさ

れないケースはあるのでしょうか（次亜塩素酸噴霧

等、国では推奨されない方法の感染対策を行おうとし

た場合等） 

基本的に、検査体制を整備するにあたり、検査に必要なものであれば補助させていただきま

す。判断に迷う場合には、個別にご相談ください。 

5-15 
抗原検査の講習を近隣の医療機関にお願いしたいの

ですが「講師料（謝礼）」の支払いは可能か。 

検査に必要なものであれば対象と認められます。 

5-16 
設備整備において補助金対象とならない品目の事例

は。 

対象外経費として、用地の取得費、貸付金又は保証金、本事業の実施と関連しない費用とな

ります。 
 



【手続き】 

 質問 回答 

6-1 

補助金の証拠書類として、どこまで事業報告書に添付

する必要があるのか。 

報告書には、補助金額と合計が同額となる領収書（品目の記載が原則）の写しの添付が必要

です。見積書や納品書、工事を行った場合の施工前後の写真などは、事業終了後５年間、薬

局において保管してください。 

6-2 

いつまで新規の検査実施事業所の申請を受け付けて

いるのか。 

検査実施事業者としての登録申請（計画書の提出）は、令和４年４月１日から令和４年５月

31 日までとなります。 

ただし、支援金の予算上限に達した場合は、上記期間内であっても申請を締め切らせていた

だく場合もありますこと、ご了承ください。 

6-3 
登録にあたっては、登録証が交付されるのか。 当該無料検査事業の茨城県事務局や県のホームページで検査実施事業者として一覧が公表

されることをもって、登録に代えさせていただきます。登録通知書の発行はありません。 

6-4 

支払いはいつ行われるのか。また、予算の上限に達し

た場合、支払われないということもあり得るのか（上

限に達した場合は、その旨はどのように周知されるの

か）。 

令和４年４月上旬に事業報告書を提出いただいた後、検査費や施設整備費を合わせて１か月

以内を目途に支払い予定です。必要な支払いができるよう、予算を確保させていただきます

が、仮に上限が近づいてきた際には、早めにお知らせいたします。 

6-5 
実施した報告は、いつ、どこに、どのような内容を提

出するのか。 

募集要項に規定された様式、手法で報告願います。 

6-6 

（実施計画書） 

今後、登録内容に変更があった場合はどのようにすれ

ばよいのか。 

 

県ホームページで公表している内容に変更があった場合（新たに PCR 検体採取を始める等）

は、当該無料検査事業の茨城県事務局までご連絡ください。 

 

6-7 

（実施計画書） 

「４．検査回数等見込」の想定がつかない場合は、何

を書けばよいのか。 

 

おおよそ考えられる１日あたり受検者数を記載いただくか、想定がつかない場合は、採取場

所１箇所で 30人（「ワクチン検査パッケージ等に係る検査」欄）を仮計上ください。 

なお、結果として実績との差異が大きくとも問題ありません。 

6-8 

（実施計画書） 

拡張工事などを行う場合は、どのような図面を添付す

ればよいのか。 

 

基礎工事を伴う拡張工事を行う場合は、設計図等ができた段階でご提出願います。軽微な工

事を行う場合は、既存図面の中に該当箇所やその内容を追記していただければ結構です。 

6-9 

（実施計画書） 

検査実施事業者として登録後、事業内容の変更（改装

などで検体採取の実施場所が変わる場合など）や、登

録の取り消しは可能なのか。 

 

可能です。事業内容の変更については、その旨を報告願います。登録の取り消しについては、

検査体制の整備に要した費用や、その時点における検査実績などを確認させていただきます

ので、事前にご相談願います（支援金等の返還を求める場合があります）。 

6-10 
車内で検体採取をする場合は、駐車場の一角を検査実

施場所として登録する必要がありますか。 

登録をお願いします。 

 
 


