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愛知県ＰＣＲ等検査 事業

検査事業者向け

無 料 化

2022.04.28 初版

交付申請マニュアル

本マニュアルは交付申請時のチェックリストと
一体となったマニュアルです。

交付申請の前に必ず一読いただき、チェック事項をご確認の上
申請手続きを進めてください。

令和４年度



2主な変更点 ※重要

１ 抗原定性検査の単価上限額が試薬の調達日(※)によって異なります。 ※発注日基準

令和4年3月31日以前：3,000円、4月1日以降：1,500円

今年度（令和４年度事業）における主な変更点は以下の通りです。

前年度（令和3年度事業）から継続している事業者様はよくお読みください。

２ 検査単価小数点第1位までの入力をお願いします。

施設整備費の補助３

４ 無料対象検査の変更

抗原定性検査のキット補助単価が1,501円以上となる場合は、発注日が確認できる書類の提出が必要で
す。また、事業登録時に入力した日付と一致しているかをご確認ください。

検査単価を小数点第1位まで入力いただいております。
端数が出る場合は、小数点第2位が切り捨てとなっているかお確かめください。

令和3年度検査事業から継続している事業者様については、以下2点のみが補助対象となります。
①ランニングコスト
・備品リース費用
・受付、誘導員等人件費（従業員給与を除く）
・会場賃料
②事業拡大に伴う整備費用
・新たに検査体制を拡大するに当たって追加で必要となる費用

令和4年度より、無料対象となる検査が変更となっております。検査目的等について
入力間違いがないかをご確認ください。※無料対象検査詳細については事業者マニュアル参照
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交付申請の流れ１
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１．交付申請の流れ

STEP

１
STEP

２

STEP

４

登録情報の確認
事業者登録情報が最新の状態になっているか、及び検査結果が全て入力されているか確認します。

※結果が未入力、または不足がある場合、該当の検査については交付対象外となる可能性があります。

提出書類の準備
提出が必要な申請書類・証明書類を本マニュアル参照の上、
準備します。

不備連絡 ※不備があった場合

申請書類・内容に不備があった場合は、電話・メールにてご連絡します。

再交付申請
証明書類を修正、再送付等ご対応のうえ再申請を行います。

申請金額の交付
登録時の口座番号へお振込します。
※振込をもっての交付通知となります。不交付となった場合は郵送にて通知します。

STEP

３
交付申請（事務局へ書類を送付）

確認した申請書類・証明書類を印刷してご準備の上、事務局に送付・提出してください。

※2022年7月15日（金）必着

▼

事業終了次第、順次ご提出ください
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業務番号 項目 業務内容

P-01 交付申請
交付申請に必要な書類（P-01①～⑦）を揃え、事務局宛てに送付してください。〈2022年7月15日（金）必着〉
送付の際は、配達状況を確認できるサービス等を利用するようお願いします。
送付に掛かる費用は検査事業者負担となります。

P-02 交付審査 交付申請書（P-01①～⑦）の書類の審査を実施します。

P-03 不備連絡 書類不備があった場合には、事務局より電話又はメールにてご連絡します。

P-04 不備対応 書類不備の対応をお願いします。

P-05 再交付申請
再交付申請で必要となった書類（P-01①に加え不備分）を揃え、事務局宛てに送付してください。
送付の際は、配達状況を確認できるサービス等を利用してください。
送付に掛かる費用は検査事業者負担となります。

P-06 不交付 不交付の場合は郵送にて通知されます。

P-07 交付
予め登録された振込先口座へ交付決定額を振込します。
振込をもって交付通知となります。

P-01交付申請（送付）

P-03不備連絡（電話・メール）

検査事業者 事務局

交付

事業実施期間の終了後、以下の流れで交付申請を実施してください。 ※2022年7月15日(金)必着

P-01-①交付申請必要書類確認書
P-01-②補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
P-01-③補助金交付申請書（別紙）
P-01-④納品書、領収書の写し（検査費用）
P-01-⑤見積書、領収書の写し（施設整備費用）
P-01-⑥施設整備が証明できる施工図面
P-01-⑦施設整備が証明できる施工写真

提出書類

P-02交付審査

書類不備

P-05再交付申請（送付）2022年7月15日（金）必着（2022年7月15日（金）必着）

P-04不備対応

不交付P-06不交付（送付）

P-07交付（振込）

１．交付申請の流れ 〈参考〉

※事業終了日の17:00～18:00にホームページの「登録事業者一覧」から削除されます。
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登録情報の確認

マイページにログインの上、ご自身の登録情報に間違いがないかご確認ください。

※検査の単価または施設整備費に間違いがあった場合は計画変更申請が必要です。

詳細な手順は事業者マニュアルを参照ください。

１．交付申請の流れ

特に確認いただきたい項目

✓ 検査の単価 →領収書の価格と一致しているかをご確認ください。

✓ 施設整備費用 →自動で申請書類に金額が反映されます。ご注意ください。

✓ 検査結果の入力漏れ
→結果数が検査の実施数として申請書類に反映されます。

※入力漏れがあった場合は「検査結果登録」を行い、
全て入力が完了してから交付申請を実施してください。

補助金の交付対象として
反映される検査結果

陽性 ○

陰性 ○

判断できない ○

（判定前） ×

✓ 検査結果登録内容
→右記の検査結果毎の交付対象可否を参考に、
結果登録内容が正しいかを確認してください。
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書類番号 書類名 書類の概要等 提出 提出数

P-01-① 交付申請必要書類確認書 システムより出力が可能 出力 1通

P-01-② 補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書 システムより出力が可能 出力 1通

P-01-③
補助金交付申請書（新型コロナウイルス感染症検
査等実績報告書[別紙1] ）

システムより出力が可能 出力 1通

P-01-④

検査費用に係る証明書類

▶自医療機関で検査実施の場合
・領収書の写し（※内訳記載がない場合は納品書の添付）、領収書発
行が不可能な費用ついては自医療機関における単価表の写し、任意書
式の積算資料および根拠資料(写しの場合は原本証明必須)等

▶外部衛生検査所で検査実施の場合
・領収書（※内訳記載がない場合は納品書の添付）

仕入先より提出があったもの
（台紙はシステムより出力が可能） 写し 必要数

提出書類の準備

実施計画書 システムより出力が可能 出力 1部

施設整備費を申請する場合は以下3点も提出必須となります

P-01-⑤
登録時に提出した見積書(請求書)、領収書の写し
（※内訳記載がない場合は納品書の添付）
※見積書の提出は必須です。

台紙はシステムより出力が可能 写し 必要数

P-01-⑥ 施設整備が証明できる施工図面 最新の図面提出が必要 写し 必要数

P-01-⑦ 施設整備が証明できる施工写真 台紙はシステムより出力が可能 写し 必要数

１．交付申請の流れ

印刷、及び作成いただいた書類を事務局へ送付していただきます。
以下書類を上から順にまとめ(P-01-①が先頭)、提出してください。※ホチキス止め厳禁
各書類について捺印が必要な箇所はありません。（領収書等・原本証明を除く）
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システムからの交付申請
手続きの流れ２
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STEP１ STEP２ STEP３

検査実績の登録確認 交付申請ボタンのチェック 補助金交付申請書類の出力

①対象外
②有料検査
③結果の未入力

以上の検査は、補助金対象となり
ません。確実に入力がされているか
確認します。

検査結果実績の確認後、
実施計画アプリから、交付申請のボ
タンを押します。

ボタンを押すと検査実績が確定し、
その後検査結果が入力ができなく
なります。

交付申請ボタンを押した
翌日以降、
補助金交付申請アプリから
申請書類の出力が可能になります。

書類が正しいか確認してください。

2．システムからの交付申請手続きの流れ

検査情報アプリ 実施計画アプリ 交付申請書類出力アプリ

STEP2の翌日以降
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（２）ログイン後

②「ログイン画面」が開きます。
マイページに記載のログインID・パスワードを入力し、

ログインしてください。

※Internet Explorer では正しく作動しないため、
Google Chromeをご利用ください。

（１）ログインの方法

・ログイン名：事業者登録時にマイページに表示されたログイン名

・パスワード：事業者様で設定されたパスワード

画面左の「☁kintone」ボタンをクリックし、
「ポータル画面」に進んでください。

※ログイン名およびパスワードは、事業者登録完了後にマイページに表示されます。

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP１ 検査実績の確認〉



122．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP１ 検査実績の確認〉

（３）検査情報登録アプリを確認

検査結果が（判定前）になってい
ないか確認する。※取消済みであ
れば問題ございません

確認①

確認② 有料検査はカウントされません。
一般×県外など
（期間によって異なります。）

確認③

対象外検査はカウントされません。

検査情報登録アプリを確認し、検査結果が漏れなく入っていることを確認してください。

※確認②・③の修正がある場合は、コールセンターにお電話ください。

検査情報アプリ

対象外検査の抽出方法は、以下の通りフィル
ターをかけていただくと確認が可能です

↓「有料検査警告（帳票出力用）」を選択
事業者専用コールセンター：050-3646-5259
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（１）スペースの選択

①「ポータル画面」に進んだら、
「すべてのスペース」を選択してください。

（２）アプリの選択

②「すべてのスペース」を選択したら、表示されるタブのうち
「愛知県PCR等検査無料化事業2022 検査事業者 実施計画書登録」

を選択してください。※他のスペースやアプリは触らないでください。

画面右側に表示される「愛知県PCR等検査無料化事業…」を選択してください。

２．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP2 交付申請ボタンのチェック〉
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①ご自身の立会い実施名称であることを確認し、レコード番号の左のアイコンを押します。

②鉛筆マークを押します。

必ず立会い実施名称がご自身のものか再度確認してください。

ユーザーステータスが登録完了または計画変更完了の場合しか触ることはできません。
異なる場合は、登録完了または計画変更完了になるまでお待ちください。

（３）交付申請ボタンをチェック

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP2 交付申請ボタンのチェック〉



15

（３）交付申請ボタンのチェック

③システム項目の「補助金交付申請」にチェックを入れ、画面上部の「保存」ボタンを押します。

検査結果を全て入力し、登録内容が全て合っているか確認できてから、チェックしてください。
チェックし、保存した後にデータを編集することはできません。

①

画面上部

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP2 交付申請ボタンのチェック〉

② 事業実施期間が短くなる場合は、
先に実施期間の変更の変更計画を行ってください。

画面下部まで
スクロール

※注意
「補助金交付申請を行います」にチェックを
入れた場合、同時に他の項目を変更しない
でください。他の項目の変更（＝計画変
更）が必要な場合は、先に計画変更申請
を行い、すべての計画変更が完了してから補
助金交付申請へ進んでください。
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（１）スペースの選択

①「ポータル画面」に進んだら、
「すべてのスペース」を選択してください。

（２）アプリの選択

②「すべてのスペース」を選択したら、表示されるタブのうち
「愛知県PCR等検査無料化事業2022 交付申請書類出力」
を選択してください。

※他のスペースやアプリは触らないでください。
※令和3年度とは別のアプリとなります。ご注意ください。

画面右側に表示される「愛知県PCR等検査…」を選択してください。

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP３ 補助金交付申請書類の出力〉

STEP３はSTEP２を行った翌日以降に可能です。翌日以降に操作ください。
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（３）補助金交付申請書類の出力

②今まで検査結果アプリに入力した検査結果の件数が表示されています。
出力ボタンより交付書類を印刷してください。 検査結果の入力に不備があるものは、件数に含まれておりません。

検査結果アプリにて全て正しく入力されているか必ずご確認ください。

必ず立会い実施名称がご自身のものか再度確認してください。

テスト テストテスト テストテスト テスト

①ご自身の立会い実施名称であることを確認し、レコード番号の左のアイコンを押します。

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP３ 補助金交付申請書類の出力〉

○○クリニック

必ず法人として登録されている方は「法人向け」
個人事業主として登録されている方は「個人向け」が
選択されていることを確認してください。
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（３）補助金交付申請書類の出力

③別ウィンドウにて補助金交付申請書と実施計画書が出力されます。片面・A4で印刷してください。

P-01-①交付申請必要書類確認書

P-01-②補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書

P-01-③補助金交付申請書 [別紙１]

※ホチキス止めは不要です。

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP３ 補助金交付申請書類の出力〉

日付は空欄
としてください

P-01-④検査費用に係る証明書類台紙
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（３）補助金交付申請書類の出力

交付申請書類の後に実施計画書が続きます。
※ホチキス止めは不要です。

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP３ 補助金交付申請書類の出力〉

P-01-④検査費用に係る証明書類

実施計画書

※必ず出力場所が正しいか
ご確認ください
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（３）補助金交付申請書類の出力

実施計画書の後に、証明書類の台紙が続きます。

2．システムからの交付申請手続きの流れ 〈STEP３ 補助金交付申請書類の出力〉

※施設整備費を申請する事業者のみ該当

P-01-⑤【施設整備費】領収書の写し

P-01-⑥施設整備が証明できる施工図面

P-01-⑦施設整備が証明できる施工写真
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チェックリスト一覧3
各チェック項目を確認しながら書類の準備を進めてください。
各該当ページに詳細説明が掲載されています。
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チェック
欄

項目 ページ数

P-01-①交付申請必要書類確認書

①必要書類を全て準備の上、チェックが記入されている

P.26-27②書類はすべてA4片面コピーの上、順にまとめられている（P-01-①が先頭）

③事業者情報が正しく出力されている

P-01-② 補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書

①出力されている情報は全て正確である P.28

P-01-③ 補助金交付申請書（新型コロナウイルス感染症検査等実績報告書[別紙1] ）

①検査キット品目名・調達先が領収書内の情報と完全一致している

P.29-32

②単価(キット1回分)が正しく入力されている（小数点第2位を切り捨て）

③件数（検査結果登録数が自動反映）は実績と同一である

④全キット購入数は検査結果数以上、または同数である。

⑤施設整備補助事業の実績価格は最新である(申請している場合)

3．チェックリスト一覧
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チェック
欄

項目 ページ数

P-01-④ 検査費用に係る証明書類（領収書、及び納品書等）

①宛名が事業登録時の法人名（個人事業主の場合は代表者氏名）と一致している
※完全一致しない場合は別途p.48参照

P.33-48

②領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載されている書類（納品書・請求書・内訳書等）の写し
を添付している

③検査費用「単価」全額を証明する書類がある

：領収書（キット代、消耗品）、自医療機関における単価表の写し、
任意書式による証明書 等（※任意書式による証明書類を提出する場合は、給与明細等の
証明書及びその原本証明）

：領収書（キット代、検査費、送料）

④領収書の「発行元（調達先、検査委託先等)」、「試薬名・単価」が登録時の情報と一致している

⑤検査費用が、実施計画書で申告した「単価の内訳」内の検査費用単価と一致している
⇒本マニュアルP.35～41、又はP.42～47をご参照ください

⑥【抗原定性検査】単価1501円以上で申請をする場合は、発注日が「令和4年3月31日以前」であること
を確認できる書類がある

実施計画書

①出力データ(印刷した書類)は最新のものである P.49

外部衛生検査所

自医療機関

3．チェックリスト一覧
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チェック
欄

項目 ページ数

P-01-⑤ 施設整備費を証明する領収書の写し（及び納品書等）

①添付書類の合計額が事業計画書の申請金額と一致している

P.51-55

②宛名が事業登録時の法人名（個人事業主の場合は代表者氏名）と一致している ※完全一致しない
場合は別途p.48参照

③領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載されている書類（納品書・請求書・内訳書等）の写し

を添付している

④事業登録時の見積書の写しを同封している

P-01-⑥ 施設整備が証明できる施工図面

①施設整備費で申請した備品類のうち、
図面への落とし込みが可能な備品は、全て表記されている

P.56-57

②図面は最新のものである（計画変更された場合は計画変更時の図面の添付が必要です。）

P-01-⑦ 施設整備が証明できる施工写真

①申請備品全ての写真がある（撮影可能な備品）

P.58-61
②写真から購入数が確認できる

③工事等については、施工前後の写真がある

④写真に写っている備品・数量が明記されている

3．チェックリスト一覧 施設整備費の交付申請必要書類
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P-01-① 交付申請必要書類確認書

送付書類を確認するための書類です。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-①交付申請必要書類確認書〉

記入日は空欄としてください
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提出書類の
準備・注意点4
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✓③事業者情報が正しく出力されている
※システムから自動反映されます。
間違いがある場合は登録情報を変更する必要があ
ります。

✓①必要書類を全て準備の上、
チェックが記入されている

施設整備費を申請された方は →
こちらも確認が必要です。

A4用紙合計の枚数を記入してください

①必要書類を全て準備の上、必要項目にチェックが記入されている

②書類はすべてA4片面コピーの上、順にまとめられている（P-01-①が先頭）

③事業者情報が正しく出力されている

P-01-①交付申請必要書類確認書

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-①交付申請必要書類確認書〉

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

記入日は空欄としてください
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P-01-② 補助金交付申請書兼実績
報告書兼請求書

請求書となる書類です。
検査費と施設整備費の合計額が請求額となります。

※全てシステムから自動反映の上出力されます。
各情報が正しいかご確認ください。

※個人事業主については「事業者名」欄に
「立会い実施名称」が反映・出力されます。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-② 補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書〉

記入日は空欄としてください
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登録した検査結果数、及び申請時に入力した
「検査単価」「施設整備費」「発注日」に応じて、
全てシステムから自動反映の上出力されます。

各情報が正しいかご確認ください。

P-01-③ 補助金交付申請書
（新型コロナウイルス感染症検査等実績報告書[別紙1] ）

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-③ 補助金交付申請書（新型コロナウイルス感染症検査等実績報告書[別紙1] ）〉
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z

P-01-③ 補助金交付申請書（新型コロナウイルス感染症検査等実績報告書[別紙1] ）

①検査キット品目名・調達先が領収書内の情報と一致している

②単価(キット1回分)が正しく入力されている（小数点第2位を切り捨て）

③件数（検査結果登録数が自動反映）は実績と同一である

④全キット購入数は検査結果数以上、または同数である。

⑤施設整備補助事業の実績価格は最新である(申請している場合)

施設整備費を申請された方は→
こちらも確認が必要です。

検査事業者登録時に入力した
情報が自動的に表示されます

検査結果登録された検査
数が自動で表示されます

各種経費￥3,000は
自動入力されます

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-③ 補助金交付申請書（新型コロナウイルス感染症検査等実績報告書[別紙1] ）〉
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株式会社ABCPCRキットA 20 ¥6,152.0令和4年1月20日

31

領 収 証

○○ 御中

￥179,440-

但し 医薬品代 として
株式会社 ABC
〒000-0000
△△△

計 ￥179,440

株式会社 ABC
○○1丁目店

2022年3月30日

納品書

✓ ①検査キット品目名・調達先が
領収書(納品書)内の情報と一致している

項目 数
量

単価(税込) 合計額

PCRキット
A(10回分)

2 ¥61,520 ¥123,04
0

抗原定性検
査キット
B(10回分)

2 ¥28,200 ¥56,400

○○ 御中

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-③ 補助金交付申請書（新型コロナウイルス感染症検査等実績報告書[別紙1] ）〉

✓ ②単価(検査1回分)が
正しく入力されている

・キットが10回分等の場合、計算の上、
入力が必要です。

例）下図の場合は
￥61,520÷10(回) = ¥6,152.0

が「単価」となります。

※小数点第1位まで表記
※税込価格
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株式会社ABCPCRキットA 20 ¥6,152.0令和4年1月20日

領 収 証

○○ 御中

￥179,440-

但し 医薬品代 として 株式会社 ABC
〒000-0000
△△△

計 ￥179,440

株式会社 ABC
○○1丁目店

2022年○月○日

納品書

✓ ⑤施設整備費の実績
価格は最新である

項目 数
量

単価 合計額

PCRキット
A(10回
分)

2 ¥61,520 ¥123,040

抗原定性検
査キット
B(10回分)

2 ¥28,200 ¥56,400

○○ 御中

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-③ 補助金交付申請書（新型コロナウイルス感染症検査等実績報告書[別紙1] ）〉

✓③件数が実績と同一である
※システムに登録された検査結果数が自動
で反映されます。検査結果が全て正しく入力
されている必要があります。

✓④全キット購入数は検査結果数以上、
または同数である。

※過去保有していたキットを利用した場合は、
別途領収書の添付が必要です。

例：
キット10回分×2＝20回分

≧件数（検査実施数）
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P-01-④ 検査費用に係る証明書類

検査費用を証明するための書類です。
台紙に領収書の写し等を貼り付けの上、提出してください。

※領収書の写し等がもともとA4サイズの場合は、
台紙に貼る必要はありません。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉
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【抗原定性検査】単価1501円以上で申請をする場合は、発注日が
「令和4年3月31日以前」であることを確認できる書類がある

2022年度の注意点

株式会社ABC抗原定性検査キットB ¥2800.0 キット代¥2,800
令和4年
2月20日

✓【抗原定性検査】単価1501円以上で
申請をする場合は、発注日が
「令和4年3月31日以前」

であることを確認できる書類がある

↑発注日が一致

※発注日記載のある
書類がない場合は、
3月31日以前に納品してい
ることが確認できる書類も可。

2022年度から、2022年4月1日以降に発注した抗原定性検査キットについては
交付上限額が1500円までとなりました。伴って、以下についてご注意ください。



354．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉

自医療機関にて検査を実施する場合

外部検査機関（県内・県外衛生研所）に委託する場合はP. 42を参照ください

P-01-④ 検査費用に係る証明書類(自医療機関で検査実施)

①宛名が事業登録時の法人名（個人事業主の場合は代表者氏名）と
一致している ※完全一致しない場合は別途p.48参照

②領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載されている書類
（納品書・請求書・内訳書等）の写しを添付している

③検査費用「単価」全額を証明する書類がある

④領収書の「発行元（調達先)」、「試薬名・単価」が登録時の情報と
一致している

⑤検査費用が、実施計画書で申告した「単価の内訳」内の検査費用単価と一致して
いる ⇒本マニュアルP.35～41をご参照ください

⑥【抗原定性検査】単価1501円以上で申請をする場合は、発注日が
「令和4年3月31日以前」であることを確認できる書類がある

自医療機関
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検査費用単価に含められる費用と証明書類の一例

検査キット

• 領収書の写し
※領収書に詳細の内訳記載がない場合は数量や単価が確認できる以下の書類が必須となります。

• 納品書、請求書、内訳書 等

• 金額算出根拠が明確である証明書類（※詳細は36ページ参照）
（任意書式）

人件費(採取済み検体の検査業務に係る人件費)

• 自医療機関における単価表の写し（※詳細は36ページ参照）
• その他任意書式の証明書類

検査費

※抗原定性検査では下記の費用（検査費、人件費等）を含むことはできません。

• 検体容器等、検体検査に係る消耗品

消耗品費

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉 自医療機関

※抗原定性検査においてキット単価1,501円以上で申請する場合は、発注日が 「令和4年3月31日以前」で
あることを確認できる書類の提出が必要です。
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検査実施数と同数又は上
回る必要があります

納品書の金額と一致又は
該当部分の支払が確認できる額である

事業開始日同日、またはそれ以前に
納品されている※追加購入の場合を除く

✓①

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉 自医療機関

a. 領収書（内訳記載がない場合は納品書の添付）

✓② 領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載
されている書類（納品書・請求書・内訳書等）の
写しを添付している

✓① 事業登録時の法人名（個人事業主
の場合は代表者氏名）と一致している

必要な場合
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b. 自医療機関における単価表の写し
その他検査費の証明書類（任意書式）

及びその証明書

自医療機関における検体検査に係わる人件費等、領収書の準備が出来
ない費用については、
任意書式にて積算書類を作成し、その根拠となる資料(給料明細書、
出勤簿等)を添付の上、提出してください。
根拠となる資料が写し(コピー)の場合は、原本証明が必要です。

「検査費」を証明する書類として、自医療機関における単価表等を提出
いただけます。
単価表がご用意いただけない場合は、検査単価を示す証明書を提出して
ください。

○○クリニック

PCR検査料金

【料金】
検査料金 7,000円（税込）

【営業時間】
○○：○○～○○：○○

【支払い方法】
▲▲▲

検査費・人件費等について領収書の発行が不可能である場合、以下の書類を証明書類として利用可能です。
※領収書で単価全額を証明可能である場合は不要です。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉 自医療機関

SAMPLE

任意書式の証明書
例）給料明細書の写し

人件費の証明書類（任意作成）

※原本証明が原則必須です。
詳細は次ページを参照ください。

余白

ｃ. 

内訳：キット代○○円＋検査費○○円

上記単価は検査費用原価であることを
証明します
○○クリニック 院長○○ ○○

○○クリニック検査費用単価

以下の項目が含まれ
ている必要があります。

・ 検査料金
・ 料金の内訳(キット代、

検査費用、容器代や消耗品等)

・ 証明文、署名※左

記参照

必須項目
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きゅ

給与明細書 医療法人〇〇会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この写しは原本と相違ないことを証明します。

令和 ◇年◇ 月◇ 日
法人名 ○○○
役職＋氏名 印 （または直筆サイン）

原本証明とは、原本を提出することができない書類についてその写しを提出する場合、
確実に原本の写し（コピー）であることを申請者名義で証明していただくものです。
それぞれ書類の写しの、余白又は裏面に直接記入、押印してください。
（代表者の手書きサインがある場合は押印不要）

事業登録時の法人名（個人
事業主の場合は個人名）と
一致する必要があります

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉 自医療機関

c. その他検査費の証明書類（任意書式）及びその証明書

原本証明について

余白

給料明細書の写し（勤務シフト表等も同様）

先頭の書類、または別紙に記載の上での提出が可能です。（1枚ごとの記入は不要）
ただし、どこまでの書類に対する証明かが分かるようにクリップ等でまとめてください。

証明書類が複数枚ある場合
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株式会社ABCPCRキットA ¥7,000.0 キット¥6,152＋検査費¥900
令和4年
1月20日

40

領収書(キット代)

領収書に対する、内訳記載のある
納品書(請求書)

✓④調達先が一致

✓④試薬名・単価が一致

計 ￥179,440

株式会社 ABC
○○1丁目店

2022年○月○日

納品書

項目 数
量

単価 合計額

PCRキット
A(10回分)

2 ¥61,520 ¥123,040

抗原定性検査
キットB(10回
分)

2 ¥28,200 ¥56,400

○○ 御中

→1回あたり￥6,152.0

検査キット代の証明書類

自医療機関における単価表

検査費用の証明書類

✓④領収書の「発行元（調達先・検査
委託先)」、「試薬名・単価」が登録
時の情報と一致している

自医療機関4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉

領 収 書
○○ 御中

￥179,440-

但し 医薬品代 として
株式会社ABC
〒000-0000
△△△

↑実施計画書例(2ページ目)

例： 単価（税込）＝ 検査キット＋検査費の場合

各事例ごとの必要証明書例

✓④試薬名・単価が一致

検査費900円を証明する
書類がない場合

下記の単価表を提出

※

※の金額≦単価表の料金であることを
確認してください

キット代6,152円＋検査費900円
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株式会社ABCPCRキットA ¥7,000.0
キット¥6,000＋
検査費（人件費） ¥1,000

令和4年
1月20日

領 収 書
○○ 御中

￥179,440-

但し 医薬品代 として 株式会社ABC
〒000-0000
△△△

領収書

領収書に対する、内訳記載のある
納品書(請求書)

人件費等を証明する書類（任意書式）
とその根拠となる資料
※詳細p.35参照

計 ￥179,440

株式会社 ABC
○○1丁目店

2022年○月○日

納品書

項目 数
量

単価 合計額

PCRキット
A(10回分)

2 ¥61,520 ¥123,040

抗原定性検査
キットB(10回
分)

2 ¥28,200 ¥56,400

○○ 御中

✓③検査費用「単価」全額を証明する
書類がある

検査1回あたりにキット以外の単価（検査費、
人件費等）を単価に含んでいる場合は、キット
以外の単価を証明する書類も必要です。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉

例： 単価（税込）＝ 検査キット＋検査費（人件費）の場合

自医療機関

↑実施計画書例(2ページ目)

各事例ごとの必要証明書類例

人件費等の領収書の準備が出来ない費用については、任
意書式にて内訳を示す書類を作成し、その根拠となる資料
(給料明細書、出勤簿等)を添付の上、提出してください。

検体の検査に係る人件費
※受付・検体採取に係る人件費は
対象外となります。（詳細p.61）
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外部機関(県内・県外の衛生検査所)にて検査を実施する場合

自医療機関で実施する場合はP. 34 を参照ください

P-01-④ 検査費用に係る証明書類(外部衛生検査所で検査実施)

①宛名が事業登録時の法人名（個人事業主の場合は代表者氏名）と
一致している ※完全一致しない場合は別途p.48参照

②領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載されている書類
（納品書・請求書・内訳書等）の写しを添付している

③検査費用「単価」全額を証明する書類がある

④領収書の「発行元（調達先・検査委託先）」、「試薬名・単価」が登録時の
情報と一致している

⑤【抗原定性検査】単価1501円以上で申請をする場合は、発注日が
「令和4年3月31日以前」であることを確認できる書類がある
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検査費用単価に含められる費用と証明書類の一例

検査キット
・ 領収書の写し
（領収書に詳細の内訳記載がない場合は項目の詳細がわかる以下書類が必須となります。）

・ 納品書、請求書、内訳書 等

※抗原定性検査は下記の費用（検査費、送料等）を含むことはできません。

送料

・ 領収書（送料の金額・送り先が確認できるもの）

・ 委託先機関が発行した領収書
（送料等込みの場合はその旨が明記されていること）

検査費

※キットに検査費・送料が含まれている場合は別立ての記入等は不要です。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉 外部衛生検査所
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納品書の金額と一致又は
該当部分の支払が確認できる額である

検査実施数と同数又は上
回る必要があります

事業開始日同日、またはそれ以前に
納品されている※追加購入の場合を除く

✓② 領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載
されている書類（納品書・請求書・内訳書等）の
写しを添付している

✓①

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉

a. 領収書（内訳記載がない場合は納品書の添付）

✓① 事業登録時の法人名（個人事業主
の場合は代表者氏名）と一致している

外部衛生検査所

必要な場合
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株式会社ABCPCRキットA キット¥6,152＋検査費¥800
令和4年
1月20日

外部衛生検査所

45

領 収 書

○○ 御中

￥179,440-

但し 医薬品代 として
株式会社 ABC
〒000-0000
△△△

領収書(キット代)

領収書に対する、内訳記載のある
納品書(請求書)

✓④調達先が一致 ✓④試薬名・単価が一致

領 収 書

○○ 御中

￥80,000-

但し 検査費用(100回
分) として

▲▲▲衛生検査所
〒000-0000
△△△

計 ￥179,440

株式会社 ABC
○○1丁目店

2022年3月30日

納品書

項目 数
量

単価 合計額

PCRキット
A(10回分)

2 ¥61,520 ¥123,040

抗原定性検査
キットB(10回
分)

2 ¥28,200 ¥56,400

○○ 御中

→1回あたり￥6,152

検査キット代の証明書類

領収書(検査費)

検査費の証明書類

✓④領収書の「発行元（調達先・検
査委託先)」、「試薬名・単価」が
登録時の情報と一致している

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉

¥6,952.0

↑実施計画書例(2ページ目)

例： 単価（税込）＝ 検査キット＋検査費の場合

各事例ごとの必要証明書類例

〒000-0000 ○○県…

▲▲▲衛生検査所

✓④試薬名・単価が一致

✓④調達先が一致

✓④調達先が一致

✓④試薬名・単価が一致
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株式会社ABCPCRキットA キット¥6,152＋検査費¥800
令和4年
1月20日

領収書(検査費)

検査費の証明書類

46

領 収 書

○○ 御中

￥179,440-

但し 医薬品代 として 株式会社 ABC
〒000-0000
△△△

領収書(キット代)

領収書に対する、内訳記載のある納
品書(請求書)

〒000-0000 ○○県…

▲▲▲衛生検査所

領 収 書

○○ 御中

￥80,000-

但し 検査費用(100回
分) として

▲▲▲衛生検査所
〒000-0000
△△△

計 ￥179,440

株式会社 ABC
○○1丁目店

2022年○月○日

納品書

項目 数
量

単価 合計額

PCRキット
A(10回分)

2 ¥61,520 ¥123,040

抗原定性検査
キットB(10回
分)

2 ¥28,200 ¥56,400

○○ 御中

検査キット代の証明書類

✓④検査委託先が一致

✓④領収書の「発行元（調達先・検査
委託先)」、「試薬名・単価」が登録
時の情報と一致している

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉 外部衛生検査所

↑実施計画書例(2ページ目)

例： 単価（税込）＝ 検査キット＋検査費の場合

各事例ごとの必要証明書類例（前頁の続き）

✓③検査費用「単価」全額を
証明する書類がある

¥6,952.0
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※検査費の領収書に有料検査分が含まれる場合

領 収 書

○○ 御中

￥300,000-

但し 検査費用(100回分)
として

▲▲▲衛生検査所
〒000-0000
△△△

計 ￥300,000

株式会社 ABC
○○1丁目店

2022年○月○日

内訳書

項目 数量 単価 合計額

検査費用

無料検査
分

90 ¥3,000 ¥270,000

検査費用

有料検査
分

10 ¥3,000 ¥30,000

20

70

合計90回

外部衛生検査所4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉

内訳の分かる書類

※外部機関からの取得が困難である場合は任意書式での作成可

領収書

外部衛生検査所からの領収書に、
本事業の無料対象でない検査が含まれている場合、
全件の内、無料検査の回数が明確に分かる書類

を添付してください



484．提出書類の準備・注意点 〈P-01-④ 検査費用に係る証明書類〉

領収書の宛名の審査可否対応表

外部衛生検査所自医療機関

法人

登録時の法人名 領収書の宛名 審査可否

株式会社ABC 株式会社ABC 可

株式会社ABC 株式会社ABC 名古屋支店 同一法人と確認できるため可

株式会社ABC （株）ABC 可

医療法人〇〇会 医療法人〇〇会 ▲▲クリニック 同一法人と確認できるため可

医療法人〇〇会 ▲▲クリニック
登記簿謄本など登記上同一法人と

判断できる書類があれば可

個人事業主

登録時の個人名 領収書の宛名 審査可否

検査 太郎 検査 太郎 可

検査 太郎 ○○ クリニック 検査太郎 可

検査 太郎 ○○ クリニック
「○○クリニック」の横に「代表 検査太
郎」等と加筆をする等、同一機関から
の申請と判断可能であれば可

原則、事業登録時の法人名、または個人名と一致するように領収書を発行してください。
再発行ができない等の理由がある場合は、 下記を参照の上ご対応ください。
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実施計画書

事業登録された情報が自動反映されます。
出力して印刷の上、同封してください。

※情報が最新であるか・登録情報に間違いが
ないかご確認ください。

4．提出書類の準備・注意点 〈実施計画書〉
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施設整備費の

交付申請必要書類
「施設整備費」を申請された方は本ページ
以降もよくお読みになった上、
必要書類・証明書類をご準備ください。

※令和4年度事業にて申請している事業者のみ
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参考項目
（例）

施設整備費で申請する費用の証明 令和3年度登録事業者

領収書での証明
P-01-⑤

図面での証明
P-01-⑥

写真での証明
P-01-⑦

申請費用具体例

① 備品関連 備品名・数量が明示されている
備品名・数量が明示され

ている
備品・数量が確認できる

・備品リース費用

② 賃料関連
利用の期間の明示

※検査実施期間分が交付対象と
なります

不要
立会い実施場所の全体が確

認できる
・継続利用する会場賃料

③
施工関連
（工事費）

施工内容が明示されている 不要
施工前と施工後の状態が確

認できる
・検査体制の拡大に伴う工事費用

④
人件費関連
（受付・誘
導）

人数・勤務実績(時間）が明
示されている

人数が明示されている 不要
・受付・誘導員等人件費
※従業員給与を除く

施設整備費の交付申請には、購入の証明が必要となります。以下を参考に準備をお願いします。
※令和3年度事業からの継続事業者は、令和4年度においては原則ランニングコスト・体制拡大費のみの補助となります。

※「領収書」にて詳細項目が確認できない場合は、「見積書・納品書・請求書」等を提出してください。

※見積書については、事業登録時に添付として提出している書類の写しも必ず提出してください。

※施工関連費（工事費）については「施工前」「施工後」の両方の写真が証明書類として必要です。

※抗菌加工などの施行前後を写真で判断出来ない工事は、施行中の写真が必要です。

注意事項

4．提出書類の準備・注意点 〈施設整備費で申請する費用の証明 書類対応一覧〉
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P-01-⑤ 施設整備費を証明する
領収書の写し（納品書）

施設整備費を証明するための書類です。
台紙に領収書等の写しを貼り付けの上、提出してください。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑤ 施設整備費を証明する領収書の写し（納品書）〉
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z

P-01-⑤ 施設整備費を証明する領収書（納品書）の写し

①添付書類の合計額が事業計画書の申請金額と一致している

②宛名が事業登録時の法人名（個人事業主の場合は代表者氏名）と
一致している ※完全一致しない場合は別途p.48参照

③領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載されている書類（納品書・
請求書・内訳書等）の写しを添付している

④事業登録時の見積書の写しを同封している

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑤ 施設整備費を証明する領収書の写し（納品書）〉
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見積書の額と一致又は
該当部分の支払が
確認できる額である必要があります。

見積No.と一致している
か確認してください
（記載がある場合）

金588,500円

(見積No.123456789)

✓②宛名が事業登録時の法人名（個人事業主の
場合は代表者氏名）と一致している

✓①添付の合計額が事業計画書の
申請金額と一致している

金324,000円

912,500円

✓③ 領収書に内訳記載がない場合、詳細項目が記載されている
書類（納品書・請求書・内訳書等）の写しを添付している

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑤ 施設整備費を証明する領収書の写し（納品書）〉

証明書類の提出方法
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見積書は、他の提出書類とは明確に区別し、
別冊でクリップ留めしてご提出ください。

✓ 事業登録時の見積書については、台紙をご準備して
おりません。台紙が必要な場合は、任意の用紙に貼り
付けをしてください。

✓ 事業登録時に見積書ではなく領収書を提出している
場合は、台紙貼り付けを優先してください

交付申請の内容が事業登録内容と一致しているかを確認します。
事業登録時の見積書の同封が必要です。

複数枚ある場合はクリッ
プでおまとめください

事業登録時の見積書

✓④事業登録時の見積書の写しを同封している

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑤ 施設整備費を証明する領収書の写し（納品書）〉
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P-01-⑥ 施設整備が証明できる
施工図面

施設整備備品の用途・必要性の証明書類
となります。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑥ 施設整備が証明できる施工図面〉
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z

P-01-⑥ 施設整備が証明できる施工図面

①施設整備費で申請した備品類のうち、
図面への落とし込みが可能な備品は、全て表記されている

②図面は最新のものである（計画変更された場合は計画変更時の図面の添付が必要です。）

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑥ 施設整備が証明できる施工図面〉

事業登録時に添付いただいた図面をA4用紙に印刷、
または台紙に貼り付けの上提出してください。

① ② ③
④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨～⑪
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P-01-⑦ 施設整備が証明できる
施工写真

施設整備備品の購入を証明するために
提出が必要です。
出力した台紙に写真を貼付の上、提出してください。

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑦ 施設整備が証明できる施工写真〉
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z

P-01-⑦ 施設整備が証明できる施工写真

①申請備品全ての写真がある

②写真から購入数が確認できる

③工事等については、施工前後の写真がある

④写真に写っている備品・数量が明記されている

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑦ 施設整備が証明できる施工写真〉
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５．交付申請

1.機器代(プリンタ1台)
2.機器代(PC2台)

3.椅子9脚 4.パテーション(11基中6基)

5.検温器

1 2

✓ ①申請備品全ての写真がある

✓ ②写真から
購入数が確認できる

④写真内に写っている備品・
数量が明記されている

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑦ 施設整備が証明できる施工写真〉

①②

③ ④ ⑤

⑥
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NG例OK例

申請備品の全数量を確認できる必要があります。
（例）：椅子9脚購入の場合

写真1枚に収まり切らない場合は、複数枚に分けての撮影も可
（例）：パテーション11基購入の場合

パテーション×2 パテーション×３ パテーション×6

4．提出書類の準備・注意点 〈P-01-⑦ 施設整備が証明できる施工写真〉
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5 書類送付時の
注意事項
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1 3

5．書類送付時の注意事項 〈台紙の使用方法〉

②A4より小さいサイズの領収書等は、写しを台紙(A4）に貼り付け
の上、提出してください。
※台紙が足りない場合はコピーして使用してください。（両面利用不可）
※領収書等がA4の場合は、そのまま提出してください。

台紙の使い方（証明書類の貼り付け）

自動出力

正しい貼り方

・領収書同志が重ならな
いように、糊でしっかり
と貼付けてください

・糊は1辺だけでなく、
4辺すべてに塗り、
貼付けてください

不備のある貼り方

・重なっている

NG

・折ってある
（蛇腹折りなど）

・4辺に糊付けされて
おらず、浮き上がって
いる

NG

NG

（領収書裏面）

③全枚数を記入してください
※台紙、及び台紙に貼付していないA4サイズ
の書類も含めてください。

①台紙No.が正しいか
確認してください

「P-01-④」, 「 P-01-⑤」, 「P-01-⑦」
の中から正しいものをお選びください。
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交付申請（事務局へ書類を送付）

審査完了後、事業登録時の口座番号へお振込します。（お振込をもって交付通知とさせていただきます。）
※不交付となった場合は郵送にて通知します。不備があった場合は再申請が必要です。

申請金額の交付
交付申請により承認された金額を登録時の口座番号へお振込します。

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-30 東海ビルディング5階
JTBビジネストランスフォーム 愛知県PCR等検査無料化事業 交付審査センター 宛

電話番号：052-526-6019

送り先住所

✓ ホチキス止め不要
✓ 書類番号順にお纏めください
✓ A4片面コピー

書類を確認の上、
封入してください

送付手段について
※追跡が可能なサービスを利用ください

推奨 追跡ができない発送方法

• レターパック
• 書留

など

• 普通郵便
• 定型外郵便
• ゆうメール

5．書類送付時の注意事項 〈書類送付方法〉

【施設整備費を申請した事業者のみ】
・事業登録時の見積書
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人件費の分類について
〈補足〉6
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人件費の分類 業務内容 申請分類 必要書類

検体採取（検査立会
い）人員

受検者立会い、及び検体採取
の実施

不可
(各種経費一律1回3,000円より支出ください)

受付・誘導、検査登録
や予約受付の人員 • 会場運営における受付・誘

導の実施

• 検査登録や予約コールセ

ンター業務等

施設整備費

• 立会い図面

• 人件費の領収書または人

件費の計算書（任意書

式）

• 事業登録時の見積書

検体の検査人員

採取された検体の
検査の実施

検査単価（検査費用）

※検査1回あたりに係る人件

費のため

• 人件費の領収書または人

件費の計算書（任意書

式）

• 自医療機関で実施する場

合は単価表の写し等

各人件費についての申請方法は以下となります。各人件費の種類によって申請の分類が異なるため、ご注意ください。

6．人件費の分類について 〈補足〉

※本事業に伴い雇う

人員の人件費が対象

（従業員給与は対象外）
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お問い合わせ先
●愛知県 PCR 等検査無料化事業コールセンター（事業者専用窓口）���-����-

����
●受付時間 �:��～��:��（平日のみ／土日祝日休み）年末年始（��/��～

�/� 休み）
※��:�� 以降は、つながりづらい場合がございます。

愛知県ＰＣＲ等検査 事業無 料 化

事業者専用コールセンター
電話番号 050-3646-5259
受付時間 09:00～18:00（平日のみ／土日祝日休み）


