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栃木県保健福祉部薬務課長 小林 由典  

 

 

業界団体に対する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策徹底の周知について 

（依頼） 

 

本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力を

いただき御礼申し上げます。 

本県の新規感染者数は、１日あたりの新規感染者数は連日過去最高を更新し、人口10 

万人あたりの新規感染者数も１月23 日には142.1 人となり過去最高を更新するなど、感

染の急拡大が継続し、病床使用率も徐々に増加し35％を超えるなど、医療提供体制への負

荷も高まりつつあることから、本県の基本的対応方針に基づき、まん延防止等重点措置区

域となった場合の対策を確実に講じることとしました。 

つきましては、貴会員等に対し、別添「栃木県におけるまん延防止等重点措置」につい

て周知くださるようお願いいたします。 
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〒320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20  
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感対第 615 号  

令和４(2022)年１月 25日  

 

 各関係団体等の長 様 

 

 栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部長  

 

   業界団体に対する新型コロナウイルス感染症の感染対策徹底の周知について（依頼） 

 

 本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力をいた

だき御礼申し上げます。 

本県の新規感染者数は、１日あたりの新規感染者数は連日過去最高を更新し、人口 10万人あた

りの新規感染者数も１月 23 日には 142.1 人となり過去最高を更新するなど、感染の急拡大が継続

し、病床使用率も徐々に増加し35％を超えるなど、医療提供体制への負荷も高まりつつあります。 

そのような中、本県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の

適用を受けることとなったことから、本日開催した第 75回栃木県新型コロナウイルス感染症対策

本部会議において、本県の基本的対応方針に基づき、まん延防止等重点措置区域となった場合の

対策を確実に講じることとしました。 

つきましては、貴団体員等に対し、別添「栃木県におけるまん延防止等重点措置」について周

知してくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

栃木県新型コロナウイルス生活相談センター 

TEL 028-623-2826 



栃木県における

まん延防止等重点措置

期間

令和４(2022)年１月27日(木)
～

令和４(2022)年２月20日(日)



実施内容
国によるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、以下の市町を措
置区域として、感染拡大を防止するために新型インフルエンザ等対
策特別措置法第３１条の６、第24条第９項により県民等に対して
要請を行うとともに、必要な協力を働きかける。

措置区域 栃木県全域

期 間
令和４(2022)年１月27日(木)

～
令和４(2022)年２月20日(日)



栃木県全域

【感染リスクの低減を図る取組】
基本的な感染対策の徹底の継続
ワクチン接種者含め、「マスク着用」・「会話する＝マスクする」・「手洗い」・「ゼロ密」・「換気」等の実践

外食の際は、とちまる安心認証店など、感染対策が徹底された飲食店を利用し、感染対策が徹底
されていない飲食店等の利用を避ける
営業時間の変更を要請した時間以降、営業している飲食店にみだりに出入りしない。

人との接触機会の低減
混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛
同一グループ・同一テーブルでの５人以上の会食を避ける(※)
会食は２時間以内とする
感染に不安がある場合は積極的に検査を受検

【慎重な移動】
不要不急の都道府県間の移動は極力控える(※)

●県民に対する協力要請 ※まん延防止等重点措置適用に伴う、
新たな協力要請は下線部

【特措法第24条第９項】

【特措法第24条第９項】

【特措法第24条第９項】

【特措法第24条第９項】

【特措法第31条の６第２項】

【特措法第24条第９項】

※ワクチン・検査パッケージ/対象者全員検査による緩和は当面行わない



• テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触機会を低減する取組の継続・実施

• 感染拡大防止のための適切な取組の実施

• 基本的な感染対策の徹底
手洗い・手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすた
めのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策
「会話する＝マスクする」運動への参加

「居場所の切り替わり」（休憩室・更衣室・喫煙室等）への注意

• 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底

• 重症化リスクのある労働者（高齢者、基礎疾患を有する者等）、妊娠している労働者及びそうした
者が同居家族にいる者に対して、本人の申出に基づく在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の配慮

• 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」の実施

• 事業継続計画(ＢＣＰ)の点検・見直し及び策定

栃木県全域●事業者に対する働きかけ【法に基づかない働きかけ】



●飲食店等への要請
食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
〔飲 食店〕 飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店 等（宅配・テイクアウトサービスを除く）
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等
〔結婚式場〕結婚式場等（ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求める。）

対象施設

営業時間の短縮・酒類の提供について【特措法第31条の６第１項】

共通事項 【特措法第24条第９項】
・同一グループ・同一テーブル４人以内(※ワクチン・検査パッケージ/対象者全員検査による緩和は当面行わない)
・業種別ガイドラインを遵守する。
・その他、まん延を防止するために必要な措置の実施

要請内容

要請内容への協力状況については実地により確認する。

・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止（すでに入場している者の退場も含む）
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・滞在時間の制限（２時間程度を目安）などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う（会話する＝マスクする）

とちまる安心認証店 認証店以外
以下、どちらかを選択する

営業時間 ５時～20時 ５時～21時 ５時～20時
酒類の提供 自粛(利用者の持込み含む) 20時まで 自粛(利用者の持込み含む)

協力金(中小企業等) ３万～10万円/日 2.5万～7.5万円/日 ３万～10万円/日

栃木県全域



●大規模集客施設等(1,000㎡超)への協力要請

6

【特措法第31条の６第１項】

施設の種類
(施行令第11条第１項)

内訳（施設の例） 要請内容
劇場等
(第４号) 劇場、観覧場、映画館 など

集会場・展示場等
(第５・６号)

集会場、貸会議室、展示場、文
化会館、多目的ホール など

商業施設
(第７号)

大規模小売店、ショッピングセ
ンター、百貨店など

ホテル等
(第８号)

ホテル又は旅館（集会の用に供
する部分に限る）

運動施設
(第９号)

体育館、水泳場、ボウリング場、
スポーツクラブ など

遊技場
(第９号)

マージャン店、パチンコ店、ゲー
ムセンター、テーマパークなど

博物館等
(第10号) 博物館、美術館、図書館 など

遊興施設
(第11号) ナイトクラブ、ライブハウスなど

サービス業
(第12号)

スーパー銭湯、美容室、クリーニ
ング店 など

学習塾等
(第13号) 自動車教習所、学習塾 など

まん延を防止するために必要な措置を講じる

・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止 ・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
（すでに入場している者の退場も含む)
・施設の換気を行う
・パーティション等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に
効果のある措置を講じる

入場整理の例
●施設全体
・出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
・出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う

●売場全体
・入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、
買い物かごの稼働数把握、事前のweb登録等により人数管理を行う

・一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
・アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

1,000㎡以下の施設についても同内容を講じる【法に基づかない働きかけ】

栃木県全域



【人数上限等】

※１収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。
※２収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最低1ｍ）を確保すること。間隔の維持が困難な場合は、

開催について慎重に判断すること
※３「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」を大声と定義する。

収容率 人数上限

チェックリスト作成
のみ

大声なし※3 100％以内※１
5,000人以下

大声あり※3 50％以内※2

「感染防止安全計画」策定・実施 100％以内
「大声なし」の担保が前提 20,000人以下

○収容率又は人数上限のいずれか小さい方を限度とする。

●イベントの開催についての要請
【開催に必要な要件】
① 全てのイベントにおいて「イベント開催時における必要な感染防止策」を主催者が徹底するとともに、参加者も十分理解すること
② イベントごとに「チェックリスト」または「感染防止安全計画」を作成すること
・5,000人超のイベントについては「感染防止安全計画」を策定し、県所管課による確認を受けること
・それ以外のイベントについては「チェックリスト」を作成し、ＨＰ等で公表すること（終了後１年間保管）

③ 下記の人数上限等に沿った規模とすること

【特措法第24条第９項】

7

栃木県全域

○ワクチン・検査パッケージ/対象者全員検査による制限緩和は、感染状況を踏まえ、当面、行わない。
○「イベント」には遊園地やテーマパーク等を含む。
○ 1/28(金)までを周知期間とし、1/29(土)以降のイベントについて適用する。
1/28(金)までに販売されたチケットについては、利用可能とする。



イベント開催等における必要な感染防止策 ①

項 目 基本的な感染対策

①飛沫の抑制（マスク着
用や大声を出さないこ
と）の徹底

□飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク（品質の確かな、でき
れば不織布）の正しい着用や大声を出さないことを周知・徹底し、そうした行為をする
者がいた場合には、個別に注意、退場処分等の措置を講じる。
＊大声を「観客等が、㋐通常よりもはるかに大きな声量で、㋑反復・継続的に声を発すること」と定義
し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を施さないイベントは「大声あり」に該当することとす
る。

＊大声を伴う可能性のあるため収容率を50％とする場合でも、常に大声を出すことは飛沫防止の観点か
ら望ましいものではないため、対策を徹底すること

＊飛沫が発生するおそれのある行為には、大声での会話を誘発するような、大音量のＢＧＭや応援など
も含む

＊適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省ＨＰ「国民の皆さまへ（新型コロナウイルス感染
症）」参照

②手洗、手指・施設消毒
の徹底

□こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコール等の手指消毒液の
設置や場内アナウンス等の実施）。

□主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつこまめな消毒の実施

③換気の徹底

□法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気（１時間に２回以上・
１回に５分間以上）の徹底
＊室温が下がらない範囲での常時窓開けも可
＊屋外開催は上記と同程度の換気効果と想定
＊必要に応じて、湿度40%以上を目安に加湿も検討



イベント開催等における必要な感染防止策 ②

項 目 基本的な感染対策

④来場者間の密集回避

□入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入退場等）の実施
□休憩時間や待合場所での密集を回避するための人員配置や導線確保等の体制構築
＊入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合はキャパシティに応じて収容人数を制限する等、
最低限人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保する。

□大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴う可能性のあるイベ
ントは、前後左右の座席との身体的距離の確保
＊「大声あり」の場合、座席間は１席（立席の場合できるだけ２ｍ、最低１ｍ）空けること

⑤飲食の制限

□飲食時における感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十分な対策）
の徹底

□食事中以外のマスク着用の推奨
□長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、可能な限り、
飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛
＊発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保やマスクを外す時間を短くするため食事時
間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。

□自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合には飲酒に伴う大
声等を防ぐ対策を検討）



※上記に加え、県からの要請や各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵守すること

イベント開催等における必要な感染防止策 ③

項 目 基本的な感染対策

⑥出演者等の感染対策

□有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控えるなど日常からの出
演者（演者・選手等）の健康管理を徹底する。
＊体調が悪いときは医療機関等に適切に相談
□練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッフ等の関係者間での感染
リスクに対処する。
＊練習時等であっても、適切なマスクの正しい着用、出演者やスタッフ等の関係者間の適切な距離確保、
換気、必要に応じた検査等の対策が必要

□出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を
講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く）。

⑦参加者の把握・管理等

□チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者の把握
＊接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービス（BluetoothやQRコードを用いたもの等）を活用
＊原則、参加者全員に対してアプリダウンロードまたは、氏名・連絡先等の把握を徹底
□入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）等を理由に入場できなかった際の払戻し
措置等により、有症状者の入場を確実に防止
＊チケット販売時に、有症状の場合は早めに連絡・キャンセルすることを周知すること
□時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止の注意喚起



感染拡大防止営業時間短縮協力金〖第８弾〗 飲食店等に対する協力金

県の要請に御協力いただいた飲食店等に対して協力金を支給します。
１ 対象期間 ①１月27日（木）から２月20日（日）までの全25日間

②１月28日（金）から２月20日（日）までの全24日間
③１月29日（土）から２月20日（日）までの全23日間
・営業時間短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間を３種類としました。

２ 対象地域 県内全域
３ 支給額等

４ 申請方法 郵送又はインターネット
５ 受付期間 ２月21日(月)から４月22日(金) ※ただし、インターネット受付は３月１日(火)から

※ 認証店は、Ａ、Ｂどちらかを選択。

とちまる安心認証店

Ａ
・営業時間を５時から２０時まで短縮
・酒類の提供は自粛
・３～１０万円／日（中小企業等）

Ｂ
・営業時間を５時から２１時まで短縮
・酒類の提供は２０時まで
・2.5～7.5万円／日（中小企業等）

とちまる安心認証店以外
・営業時間を５時から２０時まで短縮
・酒類の提供は自粛
・３～１０万円／日（中小企業等）

【栃木県営業時間短縮協力金コールセンター】（1月27日開設）
電話番号：０２８－６５１－３７０７
受付時間：午前９時から午後５時まで（土日・祝日を含む）

詳しくは、県ホームページでご確認いただくか、下記コールセンターにお問合せください。



第５回地域企業感染症対策支援補助金について

県内中小企業の皆様に対し、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の一部を支援します。

【公募期間】 ２月４日(金)10:00から２月21日(月)17:00まで

【補助率等】 補助率２／３以内、補助上限額100万円（下限10万円）

【補助対象】 不特定多数が出入りする場所への自動検温サーマルカメラ、
パーティション、二酸化炭素濃度測定器及び空気清浄機
※感染症の急拡大を受け、早期に導入可能な機器等に限定

【申請方法】 オンライン申請（GﾋﾞｽﾞIDﾌﾟﾗｲﾑｱｶｳﾝﾄが必要）

詳しくは、県ホームページでご確認いただくか、
「地域企業感染症対策支援補助金事務局」にお問合せください。

（電話番号）０２８－６７８－６８１５
（受付時間）午前９時から12時まで、午後１時から５時まで（土日・祝日を除く）



無料検査（感染拡大傾向時等の検査）の実施期間の延長について

【対象者】
県内在住の、感染不安を感じる住民の方（無症状者に限る）

感染拡大傾向時等の無料のＰＣＲ等検査について、感染拡大傾向が継
続していることから、実施期間を延長する。

【実施期間の延長】
現 状：令和４年１月４日から令和４年１月３１日まで
延長後：令和４年１月４日から令和４年２月２８日まで

※検査拠点数（１/24～）：１４０ヶ所



社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間の短縮
【１月14日付け国事務連絡】
濃厚接触者の待機期間（原則10日）について、地域における社会機能の維持のため

に必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持者に限り、陽性者との最終接
触日から６日目又は６日目及び７日目の検査で陰性であった場合にも待機解除が可能

栃木県としての対応
• 本県でも、１月14日国事務連絡の取扱を導入
• 社会機能維持者の範囲は、国の基本的対処方針にある「緊急事態宣言時に事業の
継続が求められる事業者」に掲げる事業に従事する者(※)とする

• 取扱開始日：１月21日(金)

※主なもの
医療体制の維持（医療関係者等）
支援が必要な方々の保護の継続（生活支援関係事業者等）
国民の安定的な生活の確保（自宅等で過ごす国民が必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提
供する関係事業者）
社会の安定の維持（企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者）



令和４年１月２４日現在

No. 市 町 検査拠点 区 分 検査種類 所在地 連絡先 備 考

1 ピノキオ薬局 ゆいの杜店 薬局 抗原定性 宇都宮市ゆいの杜６丁目２－３０ 028-688-7820

2 中央薬局 江曽島店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市江曽島３－７８５－５ 028-615-2000

3 ウエルシア薬局 宇都宮五代店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市五代１－３－７ 028-688-3338

4 ウエルシア薬局 宇都宮今泉新町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市今泉新町２６０－６ 028-664-1852

5 ウエルシア薬局 宇都宮双葉店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市双葉３－１５－２ 028-684-1272

6 ウエルシア薬局 宇都宮戸祭店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市戸祭町３０２２ 028-650-4744

7 ウエルシア薬局 宇都宮戸祭元町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市戸祭元町１０－７ 028-650-0540

8 ウエルシア薬局 宇都宮越戸店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市越戸３－１２－３ 028-683-2511

9 ウエルシア薬局 宇都宮駅東口調剤薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市宮みらい１－３５ 028-614-1272

10 ウエルシア薬局 宇都宮西川田店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市西川田町９１３－１ 028-615-0030

11 ウエルシア薬局 宇都宮駒生店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市駒生町１２９８－１ 028-600-5551

12 ウエルシア薬局 宇都宮鶴田町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市鶴田町１８９－１ 028-688-0550

13 ウエルシア薬局 宇都宮兵庫塚店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市兵庫塚町１７３－１ 028-688-3260

14 ウエルシア薬局 宇都宮簗瀬２号店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市簗瀬町２５６１－１ 028-614-8022

15 ウエルシア薬局 宇都宮春日町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市春日町８－４ 028-684-1671

16 ウエルシア薬局 宇都宮テクノポリス店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市ゆいの杜５－２６－２９ 028-670-8310

17 ウエルシア薬局 宇都宮清原台店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市清原台１－１４－１ 028-670-8223

18 ウエルシア薬局 宇都宮平松本町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市平松本町１２１７－５ 028-651-0866

19 平成薬局 大通り店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市大通り１－４－３６ 028-600-1900

20 ハーモニー薬局 西小学校前店 薬局 抗原定性 宇都宮市西１－１－２５ スカールＦＵＪＩ１０１ 028-639-5377

検査拠点一覧

＜注意事項＞
・本検査の対象者は、次のとおりです。
 ①ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査：経済社会活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受検する発熱等の症状がない方
 ②感染拡大傾向時等の検査：知事からの検査の受検の要請に応じて検査を受検する住民の方で、発熱等の症状がない方
・検査の実施にあたっては検査拠点において検査申込書を記載・提出いただくほか、身分証明書等による本人確認を行います。
・ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査を申込むときは、検査受検の目的を証する書類等（チケット・予約票・切符等）を確認させていただきます。
 これらの書類がない場合には、検査拠点において検査申込書と併せて検査受検の目的等を明示する申立書を記載・提出いただきます。
・仮に本検査で陽性となった場合には、必ず電話予約の上、医療機関を受診する必要があります。
・検査拠点によって検査の実施可能日や対応可能時間が異なります。また、申込にあたってスマートフォンの操作が必要になる場合があります。詳しくは各検査拠点に直接お尋ねください。

宇都宮市
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令和４年１月２４日現在

No. 市 町 検査拠点 区 分 検査種類 所在地 連絡先 備 考

検査拠点一覧

＜注意事項＞
・本検査の対象者は、次のとおりです。
 ①ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査：経済社会活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受検する発熱等の症状がない方
 ②感染拡大傾向時等の検査：知事からの検査の受検の要請に応じて検査を受検する住民の方で、発熱等の症状がない方
・検査の実施にあたっては検査拠点において検査申込書を記載・提出いただくほか、身分証明書等による本人確認を行います。
・ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査を申込むときは、検査受検の目的を証する書類等（チケット・予約票・切符等）を確認させていただきます。
 これらの書類がない場合には、検査拠点において検査申込書と併せて検査受検の目的等を明示する申立書を記載・提出いただきます。
・仮に本検査で陽性となった場合には、必ず電話予約の上、医療機関を受診する必要があります。
・検査拠点によって検査の実施可能日や対応可能時間が異なります。また、申込にあたってスマートフォンの操作が必要になる場合があります。詳しくは各検査拠点に直接お尋ねください。

21 ハーモニー薬局 西３丁目店 薬局 抗原定性 宇都宮市西３－１－１１ 028-610-0153

22 宇都宮Covid-19ドライブスルー検査クリニック 医療機関 ＰＣＲ等 宇都宮市峰１－１４－１０ 050-3743-6412 申込先URL：https://scomms-rna.com/
（直接申込み可能です）

23 宇都宮記念病院ＰＣＲセンター 医療機関 ＰＣＲ等 宇都宮市大通り１－４－２１ 028-600-6015

24 クスリのアオキ 元今泉薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市元今泉３－２２－８ 028-612-3045

25 クスリのアオキ 鶴田薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市鶴田町８６０ 028-678-4616

26 クスリのアオキ 細谷薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市細谷町６８７－１ 028-615-7580

27 クスリのアオキ 御幸ヶ原薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市御幸ヶ原町２１７－１０ 028-688-8791

28 クスリのアオキ 平松本町薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市都市計画事業宇都宮大学東南部第１土地区画整理事業６０街区１画地２ 028-601-8917

29 クスリのアオキ 宇都宮茂原薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市茂原３－１００２－１ 028-666-0910

30 湯川内科クリニック 医療機関 抗原定性 宇都宮市駒生町３３６７－７ 028-643-1114

31 中央薬局 鶴田北店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市鶴田町１０５３－２ 028-649-1000

32 中央薬局 はりがや店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市針ヶ谷町５１７－８ 028-688-3866

33 こばやし薬局 薬局 抗原定性 宇都宮市一番町１－１１ 028-639-3311

34 ハーモニー薬局 北一の沢店 薬局 抗原定性 宇都宮市北一の沢町４－１０ ジュネスガーデン１０５ 028-621-7717

35 ツルハドラッグ 宇都宮野沢店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市野沢町５３－１ 028-666-3811

36 ツルハドラッグ 宇都宮平松本町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市平松本町１１３９－１ 028-614-8268

37 ツルハドラッグ 宇都宮白沢店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 宇都宮市白沢町２０１７－４５ 028-671-8268

38 ウエルシア薬局 足利小俣店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市小俣町５１６－１ 0284-65-0012

39 ウエルシア薬局 足利五十部店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市五十部町４１９－１ 0284-20-1073

40 ウエルシア薬局 足利福居町 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市百頭町２１０５ 0284-70-6071

足利市

宇都宮市
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令和４年１月２４日現在

No. 市 町 検査拠点 区 分 検査種類 所在地 連絡先 備 考

検査拠点一覧

＜注意事項＞
・本検査の対象者は、次のとおりです。
 ①ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査：経済社会活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受検する発熱等の症状がない方
 ②感染拡大傾向時等の検査：知事からの検査の受検の要請に応じて検査を受検する住民の方で、発熱等の症状がない方
・検査の実施にあたっては検査拠点において検査申込書を記載・提出いただくほか、身分証明書等による本人確認を行います。
・ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査を申込むときは、検査受検の目的を証する書類等（チケット・予約票・切符等）を確認させていただきます。
 これらの書類がない場合には、検査拠点において検査申込書と併せて検査受検の目的等を明示する申立書を記載・提出いただきます。
・仮に本検査で陽性となった場合には、必ず電話予約の上、医療機関を受診する必要があります。
・検査拠点によって検査の実施可能日や対応可能時間が異なります。また、申込にあたってスマートフォンの操作が必要になる場合があります。詳しくは各検査拠点に直接お尋ねください。

41 ウエルシア薬局 足利大前店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市大前町８２７－１ 0284-65-0337

42 ウエルシア薬局 足利朝倉店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市田中町３０－３ 0284-70-0662

43 クスリのアオキ 福居薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市福居町２１９２－１ 0284-22-3701

44 クスリのアオキ 大町薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市大町５３１－１ 0284-64-9551

45 クスリのアオキ 大前薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 足利市大前町８６５－１ 0284-22-3841

46 そらいろ調剤薬局 栃木駅前店 薬局 抗原定性 栃木市境町２１－２７ 0282-28-6906

47 そらいろ調剤薬局 入舟店 薬局 抗原定性 栃木市入舟町４－４ 0282-28-7606

48 そらいろ調剤薬局 薬局 抗原定性 栃木市大平町新１０６５－２ 0282-21-8240

49 コムファ薬局 しもつが 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 栃木市大平町牛久１９９－５ 0282-20-1010

50 ウエルシア薬局 栃木駅前店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 栃木市河合町３－１ 桐屋ビル 0282-20-7288

51 ウエルシア薬局 栃木日の出町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 栃木市日ノ出町５－１４ 0282-20-3901

52 ウエルシア薬局 大平店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 栃木市大平町西野田１５２ 0282-45-2030

53 めぐみ薬局 横堀店 薬局 抗原定性 栃木市大平町横堀８５０－１ 0282-20-0905

54 クスリのアオキ 倭町薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 栃木市倭町８－２３ 0282-28-7775

55 野﨑医院 医療機関 ＰＣＲ等 栃木市入舟町１４－３ 0282-24-4809

56 いすゞ自動車栃木診療所 医療機関 抗原定性 栃木市大平町伯仲２６９１ 0282-43-5478 工場内従業員のみ対象

57 中央薬局 佐野店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 佐野市小中町１２５５－１ 0283-20-8857

58 いるか薬局 薬局 抗原定性 佐野市堀米町３９４６－７ 0283-27-0025

59 ウエルシア薬局 佐野富岡店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 佐野市富岡町１７１２－１ 0283-27-2956

60 ウエルシア薬局 佐野植上店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 佐野市植上町１７８６－２ 0283-20-5025

佐野市

栃木市

足利市
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令和４年１月２４日現在

No. 市 町 検査拠点 区 分 検査種類 所在地 連絡先 備 考

検査拠点一覧

＜注意事項＞
・本検査の対象者は、次のとおりです。
 ①ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査：経済社会活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受検する発熱等の症状がない方
 ②感染拡大傾向時等の検査：知事からの検査の受検の要請に応じて検査を受検する住民の方で、発熱等の症状がない方
・検査の実施にあたっては検査拠点において検査申込書を記載・提出いただくほか、身分証明書等による本人確認を行います。
・ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査を申込むときは、検査受検の目的を証する書類等（チケット・予約票・切符等）を確認させていただきます。
 これらの書類がない場合には、検査拠点において検査申込書と併せて検査受検の目的等を明示する申立書を記載・提出いただきます。
・仮に本検査で陽性となった場合には、必ず電話予約の上、医療機関を受診する必要があります。
・検査拠点によって検査の実施可能日や対応可能時間が異なります。また、申込にあたってスマートフォンの操作が必要になる場合があります。詳しくは各検査拠点に直接お尋ねください。

61 平田薬局 村上店 薬局 抗原定性 佐野市村上町２１－１ 0283-85-7211

62 かみや薬局 高萩店 薬局 抗原定性 佐野市高萩町１２１６－１ 0283-27-1182

63 イオン薬局 佐野新都市店 薬局 抗原定性 佐野市高萩町１３２４－１ イオン佐野新都市店１Ｆ 0283-20-4401

64 クスリのアオキ 高萩薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 佐野市高萩町４２３ 0283-85-9085

65 クスリのアオキ 堀米薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 佐野市堀米町１６４４－１ 0283-85-8335

66 クスリのアオキ 犬伏薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 佐野市犬伏中町１９３４－２ 0283-86-7867

67 あきやま薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 佐野市堀米町３９６６－１ 0283-25-8882

68 コスモ薬局 薬局 抗原定性 佐野市犬伏新町１３０６－８ 0283-85-9550

69 かみや薬局 薬局 抗原定性 佐野市堀米町１７２３－４ 0283-21-1818

70 にれぎクリニック 医療機関 抗原定性 鹿沼市楡木町１６４－１ 0289-75-1506

71 さつきクリニック 医療機関 抗原定性 鹿沼市白桑田２５４－１１ 0289-76-3313

72 ウエルシア薬局 鹿沼蓬莱店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 鹿沼市蓬莱町１０１１－１ 0289-60-6270

73 ウエルシア薬局 鹿沼貝島店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 鹿沼市貝島町４５３ 0289-60-2601

74 つくも薬局 薬局 抗原定性 鹿沼市万町９３７－３ ＴＫビル２ １階 0289-60-1655

75 つくも薬局 西茂呂 薬局 抗原定性 鹿沼市西茂呂４－４６－２ 0289-60-7510

76 あおぞら薬局 薬局 抗原定性 鹿沼市上田町２３３８－２ 0289-77-5167

77 クスリのアオキ 東町薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 鹿沼市東町２－２－４１ 0289-77-5506

78 クスリのアオキ 鳥居跡薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 鹿沼市鳥居跡町１４４７－１ 0289-74-7781

79 さつき薬局 貝島店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 鹿沼市貝島町５００６－３ 0289-74-5580

80 日光市 小西医院 医療機関 抗原定性 日光市安川町８－２５ 0288-54-0924

佐野市

鹿沼市

4/7



令和４年１月２４日現在

No. 市 町 検査拠点 区 分 検査種類 所在地 連絡先 備 考

検査拠点一覧

＜注意事項＞
・本検査の対象者は、次のとおりです。
 ①ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査：経済社会活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受検する発熱等の症状がない方
 ②感染拡大傾向時等の検査：知事からの検査の受検の要請に応じて検査を受検する住民の方で、発熱等の症状がない方
・検査の実施にあたっては検査拠点において検査申込書を記載・提出いただくほか、身分証明書等による本人確認を行います。
・ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査を申込むときは、検査受検の目的を証する書類等（チケット・予約票・切符等）を確認させていただきます。
 これらの書類がない場合には、検査拠点において検査申込書と併せて検査受検の目的等を明示する申立書を記載・提出いただきます。
・仮に本検査で陽性となった場合には、必ず電話予約の上、医療機関を受診する必要があります。
・検査拠点によって検査の実施可能日や対応可能時間が異なります。また、申込にあたってスマートフォンの操作が必要になる場合があります。詳しくは各検査拠点に直接お尋ねください。

81 ウエルシア薬局 日光インター店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 日光市東和町６８－１ 0288-53-6338

82 ウエルシア薬局 日光今市大沢店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 日光市木和田島１５６７－４ 0288-26-9158

83 ウエルシア薬局 日光今市店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 日光市芹沼石神殿１４６１－２ 0288-22-8388

84 フタバ快生堂薬局 薬局 抗原定性 日光市鬼怒川温泉大原１３９６－１１ 0288-77-1355

85 りんご薬局 薬局 抗原定性 日光市木和田島３０４１－１ 0288-26-9389

86 クスリのアオキ 日光森友薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 日光市森友７３８ 0288-25-5635

87 ツルハドラッグ 日光安良沢店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 日光市久次良町１７７３－１ 028-850-1860

88 ピノキオ薬局 喜沢店 薬局 抗原定性 小山市喜沢３９９－５ 0285-32-6361

89 そらいろ調剤薬局 間々田店 薬局 抗原定性 小山市東間々田２丁目３－１６ 0285-37-9460

90 ウエルシア薬局 小山城北店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市城北３－２－８ 0285-30-3733

91 ウエルシア薬局 小山神鳥谷店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市神鳥谷５－１７－２３ 0285-20-8030

92 ウエルシア薬局 小山雨ヶ谷店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市雨ヶ谷８０２－３ 0285-31-3655

93 ウエルシア薬局 小山駅南町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市駅南町２－６－１ 0285-31-0053

94 ウエルシア薬局 小山城東店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市城東３－２３－４ 0285-20-3865

95 ウエルシア薬局 小山犬塚店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市犬塚６－８－２ 0285-31-3607

96 ウエルシア薬局 小山天神店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市天神町２－８－５２ 0285-20-5880

97 ウエルシア薬局 小山羽川店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市羽川５７ 0285-30-7170

98 ウエルシア薬局 小山西城南店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市西城南６－１１－４ 0285-31-4670

99 ウエルシア薬局 小山花垣店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市花垣町１－４－２９ 0285-30-7502

100 あかり薬局 薬局 抗原定性 小山市出井１９３５－１１ 0285-39-7500 ※申込受付休止中

日光市

小山市
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令和４年１月２４日現在

No. 市 町 検査拠点 区 分 検査種類 所在地 連絡先 備 考

検査拠点一覧

＜注意事項＞
・本検査の対象者は、次のとおりです。
 ①ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査：経済社会活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受検する発熱等の症状がない方
 ②感染拡大傾向時等の検査：知事からの検査の受検の要請に応じて検査を受検する住民の方で、発熱等の症状がない方
・検査の実施にあたっては検査拠点において検査申込書を記載・提出いただくほか、身分証明書等による本人確認を行います。
・ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査を申込むときは、検査受検の目的を証する書類等（チケット・予約票・切符等）を確認させていただきます。
 これらの書類がない場合には、検査拠点において検査申込書と併せて検査受検の目的等を明示する申立書を記載・提出いただきます。
・仮に本検査で陽性となった場合には、必ず電話予約の上、医療機関を受診する必要があります。
・検査拠点によって検査の実施可能日や対応可能時間が異なります。また、申込にあたってスマートフォンの操作が必要になる場合があります。詳しくは各検査拠点に直接お尋ねください。

101 フラワー薬局 薬局 抗原定性 小山市本郷町２－５－１０ ラーゴム・ヒュース１０５ 0285-32-7415

102 クスリのアオキ 城北薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市城北６－１－８ 0285-32-7395

103 光南病院 医療機関 ＰＣＲ等 小山市乙女７９５ 0285-45-7711

104 おやまドライブスルー薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 小山市駅東通り２－３０－５ 山東ビルⅡ１F 0285-39-8373

105 中央薬局 寺内店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市寺内１３８３－１３ 0285-85-0002

106 ウエルシア薬局 真岡高間木店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市下高間木２－１２－３ 0285-81-1908

107 ウエルシア薬局 真岡大谷新町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市大谷新町１９－７ 0285-80-8860

108 ウエルシア薬局 真岡荒町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市荒町３－４４－２ 0285-80-8410

109 ウエルシア薬局 真岡熊倉店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市熊倉１－１－１ 0285-80-7122

110 ウエルシア薬局 二宮久下田店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市久下田西２－８－２ 0285-74-3688

111 クスリのアオキ 下高間木薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市下高真木２－１１－１ 0285-81-6871

112 クスリのアオキ 真岡荒町薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市荒町２－１－５８ 0285-81-3744

113 西真岡こどもクリニック 医療機関 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市高勢町３－２０５－１ 0285-81-7900

114 西真岡アクセプトインターナショナルクリニック 医療機関 ＰＣＲ等・抗原定性 真岡市高勢町３－２０３－１ 0285-80-1000

115 ピノキオ薬局 大田原中央店 薬局 抗原定性 大田原市中央２丁目９番３３号 0287-47-4120

116 ウエルシア薬局 大田原本町店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 大田原市本町１－２７０５－８８ 0287-24-6700

117 ウエルシア薬局 アクロスプラザ大田原店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 大田原市若松町１６４２－６ 0287-20-0001

118 まつや薬局 薬局 抗原定性 大田原市城山１－５－３１ 0287-22-2502

119 アイン薬局 那須赤十字店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 大田原市中田原１０８１－９ 080-8282-7500

120 ファーコス薬局 くろばね 薬局 抗原定性 大田原市大豆田４５７－１ 0287-53-0201

小山市

大田原市

真岡市
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令和４年１月２４日現在

No. 市 町 検査拠点 区 分 検査種類 所在地 連絡先 備 考

検査拠点一覧

＜注意事項＞
・本検査の対象者は、次のとおりです。
 ①ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査：経済社会活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受検する発熱等の症状がない方
 ②感染拡大傾向時等の検査：知事からの検査の受検の要請に応じて検査を受検する住民の方で、発熱等の症状がない方
・検査の実施にあたっては検査拠点において検査申込書を記載・提出いただくほか、身分証明書等による本人確認を行います。
・ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査を申込むときは、検査受検の目的を証する書類等（チケット・予約票・切符等）を確認させていただきます。
 これらの書類がない場合には、検査拠点において検査申込書と併せて検査受検の目的等を明示する申立書を記載・提出いただきます。
・仮に本検査で陽性となった場合には、必ず電話予約の上、医療機関を受診する必要があります。
・検査拠点によって検査の実施可能日や対応可能時間が異なります。また、申込にあたってスマートフォンの操作が必要になる場合があります。詳しくは各検査拠点に直接お尋ねください。

121 矢板市 矢板南病院 医療機関 ＰＣＲ等・抗原定性 矢板市乙畑１７３５－９ 0287-48-2555

122 ウエルシア薬局 那須塩原黒磯店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 那須塩原市末広町５３－７７ 0287-60-3370

123 ウエルシア薬局 西那須野南郷屋店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 那須塩原市新南１６３－１２ 0287-39-5255

124 クスリのアオキ 西那須野南町薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 那須塩原市南町３－３１ 0287-46-5295

125 中央薬局 黒磯店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 那須塩原市宮町１－１０ 0287-60-7727

126 さくら薬局 黒磯店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 那須塩原市共墾社８３－３ 0287-60-0701

127 クスリのアオキ 櫻野薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 さくら市櫻野１１０１－１ 028-612-4063

128 中央薬局 きぬの里店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 さくら市阿久津１７７９－５ 028-682-0188

129 中央薬局 喜連川店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 さくら市喜連川７５９－１ 028-666-7801

130 那須烏山市 ピノキオ薬局 烏山店 薬局 抗原定性 那須烏山市中央３－２－１５ 0287-80-0678

131 ウエルシア薬局 下野小金井店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 下野市柴８３０－９ 0285-43-1056

132 薬局くすりのひろば 薬局 抗原定性 下野市薬師寺２８６６－５ 0285-39-7884

133 フレンド薬師寺調剤薬局 薬局 抗原定性 下野市祇園１－１０－５ 0285-44-8899

134 ツルハドラッグ 石橋店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 下野市下古山３３２７－３ 0285-39-8277

135 ウエルシア薬局 上三川しらさぎ店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 上三川町しらさぎ２－３２－２３ 0285-55-0681

136 みのり薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 上三川町しらさぎ２－２５－７ 0285-37-6737

137 益子町 ウエルシア薬局 益子大沢店 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 益子町大沢１３８－１ 0285-70-1108

138 クスリのアオキ 丸林薬局 薬局 ＰＣＲ等・抗原定性 野木町丸林６７６－９ 0280-23-5050

139 にじいろ薬局 のぎ 薬局 抗原定性 野木町丸林６２４－１６ 0280-23-2238

140 塩谷町 風見診療所 医療機関 ＰＣＲ等・抗原定性 塩谷町上平２７－２ 0287-46-0656

下野市

上三川町

野木町

那須塩原市

さくら市
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