富山県ＰＣＲ等検査無料化事業

実施事業者募集要項

１ 目的・趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動の両立に向け、
「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検査結果を確
認する取組のため必要となる検査や「感染拡大傾向時における感染不安を感じる県民」を対象と
した検査を無料で実施する体制を整備するため、当該検査を実施する事業者（以下、
「実施事業
者」という。
）を募集するもの。
（令和３年度において既に登録を受けた実施事業者については、事業を廃止する旨の意思表示が
ない場合は、引き続き登録の効力を有するものとする。
）
２ ＰＣＲ等検査無料化事業の概要
（１）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（以下「定着促進事業」とい
う。
）
①概要
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検査結果を確認する取組のため必
要となる検査を無料とするもの。（原則、抗原定性検査の実施）
※「ワクチン・検査パッケージ制度」とは
飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の「①ワクチン接種歴」又は
「②陰性の検査結果」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適用される行動制限を緩和するもの。
（注）観光庁の「GO TO トラベル」や都道府県間の移動を伴う観光事業（国費を財源とし
た割引事業）などは、行動制限を緩和するものではありませんが、ワクチン・検査パッ
ケージの利用が要件となっているものもあります。
※「対象者全員検査」とは
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域等における飲食・イベントの人数制限及
び不要不急の都道府県間の移動の自粛要請について、対象者に対する全員検査を実施し、陰
性の検査結果を確認することにより、人数制限等を緩和するもの。

②対象者
次のア、イを満たす方が対象となります。
ア 無症状で、飲食、イベント、旅行・帰省等の活動（
「ワクチン・検査パッケージ」、
「対
象者全員検査」を含む）のため、検査受検が必要な方
※検査受付時に、検査受検の目的を証する書類等を確認
イ 原則、ワクチン３回目接種未了の方
※ワクチン３回目接種済みの方は申立書等の提出が必要

③実施期間
令和３年１２月２２日から令和４年６月３０日まで
（令和４年７月１日以降は検査無料化の対象とはなりませんので、検査に要する費用は受
検者が負担することになります。
）
（２）感染拡大傾向時の一般検査事業（以下「一般検査事業」という。）
①概要
感染拡大の傾向が見られる場合に、知事の判断により、次の②に記載する県民を対象
に、特措法第 24 条第９項等に基づき検査の受検を要請し、要請に応じる住民に対して実施
する検査を無料とするもの。
②対象者
感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる県民であって、無症状の方
（ワクチン接種の有無、回数は問わない）
③実施期間
感染拡大の傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間
※令和３年 12 月 28 日から令和４年４月 22 日までの実施を予定（令和４年 4 月 12 日現
在）。以降、感染状況に応じて実施を検討。
３ 実施事業者における業務の流れ

※詳細は、業務マニュアル参照

（１）検査申込受付
・申込書（別紙１）の受付、身分証明書の提示などによる本人確認、記載内容確認。
※定着促進事業による受付の場合は、検査受検の目的を証する書類等（チケット、予約票、
切符等を想定。
）の提示又は活動の概要・日付が分かる申立書（別紙１－１）を提出。
※定着促進事業においてワクチン３回目接種済みの方が受検する場合は、申立書を提出のう
え、対象者全員検査等が検査の目的の場合は、主催者からの案内等を提示する。
※定着促進事業において PCR 検査を受検する場合は、10 歳未満であることが確認できる書類
の提示又は申立書に高齢者や基礎疾患を有する者等との接触が予定されている日付、詳細
を具体的に明記する。
・原則として、予約不要とする。
↓
（２）検査の立会い・検体採取
・検査は以下のいずれかの方法による。
ア ＰＣＲ検査等（ＬＡＭＰ法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。）
① 検体（唾液、鼻腔ぬぐい液に限る。
）を受検者本人が採取する際に立ち会い、検査機関
等で検査 【医療機関、衛生検査所等（衛生検査所の登録を受けていない民間検査機
関は含まない。以下同じ。
）、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査
等登録事業者】
② 実施事業者が自ら検体（鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。）を採取し、

検査を実施 【医療機関に限る。】
イ 抗原定性検査
① 検体（鼻腔ぬぐい液に限る。
）を受検者本人が採取する際に立ち会い、検体の検査結果
の読み取り等を実施 【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制
度・対象者全員検査等登録事業者】
② 実施事業者が自ら検体（鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。）を採取し、検査を
実施 【医療機関に限る。
】
↓
（３）検査結果の通知
・実施事業者が検査結果通知書（別紙２）を作成し、受検者に発行。
（上記ア①の場合は、検査機関に対して、検査結果通知書を検査受検者に対して発行するよう
求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。
）
※ 上記ア①の場合において、結果通知に係る業務を検査機関が実施事業者に委託することも
可能。その場合の取り決めは、両者において契約を締結すること。
↓
（４）検査結果の活用
＜検査結果の有効期限＞ ・ＰＣＲ検査等
・抗原定性検査

検体採取日＋３日
検査日＋１日

上記３（２）のア①、イ①の方法による検査については、次のＡ又はＢの方法によることも
可能とする。
Ａ 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は、オンラインによ
り検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
・オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンラインによる
ことについて検査申込者の同意を得ること。
・検査の受付に当たりオンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決め
ること。
・検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査
申込者に説明すること。
・検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、
オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合は、オンラインによる立会いを
中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
・検査受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラ
インの立会いを行い、検査受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行う
ことを求めること。
Ｂ ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次の場合に
掲げる事項を遵守すること。
・実施事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。

・駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導し
た上で、車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
・検査受検者のプライバシーに十分留意すること。
４ 実施事業者の登録要件
以下の項目をすべて満たす場合、実施事業者の登録を行う。
（１）医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録
事業者（パッケージ制度を適用する旨を県に登録した飲食店、イベント主催者等）のいずれ
かであること。なお、ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者として登
録を行う事業者が検査を実施する際は、
「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検
査の実施要綱」
（令和３年 11 月 19 日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室）を遵
守すること。
（２）実施計画書の内容に不備がないこと。
（３）検査キット等の調達方法、検査単価及び実施回数等が適当と認められること。
（４）検査に係る事業を適切に実施するための体制及び方法となっていること。
（必要に応じ、別
途、検査管理者の名簿をご提出いただく場合があります。）
（５）当該事業者が以下に定める事項に適合する検体採取の実施場所を確保していること（当該
事業者が３のＡ又はＢの方法による場合は、それぞれの遵守事項を満たすことが確認できる
こと。
）
。
① 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。
② 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、一定の
広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。
③ 十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。
（６）検体採取の立会い等又は検査の実施が適切に実施できると認められること。
（７）その他次の事項を満たしていること。
① 富山県内に検査拠点（検体を採取する場所）があること。
② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者である
こと。
③ 都道府県税や消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
④ 参加資格認定の日において、現に富山県の指名停止措置を受けている者ではないこと。
⑤ 参加資格認定の日において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手
続開始の申立て及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による手続開始の申立て
がなされている者でないこと。
⑥ 宗教団体や政治活動を主たる目的とする団体もしくは暴力団又は暴力団員の統制下にあ
る団体でないこと。

５ 実施事業者への支援
県は実施事業者に対し、別に定めるところにより、次の支援（補助金の支払）を行うものと
する。
支援の内容
検査体制の整備にかかる費用

支援額
検査場所１か所あたり上限１，３００千円（税込）
※令和３年度に検査体制の整備に係る補助金を受けてい
る場合はその合計額

検査および結果通知発行に係る費用

検査１回あたり①＋②の合計額

（１）ＰＣＲ検査等

①検査費用原価（検査キット、検査代、送料等）
上限 ８，５００円（税込） ※注１
②各種経費
一律 ３，０００円（税込）

（２）抗原定性検査

検査１回あたり①＋②の合計額
①検査費用原価（検査キット）
上限 １，５００円（税込） ※注２
②各種経費
一律 ３，０００円（税込）

※ 検体採取の実施場所として、４（５）①～③に適合している必要があります。
（３のＡ又はＢの方法による場合は、それぞれの遵守事項を満たしている必要があります。）
※注１ 令和３年 12 月 31 日以降、実施事業者が医療機関である場合については、検体採取を行
った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除き、ＰＣＲ検査
等の検査費用原価の上限額を７，０００円（税込）とします。また、令和４年７月１日以
降については、ＰＣＲ検査等における検査費用原価の上限額を７，０００円（税込）に変
更する予定です。
※注２ 令和３年 12 月 31 日より前に仕入れた、抗原定性検査の検査費用原価の上限額は
３，５００円（税込）になります。
また、令和４年３月 31 日より前に仕入れた、抗原定性検査の検査費用の原価の上限額は
３，０００円（税込）になります。
※ 上記「３ 実施事業者における業務の流れ」の内容に記載されていない方法で検査を実施し
た場合や、本事業における検査対象とならない方（濃厚接触者、実施事業者の従業員等）に対
して検査を実施した場合は、支援（補助金）の対象となりません。
※ 当該無料検査事業に係る支援（補助）対象となる経費と重複する部分について、追加料金を
徴収しての有料サービスの提供は実施できません。また、当該検査は支援（補助金）の対象と
なりません。

６ 応募方法
（１）募集期間
令和４年４月 15 日（金）～令和４年５月 31 日（火）
ただし、予算の執行状況等により途中で募集を停止する場合があり得ます。
（２）提出書類
①実施計画書（別紙３）
②事業所内の実施場所及び受検者の動線を示した図
③初期費用の内訳が分かるもの（見積もり、納品書等）
④応募資格誓約書（別紙４）
（３）提出方法
メールまたは郵送により提出すること。
（可能な限りメールで提出してください。
）
＜メール＞
pcr-toyama@bsec.jp
※メールの件名に必ず「 【検査無料化登録】 」と入力してください。
＜郵送先＞
〒930-0003
富山市桜町 1-1-36 富山地鉄ビル１階
富山県 PCR 等検査無料化事務局 宛て
（４）留意事項
・応募事業者多数の場合等は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整することがあり
ます。
７ 新規登録事業者の募集スケジュール
４月１５日（金）
随

時

募集開始（以後、随時受付）
実施事業者の登録
（登録後、実施事業者において検査実施場所の整備）
（登録した実施事業者は、県ホームページで順次公開予定）

４月２５日（月）

無料検査の受付開始

※ 上記５「検査体制の整備にかかる費用」には、実施事業者の登録以降、当該事業実施に係る
費用が含まれるものとして取り扱う。
※ 令和４年度に新規で登録された事業者は、４月 24 日(日)以前に無料検査を実施することは
できません。
８ 問い合わせ先
富山県ＰＣＲ等検査無料化事務局
TEL

： 076-444-3390

e-mail： pcr-toyama@bsec.jp

９ 本要項における改定歴
令和３年 12 月 8 日制定
令和３年 12 月 11 日改定
・
「５ 実施事業者への支援」
：検査費用原価変更（※国の単価上限の変更に伴うもの）
・
「
（別紙２）検査結果通知書」
：様式変更（※国の様式変更に伴うものよる）
令和３年 12 月 13 日改定
・
「
（別紙１）申込書」
：様式変更（※国の様式変更に伴うものによる）
令和４年１月 11 日改定
・事務局移管に伴う、提出先アドレス等の変更
令和４年１月 23 日改定
・国の事業内容の変更に伴う、事業名、対象者等の変更
・応募期間の終了日を記載
令和４年３月１日改定
・
「３ 実施事業者における業務の流れ」：ＰＣＲ検査等における検体採取方法の変更（※国
の実施要領の改正に伴うもの）
・
「
（別紙３）実施計画書」
：ＰＣＲ検査等における検体採取方法の変更（※国の実施要領の改
正に伴うもの）
令和４年４月１日改定
・
「２ ＰＣＲ等検査無料化事業の概要」
：ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着
促進事業の対象者の変更及び実施期間の変更
・
「５ 実施事業者への支援」
：検査費用原価変更（※国の単価上限の変更に伴うもの）
・令和４年度新規登録事業者の募集スケジュールを記載

