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神奈川県ワクチン・検査パッケージ等検査支援事業に関する補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の日常生活や経済社会活動に

おける感染リスクを引き下げるため、健康上の理由等によるワクチン未接種

者や、感染拡大期に感染不安を感じる県民に対する無料検査の実施に要する

経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、「新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」（令和２年５月１日府

地創第 127 号・消地協第 113 号・総行政第 103 号、入管庁支第 161 号・２文

科政第 25 号・厚生労働省発会 0430 第２号・２農振第 284 号・20200428 財地

第４号・国総政第３号）及び補助金の交付等に関する規則（昭和 45 年神奈川

県規則第 41 号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定める

ところによる。 

(1) PCR 検査等 

PCR 法や LAMP 法等の核酸増幅法による検査及び抗原定量検査をいう 

(2) 実施事業者 

県の登録を受け、令和３年 12 月 20 日内閣府地方創生推進室事務・内閣

官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡の別紙「新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る

実施要領」(以下「国の実施要領」という。) に基づき、無料検査を実施す

る事業者（市町村及び共同して事業を実施する場合の共同事業者を含む。） 

(3) ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査制度 

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

クチン接種歴若しくは検査結果の陰性のいずれかを確認すること、又は対

象者全員検査により、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 

(4) 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 

新型コロナウイルス感染症の症状が出ていない者（以下「無症状者」とい

う。）が、経済社会活動を行うに当たり、ワクチン検査パッケージ・対象者

全員検査制度及び飲食、イベント若しくは旅行・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

て必要な検査に要する費用を無料とするために、実施事業者に対して県が

補助等（検査実施にあたり必要な検査体制整備等に対する補助を含む。）す

る事業 

(5) 感染拡大傾向時の一般検査事業 

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県内在住

者のうち、無症状者が、検査受検要請（感染拡大傾向にある場合に知事の判

断により行われる新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第

31 号）第 24 条第９項等に基づくものに限る。）に応じて受検した検査に要

する費用を無料とするために、実施事業者に対して県が補助等（検査実施

にあたり必要な検査体制整備等に対する補助を含む。）する事業 
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（補助の対象） 

第３条 補助の対象とする事業は、県の登録を受けた実施事業者が、国の実施

要領に基づき実施する、別表１に定める事業とする。 

（補助額の算出方法等） 

第４条 補助額として、別表１の第１欄に定める事業区分ごとに、第２欄に定

める対象経費について第３欄に定める基準額の範囲内で算出した額から、寄

付金その他の収入額を控除した額を交付する。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に 1,000円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、

第１号様式による交付申請書に必要な書類を添えて、別に定める日までに知

事に提出するものとする。 

２ 交付申請者は、前項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補

助対象経費とする場合にあっては、当該交付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当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象

経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して

交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請

書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについて

は、この限りではない。 

（交付の決定） 

第６条 知事は、交付申請者から前条の規定に基づく申請があった場合は、そ

の内容を審査し、適当と認めたときは、第７条に規定する事項を条件に補助

金の交付を決定するものとし、その決定の内容及びこれに付した条件を記載

した補助金交付決定通知書を交付申請者に通知するものとする。この場合に

おいて、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係

る事項につき修正を加えて通知するものとする。 

（交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をしようとする場合は、

すみやかに知事の承認を受けなければならない。ただし、対象経費の額の 20

パーセント以内の額の減額については、この限りではない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに知事の承認

を受けなければならない。 

(3) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告し、

その指示を受けなければならない。 

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機
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械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号、以下「適正化法施行令」と

いう。）第 14 条第１項第２号の規定により、総務大臣が別に定める期間を経

過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しては

ならない。 

(5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的

な運用を図らなければならない。 

(7) 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。） は、この補

助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく国又は県

の負担又は補助を受けてはならない。 

(8) その他、規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

（申請の取下げ） 

第８条 交付申請者は、当該通知書に係る補助金の交付決定の内容又はこれに

付された条件に不服があるときは、補助金の交付の申請を取り下げることが

できる。 

２ 前項の規定により申請の取り下げをしようとする交付申請者は、交付の決

定の通知を受理した日から 10 日を経過した日までに、第２号様式による届出

書を知事に提出しなければならない。 

（変更の承認） 

第９条 補助事業者は、第７条第１号及び第２号に規定する補助事業の内容を

変更し、中止し又は廃止しようとするときは、第３号様式による事業変更（中

止、廃止）承認申請書を知事に提出し、知事の承認を受けなければならない。 

（状況報告） 

第 10 条 補助事業者は、規則第 10 条の規定に基づき、補助事業の状況報告を

求められた場合は、すみやかに第４号様式による事業実施状況報告書を知事

に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項にかかげる第４号様式によらない実施中の補助事業に

ついて、検査実施数実績（日次の受検者数・陽性者数・受検者情報等）に係る

報告を求められた場合には、すみやかに回答を知事に提出しなければならな

い。 

３ 知事は、補助事業の適切な実施を確保するため、必要があるときは当該補

助事業者の事業所に立ち入り、帳簿、その他の書類及び物件を検査し、又は関

係者に質問し、補助事業が適正に行われているかどうかを調査することができ

る。 

（遂行命令） 

第 11条 知事は、事業者が提出する報告、必要に応じて行う現地調査等により、

補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行され

ていないと認めるときは、事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行する
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よう命ずることができる。 

２ 事業者が前項の命令に違反したときは、知事は、補助事業の一時停止を命

ずることができる。 

（実績報告） 

第 12 条 規則第 12 条の規定による実績報告は、 第５号様式による事業実績報

告書に必要な書類を添えて、事業完了の日から起算して１月を経過した日（第

９条により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受

理した日から起算して１月を経過した日）又は別に定める日のいずれか早い

日までに知事に報告提出するものとする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者

は、前項の実績報告書を提出するにあたって、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が明らかな場合には、これを補助金額から減

額して報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を報

告書に添えて提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第 13 条 知事は、補助事業の完了又は中止等に係る前条の事業実績報告書の提

出があったときは、事業実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現

地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容

及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する

ものとする。 

２ 知事は、前項の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した

場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を

定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 補助事業者は、前項の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかっ

たときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき

年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

（補助金の支払） 

第 14 条 補助金は精算払いとし、前条の規定により交付すべき補助金の額を確

定した後に支払うものとする。ただし、知事が必要であると認める場合には、

補助金の全部又は一部について概算払いすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、

第６号様式による支払請求書を知事に提出しなければならない。 

（交付決定の取消等） 

第 15 条 補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、知事

は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その取消事由、補助事業

者及び協力した関係者等の公表を行うことができる。 

 (1) 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 

 (2) 偽り隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けよ

うとしたとき 

 (3) 補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき 

 (4) 申請要件に該当しない事実が判明したとき 
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 (5) 補助金の交付決定の内容、その他法令等に違反したとき 

 (6) その他、知事が補助事業として不適切と判断したとき 

２ 前項の規定は、第 13 条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に

おいても適用があるものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による取消をした場合には速やかにこの決定の内容

及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助事業者に通知するものとす

る。 

（補助金の返還） 

第 16 条 知事は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、既に事業者に補助金が交付されているときは、補助事業の当該取消し

に係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずることができる。 

（違約加算金及び延滞金の納付） 

第 17 条 知事は、前条により、補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行

い、補助金の返還を命じたときは、事業者が補助金を受領した日から返還す

る日までの日数に応じ、補助金額（一部を返還した場合のその後の期間にお

いては既返還額を控除した額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算し

た違約加算金（100 円未満の場合を除く。）を補助事業者に納付させることが

できる。 

２ 知事は、補助金の返還を命じた場合において、事業者が定められた納期日ま

でに補助金及び違約加算金の全部又は一部を納付しなかったときは、納期日

の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95 パー

セントの割合で計算した延滞金（100 円未満の場合を除く。）を納付させるこ

とができる。 

３ 知事は、前２項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、

協議の上、加算金又は延滞金を免除又は減額することができるものとする。 

４ 第１項及び第２項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について

も 365 日当たりの割合とする。 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第 18 条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補

助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納

付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第 19 条 前２条の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じ

た補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期

間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額による

ものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 20 条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事

業者は、実績報告後に消費税の申告によ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が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）には、第７号様式によりすみやかに、遅くとも補助事業完了日の属する
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年度の翌々年度６月 30 日までに知事に報告しなければならない。なお、補助

事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であ

って、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等

で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等

の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控

除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（暴力団排除） 

第 21 条 神奈川県暴力団排除条例第 10 条の規定に基づき、交付申請者が次の

各号に該当する場合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に

該当する者があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員

に該当するもの 

２ 知事は、必要に応じ交付申請者又は補助事業者が、前項各号のいずれかに

該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、

神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本

人の同意を得るものとする。 

３ 知事は、補助事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（書類の整備等）  

第 22 条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管し、知事の要求が

あったときは、速やかに知事に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、当該

補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度から５年間保存しなけれ

ばならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価 50 万

円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、 前記の期間を経過後、当該

財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第 14 条第１項第２号の規

定により総務大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管

しておかなければならない。 

３ 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠

書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義

務を承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書

類等を引き継がなければならない。 

４ 補助事業者は、前２項の書類に加えて、補助事業の実施状況を把握するた

めに必要な申込書等の書類を保管し、知事の要求があったときは、速やかに

知事に提出しなければならない。 
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（届出事項） 

第 23 条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文

書をもってその旨を知事に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき 

(2) その他申請内容に変更があったとき 

（補助の対象期間） 

第 24 条 この補助金の対象とする期間は、令和３年 12 月 20 日から知事が別に

定める日までとする。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１月４日から施行し、令和３年 12 月 20 日から適用す

る。 

   附 則 

この要綱は、令和４年２月 10 日から施行し、令和４年１月 19 日から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月 15日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年８月３日から施行し、令和４年７月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年８月 31日から施行し、令和４年９月１日から適用する。 
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別表１ 

事業区分 対象経費 基準額 

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 

検査及び結果通知

発行にかかる費用 

知事が必要と認めた額 

(1)ＰＣＲ検査等 検査１回あたり別表２の①及び②の額 

 

 (2)抗原定性検査 検査１回あたり別表２の①及び②の額 

 

２ 感染拡大

傾向時の一般

検査事業 

検査及び結果通知

発行にかかる費用 

知事が必要と認めた額 

 

(1)ＰＣＲ検査等 検査１回あたり別表２の①及び②の額 

 

 (2)抗原定性検査 検査１回あたり別表２の①及び②の額 

 

３ 検査体制

整備支援事業 

検査体制の整備に

かかる費用（※1） 

知事が必要と認めた額 

 

(1)令和４年度登録

事業者 

検査場所１か所あたり 

【上限額】 

①医療機関、薬局、衛生検査所等 

300,000 円(税込) 

②ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員

検査等登録事業者のうち、本事業の検査を500

件/日以上の検査を見込む事業者 

1,300,000 円(税込) 

③ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員

検査等登録事業者のうち、本事業の検査を100

件/日以上の検査を見込む事業者（上記②該当

を除く） 

800,000 円（税込） 

④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（上記②及び③該当を除く） 

300,000 円(税込) 

ただし、上限額の範囲内で実施が困難な場

合は、県に事前協議の上、知事が必要と認め

た額とする。 

(2)令和３年度登録

事業者 

原則対象外とするが、検査数を拡大する等

のために必要な整備を行う事業者について、

県に事前協議の上、知事が特に必要と認めた

額 
（※1）補助対象外経費 人件費、用地の取得費、マスク・アルコール等を含む

消耗品の購入費、ほか本事業の実施に関連しない費用 
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別表１（臨時） 

事業区分 対象経費 基準額 

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 

検査及び結果通知

発行にかかる費用 

知事が必要と認めた額 

抗原定性検査 検査１回あたり別表２の①及び②の額 

 

２  検 査 体 制

整備支援事業 

検査体制の整備に

かかる費用（※1） 

知事が必要と認めた額 

 

（※1）補助対象外経費 用地の取得費、マスク・アルコール等を含む消耗品の
購入費、ほか本事業の実施に関連しない費用 

 
 上記別表１（臨時）は、内閣府地方創生推進室内閣官房新型コロナウイルス等
感染症対策推進室事務連絡における臨時検査拠点にのみ適用されるものとする。 
 
 
別表２ 

検査回数／日 
（抗原定性検査及びＰＣＲ検査等の合計） 

①検査費用原価 
②各種経費等 

抗原定性検査 ＰＣＲ検査等 

日 50 回以下 
（月 30 日の場合、月 1,500 回以下） 

上限 1,500 円 

上限 7,000 円 上限 2,500 円 

日 50 回超 
（月 30 日の場合、月 1,500 回超） 

上限 5,000 円 上限 1,800 円 

日 100 回超 
（月 30 日の場合、月 3,000 回超） 

上限 3,000 円 上限 1,100 円 

 
※ 左欄（検査回数/日）の基準に該当する回数分について、それぞれ、右欄

（検査費用原価、各種経費等）を適用。  

※ 令和４年９月１日以降、適用。  

※ １日当たりの検査回数及び基準（50回又は100回）は、同日の属する月の合
計値に換算して適用。  

※ 仕入原価の上限額と１か月の検査件数により算定した総額の範囲内で仕入
原価・各種経費等補助を支給（事業者が申告する仕入単価は単一）。  

 
 


