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令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援
対策事業の取組状況について
都内では、４月２５日に発出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
が、６月２０日まで延長されたところである。区内の累計感染者数は増加を続
けており、感染拡大は未だ予断を許さない状況となっている。区では引き続
き、感染拡大の防止を図るとともに、医療・生活・経済支援の対策事業を講じ
ている。
また新型コロナウイルスワクチン接種については、６５歳以上の接種対象者
について、順次集団接種及び個別接種を開始している。今後は１６歳から６４
歳までの接種対象者について、６月２８日から接種を開始する予定であり、引
き続き希望するすべての方がワクチンを接種できるよう準備を進めている。
区が令和３年度に実施する新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済
支援対策事業について、別紙のとおり報告する。
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別紙

令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業
１．医療など最前線の現場環境を支える
No. 事業名称
事業費（千円） 事業内容
取組状況（5月20日現在）
1-1 区立施設におけ
41,177 区立施設（保育園、幼 順次執行している
る感染拡大防止
稚園、小中学校、児童
対策【一部繰
館等）における新型コ
越】
ロナウイルス感染症対
策に必要な物品を購入
する
1-2 民間施設におけ
る感染拡大防止
対策

1-3 委託事業におけ
る感染拡大防止
対策

1-4 窓口対応等にお
ける感染拡大防
止対策
1-5 新型コロナウイ
ルス感染症対策

1-6 夜勤看護師派遣

1-7 軽症者等搬送用
車両の拡充

71,400 民間施設（保育施設、
幼稚園、民間学童クラ
ブ）に対し、感染症対
策物品購入等のための
経費を補助する
28,510 委託事業（病児病後児
保育事業、子育てひろ
ば事業、区立学童クラ
ブ、区立障害児通所支
援施設、スポーツ施設
指定管理）において、
感染症対策にかかる委
託料を増額する
30,199 感染症対策物品の購入
等により、窓口対応等
における感染症対策を
実施する
271,515 会計年度任用職員の採
用、ＰＣＲ検査セン
ター事業、患者移送、
医療費公費負担（入院
勧告）、感染症審査協
議会の実施、コールセ
ンターの設置等を行う

10,267 疫学調査等にかかる夜
間時間帯の体制を強化
するため、人材派遣を
活用し、夜勤看護師を
配置する
2,274 入院患者やＰＣＲ検査
の受検者数の増加に対
応するため、車両の借
り上げ台数を増加する
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所管
子ども教育部・教育
委員会事務局

今年度の補助の実施に向けて 子ども教育部・教育
準備を進めている
委員会事務局

委託契約に基づき、順次執行 子ども教育部・教育
している
委員会事務局
健康福祉部

順次執行している

各部・局・室

各事業を実施し、順次執行し 健康福祉部
ている
・会計年度任用職員採用
医師 ２人
検査技師 １人
看護師 １人
保健師 １人
事務補助 １人
・ＰＣＲ検査センター
検査実績 ８４３件
・民間救急車
移送件数 １５８件
・感染症審査協議会
実施回数 ３回
・入院診査
依頼回数 ２２回
５月１日付けで契約を締結し 健康福祉部
た
・夜勤看護師 ８人

５月１７日付けで契約変更を 健康福祉部
行った
・搬送件数 １０９件
※搬送件数については当初予
算計上分含む

別紙
No. 事業名称
事業費（千円）
1-8 新型コロナウイ
1,601,335
ルスワクチン接
種体制確保事業
【繰越】

事業内容
ワクチン接種にかかる
コールセンター設置、
接種券の交付、ワクチ
ンの分配・輸送、集団
接種の実施、接種費用
負担等を行う

取組状況（5月20日現在）
所管
希望するすべての方がワクチ 健康福祉部
ンを接種できるよう準備を進
めている
・接種券の送付
７５歳以上
約３９，０００件
６５歳以上７４歳以下
約３１，５００件
・コールセンター
３月１日開設
・会計年度任用職員採用
事務職 ３名

1-9 高齢者へのワク
チン接種予約に
関する周知

2,849 高齢者へのワクチン接
種予約に際して、個別
にハガキを送付し、周
知を図る

・７５歳以上区民あてハガ 健康福祉部
キ、約３７，４００件を４月
３０日発送済
・６５歳から７４歳までの区
民あてハガキ、約３１，５０
０件を５月１４日発送済

1-10 保 健 所 の 電 話
料、ガス料、水
道料および電気
料増加への対応
1-11 保健所レイアウ
ト変更

5,518 業務増に伴う保健所の 順次執行している
電話料、ガス料及び水
道料を増額する

健康福祉部

82 保健所の業務増に対応 順次執行している
するため、新たな事務
室の設置に伴う固定電
話の配線工事等を行う
9,770 新型コロナワクチンに 順次執行している
関する保健所への問合
せ対応業務の増加に対
応する

健康福祉部

1-12 新型コロナワク
チン電話対応体
制の強化

健康福祉部

２．生活や子育て・介護などを支える
No. 事業名称
事業費（千円） 事業内容
2-1 新生児特別定額
24,825 国の特別定額給付金の
給付金【繰越】
基準日（令和２年４月
２７日）の翌日以降に
出生した新生児を対象
に新生児特別定額給付
金５万円を給付する
2-2 国民健康保険・
後期高齢者医療
業務体制の拡充
2-3 傷病手当金の支
給

2-4 子育て世帯生活
支援特別給付金
(ひとり親世帯
分）

2-5 出産応援事業

15,203 収入減少や失業等に伴
う保険料納付相談等の
増加に対する業務拡充
を行う
14,671 給与等の支払を受けて
いる被保険者が感染し
労務に服する事ができ
ない場合等における傷
病手当金の支給を行う
95,946 新型コロナウイルス感
染症の影響が長期化し
ているひとり親家庭等
への生活支援として、
子育て世帯生活支援特
別給付金を支給する

取組状況（5月20日現在）
所管
引き続き、７月末まで申請を 総務部
受け付けている
・支給件数 １，９３４件

昨年７月より国保窓口業務委 区民部
託を拡充している
・業務委託期間
３月末日まで
昨年７月より支給申請を受け 区民部
付けている
・支給適用期間
９月末日まで
４月分の児童扶養手当受給者 子ども教育部・教育
に支給した
委員会事務局
・支給件数 １，３４７人
・ひとり親家計急変世帯等の
申請受付分については、別途
振込を実施する

2,148 新型コロナウイルス感 東京都発行のギフトカードを 子ども教育部・教育
染症拡大の影響下にお 毎月発送している。
委員会事務局
いて子どもを生み育て ・４月分発送 ５０６件
る家庭に、育児用品や
子育て支援サービス等
を提供する
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No. 事業名称
事業費（千円） 事業内容
2-6 自宅療養陽性者
1,896 都の支援対象とならな
緊急支援事業
い短期間の自宅療養者
及び入院待機者等を支
援するため、食料品等
を配送する
2-7 在宅要介護者受
16,621 在宅で要介護者（高齢
入体制整備事業
者・障害者）を介護し
ている家族等が新型コ
ロナウイルス感染症に
感染した場合に、要介
護者が住み慣れた地域
での生活を継続し、感
染した家族等が安心し
て療養に専念できる環
境を整える
2-8 感 染 症 対 策 相
談・助言体制の
確立、感染症予
防研修

取組状況（5月20日現在）
対象者に対し、随時配送を
行っている

所管
地域支えあい推進部

４月１日から１０月３１日ま 地域支えあい推進部
で、受入体制整備にかかる業 健康福祉部
務委託を締結している

243 高齢者施設等に対し、 事業実施に向けて準備を進め 健康福祉部
感染症対策にかかる相 ている
談・助言体制を確立す
ると共に、感染症に関
する予防研修を実施す
る

３．経済の再生に向け事業者を支える
No. 事業名称
事業費（千円） 事業内容
取組状況（5月20日現在）
所管
3-1 中野区緊急応援
47,749 区内商業の「経済の再 ３月末で商品券の換金期間は 区民部
プレミアム付商
生に向け事業者を支え 終了。換金後の消込、集計等
品券事業【繰
る」ための支援策とし の処理を中野区商店街振興組
越】
て、プレミアム付商品 合連合会が行っている
券事業を行う
・販売済セット数
１０９，２９４ セット
3-2 感染症に係る文
化施設指定管理
料影響額への対
応
3-3 産業経済融資等
利子補給（コロ
ナ関係分）

3-4 商 店 街 キ ャ ッ
シュレス化導入
支援事業

71,688 感染拡大に伴い、指定
管理者の利用料金収入
等の減収が見込まれる
ため、その分の指定管
理料を増額する
184,724 区内中小企業者の業況
悪化に対応するため、
「新型コロナウイルス
対策緊急応援優遇」
（利子補給率優遇措
置）を行う

指定管理者への支払手続きを 区民部
進めている

令和２年度中に融資実行され 区民部
たものについて、利子補給を
行っている。令和３年度にお
いても、順次申込みを受け付
けている

4,526 区内商店街のキャッ
区内商店街への補助の実施に 区民部
シュレス化の推進によ 向けて準備を進めている
り、現金手渡しに伴う
感染を防止し、消費を
喚起する

４．その他の取組
No. 事業名称
事業費（千円） 事業内容
4-1 Ｗｅｂ会議環境
9,989 庁舎会議室等におい
整備【繰越】
て、Ｗｅｂ会議ができ
る環境を整備する
4-2 ＧＩＧＡスクー
809,713 区立小中学校の児童・
ル構想の推進
生徒へ１人１台の学習
用端末を配備する
4-3 区立障害児通所
支援施設におけ
るＩＣＴ環境整
備

取組状況（5月20日現在）
順次整備を進めている

所管
企画部

全３０校へ貸与端末１５，０ 子ども教育部・教育
００台の配備が完了し、４月 委員会事務局
から児童・生徒への貸与が順
次開始されている
566 区立障害児通所支援施 順次整備を進めている
子ども教育部・教育
設において、ＩＣＴを
委員会事務局
活用したオンラインで
の療育等を行う環境を
整備する
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（参考）新型コロナウイルス対策に係る令和３年度予備費の充用（令和３年５月２０日現在）
No. 内容

事業費（千円）

所管
子ども教育部・教育
95,946
委員会事務局

1

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分）

2

夜勤看護師派遣

3

軽症者等搬送用車両の拡充

2,274 健康福祉部

4

高齢者へのワクチン接種予約に関する周知

2,849 健康福祉部

5

保健所レイアウト変更

6

新型コロナワクチン電話対応体制の強化

10,267 健康福祉部

82 健康福祉部
9,770 健康福祉部
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