
令和４年度「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」について
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茨城県保健福祉部 感染症対策課
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１ はじめに
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ワクチン・検査パッケージ等の制度全体像

薬局等

県

国の交付金を財源に県が費用を補助負担

感染拡大傾向時の一般検査事業
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

（検査対象・方法）
左記に加え、都道府県知事が、特措法24条９項
等に基づき、
「不安に感じる無症状者は、検査を受ける」

ことを要請した場合、これに応じて
住民が受検する検査を無料化。

（検査対象・方法）
経済社会活動を行うにあたり、「ワクチン・検査パッ

ケージ制度」又は「対象者全員検査」及び民間にて
自主的に行う検査結果を確認する取組のため必要
となる検査を無料化。

⇒ 令和４年３月末で停止⇒ 令和４年 6月末まで延長
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ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等について

※令和４年４月１日時点で適用は停止。

・飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者や入場者等の利用者のワクチン接種歴又は

検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、 緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和する制度

ワクチン・検査パッケージ制度

・新型コロナウイルス感染症状が出ていない者が、経済社会活動を行うにあたり、ワクチン・検

査パッケージ制度又は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際してワク

チン接種歴や検査結果の陰性のいずれかを確認する民間の取組みにおいて必要な検査

ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等に係る検査
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※現在は適用停止。

※令和４年４月１日時点で適用は停止。

・感染リスクが高い環境にある等の理由により感染不安を感じる住民のうち、新型コロナウイル

ス感染症状が出ていない者が、検査受検要請（感染拡大傾向にある場合に知事の判断により

行われる特措法第24条第９項等に基づくものに限る。）に応じて受検する検査

感 染 拡 大 傾 向 時 の 一 般 検 査 ※令和４年３月３１日をもって適用は停止。



２ 令和３年度の無料化事業について
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令和３年度における検査無料化事業の経緯

■令和３年１２月２７日

ワクチン・検査パッケージ等に係る検査無料化事業」 スタート

※当初の登録：１４７か所の薬局、医療機関

■令和４年１月２日

県内でオミクロン株の新型コロナウイルス感染症患者を確認

■令和４年１月４日

「 感染拡大傾向時の一般検査（感染に不安のある県民への検査）」 スタート

■令和４年１月１９日

ブレークスルー感染が増加し、国は「ワクチン・検査パッケージ制度」を当面停止することに。

代わりに、「対象者全員検査」制度を導入。本県も検査無料化事業の実施要領等の改正。

■令和４年２月５日～

抗原検査キットの流通不足、民間検査機関のPCR検査のひっ迫により、発熱等の症状者へ

の検査に支障が出たことにより、薬局等での検査を一旦停止

■令和４年３月６日

検査ひっ迫状況が改善されたことにより、薬局等での検査を再開

■令和４年３月２２日

国から令和４年度の事業についての通知
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検査実施事業者の皆様、ご協力ありがとうございました。



PCR等検査無料化事業について

薬局等

県

国の交付金を財源に県が費用を補助負担

⇒ 令和４年 6月末まで延長 ⇒ 令和４年３月末で停止

感染拡大傾向時の一般検査事業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

○R4.3.6 再開以降の平均受検数 約 714件／日
（PCR：抗原検査キット＝１： 1.2）

（検査対象・方法）
左記に加え、都道府県知事が、特措法24条９項
等に基づき、
「不安に感じる無症状者は、検査を受ける」

ことを要請した場合、これに応じて
住民が受検する検査を無料化。

（検査対象・方法）
経済社会活動を行うにあたり、「ワクチン・検査パッ

ケージ制度」又は「対象者全員検査」及び民間にて
自主的に行う検査結果を確認する取組のため必要
となる検査を無料化。

○県内の検査拠点数 385拠点
（R4.3.29現在）
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令和３年度における検査無料化事業の清算事務について（１）
１．検査実績の確認について（令和４年３月２８日～４月４日）

（提出書類）

日別検査実績確認書 （薬剤師会より３月２８日に郵送）

（確認方法）

令和４年３月２７日までに薬剤師会に到着した検査結果通知書の内容を取りまとめた上記

書類を郵送いたします。

薬剤師会が取りまとめた検査実績に誤りがある場合は、送付した用紙に直接記入して修正

をお願いします。

清算業務の都合上、３月２８日～３月３１日は空欄となっておりますので、各事業所で当該

期間の実施件数を様式に直接ご記入のうえ、ＦＡＸにてご返送ください。

（報告期限）

令和４年４月４日（月）

（提出先）

茨城県薬剤師会 ＦＡＸ番号０２９-３０６-８０４０

（その他）

本確認書の件数が、下記事業費清算の根拠資料となりますので、無料検査を実施した

全事業所がご提出をお願いします。
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令和３年度における検査無料化事業の清算事務について（２）

２．事業費の清算について（令和４年４月４日～４月８日）

（提出書類） ①「（別紙６）実績報告書・交付申請書」

②検査実施に要した費用が分かる書類の写し

（検査キットの納品伝票、ＰＣＲ検査の請求書など）

③「（別紙６－２）施設整備にかかる支出明細」

④施設整備に要した費用が分かる書類の写し（領収書、請求書など）

（提出先） 〒１０５－００２２ 東京都港区海岸１－１５－１ スズエベイディアム７階

ワクチン・検査パッケージ等に係る検査無料化事業茨城県事務局宛（近畿日本ツーリスト）

ＴＥＬ：０５７０－０５０－３３６ （平日9時～17時 土日祝・休み）

（受付期間） 令和４年４月４日（月）～４月８日（金）

※期日を過ぎると費用をお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。

（支払日） 令和４年４月２８日（木）を予定

（その他） 「（別紙６）実績報告書・交付申請書」と「（別紙６－２施設整備にかかる支出明細）」の

エクセルファイルを、茨城県薬剤師会のホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。
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３ 令和４年度の無料化事業について
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PCR等検査無料化事業について

薬局等

県

国の交付金を財源に県が費用を補助負担

⇒ 令和４年 6月末まで延長 ⇒ 令和４年３月末で停止

感染拡大傾向時の一般検査事業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

○R4.3.6 再開以降の平均受検数 約 714件／日
（PCR：抗原検査キット＝１： 1.2）

（検査対象・方法）
左記に加え、都道府県知事が、特措法24条９項
等に基づき、
「不安に感じる無症状者は、検査を受ける」

ことを要請した場合、これに応じて
住民が受検する検査を無料化。

（検査対象・方法）
経済社会活動を行うにあたり、「ワクチン・検査パッ

ケージ制度」又は「対象者全員検査」及び民間にて
自主的に行う検査結果を確認する取組のため必要
となる検査を無料化。

○県内の検査拠点数 385拠点
（R4.3.29現在）
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検査対象者について
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１ 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

２ 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）

※濃厚接触者や、発熱等の症状が出ている者は対象外。
※学校や企業からの「指示」を受けて検査を希望する場合は対象外。（福利厚生での検査は不可）

検査目的は何ですか？

１．飲食、イベント、旅行・帰省、仕事等の活動を行

うにあたり必要であるため
２.感染不安の一般検査 ３.その他

↓ ↓

支援対象外 支援対象外

ワクチン接種歴は？

１.ワクチン３回目未接種 ２.ワクチン３回目接種済み

↓

無料無料検査検査

ワクチン３回目接種済みである場合の目的は？

１.３回目接種者を含め全員検査を求められている ２. 高齢者や基礎疾患を有する者等との

接触を伴う活動に際して検査を求め

られている

３.その他

（自己意思）

↓ ↓ ↓

無料検査 無料検査 支援対象外

◇申込書裏面（検査管理者チェック用）



国の方針変更により、
「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等に係る検査」については、

◆原則、抗原定性検査での受検となります。

◆ＰＣＲ検査を利用する場合は、

✓10歳未満の方
✓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

等の理由がある方が対象となります。
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検査方法の変更



検査対象者について（まとめ）

検査対象者と適用できる検査については以下のとおり検 査 対 象 者

ワクチン３回目接種済 ワクチン３回目未接種
（理由問わず）

10歳以上 10歳未満 10歳以上 10歳未満

① 飲食、イベント、旅行、帰省、
仕事（福利厚生除く）等 の社会経済活動に
関する検査の場合

対象外 対象外 抗原検査
抗原検査

or
PCR検査

② 上記①のうち、主催者等から「全員検査」
が求められている場合

抗原検査
抗原検査

or
PCR検査

抗原検査
抗原検査

or
PCR検査

③ 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（帰省や面会等）

抗原検査
or

PCR検査

抗原検査
or

PCR検査

抗原検査
or

PCR検査

抗原検査
or

PCR検査

＜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おける検査対象者＞

※ 「感染に不安を抱える方への一般無料検査」については、R4.3.31をもって停止
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検査申込について

◇申込書裏面（検査管理者チェック用）
実際に活動を行う日付（初日）：令和 年 月 日
□ チケットで確認
□ 予約票で確認
□ 切符で確認
□ 申立書の提出を受けた（証する書類等の提示がない場合の対応）
□ その他（具体的な確認方法： ）

確認書類がない場合検査申込書
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検査及び検査体制整備の支援金について（「募集要項」より）

■以下に基づき、実績に応じて交付します。

◆検査等費用の支援（検査１回あたり） ※国において上限額の見直し可能性があります。

Ａ検査キット原価（PCR検査等の場合、検査費用・送料等を含む） ※実費支援

PCR検査等・・・・・検査実施事業者の仕入額 上限 8,500円／回（税込） ※注意

抗原定性検査・・・ 〃 上限 1,500円／回（税込）
【対象経費の例】検査費用、検査キット代、検体採取容器代、検体送料等

Ｂその他検査実施事業者において生じる各種経費等
PCR検査等・・・・・一律で3,000円／回（税込）
抗原定性検査・・・一律で3,000円／回（税込）
【対象経費の例】各種業務関連の運営費（人件費、その他一切の販売管理費用等）

◆検査体制整備の支援（検体採取の実施場所１施設あたり）

Ｃ検査体制を整備するために必要な費用等・・・上限1,300,000円（税込）※

【対象経費の例】感染防護具（マスク、手袋、消毒液）、空気清浄器、 管理用PC、机・椅子、棚、
パーテーションや換気扇の取付工事等

（留意事項）

・令和３年度中に支援を受けている実施場所については、金額にかかわらず交付対象外。

・令和４年６月30日までに購入・施工された当該検査に必要とされる物品や工事が対象の購入物品や工事が対象。

・高額（20万円超）の備品購入の際は、事前に相談するとともに、原則としてリース又はレンタルで対応すること。

・検体採取の実施場所を常設しない事業者（例えば、予め開催日時が決まっているイベント等の主催者等）においては、消耗
品を除き、検査体制整備は額の大小に限らずリース又はレンタルで対応。



18

≪重要≫ 検査結果通知書の作成 ～ 陽性者への対応について

■検査結果通知書の発行・交付について → 発行した際には、事務局へＦＡＸ

・抗原検査キット・・・その場で発行して交付

・ＰＣＲ検査・・・・・・・検査機関からの結果報告をもとに、発行して交付

（交付の方法） 手交、ＦＡＸ、メール等で可能。 ← 受検者と事前に決めておきましょう。

■検査結果通知書の扱いについて

・検査結果通知書に記載されたそれ自体を確定診断として取り扱うことはできない。

＊原則、ワクチン・検査パッケージ制度で使用可能な“結果”の通知であること。（診断結果ではない）

＊したがって、陽性時は、医療機関における検査、診断が原則となる。

■陽性者への対応について

・陽性が確認された場合、受検者を確実に医療機関へつなぐよう御協力をお願いします。

・かかりつけ医や県のホームページで公表している「診療・検査医療機関一覧」を紹介すると
ともに、受診前に必ず医療機関に電話を入れて状況を説明してから訪問するよう、受検者
にお伝えください。

・受診有無の確認までフォローをお願いします。

茨城県 診療・検査医療機関 検索



検査結果の報告・相談体制
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♦問合せ先（事務局）♦

ワクチン・検査パッケージ等に係る検査無料化事業

茨城県事務局（近畿日本ツーリスト）

ＴＥＬ：０５７０－０５０－３３６
営業時間９：００～１７：００
（平日のみ、土日祝日休み）

ＦＡＸ：０３－５７４２－０１８０

住所：〒１０５－００２２
東京都港区海岸１－１５－１

スズエベイディアム７階



今後のスケジュールについて
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（事務局について）
令和４年４月１日～ 事務局が県薬剤師会から近畿日本ツーリストへ変更。

問い合わせ等は、新事務局へお問合せください。

（情報発信）

当面、県薬剤師会のホームページでも情報発信を継続しますが、４月中旬まで
には専用のホームページができる予定です。
改めてご案内します。

（令和４年７月以降について）

現在のところ、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
る無料検査は終了となる予定です。

その後は、検査希望者には有料で検査を提供いただくことは可能となる見込
みです。
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事業全体に関するＱＡ（１）

「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） ≪茨城県感染症対策課≫

において、募集要項等の補足をしておりますのでご確認ください。

【主なＱＡ】

質問 回答

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.。

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）は。さらに確認をどのように行うのか。

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）。
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。
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事業全体に関するＱＡ（２）

【主なＱＡ（つづき）】

質問 回答

ワクチン３回目をまだ接種していません。どのよう

な場合に無料検査の対象となりますか。

未接種の理由の如何に関わらず、飲食、イベント、旅行・帰省、仕事等

の活動の際や、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）は無料検査の対象です。

ワクチン３回目を接種しました。どのような場合に

無料検査の対象となりますか。

飲食、イベント、旅行・帰省、仕事等の活動でワクチン３回目接種者を
含めた全員検査（会社の福利厚生を除く）が求められている場合や、
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）は無料検査の対象です。

イベントやパーティの参加者全員に、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

対象ですか。

対象者全員検査の場合は３回目接種済の方も無料検査の対象となり

ます。

同じ職場（学校）で陽性者が出たのですが、濃厚

接触者には該当しませんでした。無料検査を受

けることはできますか。

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。

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。



最後に

〇 薬局や医療機関の皆様のご協力をもって、本県の人口当たりの検査拠
点数は、国内でもトップクラスとなっています。

〇 これまで紆余曲折ありましたが、感染防止対策と社会経済活動の両立
を図るために、国が先導する、全国的な、チャレンジングな取組みです。

〇 ここまでの３か月の取組みで、皆様方にご負担をおかけしているかと
存じますが、新型コロナ対策の検査拠点として、薬局や医療機関の皆様
の活躍が大きく期待されております。

〇 制度の変更などもあり、ご不明な点や、ご不便をお掛けすることもあ
るかもしれませんが、県として適宜情報を発信してまいりますので、引
き続き国や県の最新の動向に注視いただき、検査体制の整備にご協力い
ただきますようお願いいたします。
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