令和４年(２０２２年)１０月７日
子ども文教委員会資料
子ども教育部、教育委員会事務局
令和３年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援
対策事業の実施結果及び令和４年度の取組状況について
区がこれまでに講じてきた令和３年度の対策事業の実施結果及び令和４年度の
取組状況について報告する。
１ 令和３年度の対策事業の実施結果について
区は、区内の感染状況や国・都の対策などの局面に併せて「医療」
、「生活」
及び「経済」の３つの柱を軸に対策の総合調整等を行い、国や東京都の補助金
等や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用し、様々な
事業を実施してきたところである。これらの３つの柱ごとの主な取組は、次の
とおりである。
（１）医療など最前線の現場環境を支える
区民のいのちと健康を守るための取組として、区は、いち早く、ワクチン
接種体制の構築を行った。接種券の送付や高齢者に対する接種予約の周知及
び予約支援、保健所への問い合わせ対応体制の強化等により、希望する区民
の迅速なワクチン接種を実施した。また、ＰＣＲ検査センター事業、コール
センター事業、積極的疫学調査、患者移送、入院費公費負担等を実施し、区
民が安心して相談や医療が受けられる体制を確保した。
感染拡大の防止策としては、区立施設の利用制限、利用者の検温や設備等
の消毒などの感染対策を行った他、区内の障害者・介護施設や民間の子ども
施設などへの感染対策経費の助成等を行った。
（２）生活や子育て・介護などを支える
緊急事態宣言下などで、経済活動が制限される中、区民の生活を支える取
組として、国の制度による子育て・ひとり親世帯への生活支援特別給付金、住
民税非課税世帯等給付金などの事業の他、区独自の新生児特別定額給付金も
併せて実施し、セーフティネットの取組を行った。
自宅療養者へは東京都の制度の対象外となる短期間の療養者への食料品等
の配送、要介護者の支援については、支援者及び受入れ施設の確保等の体制
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整備を行った。
区立の小中学校においては、学習系ネットワークの強化を行い、子ども食
堂に対しては、運営助成金を交付することにより、子どもと子育て家庭の食
のセーフティネットを強化した。
（３）経済の再生に向け事業者を支える
営業自粛や売上減による経営悪化が引き起こす経済の負の連鎖を断ち切る
ための取組として、キャッシュレス決済によるポイント還元事業や商店街に
おけるキャッシュレス化の推進等の取組を実施してきた。指定管理者に対し
ては、スポーツ施設や文化施設の利用制限に伴う補償を行うことにより、安
定的な指定管理業務が維持された。
各対策事業の実施結果は、別添資料１のとおり。
２ 令和４年度の取組状況について
別添資料２のとおり。
（参考）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
（１）令和３年度実績
７０５，４７６，０００円
（２）令和４年度概要
交付見込額 計 １，０３４，２２８千円
（内訳）
・通常分

１１７，０５５千円

・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分

５４８，６８４千円

・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金
３６８，４８９千円
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（別添資料１）

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
1-1 区立施設における感染拡大
防止対策
【一部繰越】

実績額（円）
39,499,616

令和３年度成果、令和４年度の対応状況など
所管部
各区立保育園・幼稚園・児童館・小中学校等で感染症対策物品等を購入したことにより、感染症対策
の強化が図られると共に、保護者及び利用者の不安解消にも寄与し、安心して利用できる環境を整える 子ども教育部・教
育委員会事務局
ことができた。

1-2 民間施設における感染拡大
防止対策

38,509,483

民間施設（保育施設76園、幼稚園18園、学童クラブ17カ所）計111件に対し、感染症対策物品購入等の
ための経費を補助し、感染症対策の強化が図られると共に、保護者及び利用者の不安解消にも寄与し、 子ども教育部・教
育委員会事務局
安心して利用できる環境を整えることができた。

1-3 委託事業における感染拡大
防止対策

28,490,702

1-4 窓口対応等における感染症
対策

子育てひろば、区立学童クラブ、区立障害児通所支援施設の運営委託料等に感染防止対策経費を加算 子ども教育部・教
したことにより、感染症対策の強化が図られ、感染拡大防止に一定の効果があった。
育委員会事務局
健康福祉部
15,048,603 購入した物品により、窓口等での感染症対策の強化が図られると共に、来庁者の不安解消に寄与し
た。感染状況を踏まえ、令和4年度も引き続き感染症対策を行う。
各部・局・室

２．生活や子育て・介護などを支える
No.
事業名
2-1 子育て世帯生活支援特別給
付金(ひとり親世帯分）
2-2 出産応援事業

実績額（円）
78,020,521

令和３年度成果、令和４年度の対応状況など
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化してるひとり親家庭等への生活支援を行った。
(受給世帯数:1,143件、受給児童数:1,555人、支給金額:77,750,000円）

所管部
子ども教育部・教
育委員会事務局

1,767,483

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子どもを産み育てる世帯の支援を行った。
(発送数:2,868件)

子ども教育部・教
育委員会事務局

2-3 子育て世帯生活支援特別給
付金（ひとり親世帯以外
分）

129,421,517

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている住民税非課税世帯等のひとり親以外の子育て世帯の支
援として、一定の効果があった。
(受給世帯数：1,648件、受給児童数：2,510人、支給金額：125,500,000円)

子ども教育部・教
育委員会事務局

2-4 認証保育所の臨時休園等に
対する支援

4,042,970

本事業により認証保育所運営事業者が認可保育所等と同等の保育料の日割り返還を行うことで、利用
者負担の軽減ができた。令和4年度においてもコロナ感染に係る臨時休園等が発生しているため、令和3
年度と同内容で実施予定。

子ども教育部・教
育委員会事務局

2-5 子 ど も と 子 育 て 家 庭 の 相
談・支援の充実（子ども配
食事業）

1,164,100

支援が必要な家庭に対して食事の宅配等を行うことで、相談・支援の充実を図ることができた。令和4 子ども教育部・教
年度も引き続き支援が必要な家庭にサービス提供していく。
育委員会事務局
（利用世帯12世帯、配食数1,709食）
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No.
事業名
2-6 子ども食堂運営助成金交付
事業

実績額（円）
1,045,992

令和３年度成果、令和４年度の対応状況など
所管部
助成金の支出により、地域団体が実施する配食等の事業の充実がされ、子どもと子育て家庭の食の
子ども教育部・教
セーフティネットを強化することができた。子ども食堂の団体数は増加傾向にあることから、令和4年度 育委員会事務局
は当初予算額を増額した。
（交付決定事業数 7事業）

2-7 小中学校学習系ネットワー
クの強化

34,323,798

子ども教育部・教
育委員会事務局

2-8 令和３年度子育て世帯臨時
特別給付金

インターネットの接続方式を各校から直接インターネットに接続する「ローカルブレイクアウト方
式」へ再構築した。学校のインターネット接続環境は各学級から同時に検索や配信を行うことができな
い状況であったが、各校で全学級分の端末の一斉使用が可能となった。
（配信用端末・ルーター整備台数 460台、小中学校インターネット回線通信容量100Mbps→10Gbpsベス
トエフォート）
2,577,828,634 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている児童手当(本則給付)受給世帯等の子育て世帯への生活
支援として、一定の効果があった。
（受給世帯数 18,433件、受給児童数 25,740人、支給金額：2,574,000,000円）

子ども教育部・教
育委員会事務局

３．その他の取組
No.
事業名
3-1 ＧＩＧＡスクール構想の推
進

実績額（円）
802,726,236

令和３年度成果、令和４年度の対応状況など
所管部
児童・生徒へ配備した一人1台端末の運用を開始したことにより、ＩＣＴを活用した個別最適な学びの 子ども教育部・教
環境が整備できた。
育委員会事務局

3-2 海での体験事業の中止に伴
う添乗等業務委託契約解除
経費の支払

6,636,927

海での体験事業の中止により添乗等業務委託契約を解除したことに伴い発生する経費の支払いを行っ
た。

子ども教育部・教
育委員会事務局

3-3 海での体験事業の中止に伴
う水泳指導等業務委託契約
解除経費の支払

6,575,693

海での体験事業の中止により水泳指導等業務委託契約を解除したことに伴い発生する経費の支払いを
行った。

子ども教育部・教
育委員会事務局
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（別添資料２）

令和４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
1-1 区立施設及び窓口対応等
における感染症対策

事業費（千円）
35,013

事業内容
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。

取組状況（9月15日現在）
順次執行している。

所管
各部・局・室

２．生活や子育て・介護などを支える
No.
事業名称
2-1 私立保育施設及び私立幼
稚園、民間学童クラブに
おける感染症対策経費に
対する補助
2-2 私立幼稚園連合会観劇事
業補助金の増額

事業費（千円）
45,060

2-3 子どもの居場所づくりと
読書活動の推進

36,107

2-4 体験活動の充実

2-5 子どもと子育て家庭の相
談・支援の充実（子ども
配食事業）
2-6 児童養護施設等の生活向
上のための環境改善事業

2-7 新型コロナウイルス感染
症による保育料の軽減措
置
2-8 指導者用デジタル教科書
の導入

5,000

事業内容
取組状況（9月15日現在）
所管
私立保育園、私立幼稚園等における感染防止対策
対象保育施設に申請を依頼済みで順次申請を受付 子ども教育部・
に係る費用の一部を補助する。
中。
教育委員会事務
局
令和2、3年度とも新型コロナウイルス感染症の影
響で中止となったことを鑑み、実施内容の充実が図
られるよう、令和4年度に限り補助額を増額する。

中野区私立幼稚園連合会へ交付申請依頼済み。

区立小・中学校において、夏季休業期間も学校図
「中野の100冊」について、約70%の納品が完了し
書館を開放し、子どもたちが読書活動を行う等、安 た。
全・安心な居場所として利用できるようにする。あ
図書館開室業務委託について、夏季休業中の図書
わせて、蔵書を充実させ、子どもたちの読書習慣が 館開放が完了した。
身に付く環境を整備する。
18,300 新型コロナウイルス感染拡大により、自粛・中止
幼稚園1園1事業、小学校6校9事業、中学校2校2事
してきた区立幼稚園、区立小・中学校における体験 業実施済み。
活動について充実を図る。
3,704

児童の養育に課題を抱える家庭に対して、食事を
配達する。

配食数 1,449食(4～8月実績)

16,000

児童養護施設等において、施設等の消毒、感染症
交付決定済(2施設)
予防の広報・啓発、施設等の個室化に要する改修、
施設等の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務
を継続的に実施していくための支援など新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止を図る。
674 新型コロナウイルス感染症による休園等により、 令和2年度以前発生分
登園ができなかった者の保育園保育料について、軽 令和3年度発生分
減措置を行う。

14,105

1件
57件

8,680円
424,510円

子ども教育部・
教育委員会事務
局
子ども教育部・
教育委員会事務
局

子ども教育部・
教育委員会事務
局
子ども教育部・
教育委員会事務
局
子ども教育部・
教育委員会事務
局

子ども教育部・
教育委員会事務
局

これまで導入されている算数・数学、外国語に加
全区立小中学校にて指導者用デジタル教科書を導 子ども教育部・
えて、国語、社会、理科についても指導者用デジタ 入済。
教育委員会事務
ル教科書を導入する。
局

（参考）新型コロナウイルス対策に係る令和４年度予備費の充用（令和4年9月15日現在）
No.
1

内容
新型コロナウイルス感染症による保育料の軽減措置

事業費（千円）

所管

625 子ども教育部・教育委員会事務局

