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令和４年(２０２２年)３月１４日

厚 生 委 員 会 資 料

地 域 支 え あ い 推 進 部

健 康 福 祉 部

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年度の取組状況について報告する。

１ 令和３年度の取組状況について

詳細については、別添資料のとおり。

（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

令和３年度限度額

ア ５９８，８０５，０００円

イ ９４，６７１，０００円（事業者支援分）

計 ６９３，４７６，０００円



（別添資料）

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（2月28日現在） 所管

1-1 委託事業における感染拡
大防止対策

28,510 　委託事業（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。

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

1-2 窓口対応等における感染
拡大防止対策

30,207 　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。

　順次執行している。 各部・局・室

1-3 新型コロナウイルス感染
症対策

664,933 　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。

　各事業を実施し、順次執行している。
・会計年度任用職員採用 医師 2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 5,114 件
・民間救急車移送件数 637件
・医療費公費負担 1,506件
・感染症審査協議会 実施回数 22回
・入院診査 依頼回数 146 回

健康福祉部

1-4 夜勤看護師派遣 27,289 　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。

　5月から夜勤看護師を配置。7月から10月分につい
ては第2次補正において予算措置済。11月から3月分
について第4次補正において予算措置済。
・夜勤看護師　8人

健康福祉部

1-5 軽症者等搬送用車両の拡
充

8,457 　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。

　1日につき1台増加。7月から10月分については第2
次補正において予算措置済。11月から3月分について
第4次補正において予算措置済。
・搬送件数 714件

健康福祉部

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
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No. 事業名称 事業費（千円） 事業内容 取組状況（2月28日現在） 所管

1-6 新型コロナウイルスワク
チン接種体制確保事業
【一部繰越】

4,578,410 　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。

　希望するすべての方がワクチンを接種できるよう
順次執行している。
●1・2回目接種
・接種券送付　12歳以上　約321,000件
・集団接種　区民活動センター15ヵ所，中野区医師
会館，中野サンプラザ，東京ドーム
・個別接種　区内医療機関
●3回目接種
・接種券送付（予定）　18歳以上　約249,000件
・集団接種　中野サンプラザ
・個別接種　区内医療機関
●小児接種【5歳～11歳】
・接種券送付（予定）　約15,400件
・個別接種　区内医療機関

健康福祉部

1-7 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
ガキ等を送付し、周知を図る。

　75歳以上、約37,400件を4月30日発送済。
　65歳から74歳まで約31,500件を5月14日発送済。

健康福祉部

1-8 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

9,118 　業務増に伴う保健所の電話料、ガス料及び水道料
を増額する。

　順次執行している。 健康福祉部

1-9 保健所レイアウト変更 140 　保健所の業務増に対応するため、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。

　5月30日工事実施済。 健康福祉部

1-10 新型コロナワクチン電話
対応体制の強化

9,770 　新型コロナワクチンに関する保健所への問合せ対
応業務の増加に対応する。

　6月から8月まで対応済。
　9月から3月分については、1-8へ計上。

健康福祉部

1-11 高齢者に対する新型コロ
ナウイルスワクチン接種
予約支援

8,041 　新型コロナウイルスワクチンの接種予約が完了し
ていない高齢者に対し、状況を確認のうえ、接種希
望者の予約を支援又は代行を行う取り組みを実施す
る。

　ワクチン接種を予約していない70歳以上の高齢者
に対し、電話もしくははがきにより接種を勧奨する
とともに、接種を希望する方の予約を区民活動セン
ターで支援・代行した。
・実施期間　2021年5月31日～6月30日
・架電件数　4,128件
・はがき発送件数　22,292通
・予約支援件数　678件

地域支えあい推
進部
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No. 事業名称 事業費（千円） 事業内容 取組状況（2月28日現在） 所管

1-12 新型コロナワクチン２回
目接種勧奨

346 　新型コロナウイルスワクチンは、重症化等の予防
効果を高めるために、1回目接種の後、3週間経過後
のできるだけ早い時期に2回目の接種を受けることが
推奨されている。1回目の接種を受けて、その後4週
間以上経過しても2回目の接種又は接種予約が確認で
きない区民へ接種勧奨を行う。

　勧奨ハガキ約5,400件郵送済。 健康福祉部

1-13 保健所携帯電話賃借 3,219 　保健所医師等感染症対応を担当する職員（主に保
健師）については、医療機関など関係機関、感染症
疑いのある者やその濃厚接触者等との緊急連絡、ま
た外出中の保健師間連絡用として携帯電話の使用が
必要であるため、増台する。

　8月1日以降順次増台し、最大30台の増台を行っ
た。

健康福祉部

1-14 入院医療費公費負担 12,097 　新型コロナウイルス感染症による入院医療費につ
いては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第37条により、区が負担する。

　令和3年8月支払い分において予算が不足すること
から、予備費充用を行った。

健康福祉部

1-15 抗体検査の実施 176 　集団接種の際に発生した誤接種の対象者及びその
同時間に接種を受けた方に対して、健康状態の確認
を行うとともに、希望する方には抗体検査の実施を
行う。

　抗体検査実施件数　14件 健康福祉部

1-16 高齢者施設等の感染症対
策設備整備推進事業

14,793 　介護施設において、感染症発生時の罹患者を最小
限にするため、簡易陰圧装置の設置に係る経費を支
援する。

　交付申請を受付け、交付決定を行った。交付決定
に基づき、事業者が設置工事又は購入を開始し、完
了後、実績報告に基づき補助額を確定し、補助金を
支払う。

交付決定　４事業所
実績報告　３事業所

地域支えあい推
進部

1-17 産後ケア施設における感
染拡大防止対策

3,500 　産後ケア事業を行う施設に対し、事業に必要な衛
生用品等の購入や感染予防の広報・啓発等を委託す
る。

　委託契約に基づき、順次執行している。
　（対象施設数7施設）

地域支えあい推
進部

1-18 新型コロナウイルス感染
症在宅療養者への配薬事
業に対する支援金の支給

1,293 　医師会からの依頼を受け、薬局に配薬依頼等を行
う薬剤師会に対してコーディネート料を支給する。
また、薬剤師会からの依頼により、新型コロナウイ
ルス感染症の在宅療養者に、配薬及び服薬指導を行
う薬局に対し、配薬支援料を支給する。

　順次支援金申請を受付している。 健康福祉部
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No. 事業名称 事業費（千円） 事業内容 取組状況（2月28日現在） 所管

1-19 新型コロナワクチン３回
目接種に伴うシステム改
修及び接種券印刷・発送

21,579 　ワクチン3回目接種実施のために、予防接種履歴管
理システムの改修及び接種券、予診票、事業案内等
の封入物の印刷・封入・封緘を行い、2回目接種から
7か月経過した区民に対して接種券を送付する。

　11月中旬以降、順次発送している。 健康福祉部

1-20 新型コロナウイルス感染
症区内病院病床確保補助
金の支給

34,965 　新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備
え、区内病院が新型コロナウイルス感染症患者の病
床を確保した際に補助金を支給する。

　補助金の支給要件を満たし、病院から申請があり
次第、順次執行する。

健康福祉部

- 4 -



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 取組状況（2月28日現在） 所管

2-1 自宅療養陽性者緊急支援
事業

4,569 　都の支援対象とならな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。

　対象者に対し、随時配送している。
・2月末累計配達数　185セット

地域支えあい推
進部

2-2 在宅要介護者受入体制整
備事業

27,385 　在宅で要介護者（高齢者・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。

　4月1日から3月31日まで在宅要介護者受入体制整備
事業業務委託を延長締結済。
・事業実施人数　2人

地域支えあい推
進部
健康福祉部

2-3 感染症対策相談・助言体
制の確立、感染症予防研
修

243 　高齢者施設等に対し、感染症対策にかかる相談・
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。

　陽性者が実際に発生した保育園への環境改善に向
けた指導助言や「感染症予防・対応力向上オンライ
ン研修」を外部講師を招いて行った。

健康福祉部

2-4 オンラインツールを活用
した介護予防・フレイル
予防活動支援事業

2,207 　高齢者会館等でタブレットを用いてオンラインの
「なかの元気アップ体操ひろば」を高齢者に体験し
てもらうことや、高齢者のオンラインツールの活用
をサポートする人材の育成を通じ、高齢者のICTを活
用した介護予防・フレイル予防活動を支援する。

　高齢者会館のWi-Fi環境の整備をICTサポーターの
協力を得て進めている。順次オンライン体操の体験
会を行っている。

地域支えあい推
進部

2-5 新型コロナウイルス感染
症生活困窮者自立支援金
の支給

660,106 　総合支援資金の再貸付を終了した世帯、再貸付に
ついて不決定となった世帯であって、一定の要件を
満たす生活困窮世帯を対象に支援金を支給する。

　申請期限延長・支給対象世帯の拡大・再支給申請
受付開始に伴い、新たに3,361世帯に通知を発送
・支給決定件数  1,498件
・対象世帯数　7,235件

健康福祉部
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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（2月28日現在） 所管

3-1 スポーツ施設利用の制限
等に伴う補償

15,736 　新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態
宣言及びまん延防止等重点措置期間において、施設
の利用制限等により指定管理者の利用料金収入等が
減少したため、補償を行う。

　運動施設等については、支払にあたり変更協定の
手続きを行っている。総合体育館及びスポーツ・コ
ミュニティプラザについては、指定管理者と支払い
時期について協議を行っている。

健康福祉部

４．その他の取組

No. 事業名称 事業費（千円） 事業内容 取組状況（2月28日現在） 所管

4-1 区民活動センター等集会
室貸出中止に伴う集会室
使用料返還金

558 　令和元年度から令和2年度にかけて、新型コロナウ
イルス感染拡大防止にかかる都の緊急事態措置等に
基づき、区では区民活動センター等集会室の貸出を
中止または夜間利用の制限を行った。これら制限に
伴う集会室等使用取消申請について、納付済使用料
は全額返還する。

　順次執行している。 地域支えあい推
進部

4-2 プール開放事業の中止に
伴う使用料の還付

98 　第二中学校及び中野中学校の温水プールについ
て、使用料を納入済みの団体に対し、還付を行う。

　使用料を還付済。 健康福祉部

事業数 事業費（千円）

28事業 6,170,594

全事業合計
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No. 内容 事業費（千円） 所管

1 夜勤看護師派遣 15,613 健康福祉部

2 軽症者等搬送用車両の拡充 2,274 健康福祉部

3 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

4 保健所レイアウト変更 140 健康福祉部

5 新型コロナワクチン電話対応体制の強化 9,770 健康福祉部

6 高齢者に対する新型コロナウイルスワクチン接種予約支援 8,041 地域支えあい推進部

7 区民活動センター等集会室貸出中止に伴う集会室使用料返還金 558 地域支えあい推進部

8 生活困窮者自立支援金事業 4,083 健康福祉部

9 新型コロナワクチン2回目接種勧奨 346 健康福祉部

10 プール開放事業の中止に伴う使用料の還付 98 健康福祉部

11 保健所携帯電話賃借 3,219 健康福祉部

12 入院医療費公費負担 12,097 健康福祉部

13 抗体検査の実施 176 健康福祉部

14 新型コロナワクチン３回目接種に伴うシステム改修及び接種券印刷・発送 21,579 健康福祉部

（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４年２月９日現在）


