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危機管理・感染症対策調査特別委員会資料

企 画 部 企 画 課

令和４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

区内の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は下降傾向にあるが、前年度

に引き続き感染拡大の防止を図るとともに、地域活動の再開に向けた支援や中小

企業の資金調達支援など医療・生活・経済支援の対策事業を講じているところで

ある。

なお、今後は原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活

者や事業者の負担軽減を図るため、令和４年４月２６日に政府が公表した「コロ

ナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」における地方創生臨時交付

金等を活用し、地域経済の活性化と生活者支援を目的とした事業や、事業者に対

する負担軽減の事業などの検討を進め、適時適切な対策を講じていく。

１ 令和４年度の取組状況について

２８事業 ４，６３３，３０３，０００円（事業費）

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４年度限度額

５４８，６８４，０００円 （コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分）



（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（6月17日現在） 所管

1-1 区立施設及び窓口対応等に
おける感染症対策

34,543 　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

1-2 災害対策用物資の充実 4,950 　新型コロナウイルス感染症に対応するため、水害
時一時避難所に指定している区民活動センターに布
製の間仕切りを配備する。

　事業にかかる補助金について、東京都と協議中。 総務部

1-3 新型コロナウイルス感染症
自宅療養者支援事業

4,277 　都の対象とならない短期間の自宅療養者及び入院
待機者等に対し、約3日分の食料品等を詰め合わせた
「自宅療養セット」を配布する。

　対象者に対し、随時配送している。
・5月末累計配達数　5セット

地域支えあい推
進部

1-4 新型コロナウイルス感染症
区内病院病床確保補助金給
付事業

28,665 　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
床を確保した場合に補助を行う。

　今後の感染状況により、執行する。 健康福祉部

1-5 新型コロナウイルス感染症
対策

788,064 　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。

・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 279件
・民間救急車（5月末までの実績）　移送件数 71件
・感染症審査協議会　実施回数 5回
・入院診査　依頼回数 24回

健康福祉部

1-6 新型コロナウイルスワクチ
ン4回目接種に伴うシステム
改修等

22,086 　4回目接種に係る予防接種履歴管理システム改修及
び接種券・予診票印刷・封入・封緘等業務を委託す
る。

・予防接種履歴管理システム改修済
・接種券順次発送
　5/20　10,583件
　6/10　41,537件

健康福祉部

1-7 新型コロナウイルスワクチ
ン4回目接種の接種券等の送
付

2,127 　ワクチン接種対象者に対して4回目接種券等を発送
する。

・接種券順次発送
　5/20　10,583件
　6/10　41,537件

健康福祉部

1-8 新型コロナウイルスワクチ
ン4回目接種に伴う相談対応
等業務

55,146 　4回目接種に向け相談対応(コールセンター)体制を
整備する。

　80回線(5月、6月)のコールセンター体制を構築。 健康福祉部

1-9 新型コロナウイルスワクチ
ン4回目接種体制確保事業

707,804 　4回目接種に係るワクチン接種費用負担、集団接種
実施、高齢者施設等への巡回接種、ワクチン配送、
接種券の交付、相談対応等業務、予診票データ入力
業務等を行う。

　ワクチン接種を希望する対象者が接種できるよう
順次執行している。

健康福祉部

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
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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（6月17日現在） 所管

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

45,060 　私立保育園、私立幼稚園等における感染防止対策
に係る費用の一部を補助する。

　対象施設に対し、事業周知を行った。 子ども教育部・
教育委員会事務
局

2-2 私立幼稚園連合会観劇事業
補助金の増額

5,000 　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。

　私立幼稚園連合会に事業周知を行った。 子ども教育部・
教育委員会事務
局

2-3 子どもの居場所づくりと読
書活動の推進

36,107 　区立小・中学校において、夏季休業期間も学校図
書館を開放し、子どもたちが読書活動を行う等、安
全・安心な居場所として利用できるようにする。あ
わせて、蔵書を充実させ、子どもたちの読書習慣が
身に付く環境を整備する。

　「中野の100冊」について、納入業者が決定した。 子ども教育部・
教育委員会事務
局

2-4 体験活動の充実 18,300 　新型コロナウイルス感染拡大により、自粛・中止
してきた区立幼稚園、区立小・中学校における体験
活動について充実を図る。

　各幼稚園・小学校・中学校に実施についての通知
を発送済み。

子ども教育部・
教育委員会事務
局

2-5 在宅要介護者受入体制整備
事業

15,375 　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よ
う支援体制を継続する。

　4月1日から3月31日まで在宅要介護者受入体制整備
事業業務委託を締結済。

地域支えあい推
進部
健康福祉部

2-6 傷病手当金の支給 8,834 　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。

　受付件数 43件。 区民部

2-7 子どもと子育て家庭の相
談・支援の充実（子ども配
食事業）

1,240 　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 601食(5月末実績)。 子ども教育部・
教育委員会事務
局

2-8 児童養護施設等の生活向上
のための環境改善事業

16,000 　児童養護施設等において、施設等の消毒、感染症
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。

　今後、区内児童養護施設等に案内通知を送付予
定。

子ども教育部・
教育委員会事務
局
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No. 事業名称 事業費（千円） 事業内容 取組状況（6月17日現在） 所管

2-9 住民税非課税世帯等給付金
【一部繰越】
※原油価格・物価高騰緊急
対策事業も含む
【28,608千円】

2,109,126 　令和3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対
して、1世帯当たり10万円の給付金を給付する。ま
た、家計急変により受給資格があるにもかかわら
ず、申請がないことにより受給できていない世帯に
対して、令和4年度課税情報を活用した給付を行う。

　令和3年度からの繰越事業である。
現在支給決定世帯数(6月17日現在)
令和3年度　33,527世帯
令和4年度　 6,550世帯
合計　　   40,077世帯
　令和4年度課税情報を活用した給付に向け、6月末
に確認書約5,000通、申請書約18,000通を発送予
定。

総務部

2-10 低所得の子育て世帯に対す
る子育て世帯生活支援特別
給付金(ひとり親世帯・ひと
り親世帯以外)
※原油価格・物価高騰緊急
対策事業

255,059 　食費等の物価高騰等の緊急経済対策として、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が大き
い低所得の子育て世帯への支援として、令和4年4月
分の児童扶養手当受給世帯、令和4年度の住民税非課
税世帯等に対し、特別給付金を支給する。

　一部対象者へ支給の通知発送済み。 子ども教育部・
教育委員会事務
局

2-11 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
※原油価格・物価高騰緊急
対策事業も含む
【7,345千円】

240,066 　緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯の
うち収入資産等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。

①令和3年度決定・未支給分の支給額 35,220千円　
支給決定件数　178件（うち再支給72件）
②支給済額　21,700千円　
支給総額（①＋②）　56,920千円
　窓口及びコールセンターを設置し申請相談等に対
応。新たに約450世帯（再支給勧奨を含む）に通知を
発送。
　申請期間延長に伴い、申請窓口の複合機、人材派
遣費用の契約。申請会場設営物品のリースを終了
し、新たに購入により対応。

健康福祉部

2-12 新型コロナウイルス感染症
による保育料の軽減措置

674 　新型コロナウイルス感染症による休園等により、
登園ができなかった者の保育園保育料について、軽
減措置を行う。

令和2年度以前発生分　18件　 50,960円
令和3年度発生分　　　98件　623,110円　

子ども教育部・
教育委員会事務
局

2-13 区内障害児通所支援施設に
おけるICT環境整備

2,869 　区立障害児通所支援施設におけるICT環境整備を推
進する。

　工事に向けて、指定管理者と調整中。 健康福祉部

2-14 指導者用デジタル教科書の
導入

14,105 　これまで導入されている算数・数学、外国語に加
えて、国語、社会、理科についても指導者用デジタ
ル教科書を導入する。

　全区立小中学校にて指導者用デジタル教科書を導
入済み。

子ども教育部・
教育委員会事務
局
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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（6月17日現在） 所管

3-1 区内中小企業者等への資金
調達支援（コロナ関係分）

184,155 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業況
悪化に対応し、区内経済活性化を図るため、中野区
産業経済融資の貸付限度額及び利子補給優遇措置を
拡充する。

　年間利子補給見込額
175,561千円

区民部

3-2 商店街地域力向上事業 286 　区内商店街が実施する新型コロナウイルス感染症
対策に係る費用を補助する。

　交付決定済み（1商店街1事業） 区民部

3-3 商店街キャッシュレス化導
入支援事業

7,636 　区内商店街のキャッシュレス化の推進により、現
金手渡しに伴う感染を防止し、消費を喚起する。

　鍋横大通商店会が東京都商店街デジタル化推進事
業に申請。
※東京都に採択された場合、昨年度実施した商店街
デジタル化モデル事業と同様の補助率（都9/10、区
1/10）で実施予定。

区民部
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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（6月17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

374 　都の緊急事態措置等(令和元年度～令和3年度)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等を行った。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。

　申請があり次第返還手続きを行うとともに、未申
請者に対して、時機を捉え申請手続きを促してい
く。

地域支えあい推
進部

4-2 地域活動の再開・活性化支
援

25,375 　新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中
でも、住民同士の支えあいなどの地域の活動が維
持・継続されるよう、新型コロナウイルスの感染症
対策を進めるとともに、町会・自治会及び友愛クラ
ブへの活動支援を行う。

・町会、自治会への活動支援
　活動再開活性化助成について制度周知（5月）を行
い、申請受付中。
・友愛クラブの活動支援
(1)連合会
 会員増員等助成について連合会助成受付前（7月）
に連合会へ説明予定。　
(2)単位クラブ
　小規模クラブ助成等について制度周知(3月)を行
い、申請受付中。
・区民活動センター運営委員会業務支援
(1)法律、ＩＴ業務相談については、4月に業者等と
契約し支援開始。
(2)地域の活動支援の事業費については、委託料に加
算。
(3)コーディネータースキルアップ研修は、8月実施
に向けて検討を進めている。

地域支えあい推
進部

全事業数
合計事業費
（千円）

28事業 4,633,303

うち、原油価格・物価高騰
緊急対策事業数(※)

事業費
（千円）

3事業 291,012
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No. 内容 事業費（千円） 所管

1 新型コロナウイルスワクチン4回目接種に伴うシステム改修等 22,086 健康福祉部

2 新型コロナウイルスワクチン4回目接種の接種券等の送付 2,127 健康福祉部

3 新型コロナウイルスワクチン4回目接種に伴う相談対応等業務 55,146 健康福祉部

4
新型コロナウイルス感染拡大防止による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

374 地域支えあい推進部

5 新型コロナウイルス感染症による保育料の軽減措置 625 子ども教育部・教育委員会事務局

（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６月１７日現在）
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