
ワクチン・検査パッケージの導入について

□｢きょうと魅力再発見旅プロジェクト｣の利用には、旅行者全員が、ワクチンの3回接種歴または
検査結果の陰性であることを提示・確認することが条件となります。

詳細は、きょうと魅力再発見旅プロジェクトのホームページ(https://www.kyoto-tabipro.jp/)から確認

■対象
旅行者全員
※同居する親等の監護者が同伴する場合は、12 歳未満の子どもについて利用条件（ワクチン・検査）を適用しないこととしておりますが、この際
の「同居する親等の監護者」については、同居しない監護者は含まないこととします。また、同居する親等の監護者が同伴しない 12 歳未満の利
用条件の取扱いについては、ワクチン２回接種又は検査陰性とします。ただし、自粛要請の対象となる場合（まん延防止等重点措置等に係る
都道府県またぎ移動が該当）にあたっては、6歳以上12歳未満は検査が必要になります。

※修学旅行等学校等の活動については適用しません(同行する大人についても、学校等の活動の範囲内であれば、ワクチン接種歴及び検査結果
の確認は不要とします) 。

■確認時期
・宿泊商品：宿泊施設へのチェックイン時
・旅行商品：旅行予約時or旅行開始時

■確認書類
・以下のいずれかを提示しなければならない
①ワクチンの3回目接種日（予防接種済証等）
②宿泊時または旅行開始時の3日前以降にPCR検査等を、または前日又は当日に抗原定性検査を受け、
検査結果が陰性であること（検査結果通知書等）

※検査結果通知書は旅行（宿泊）開始日において有効期限を過ぎていなければ、旅行期間中は有効な検査結果として取扱うことが可能です。

※予防接種済証はコピーや画像、検査結果通知書等はメール結果通知の提示可。
利用条件のうちワクチン接種歴の確認にあたっては、接種券により接種歴を確認できる場合は、これを利用可能とします。

予防接種済証等を宿泊施設チェックイン時または旅行開始時に提示・確認できない場合、割引等が受けられません。
※検査費用は、利用者負担
京都府において、飲食、イベント、旅行・帰省等の活動などに際して、陰性の検査結果を確認するために必要な検査を無料で実施しております。
（無料の対象は、原則、抗原定性検査）
詳しくは京都府ホームページの「無症状者に係る無料検査について
(http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_muryokensa.html )」をご確認ください。

□その他
観光庁がワクチン・検査パッケージを活用した施策を実施する場合において、旅行業者及び宿泊事業者は、観光庁または観光庁が指定する者への
登録が必要ですが、「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」においては、プロジェクトの実施に係る登録により上記登録とみなされるため、特に手続きは不要です。

1

http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_muryokensa.html
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（１） ワクチン・検査パッケージについて

①販売時の同意事項 ②販売後～旅行開始日

■旅行者の同意事項
✓ワクチンの3回接種歴またはPCR検査等の結果が陰性であること
旅行者全員の確認が必要です。
同居する親等の監護者が同伴する場合は、12 歳未満の子どもについて利用条件（ワクチ
ン・検査）を適用しないこととしておりますが、この際の「同居する親等の監護者」について
は、同居しない監護者は含まないこととします。また、同居する親等の監護者が同伴しない
12 歳未満の利用条件の取扱いについては、ワクチン２回接種又は検査陰性とします。
ただし、自粛要請の対象となる場合（まん延防止等重点措置等に係る都道府県またぎ移
動が該当）にあたっては、6歳以上12歳未満は検査が必要になります。
※修学旅行等学校等の活動については適用しません(同行する大人についても、学校等の
活動の範囲内であれば、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要とします) 。

✓利用者に以下の内容の同意を得る
・ワクチン3回接種歴又は検査結果の陰性が利用条件であること。
※ワクチン３回目接種当日から適用可能
・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認を行う者に
提示すること。
・ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性が
あるため、ワクチンを接種していたとしても基本的な感染対策を怠らないこと。
・検査結果が陰性であったとしても、検査後に感染する可能性があり、また、偽陰性である
可能性もあるため、基本的な感染対策を怠らないこと。
・旅行開始日の2週間前から感染リスクを避けて生活すること。

✓予防接種済証等または検査結果通知書を確認すること
旅行開始前までに陰性であることを確認してください。検査費用は利用者負担になります
（検査費用が商品に含まれない場合）。
予防接種済証等または検査結果通知書の確認方法に基づき、原本(予防接種済証等は
コピー・画像、ワクチン接種券（接種歴を確認できる場合）、検査結果通知書はメール確
認も可)にてご確認ください。
※予防接種済証等の確認は、出来る限り事前（販売時等）に行ってください。
また、確認の重複や確認漏れを防ぐため、事前確認を行わなかった場合は、事前確認の状
況について、当日確認を行う方に伝達してください。
※検査結果通知書によらず、旅行者自らが検査キットを用いて実施した検査結果は認
められません。

※予防接種済証等又は検査結果通知書の確認において写しをとることや事
務局への提出は不要です。

■条件を満たさない場合の運用
①検査結果が陽性の場合
・医療機関又は受診・相談センターを紹介するなどして、受診につながるよう必ず促す。
・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と考えられる旅行者については、
保健所に相談する等の対応を促す。

② ①以外で条件を満たさない場合は補助対象外
(検査結果が「判定不能」であった場合、確認書類を持参しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等)
・旅行事業者が抗原定性検査を実施している場合又は抗原定性検査を提供する場所が近隣に存在する場合は
案内を行う（旅行者自らが検査キットを用いて実施した検査結果は対象外です）
※上記の抗原定性検査の実施が難しい場合
➡ツアーについては、ツアー販売時に示している対応方法（取消等）を案内する。

※全国旅行支援については、ワクチン・検査パッケージ制度要綱（令和3年11月19日新型コロナウイルス感染対
策本部）及び旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン（令和3年11月19日観光
庁）に則してワクチンを接種済みであること又はPCR検査等の検査結果が陰性であることを利用条件とするこ
とが求められます。年明け以降の利用条件について、観光庁から次頁に沿った運用に統一されましたので必ず
利用条件として遵守するようにお願いいたします。

■予防接種済証等または検査結果通知書の確認
下記のいずれかを確認ください。
①予防接種済証等の確認
・ 本人であること（身分証明書等により確認）
・ 3回目の接種年月日
・ワクチンの3回目のシールが貼られていることを確認※予防接種済証の場合のみ

②検査結果の確認（検査結果通知書にて確認）
・ 本人であること（身分証明書等により確認）
・検査結果（陰性であることを確認）
・有効期限（旅行開始日において有効期限を過ぎていないことを確認）
・検査方法（PCR 検査等、抗原定性検査のいずれかであることを確認）
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（１） ワクチン・検査パッケージについて

①利用条件 ②年明け以降の観光需要喚起対策における利用条件
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利用条件（ワクチン・検査）の運用の徹底について
利用条件（ワクチン・検査）については、旅行業・宿泊業におけるワクチン・

検査パッケージ運用ガイドラインに則した運用とすることとしています。しかし、
このとおりの運用がなされず、旅行者が利用条件について認識していないことに
より当日に利用条件の確認を行う際にトラブルとなる事例や、確認の重複により
トラブルとなる事例、旅行者が検査結果通知書ではなく検査キットを持参して陰
性を示そうとしてトラブルとなる事例が報告されています。つきましては、
・ 販売者は、販売時に、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果が
利用条件であることにつ いて明記し、旅行者の同意を得ること

・ 確認の重複や確認漏れを防ぐため、販売者は、全国旅行支援の適用有無及び
事前確認の状況について、当日対応を行う者に伝達すること

・ 陰性の検査結果の確認には必要な事項が記載された検査結果通知書が必要で
あること（検査結果通知書によらず、旅行者自らが検査キットを用いて実施した
検査結果は認められないこと）を販売時に明記すること

など、運用ガイドラインに則した運用を行うよう、あらためて周知するようお願
いいたします。運用ガイドラインに則した運用を行っていない事業者は、支援対
象から除外することがあります。

. グループ内の一部の者が、ワクチン接種歴及び検査結果の確認等の基準を満たさない場合
グループ内の一部の者が、ワクチン接種歴及び検査結果の確認等の基準を満たさない場合の

取扱いについては、「一人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合については基
準を満たしていない者のみを補助の対象外とすることを基本とし、一人当たりの値段を切り分
けて算出できない場合については、グループ全員を補助の対象外とする」運用に統一すること
とします。
なお、ここでの「一人当たりの宿泊商品の値段を切り分けて算出できる場合」には、一人当

たりの宿泊商品の値段が示されている場合のみならず、販売する事業者において、一人当たり
の宿泊商品の値段を個別に算出することや、宿泊商品の値段を人数で按分することができる場
合も含むものとします。

2. 検査結果を利用し、個別手配の異なる宿泊施設を連続して利用する場合
検査結果を利用し、個別手配の異なる宿泊施設を連続して利用する場合の取扱いについては、

旅行開始日において有効な検査結果通知書について、旅行期間中は有効な検査結果として扱う
ことが可能としているところです。旅行開始日の確認については、旅行開始日以降の全ての日
の宿泊を確認できる書類（領収書等）により行うこととし、この書類と旅行開始日において有
効な検査結果通知書の提示がある場合は再度の検査を不要とする運用に統一することとしま
す。

3. 同居する親等の監護者
旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン（令和３年 11 月 19 日

観光庁）において、同居する親等の監護者が同伴する場合は、12 歳未満の子どもについて利用
条件（ワクチン・検査）を適用しないこととしておりますが、この際の「同居する親等の監護
者」については、同居しない監護者は含まないこととする運用に統一します。

4. 同居する監護者非同伴の 12 歳未満の利用条件
同居する親等の監護者が同伴しない 12 歳未満の利用条件の取扱いについては、「地方公共団

体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」（令和４年
３月 11 日新型コロナウイルス感染症対策分科会中間取りまとめ）に「子どもがワクチンを２
回接種した場合は、追加接種者と同様に取り扱う。」と記載があることを踏まえ、ワクチン２回
接種又は検査陰性とする運用に統一します。
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②年明け以降の観光需要喚起対策における利用条件
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5. 学校等の活動の範囲
ワクチン・検査パッケージ制度要綱（令和３年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策本

部）を踏まえ、学校等の活動については、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛
生管理マニュアル等を踏まえた対応を行い、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要として
いるところですが、「学校等」について、ワクチン・検査パッケージ制度要綱に記載があるもの
に加えて、保育所、認定こども園、児童福祉法における児童福祉施設を含む運用に統一します。

6. 学校等の活動における同行する大人
学校等の活動については、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル等を踏まえた対応を行い、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要としているところで
すが、同行する大人についても、学校等の活動の範囲内であれば、ワクチン接種歴及び検査結
果の確認は不要と扱う運用に統一します。ただし、QA 問い 2-11 のとおり、公費による活動は
支援対象となりません。

7. ワクチン接種券
利用条件のうちワクチン接種歴の確認にあたっては、接種券により接種歴を確認できる場合

は、これを利用可能とする運用に統一します。

8. 検査結果通知書のコピー・画像
利用条件のうち検査結果の確認にあたっては、検査結果通知書のコピー・画像についても、

検査結果の確認に利用可能とする運用に統一します。

9. 利用条件の確認のタイミングについて
利用条件（ワクチン・検査）の確認については、予防接種済証等の確認はできる限り事前に

行うこととしていますが、旅行者に負担がかからないよう、以下の運用に統一します。
ワクチン接種歴の確認については、利用条件の確認を当日に行うと、ツアーの添乗員や宿泊

施設のフロントスタッフ等に負担がかかり、条件に合致しない場合の旅行者の不便も大きくな
るため、対面販売では事前に行うことを基本とします。（あらかじめ、来店時の旅行参加者の
本人確認書類及びワクチン接種済証等の持参についてホームページ等で案内するなど、旅行者
の負担軽減を図る取組をお願いします。）
検査結果については、有効期限があり確認できる期間が限られることから、当日確認とします。
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③参考：適用可能日一覧

■ワクチンの３回接種歴 （※ワクチン３回目接種当日から適用可能）
⇒予防接種済証・接種記録書・接種証明書のいずれかで確認。

【例】1/10にワクチン３回目接種 ➡ 1/10から宿泊可能です。

■ＰＣＲ検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)
⇒宿泊当日の3日前以降に検体採取を行った場合で、検査結果通知書により陰性で
あることが証明

■抗原定性検査
⇒宿泊日の前日または宿泊当日に検体採取を行った場合で、検査結果通知書により
陰性であることが証明

【例】1/10に宿泊する場合

〈予防接種済証の場合〉

3回目シールが貼ら
れているか確認。

〈接種証明書の場合〉

3回目シールが貼ら
れているか確認。

運転免許証等により、
本人のものか確認

【検査結果通知書】
次の項目が記載された検査結果通知書の
提示・確認が必要
①受検者氏名
②検査結果
③検査方法
④検査所名
⑤検体採取日
⑥検査管理者氏名
⑦有効期限

④接種済証や検査結果通知書等の書式や必要項目等

〈検査結果通知書の様式例〉

出典：観光庁ホームページ
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■検査結果を利用する際、旅行開始2日目以降に検査結果通知書を確認する場合、確認する
日において検査結果通知書が有効であることが必要です。
※旅行者が旅行開始日の翌日以降に旅行開始日に利用した宿泊施設と異なる宿泊施設に
チェックインする場合、旅行開始日に対象宿泊施設を利用しない場合などが該当

旅行開始日において有効なものであれば、旅行期間中は有効な検査結果として扱います。
（検査結果通知書は、旅行開始日において有効期限を過ぎていないことが必要です。）
旅行開始２日目以降に検査結果通知書を確認する場合は、旅行開始日を確認できるよう、
検査結果通知書に加えて旅行開始日が確認できる書類（旅行商品の場合は行程表、宿泊施
設を個別手配する場合は旅行開始日以降の全ての日の宿泊を確認できる書類（領収書
等））の提示を求めてください。

経過日 3 2 1 宿泊日

検体採取
日

1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

PCR検査等 ←検査結果陰性【対象外】→ ← 検査結果陰性【対象】 →

抗原定性検査 ←検査結果陰性【対象外】→ ←検査結果陰性【対象】→

※抗原定性検査を事業者の管理下で行い、検査結果通知書
を発行する場合は③検査方法の代わりに使用したキット名
④検査所名の代わりに事業所名が記載された検査結果通知書
の提示・確認が必要


