
令和２年５月15日策定・令和３年１月13日追加決定

　　　　　　　　　　国分寺市緊急対策事業

⑥在住外国人支援のための環境整備

事業
内容

　国分寺市緊急対策事業は，「新型コロナウイルス感染症に関する国分寺市の対応方針」に基づき，「生活」・「事業者」・「健康・医療」等の各分野ごとに市独自の支援策をまとめたものです。今後も，
国・都の動向，市民生活の変化等を見極めながら，事業の追加等必要な検討を行います。
※本事業で必要な予算は，国分寺市議会に補正予算案として提案し，議決を受けた後，実施をしています
※一覧には，すでに実施済みの事業も含まれています

子ども子育てサービス課→ 図書館課→

→

→

⑨感染症対策を踏まえた図書館環境の整備【事業完了】

⑫子育て応援商品券事業【事業完了】 → 経済課

高齢福祉課

事業
内容

⑪高齢者応援商品券事業【事業完了】

事業
内容

事業
内容

⑬就学援助費による昼食費の支援【事業完了】 →

事業
内容

⑤大学生等を対象とした時間額会計年度任用職員の任用

⑦公共施設等Wi-Fi環境整備事業 → 情報管理課

事業
内容

事業
内容

事業
内容

児童・生徒の学びの保障をサポートするため，教室内における児童・生徒への補助等を
行う学習指導サポーターを配置

⑮国分寺市民・市内小規模事業者応援商品券事業

→

→ 経済課

事業
内容

市民への生活支援と小規模事業者の経営を応援するため，１人あたり3,000円の市内
小規模店舗で使用できる商品券を発行

　市民の生命と健康と生活を全力で守る

子ども子育て事業課

事業
内容

→②認証保育所の臨時休園等に対する支援事業補助金

①ひとり親世帯への臨時特別給付金【事業完了】

④感染症予防対策に係る育児パッケージ配布事業 →

事業
内容

事業
内容

③出産・育児支援給付金給付事業【事業完了】 → 健康推進課

健康推進課

ひとり親家庭で児童育成手当（育成手当）受給者に対し，児童1人あたり30,000円を
給付

事業
内容

生活支援

人権平和課・契約管財課 学校指導課

⑧オンライン学習環境整備支援事業

住居確保給付金の支給対象が拡大されたことにより申請件数の増加を見込んだ支給
分を増額

出産及び子育て支援のため，国の特別定額給付金対象基準日の翌日（4月28日）から
緊急事態宣言が解除されるまでの間に生まれ，現在，市内在住のお子さんに対し，1人
あたり50,000円を給付

安全・安心に図書館を利用できるよう図書消毒機を６台購入。また，在宅中の図書利用
の機会を充実するため，図書を5,000冊購入

新型コロナウイルス感染症により，臨時休園等をした場合において，利用者負担額を軽
減した認証保育所を支援

学校休業中等の児童・生徒の状況を定期的に把握するとともに，家庭学習を継続して
支援することを目的にオンライン学習環境システムを貸与

災害時における新型コロナウイルス等感染症への対策として，避難所での密集を避け
るために，新たな避難所とする主な施設における通信基盤として，Wi-Fi環境を整備

小中学校が臨時休業していた期間の昼食費を就学援助費として準要保護児童（生徒）
に支援

新型コロナウイルス感染防止のため生活様式が変化した在住外国人への個別支援を図
ることを目的に国際協会へ補助を行う。また，在住外国人への情報発信等のため，市民
対応窓口・防災拠点等へ翻訳機を設置

子育て世帯の負担軽減と市内事業者の支援のため，1人あたり5,000円の市内店舗で
使用できる商品券を発行

新型コロナウイルス感染症対策として新たに生じた業務に対応するため，同感染症拡
大の影響により，アルバイト先の休業や家計収入の減少など，経済状況が悪化した大学
生等を対象に時間額会計年度任用職員として任用

市内在住の75歳以上の高齢者に対し，感染症予防の啓発とともに自粛生活における
生活用品の購入支援策として，1人あたり3,000円の市内店舗で使用できる商品券を
発行

妊婦の新型コロナウイルス感染を防ぐため，保健師等による面接等を実施した妊婦を
対象に衛生用品等の購入に使用できるギフトカード10,000円分を配布

学務課

生活福祉課

事業
内容

⑭学習指導サポーター配置事業 →

⑩住居確保給付金の支給 →

職員課・教育総務課

→ 教育総務課

事業
内容
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市立こくぶんじ保育園に消毒液等の感染症予防物品や空気清浄機等を購入

市内の介護保険・障害福祉サービス事業者に対して，１法人当たり10万円（原則として
サービス種類ごとに10万円加算）を給付

→

健康推進課

⑦市立学校等公共施設サーマルカメラ設置事業 →
契約管財課・社会教育課・
学務課・スポーツ振興課

⑬オンラインによる母子保健事業の実施

事業
内容

障害福祉課・高齢福祉課

事業
内容

市内の高齢福祉・障害福祉事業所において，利用者又は職員が新型コロナウイルス感
染症について陽性と診断された場合に，保健所が実施するＰＣＲ検査の対象とならな
かった方が受けるＰＣＲ検査費用を助成

→ 健康推進課

事業
内容

事業
内容

⑧子育て支援事業等における感染症予防物品等の購入 → 子育て相談室・健康推進課

②福祉事業所応援特別給付金給付事業【事業完了】 →

事業
内容

事業
内容

→

事業
内容

親子ひろば事業・子育て応援パートナー事業・児童発達支援事業・子育て世代包括支援
センター事業の実施にあたり，消毒液や空気清浄機等を購入

→

⑯施設職員及び施設新規入所者へのPCR検査事業 → 健康推進課

事業
内容

事業
内容

感染症対策を行って事業継続することが求められている介護保険・障害福祉等サービ
ス事業者に対して，感染症予防物品の支援を行う。１事業者につき，マスク200枚，速
乾性手指消毒剤２本を無償で支給

健康・医療支援

③３～４箇月児健康診査費用負担助成

健康推進課④新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金【事業完了】 →

障害福祉課・高齢福祉課

健康推進課 ⑫市内指定医療機関における乳幼児健康診査の実施

①介護保険・障害福祉等サービス事業者感染症予防物品支援事業【事業完了】 → 健康推進課 ⑩市立学童保育所等における感染症予防物品等の購入

子ども子育て事業課

事業
内容

→ 子ども子育て事業課

事業
内容

→

⑤市備蓄用感染症予防物品の確保

健康推進課⑪医療機関等応援特別給付金給付事業【事業完了】

事業
内容

災害時に避難所で使用する感染症予防物品（マスク・手指消毒液・非接触式温度計・
パーテーション・蓄電池・空気清浄機等）を購入

適切な時期に乳幼児健康診査（３～４箇月児・１歳６箇月児・３歳児）を受けられるよう保
健センターでの集団健診のほかに市内指定医療機関において個別健診を実施

市で備蓄等するためのマスクやフェイスシールド，手指消毒剤などの感染症予防物品を
購入

市内に所在する医院・歯科医院・薬局等に対し，1箇所あたり20万円を給付

感染症対策の最前線に立つ医療機関支援，感染拡大防止等を目的とし，国分寺市医師
会に緊急協力金を給付

市立学童保育所・児童館に消毒液等の感染症予防物品や空気清浄機等を購入

感染症対策のため中止をしていた３～４箇月児健康診査について，医療機関で個別に
受診し費用負担された方に健診費用を助成

→

市立小・中学校における感染症対策・学習保障等に係る支援として，各学校で物品購入
等を実施

来庁者等の体温を速やかに測定し，体調の確認を行うため，市役所・ひかりプラザ・市
民スポーツセンター・市立小・中学校にサーマルカメラを設置

事業
内容

⑮福祉事業所感染発生時ＰＣＲ検査費用助成事業

健康推進課

事業
内容

⑭市立学校における感染症対策・学習保障等支援事業 → 教育総務課

感染症予防のため，母子保健相談(希望者)や両親学級などの母子保健事業をオンライ
ンで実施

⑥避難所における感染症予防物品の購入 → 防災安全課

事業
内容

事業
内容

新型コロナウイルス感染症の重症化のリスクの高い特定の高齢者施設及び障害者施設
の職員及び新規入所者へのPCR検査を実施

⑰休日診療の医療体制強化 → 健康推進課

事業
内容

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据え，休日診療の医
療体制を強化する。12月29日から２月末までの間，医科・薬科の休日診療当番医療機
関を１医療機関増やし，３医療機関体制にし，12月30日から１月２日までの４日間，歯
科の休日診療当番医療機関を１医療機関増やし，２医療機関体制とする

⑨市立保育園における感染症予防物品等の購入 →
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⑤新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業 → 健康推進課

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を円滑に実施するため，国分寺市医師会と
連携した医療機関等の確保，医療機関以外の接種会場の確保，住民への接種勧奨・情
報提供・相談受付（コールセンター設置），健康被害救済の申込受付・給付等を実施

事業
内容

②子育て世帯への臨時特別給付金 →

①国分寺市小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金融資事業【事業完了】 → 経済課

②理美容事業所への感染症予防物品支援事業【事業完了】 → 経済課

⑤市内保育所等への感染症対策支援事業

事業
内容

③家庭ごみ収集運搬・処理委託従事者等給付金給付事業【事業完了】

子ども子育てサービス課

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて，売上高が減少している事業者を対象
に，利子補給や保証料補助金を交付。９月30日まで受付期限を延長

政策経営課

その他（国制度等）

→ 子育て相談室

事業
内容

売上高の減少が大きい飲食店等を支援するため，市商工会が実施するデリバリーサー
ビス事業に対する補助

国「持続化給付金」・都「感染拡大防止協力金」「理美容事業者の自主休業に係る給付
金」の支給対象外の事業者のうち，主として売上高が減少している従業員10人未満の
小規模事業者を対象に，１事業者あたり20万円を給付

⑦デリバリーサービス支援事業 → 経済課

事業者支援

事業
内容

事業
内容

感染拡大防止策や商店街のにぎわい回復につながる取組を行う商店会等に対する補
助

市民生活に必要不可欠な家庭ごみ収集運搬・処理委託業務を担う現場作業員に対し，
１人あたり10,000円を給付

経済課

事業
内容

⑨親子ひろば事業等実施事業者への支援 → 子育て相談室

ファミリー・サポート・センター事業の実施事業者に対し，消毒液の購入等の感染拡大防
止に必要な費用を補助

経済課

→

環境対策課・ごみ減量推進課

理美容事業所の従業員及び利用者の安全を確保し，事業継続の安定化を図るため，感
染症予防物品（手指消毒液・殺菌消毒剤・フェイスシールド・マスク・ゴム手袋）を支給

事業
内容

→ 子ども子育て事業課

→→

④ファミリー・サポート・センター実施事業者への支援

児童手当（本則給付）を受給する世帯に対し，５月25日に案内を発送済み。申請は不
要。６月26日から給付中

⑥小規模事業者経営持続支援事業【事業完了】 → 経済課

事業
内容

８月31日で申請受付終了

事業
内容

事業
内容

事業
内容

①特別定額給付金【事業完了】 →

事業
内容

事業
内容

児童・生徒に１人１台の学習用PCと高速大容量の通信ネットワークを整備する「GIGA
スクール構想」の実現に向けたICT環境の整備を実施

④GIGAスクール構想に則ったICT環境整備事業 → 教育総務課

国「家賃支援給付金」の支給対象外の事業者のうち，主として売上高が減少している事
業者を対象に，1事業所あたり月15万円を上限に3か月分の最大45万円を給付

市内保育所・民設民営学童保育所・私立幼稚園・認証保育所等に対し，消毒液及び空気
清浄機等の購入に必要な費用を補助

親子ひろば事業・子育て応援パートナー事業・ショートステイ事業・育児支援ヘルパー事
業の実施事業者に対し，消毒液購入等の感染拡大防止に必要な費用を補助

事業
内容

⑩中小事業者家賃支援事業【事業完了】

⑧新型コロナウイルス感染症対応商店会応援事業

③低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 → 子ども子育てサービス課

事業
内容

低所得のひとり親世帯に対する臨時特別給付金を再給付。児童扶養手当受給世帯等へ１世帯あ
たり５万円（第2子以降は1人につき３万円）を給付。年内（令和２年）に支給を予定
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