
令和２年度・３年度予算における新型コロナウイルス感染症対策に関する主な区の取組一覧

※国の特別定額給付金、子育て世帯臨時特別給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金は除く。

分野 事業内容 実施期間 事業内容 予算額（千円） 実施期間 担当課

1 保健所体制の強化 令和２年4月～令和３年３月 保健所体制の強化 157,575 令和３年４月～令和４年3月 人事課

2 感染症検査及び患者搬送/ＰＣＲ検査・患者搬送等 令和２年４月～令和３年３月 感染症検査及び患者搬送/ＰＣＲ検査・患者搬送等を実施 109,754 令和３年４月～令和４年３月 保健予防課

3 感染症入院医療費の公費負担/新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費（自己負担分）を公費負担 令和２年４月～令和３年３月 感染症入院医療費の公費負担 50,000 令和３年４月～令和４年３月 保健予防課

4 感染症予防の普及啓発/感染症の予防に関する啓発動画を作成し区ホームページ等で公開 令和2年7月～令和3年3月 感染症予防の普及啓発 495 令和３年４月～令和４年３月 保健予防課

5 自宅療養者への支援/食料品の提供 令和２年12月～令和３年３月 自宅療養者への支援/食料品・生活用品を自宅療養者のもとへ配送 4,200 令和３年４月～令和４年３月 保健予防課

6 新型コロナウイルスワクチン接種/ワクチン接種を実施するとともに、区民からの問合せや相談に応じる体制を確保 令和３年３月中旬 新型コロナウイルスワクチン接種 1,460,848 令和３年４月～令和４年３月 保健予防課

7 こころのサポートダイヤル/新型コロナに起因するストレスや不眠などの相談に対応 令和２年４月～令和３年３月 新型コロナこころのサポートダイヤル/精神保健福祉士や臨床心理士等の専門職が相談に対応 7,839 令和３年４月～令和４年３月 保健予防課

8 避難所機能の強化/感染症予防のため、必要な衛生用品等を購入し、避難所へ配備 令和2年７月～令和３年３月 避難所機能の強化/避難所に感染症対策用のテント等を配備 99,489 令和３年４月～令和４年３月 防災課

9 診療・検査医療機関等への衛生資材購入補助 令和２年12月～令和３年３月 事業終了 保健予防課

10 マスク・衛生用品の備蓄、非接触型体温計、検温器の購入 令和２年４月～令和３年３月 感染症対策衛生用品の備蓄/マスク等を購入するなど備蓄物資における感染症の備えを強化 6,373 令和３年４月～令和４年３月 危機管理・生活安全担当

11 高齢者世帯向けエアコン設置助成（助成限度額：65,000円（1世帯1回限り）） 令和３年１月～３月 高齢者世帯向けエアコン設置助成 1,300 令和３年４月～令和４年３月 高齢者支援課

12 私立認可保育所等への保健衛生用品の購入費補助 令和２年４月～令和３年３月 私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症対策/感染防止用の衛生用品の購入に係る経費を補助 96,000 令和３年４月～令和４年３月 保育課

13 医療安全支援センターの設置/医療に関する区民の不安解消のため3年以上の臨床経験がある看護師が相談に対応等 4,472 令和３年４月～令和４年３月 生活衛生課

14 私立幼稚園への保健衛生用品の購入費補助 令和２年４月～令和３年３月 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策/感染防止用の衛生用品の購入に係る経費を補助 7,000 令和３年４月～令和４年３月 教育長室

15
高齢者施設等のPCR検査実施の
支援

高齢者、障害者の入所・通所・在宅施設でのＰＣＲ検査支援 令和２年12月～令和３年３月 高齢者、障害者の入所・通所・在宅施設でのＰＣＲ検査支援 207,320 令和３年４月～令和４年３月 介護保険課・高齢者支援課・障害者福祉課

16 子どもの居所確保/親が感染した子どもを宿泊施設で保育・見守り 令和２年４月～令和３年３月 新型コロナウイルス感染症対策子どもの居所提供 16,448 令和３年４月～10月 子ども家庭課

17 在宅要介護者緊急一時支援/介護している家族が感染し自宅にとりのこされた高齢者を支援 令和２年12月～令和３年３月 在宅要介護者緊急一時支援 9,994 令和３年４月～令和４年３月 高齢者支援課

18 障害者・児の居所確保/養育者が感染した障害者・児を宿泊施設で保育・見守り 令和2年5月～令和3年3月 新型コロナウイルス感染症対策障害者の居所提供/養育者が感染した障害者・児を障害保健福祉センターで受入れ 9,416 令和３年４月～令和４年３月 障害者福祉課

19
妊娠期から子育て期までの切れ
目ない支援の強化

みなとプレママ応援/妊婦全員面接や育児用品の購入やタクシー移動にも利用できる商品券を配布 令和２年6月～令和３年３月 みなとプレママ応援/妊婦全員面接や育児用品の購入やタクシー移動にも利用できる商品券を配布 60,117 令和３年４月～令和４年３月 健康推進課

20 区民個人が申請する各種手続きや中小企業者等の営業・販売・開設等の手数料を無料 — 令和３年４月～令和４年３月 企画課

21 住居確保給付金の支給 令和２年４月～令和３年３月 生活困窮者自立支援/住居確保給付金を支給 396,892 令和３年４月～令和４年３月 生活福祉調整課

22 住民税非課税世帯への港区商品券支給/単身世帯：20,000円、複数人世帯：30,000円 令和3年1月～令和３年３月 事業終了 商品券特別給付金担当

23 70歳以上の高齢者のみ世帯の買い物支援（利用回数は月8回（計16回）まで） 令和２年６月～10月 事業終了 高齢者支援課

24 出産費用の助成/出産にかかる分娩・入院等の費用から出産育児一時金を差し引いた額（上限73万円まで）を助成 令和２年４月～令和３年３月 出産費用の助成（出産にかかる分娩・入院等の費用を上限73万円まで助成） 598,390 令和３年４月～令和４年３月 子ども家庭課

25 エンジョイ・ディナー実施/栄養バランスのとれた夕食（弁当）を1人に付き1食提供 令和２年7月～令和３年３月 低所得の子育て世帯への支援（エンジョイ・セレクト事業）/カタログを提示し利用者が選択・発注した食料品及び日用品を配送 489,411 令和３年４月～令和４年３月 子ども家庭課

26 登園自粛要請に伴う認証・認可外保育施設への保育料の助成 令和２年４月～令和３年6月 事業終了 保育課

27 障害者就労支援（障害福祉サービス事業所での自主生産品の購入） 令和２年４月～令和３年３月 事業終了 障害者福祉課

28 介護施設等への簡易陰圧装置等の設置経費支援 令和２年10月～12月 事業終了 介護保険課

29 障害福祉サービス等事業所、介護事業所への家賃支援 令和２年６月～10月 事業終了 障害者福祉課

30 学校給食費の緊急保護者負担軽減/連携自治体から給食用精米を調達し、週1.5日分から週3日分への支給を拡充 60,933 令和３年４月～令和４年３月 学務課

31 コロナに負けるな！ものづくり・商業・観光応援金の支給/区を支える団体等に応援金を支給 令和２年５月～令和３年３月 事業終了 産業振興課

32 創業再チャレンジ支援/廃業した中小企業者の早期再創業を支援 21,410 令和３年４月～令和４年３月 産業振興課

33 新型コロナ特別融資あっせん・緊急融資あっせん 令和２年4月～令和３年３月 融資あっせんによる相談会場及びコールセンター設置 3,191,866 令和３年４月～7月 産業振興課

34 中小企業テレワーク支援/テレワーク導入経費の一部を補助 令和２年7月～令和３年３月 中小企業テレワーク支援 30,000 令和３年４月～令和４年３月 産業振興課

35 オーナー向けテナント賃料支援/減額した賃料を賃借人へ助成 令和２年6月～令和３年３月 事業終了 産業振興課

36 （東京都が都内商店会の新型コロナ対策に対して直接補助） — にぎわい商店街事業/商店会への新型コロナ対策に係る経費の一部補助 192,288 令和３年４月～令和４年３月 産業振興課

37 商店街イベント新型コロナ対策支援/イベントにおける衛生用品等の購入費の一部を補助 13,104 令和３年４月～令和４年３月 産業振興課

38 商店街多言語対応/外国人観光客の受入環境整備における経費の一部を補助 9,832 令和３年４月～令和４年３月 産業振興課

39 テイクアウト、デリバリー及び通信販売の新規導入に係る初期経費を補助 令和２年５月～令和３年３月 チャレンジ商店街店舗応援/テイクアウト・デリバリー・通信販売の導入及び継続経費の一部を補助 40,850 令和３年４月～令和４年３月 産業振興課

40
商店街振興と区民生活支援のた
めの取組

区内共通商品券発行支援/過去最大10億円の発行額、30％のプレミアム率 ①令和２年10月から、②令和３年２月から 区内共通商品券発行支援/10億円の発行額、30％のプレミアム率、下半期の商品券を電子化し発行 347,345 令和３年４月～12月 産業振興課

41 VISIT　MINATO応援キャンペーン（令和２年１１月から停止）/キャッシュレスポイント還元（還元率50％） 令和２年10月～令和３年３月 VISIT　MINATO応援キャンペーン（継続検討中） — — 観光政策担当

42 シティプロモーションの推進/航空機内を活用した情報発信、区内ホテル客室等に設置している冊子のデジタル化等 50,535 令和３年４月～令和４年３月 観光政策担当

43 ワールドプロモーション/新たなワールドプロモーション映像を制作し配信 13,445 令和３年４月～令和４年３月 観光政策担当

44 バリアフリー観光の推進/バリアフリー観光ルートを新たに開発し既存11コースのバリアフリー情報を更新 5,110 令和３年４月～令和４年３月 観光政策担当

45 区内町会・自治会等の関係団体へ新型コロナに関する活動応援金を支給 令和２年6月～令和３年2月 事業終了（No.46へ移行） 地域振興課

46 各地区町会等活動における新型コロナ対策費の支援/町会等補助金を拡充し１団体につき５万円の感染症対策費を補助 123,851 令和３年４月～令和４年３月 各総合支所協働推進課

47 町会・自治会の活動支援/町会・自治会が抱える課題解決のため「町会・自治会活動応援個別プログラム」を実施 6,117 令和３年４月～令和４年３月 地域振興課

48 文化芸術活動の継続を支援 文化芸術活動の継続支援/区内で活動する文化芸術団体を支援するため感染症対策経費を助成 30,000 令和３年４月～令和４年３月 国際化・文化芸術担当

全35事業 令和３年度合計 7,930,019 全38事業

No.
令和２年度

令和2年度

令和3年度

新型コロナウイルス感染症に
負けないための取組

感染症を契機とした安全安心へ
の取組

保護者・介護者が不在になった
子ども・高齢者・障害者への支援

区民生活の負担を軽減し区民を
支援する取組

観光需要の回復に向けた取組

町会・自治会活動を応援

区内中小企業者の経営支援

安全・安心・快適な商店街づくり

参考資料令和２年度予算総額428億円＋令和３年度予算額

７９億３,００２万＝５０７億３,００２万円


