
宮城県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補助金交付要綱

（趣旨）

第１ 日常生活や社会生活において新型コロナウイルス感染症の感染リスクを引き下げる

ためには，ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であることから，県は，

経済社会活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認するワクチン検査パッケ

ージ制度及び対象者全員検査並びに民間の自主的取組のために必要な検査を無料で実施

する事業者に対し，予算の範囲内において，宮城県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補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付等

に関しては，補助金等交付規則（昭和 51 年宮城県規則第 36 号。以下「規則」という。）

及び宮城県ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業実施要領（令和３年 12 月 23 日施

行。以下「要領」という。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。

（用語の意義）

第２ この要綱における用語の意義は，この要綱で特に定めるものを除くほか，感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号），規則及び要

領における用語の例による。

（補助事業等）

第３ 補助事業等は，実施事業者が，検査受検者を対象として無料で実施する検査に係る要

領第３条第１項各号及び同条第２項各号に掲げる事業とする。

（補助対象経費等）

第４ 補助対象経費，区分及び補助率等は，別表のとおりとする。

（交付の申請）

第５ 本要綱による補助金の交付を受けようとする者は，補助金交付申請書（様式第１号）

（以下「交付申請書」という。）を提出するものとし，その提出期限は知事が別に定める

日とする。

２ 交付申請書の提出に当たり，当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち，消費税法（昭和 63

年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び地

方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税額として控除できる部分との

合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は，これを減額して交

付申請しなければならない。ただし，申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除

税額が明らかでないものについては，この限りではない。

３ 規則第３条第２項の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は，次のと



おりとする。

(1) 実績報告書（様式第２号）

(2) 検査体制整備に係る費用並びにＰＣＲ検査等及び抗原定性検査の仕入単価が分か

る書類の写し

(3) 県税に未納がないことの証明書

(4)  指定口座の通帳等の写し

(5) その他知事が必要と認める書類

４ 次の各号のいずれかに該当する者は，交付申請をすることができない。

(1) 暴力団排除条例（平成 22 年宮城県条例第 67号）に規定する暴力団又は暴力団員等

(2) 県税に未納がある者

５ 知事は，前項１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について，県警本部長

宛て照会することができる。

（交付の決定及び額の確定）

第６ 知事は，第５の規定による交付申請書の提出があったときは，当該交付申請書の内容

を審査し，補助金を交付すべきものと認めたときは，補助金の交付を決定し，交付決定通

知書兼確定通知書を申請者に送付するものとし，補助金を交付しないものと決定した場

合には，不交付決定通知書を申請者に送付するものとする。

２ 知事は，規則第５条の規定により，前項に規定する交付決定通知書兼確定通知書の通知

に際して必要な条件を付すことができる。

３ 第５の規定による交付申請書の提出をもって規則第１２条の規定による実績報告があ

ったものとみなす。

４ 第１項の規定による交付決定をもって規則第１３条の規定による額の確定があったも

のとみなす。

（補助金の交付方法）

第７ 補助金は，第６第１項及び第４項の規定により，額の確定があったとみなされた後に

交付するものとする。

（重複受給の禁止）

第８ 事業者は、補助事業と補助対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはなら

ない。

（決定の取消し）

第９ 知事は，実施事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には，第６条第１項の交付

決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 本要綱及び補助金交付の条件に違反したとき



(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付をうけたとき

(3) その他事業実施にあたり，不正の行為があったとき

２ 知事は，前項の取消しをした場合において，既に補助金が交付されているときは，期限

を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第 10 実施事業者は，補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には，様式第３号により速やかに知

事に報告するとともに，知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

（関係書類の保管）

第 11 実施事業者は，補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し，補助事

業が終了した年度の翌年度から５年間保管しなければならない。

（取得財産等の管理）

第 12 実施事業者は，補助事業が完了した後も，補助対象経費により取得し，又は効用が

増加した財産（以下「取得財産等」という。）を善良なる管理者の注意をもって管理する

とともに，補助金の趣旨に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

２ 実施事業者は，取得財産等について，その台帳を設け，その保管状況を明らかにすると

ともに，補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならないものとす

る。

（処分の制限を受ける財産）

第 13 規則第 21 条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は，取得財産等

であって，取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の財産とする。

（処分の制限を受ける期間等）

第 14 規則第 21 条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は，減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定めるものにあってはその期間を

準用し，その他のものにあっては５年間とする。

２ 第 13 に規定する処分を制限された取得財産等について，前項の期間内に処分を行おう

とするときは，様式第４号により，あらかじめ知事の承認を得なければならない。

３ 知事は，前項の承認に係る取得財産等を処分することにより収入があるときは，その全

部又は一部を納付させることができる。

（情報管理及び秘密保持）

第 15 実施事業者は，補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については，情報の性



質に応じて，法令を遵守し適正な管理をするものとし，補助事業の目的以外に利用しては

ならない。

（その他）

第 16 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付等に関し必要な事項については，別に

定める。

附 則

この要綱は，令和４年３月１日から施行し，令和３年度予算に係る補助金に適用する。

附 則（令和４年６月２９日改正）

この要綱は，令和４年６月２９日から施行し，令和４年度予算に係る補助金に適用す

る。

附 則（令和４年８月１９日改正）

この要綱は，令和４年８月１９日から施行し，令和３年度及び令和４年度予算に係る補

助金に適用する。

附 則（令和４年１２月９日改正）

この要綱は，令和４年１２月２４日から施行し，令和３年度及び令和４年度予算に係る補

助金に適用する。



別表

令和３年１２月２３日から令和４年３月３１日までにかかる経費

補助対象経費 区分 補助率 補助限度額 補助期間

検査体制の整備に

要する費用

10/10 1 か所当たり 130 万円 別途知事が定め

る期間

検査等費用

①検査キット原価

（ＰＣＲ検査等の

場合は検査費用，

送料等を含む。）

②その他実施事業

者において生じる

各種経費等

ＰＣＲ

検査等

検査１回当たり下記①＋②

の額

①検査キット原価の上限

額：8,500 円（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，上限額を

7,000 円とする。

②各種経費：一律 3,000 円

抗原定

性検査

検査１回当たり下記①＋②

の額

①検査キット原価の上限

額：3,500 円（令和 3 年 12

月 31 日以降は 3,000 円と

する。）

②各種経費：一律 3,000 円

令和４年４月１日から令和４年７月３１日までにかかる経費

補助対象経費 区分 補助率 補助限度額 補助期間

検査体制の整備に

要する費用

10/10 1 か所当たり 130 万円 別途知事が定め

る期間

検査等費用

①検査キット原価

（ＰＣＲ検査等の

場合は検査費用，

送料等を含む。）

②その他実施事業

者において生じる

各種経費等

ＰＣＲ

検査等

検査１回当たり下記①＋②

の額

①検査キット原価の上限

額：8,500 円（実施事業者

が医療機関である場合は，

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，上限額を



7,000 円とし，また，令和

4 年 7 月 1 日以降は上限額

を一律 7,000 円とする。）

②各種経費：一律 3,000 円

抗原定

性検査

検査１回当たり下記①＋②

の額

①検査キット原価の上限

額：1,500 円

②各種経費：一律 3,000 円

令和４年８月１日から令和４年８月３１日まで及び令和４年１２月２４日から令和５

年１月１２日までにかかる経費

補助対象経費 区分 補助率 補助限度額 補助期間

検査体制の整備に

要する費用

10/10 1 か所当たり 130 万円 ・別途知事が定

める日から令和

４年８月３１日

まで

・ 令 和 ４ 年  

１２月２４日か

ら令和５年１月

１２日まで

検査等費用

①検査キット原価

（ＰＣＲ検査等の

場合は検査費用，

送料等を含む。）

②その他実施事業

者において生じる

各種経費等

ＰＣＲ

検査等

検査１回当たり下記①＋②

の額

①１営業日当たりの総検査

回数（ＰＣＲ検査等と抗原

定性検査の合計。以下同

じ。）が 50回以下の場合，

同日の総検査回数に占める

ＰＣＲ検査等の回数の割合

に 50 回（総検査回数ベー

ス）を乗じて得た数以下の

回数について，上限 7,000

円，１営業日当たりの総検

査回数が 50回を超え，か

つ，100 回以下の場合，同

日の総検査回数に占めるＰ

ＣＲ検査等の回数の割合に

50 回（総検査回数ベース）

を乗じて得た数を超える回

数については，上限 5,000

円，１営業日当たりの総検

査回数が 100 回を超える場

合，同日の総検査回数に占

めるＰＣＲ検査等の回数の



割合に 100 回（総検査回数

ベース）を乗じて得た数を

超える回数については，上

限 3,000 円とする。

②各種経費：１営業日当た

りの総検査回数が 50回以

下の場合，上限 2,500 円，

１営業日当たりの総検査回

数が 50 回を超え，かつ，

100 回以下の場合，同日の

総検査回数が 50 回を超え

る回数については，上限

1,800 円，１日当たりの総

検査回数が 100 回を超える

場合，同日の総検査回数が

100 回を超える回数につい

ては，上限 1,100 円

抗原定

性検査

検査１回当たり下記①＋②

の額

①検査キット原価の上限

額：1,500 円

②各種経費：１営業日当た

りの総検査回数が50回以下

の場合，上限 2,500 円，１

営業日当たりの総検査回数

が 50 回を超え，かつ，100

回以下の場合，同日の総検

査回数が50回を超える回数

については，上限 1,800 円，

１日当たりの総検査回数が

100 回を超える場合，同日の

総検査回数が 100 回を超え

る回数については，上限

1,100 円

備考

１ 金額は，全て消費税及び地方消費税を含めた額とする。

２ １営業日当たりの検査回数及び基準とする検査回数は，同日の属する月の合計値に換



算して適用する。

３ 総検査回数は，「宮城県ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査事業実施要領」及び

「宮城県感染拡大傾向時の一般検査事業実施要領」に基づき実施する検査の回数を合算

した回数とする。


