
 

 

予算特別委員会 

令和２年６月１５日 

 

１ 議案審査 

（１）議案第２９号 令和２年度千代田区一般会計補正予算第２号 

 

 （２）議案第３０号 令和２年度千代田区国民健康保険事業会計補正予算第１号 
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令和２年度一般会計補正予算案 第２号の概要 
 

政策経営部 財政課 

 

Ⅰ 一般会計歳入歳出予算の補正 

一般会計補正予算額              2,652,093千円 

一般会計補正後予算額                    74,269,161千円 

     

【歳出】 

 

１ 委員会運営                          4,423千円 

 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、教育委員会においてテレビ会議及びテレ

ワークを促進し感染防止対策を予め講じる。 

そのため、テレビ会議等の環境整備に係る経費について、追加の予算計上を行

う。 

 

２ 教職員研修                         3,250千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、区立学校・幼稚園・こども園におけるオ

ンライン研修・会議等を促進し感染防止対策を予め講じる。 

  そのため、区立学校・幼稚園・こども園におけるオンライン研修・会議等の実

施体制整備に係る経費について、追加の予算計上を行う。 

 

３ 学校運営（小学校管理費）                542,917千円 

                     

（１）ＩＣＴ教育の推進                  542,628千円 

（２）学校行事                        289千円 

 

 学校運営（中学校管理費）                109,496千円 

 

  （１）ＩＣＴ教育の推進                  109,425千円 

  （２）学校行事                         71千円 
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 学校運営（中等教育学校管理費）             121,791千円 

 

  （１）ＩＣＴ教育の推進                  121,791千円 

 

新型コロナウイルス感染症対策による学校休業措置を踏まえるとともに、創造

性を育む学びを実現し、児童・生徒の情報活用能力を育成するため、区立学校に

おいて、国のＧＩＧＡスクール構想を実現する。 

  また、学校におけるオンライン授業を促進し感染防止対策を予め講じる。 

そのため、令和２年度中に、タブレットの一人１台端末環境を整備し、高速通

信に対応したＬＡＮ配線を行う経費及びオンライン授業の実施体制整備に係る経

費について、追加の予算計上を行う。 

 

４ お茶の水小学校・幼稚園仮校舎運営              47,629千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「三つの密」を避け、安全に仮校舎への児

童の送迎を行う感染防止対策を強化するため、送迎バスを増便する。 

  そのため、送迎バスの増便に係る経費について、追加の予算計上を行う。 

 

５ 運営一般（小学校管理費）                   8,000千円 

 

 運営一般（中学校管理費）                        2,000千円 

 

  学校運営（中等教育学校管理費）               1,000千円 

 

（１）運営一般                       1,000千円 

 

    運営一般（幼稚園管理費）                   6,000千円 

 

 私立保育所等運営補助                     12,800千円 

 

（１）認可保育所                      12,000千円 

（２）認定こども園                       800千円 

 

地域型保育事業運営補助                    6,400 千円 

 

（１）家庭的保育事業                     1,600千円 

（２）小規模保育事業                      800千円 

（３）事業所内保育事業                    4,000千円 

 

認証保育所等運営補助                     19,200 千円 
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    児童センター・児童館事業運営               4,600千円 

 

（１）一般運営                       4,600千円 

 

児童福祉一般事務費                    12,600 千円 

 

保育園事業運営                      4,000千円 

 

（１）保育園運営                       4,000千円 

 

こども園事業運営                     2,000千円 

 

（１）こども園運営                      2,000千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「三つの密」を避け、児童・生徒・園児が

安全に活動できるよう予め安全対策を施し、感染防止対策を講じる。 

また、安全対策を施す保育施設・学童保育を運営する事業者に対し、補助を拡

大する。 

そのため、安全対策を施す経費及び保育施設・学童保育運営事業者への補助の

拡大に係る経費について、追加の予算計上を行う。 

 

６ 小学校就学援助                       8,520千円 

 

  中学校就学援助                       8,416千円 

 

  新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、就学援助に係る経費につい

て追加の予算計上を行う。 

 

 ７ 子どもの遊び場確保の取組み                38,753千円 

 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校・園等の休校・休園中も、子どもの健

やかな育ちを保障するため、子どもの遊び場を平日も開放する。 

そのため、子どもの遊び場の拡充に係る経費について、追加の予算計上を行う。 
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８ 子ども家庭支援センター事業運営               2,000千円 

 

（１）総合相談                         2,000千円 

 

児童センター・児童館事業運営                3,200 千円 

 

（１）一般運営                         3,200千円 

 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、子どもの健康相談や教育相談事業におけ

るオンライン相談等を促進し感染防止対策を予め講じる。 

そのため、オンライン相談等に係る経費について、追加の予算計上を行う。 

 

９ 児童センター・児童館事業運営                 3,200千円 

 

 （１）いずみこどもプラザ運営補助               1,600千円 

 （２）富士見わんぱくひろば事業運営              1,600千円 

 

放課後子どもプラン                     5,600 千円 

 

  （１）学校内学童クラブ                     5,600千円 

 

私立学童クラブ運営補助                   5,600 千円 

 

障害児福祉事業                        800 千円 

 

（１）重症心身障害児等支援事業                   800千円 

 

  新型コロナウイルス感染拡大防止による学校の臨時休校に伴う学童保育等の開

所時間の延長に係る経費について、学童保育等運営事業者への補助を拡大する。 

そのため、学童保育等運営事業者への補助の拡大に係る経費について、追加の

予算計上を行う。 

 

10 応急資金貸付                        47,520千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い休業や失業等により収入が減少し、生活費

等の一時的な資金が必要な方に対して、応急資金貸付の対象拡大に係る経費とし

て、追加の予算計上を行う。 
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11 風ぐるま（地域福祉交通）                   4,400千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために区有施設が利用休止になる等の影響

により、利用者数が激減している運行事業者に対し、運行継続を支援するため、

追加の予算計上を行う。 

 

12 生活困窮者自立支援                      81,000千円 

 

（１）住居確保給付金                          81,000千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大による休業等に伴う収入減少により、離職や廃業

等により住所を失うおそれが生じる者に対して住居確保給付金の給付を遅滞なく

行うため、追加の予算計上を行う。 

 

13 高齢者総合サポートセンター管理運営                        2,400千円 

 

（１）運営一般                                  2,400千円 

 

障害者福祉センターえみふる管理運営                       2,400千円 

 

（１）運営一般                                  2,400千円 

 

   ジョブ・サポート・プラザ ちよだ管理運営                 2,400千円 

 

（１）運営一般                                  2,400千円 

 

  新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、指定管理者に対する損失補

填に係る経費について追加の予算計上を行う。 

 

14  介護施設等助成                                          117,600千円 

 

（１）介護事業所運営助成                      117,600千円 

 

  新型コロナウイルス感染症が拡大する状況においても高齢者に必要不可欠な介

護サービスを提供する事業所に対し、運営継続を支援するため、追加の予算計上

を行う。 
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15  母子保健事業                                             15,230千円 

 

（１）出産・子育て支援                         15,230千円 

 

  新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減するため、妊婦に対し妊婦健診

受診時等に活用することのできる、タクシーチケットを配付する事業を実施する

ため、追加の予算計上を行う。 

 

16 感染症予防・医療対策                                     37,500千円 

 

（１）感染症公費負担                         37,500千円 

 

  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に基づき、新型コロ

ナウイルス感染症患者の入院医療に要する費用（医療保険の給付分を除く。）を公

費負担するための経費に不足が生じるため、追加の予算計上を行う。 

 

17 健康危機管理・熱中症予防対策                            655,936千円 

 

（１）健康危機管理対策                         655,936千円 

 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、区におけるＰＣＲ検査体制を整備すると

ともに、医療提供体制の整備、維持を支援するため、追加の予算計上を行う。 

 

18 保健衛生検査                             32,000千円 

 

（１）保健衛生検査                            32,000千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、区が実施するＰＣＲ検査に必要な経費に

不足が生じるため、追加の予算計上を行う。 

 

19 淡路町施設浴場の修繕及び支援                     10,065千円 

 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い収入が減少している事業者に対し、公衆浴

場の運営継続を支援することと併せ、浴場設備の改修のため、追加の予算計上を

行う。 

 

20 千代田万世会館                        7,000千円 

 

（１）運営一般                                  7,000千円 

 

  内幸町ホール                             62,000千円 
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（１）運営一般                                 62,000千円 

 

 九段生涯学習館                           17,000千円 

 

（１）運営一般                                 17,000千円 

 

  スポーツセンター                         94,000千円 

 

（１）運営一般                                 94,000千円 

 

  図書館・図書文化館事業運営                   62,000千円 

 

（１）運営一般                                 62,000千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、指定管理者に対する損失補

填に係る経費について追加の予算計上を行う。 

 

21 商工融資事業                          20,020千円 

 

（１）融資事務費                               20,020千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う商工融資に係る認定申請や相談件数の急増

を踏まえ、相談体制を強化するため、専門的知識を有する中小企業診断士による

相談窓口を設置する。 

 そのため、相談窓口の設置に係る経費について追加の予算計上を行う。 

 

  22 中小企業等経営支援                       25,104千円 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金制度の条件緩和等を踏まえ、

中小企業等の円滑な助成金申請や、雇用・労働に関する相談・助言を行うため、

専門的知識を有する社会保険労務士による相談窓口を設置する。 

  そのため、相談窓口の設置に係る経費について追加の予算計上を行う。 

 

23 災害対策用物資・機器等の整備                3,630千円 

 

（１）備蓄物資・機器等の整備                          3,630千円 

            

新型コロナウイルス感染症流行時に地震や水害が発生し、区民が避難所に避難

する状況となった場合に感染拡大を防止できるよう、区内の避難所等に感染症へ

の更なる対応を図るための備蓄を行う。 

そのため、備蓄に係る経費について追加の予算計上を行う。 
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24 災害応急対策                        68,693千円 

 

新型コロナウイルス感染症流行時に地震や水害が発生し、区民が避難所に避難

する状況となった場合に、「三つの密」を回避すべく、可能な限り多くの避難場所

を活用する観点から宿泊施設の確保を行う。 

 そのため、宿泊施設確保に係る経費について追加の予算計上を行う。 

 

25 予備費                           300,000千円 

 

 緊急的な対応が必要となった場合に備えるため、予備費について追加の予算計 

上を行う。 
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【歳入】 

 

１ 国庫支出金                        268,476千円 

 

（１）感染症入院患者医療費                 28,125千円 

（２）生活困窮者自立相談支援事業費等負担金        60,750千円 

（３）子ども・子育て支援交付金               9,000千円 

（４）公立学校情報機器整備費補助金               42,500千円 

（５）児童福祉施設等緊急支援補助                31,500千円  

    （６）学校保健特別対策事業費補助金             9,500千円 

   （７）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金    87,101千円 

 

 ２ 都支出金                           21,502千円 

 

（１）オンライン学習環境整備補助               4,000千円 

（２）家庭学習通信整備環境支援                   4,950千円 

（３）地域産業活性化に向けた緊急支援事業費補助金 

（新型コロナウイルス感染症緊急対策）          12,552千円 

 

３ 繰入金                         2,361,875千円 

 

（１）財政調整基金繰入金                 2,361,875千円 

 

４ 諸収入                              240千円 

 

（１）応急資金貸付金                      240千円 

 



 

令和２年度 

国民健康保険事業会計補正予算案 第 1号の概要 
 

政策経営部 財政課 

 

Ⅰ 国民健康保険事業会計歳入歳出予算の補正 

国民健康保険事業会計補正予算額           10,000千円 

国民健康保険事業会計補正後予算額        5,735,634千円 

 

【歳出】 

 

１ 傷病手当金                        10,000千円 

 

新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染が疑われている、給与収入を得

ている被保険者に対する傷病手当金を支給するための経費に不足が生じるため、

追加の予算計上を行う。 

 

 

【歳入】 

 

１ 都支出金                         10,000千円 

 

（１）特別調整交付金                     10,000千円 
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今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み 

令和２年５月 19日 千代田区 

世界的な脅威となっている新型コロナウイルス感染症の拡大の収束に向けて、区は国や都

と連携して対策を進めています。その一方で、国の緊急事態宣言の解除後は、拡大前の日常

に戻ることによる再拡大が懸念されています。 

区は、新型コロナウイルス感染症から区民の命と健康を守ることを最優先に、基礎的自治

体としてスピード感をもって全力で取り組んでいます。また、収束の先行きが見通しにくく、

長期的な取組みが求められる中でも、区民生活と地域経済を支えるため、適時適切に対応し

ていきます。 

今後予想される第２波に備え、また、感染により影響を受けるところへ、緊急的措置とし

て次の３つの観点から区が対応しなければならない取組みをまとめ、必要な財源として「千

代田区一般会計補正予算第２号」を編成します。 

１ 区民の安心と安全を支える 

 何よりも尊い区民一人ひとりの命を守るため、感染防止のためのさまざまな対策を講じる

とともに、休止することができない保育所、医療機関、高齢施設運営事業者などに対し、安

定的・持続的な事業を続けられるための支援を行います。 

 また、大規模自然災害の発生などの不測の事態に備えた災害対策を講じます。 

２ 区民の生活を支える 

 長期に及ぶ外出自粛に伴い、影響を受ける区民への生活支援や子どもたちへの学習支援な

どを進め、身近な自治体として区民の生活をしっかりと支える対策を講じます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束傾向にあり、少しずつ日常に戻りつつある

中で、再拡大を防止するために必要な対策を実施します。 

３ 区民や中小零細事業者の経済活動を支える 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業・外出自粛の要請によって、大きな影響を受け

た地域経済を回復するため、順次展開される国や都の支援施策を踏まえ、区として今必要と

される事業活動を支える緊急対策を講じます。 

予算特別委員会資料３ 

令 和 ２ 年 ６ 月 1 5 日 

 



【今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み】

１　区民の安心と安全を支える 1,075,218千円

２　区民の生活を支える 1,241,751千円

３　区民や中小零細事業者の経済活動を支える 45,124千円

４　その他 300,000千円

１　区民の安心と安全を支える

款 事項 事業名
補正額
（千円）

子ども費 144,629

47,629

お茶の水小学校・幼稚園仮校舎運営 47,629

97,000

運営一般（小学校管理費） 8,000

運営一般（中学校管理費） 2,000

学校運営（運営一般）（中等教育学校管理費） 1,000

運営一般（幼稚園管理費） 6,000

私立保育所等運営補助（認可保育所） 12,000

私立保育所等運営補助（認定こども園） 800

地域型保育事業運営補助（家庭的保育事業） 1,600

地域型保育事業運営補助（小規模保育事業） 800

地域型保育事業運営補助（事業所内保育事業） 4,000

認証保育所等運営補助 19,200

児童センター・児童館事業運営（いずみこどもプラザ運営補助） 1,600

令和２年度各会計補正予算案　取組別事項一覧

学校・園・保育所・学童クラブ等安全対策

お茶の水小学校・幼稚園仮校舎への送迎における感染症対策

予算特別委員会資料４

令 和 ２ 年 ６ 月 １ ５ 日
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款 事項 事業名
補正額
（千円）

児童センター・児童館事業運営（富士見わんぱくひろば事業運営） 1,600

児童センター・児童館事業運営（一般運営） 7,800

放課後子どもプラン（学校内学童クラブ） 5,600

私立学童クラブ運営補助 5,600

障害児福祉事業（重症心身障害児等支援事業） 800

児童福祉一般事務費 12,600

保育園事業運営（保育園運営） 4,000

こども園事業運営（こども園運営） 2,000

保健福祉費 858,266

117,600

介護施設等助成（介護事業所運営助成） 117,600

15,230

母子保健事業（出産・子育て支援） 15,230

37,500

感染症予防・医療対策（感染症公費負担） 37,500

655,936

健康危機管理・熱中症予防対策（健康危機管理対策） 655,936

32,000

保健衛生検査（保健衛生検査） 32,000

健康危機管理対策
＜区独自のＰＣＲ検査実施、災害拠点病院・医療機関等への支援＞

介護事業所への運営支援

保健所におけるＰＣＲ検査実施

妊婦へのタクシー券配付

入院医療費の公費負担

2



款 事項 事業名
補正額
（千円）

総務費 72,323

3,630

災害対策用物資・機器等の整備（備蓄物資・機器等の整備） 3,630

68,693

災害応急対策 68,693

２　区民の生活を支える

款 事項 事業名
補正額
（千円）

子ども費 839,566

6,423

委員会運営 4,423

子ども家庭支援センター事業運営（総合相談） 2,000

3,250

教職員研修 3,250

774,204

学校運営（ＩＣＴ教育の推進）（小学校管理費） 542,628

学校運営（学校行事）（小学校管理費） 289

学校運営（ＩＣＴ教育の推進）（中学校管理費） 109,425

学校運営（学校行事）（中学校管理費） 71

学校運営（ＩＣＴ教育の推進）（中等教育学校管理費） 121,791

16,936

小学校就学援助 8,520

中学校就学援助 8,416

相談業務等のオンライン環境の整備

ＧＩＧＡスクール構想実現のための環境整備
＜小学校・中学校・中等教育学校＞

学校・園のオンライン研修・会議等の実施体制整備

就学援助

災害応急対策

避難所等における感染症対策

3



款 事項 事業名
補正額
（千円）

38,753

子どもの遊び場確保の取組み 38,753

保健福祉費 150,185

47,520

応急資金貸付 47,520

4,400

風ぐるま（地域福祉交通） 4,400

81,000

生活困窮者自立支援（住居確保給付金） 81,000

7,200

高齢者総合サポートセンター管理運営（運営一般） 2,400

障害者福祉センターえみふる管理運営（運営一般） 2,400

ジョブ・サポート・プラザ　ちよだ管理運営（運営一般） 2,400

10,065

淡路町施設浴場の修繕及び支援 10,065

地域振興費 242,000

242,000

千代田万世会館（運営一般） 7,000

内幸町ホール（運営一般） 62,000

九段生涯学習館（運営一般） 17,000

風ぐるま（地域福祉交通）運営支援

応急資金貸付の対象拡大

住居確保給付金

淡路町施設浴場の修繕及び運営支援

指定管理者に対する損失補填

子どもの遊び場確保の取組み
＜旧今川中学校、ふじみこどもひろば臨時開放＞

指定管理者に対する損失補填

4



款 事項 事業名
補正額
（千円）

スポーツセンター（運営一般） 94,000

図書館・図書文化館事業運営（運営一般） 62,000

保険給付費（国民健康保険事業会計） 10,000

10,000

傷病手当金 10,000

３　区民や中小零細事業者の経済活動を支える

款 事項 事業名
補正額
（千円）

地域振興費 45,124

20,020

商工融資事業（融資事務費） 20,020

25,104

中小企業等経営支援 25,104

４　その他

款 事項 事業名
補正額
（千円）

予備費 300,000

300,000

予備費 300,000

商工融資相談体制の強化

雇用調整助成金等相談体制の構築

予備費

傷病手当金の支給

5



 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み（子ども部） 

 

 

１ 生徒・児童の安全・安心確保 

（１）「三つの密」を避け、児童・生徒・園児が安全に活動できるよう各学校・園等が予め

安全対策を講じるために必要な経費を追加する。 

・運営一般（小学校管理費）                  8,000 千円 

・運営一般（中学校管理費）                  2,000 千円 

・運営一般（中等教育学校管理費）               1,000 千円 

・運営一般（幼稚園管理費）                  6,000 千円 

  ・児童センター・児童館事業運営                4,600 千円 

  ・児童福祉一般事務費                     12,600 千円 

  ・保育園事業運営                                4,000 千円 

  ・こども園運営                                  2,000 千円 

 

（２）保育施設・学童保育を運営する事業者が、安全対策を講ずる経費や学校の臨時休業

に要する経費を追加で補助する。 

   ・私立保育所等運営補助（認可保育所・認定こども園）           12,800 千円 

   ・地域型保育事業運営補助（家庭的保育・小規模保育・事業所内保育事業） 

6,400 千円 

   ・認証保育所等運営補助                        19,200 千円 

   ・児童センター・児童館事業運営（いずみこどもプラザ・富士見わんぱくひろば） 

3,200 千円 

   ・放課後子どもプラン（学校内学童クラブ）                     5,600 千円 

   ・私立学童クラブ運営補助                                      5,600 千円 

   ・障害児福祉事業                                                800 千円 

 

（３）「三つの密」を避け、安全に仮校舎への児童の送迎を行うため、送迎バスの増便に必

要な経費を追加する。 

   ・お茶の水小学校・幼稚園仮校舎運営                  47,629 千円 

 

 

予算特別委員会資料５ 

令 和 ２ 年 ６ 月 1 5 日 



 

２ 生活支援 

（１）新型コロナウイルス感染拡大による影響により、新たに就学援助の対象となる方に

かかる経費を追加する。 

・小学校就学援助                          8,520 千円 

・中学校就学援助                          8,416 千円 

 

（２）学校・園等の休校・休園中も子どもの健やかな育ちを保障するため、子どもの遊び

場を平日も開放するために必要な経費を追加する。 

   ・子どもの遊び場確保の取組み                   38,753 千円 

 

（３）子どもの健康相談や教育相談事業におけるオンライン相談等の実施のための体制整

備に必要な経費を追加する。 

・子ども家庭支援センター事業運営               2,000 千円 

・児童センター・児童館事業運営                3,200 千円 

 

３ 新しい生活様式への備え 

（１）新型コロナウイルス感染症対策による学校休業措置を踏まえ、区立学校において、

オンライン授業を可能にするとともに、国の GIGA スクール構想を実現するため、令

和２年度中に、タブレットの一人１台端末環境の整備や高速通信に対応したＬＡＮ配

線を行うために必要な経費を追加する。 

   ・学校運営（小学校管理費）                 542,917 千円 

   ・学校運営（中学校管理費）                 109,496 千円 

   ・学校運営（中等教育学校管理費）              121,791 千円 

 

（２）「三つの密」を避け、会議、研修等を行うため、タブレット端末及び Wi-Fi 環境の整

備にかかる経費を追加する。 

   ・委員会運営                         4,423 千円 

   ・教職員研修                         3,250 千円 

     



令和２年度　各学校職員配置人数 令和２年５月１日現在

麹町幼稚園 6 5 1 1 13

九段幼稚園 5 5 1 2 13

番町幼稚園 5 5 1 2 1 14

お茶の水幼稚園 5 4 1 1 11

千代田幼稚園 6 9 1 1 1 18

昌平幼稚園 6 8 1 1 1 17

いずみこども園 6 5 2 1 14

ふじみこども園 8 6 2 1 17

幼稚園合計 47 47 10 0 0 0 4 8 1 117

麹町小学校 28 7 1 1 1 1 1 2 2 44

九段小学校 28 7 1 1 1 1 1 2 3 45

番町小学校 22 6 1 1 1 0 1 2 3 37

富士見小学校 21 6 1 1 1 1 1 2 34

お茶の水小学校 18 3 1 1 1 1 1 2 28

千代田小学校 30 9 1 1 1 1 1 2 3 49

昌平小学校 18 4 3 1 1 0 1 2 30

和泉小学校 23 4 2 1 1 1 1 2 2 37

小学校合計 188 46 11 8 8 6 8 16 13 304

麹町中学校 32 13 1 2 1 4 2 55

神田一橋中学校 22 14 1 1 1 3 3 45

中学校合計 54 27 0 2 3 0 2 7 5 100

九段中等教育学校 72 17 1 2 1 9 3 105

幼・小・中・中等
合計 361 137 21 11 13 6 15 40 22 626

事務栄養士 用務

事務栄養士 用務

栄養士 用務

事務栄養士 用務

特別支援
教育専門員

特別支援
教室専門員

スクールカウ
ンセラー

スクールライ
フ・サポーター

特別支援
教室専門員

合計

事務栄養士 用務

事務

特別支援
教育専門員

特別支援
教室専門員

スクールカウ
ンセラー

スクールライ
フ・サポーター 合計学　校　名 正規教員 講師

合計 正規教員 講師

学　校　名 正規教員 講師
スクールカウ
ンセラー

スクールライ
フ・サポーター 合計

特別支援
教育専門員

スクールライ
フ・サポーター 合計

学　校　名 正規教員 講師
特別支援
教育専門員

特別支援
教室専門員

スクールカウ
ンセラー

スクールライ
フ・サポーター 合計

園　　　名 正規教員 講師
特別支援
教育専門員

特別支援
教室専門員

スクールカウ
ンセラー

予 算 特 別 委 員 会 資 料 ７

令 和 ２ 年 ６ 月 1 5 日



 

ICT 教育の推進 –GIGA スクール構想の実現– 

＜千代田区 GIGA スクール構想の目的＞ 

〇千代田区の地域資源、教育資源を活用し、子どもが変化を前向きに受け止め、豊かな創造性

を備え、持続可能な社会の作り手として、予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形

成に参画するための資質・能力を一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現する。 

〇これまでの対面指導を基調としつつ、最先端の ICT との融合を図り、教員・児童・生徒の力

を最大限に引き出す。 

＜千代田区における ICT 教育環境構想＞ 

・ICT 教育を通じて、児童・生徒が共に学び合う共同学習の環境を整える。 

・千代田区の全学校に国の GIGA スクール構想の柱である「1 人 1 台環境」を整備する。 

・端末を学校でも家庭でも使用できるように設定することで、今後起こりうる、新型コロナウイ

ルス等による学校休業等においても「学びの継続」ができる環境を整備する。 

個別の学び共同編集

家庭での多様な学びの実現

つながる
通信機器

比較・検討・発表

持ち運び可能

・調べ学習
・情報モラル教育

・理解度に応じた学習
・ニーズに合った支援

・理科の実験データ
・社会の地図情報比較

・休校中のオンライン授業の参加
・入院中の学校教育の参加

・授業の振り返り
・調べ学習

＜GIGA スクール構想の実現までのスケジュール（予定）＞ 

７月   プロポーザル 

１１月末  選定業者より端末の納入 

１２月   学習における端末の導入→１人１台環境の実現 

＜千代田区 GIGA スクール構想の今後の展開＞ 

・２０２１年にネットワーク環境の整備により、「高速通信環境の整備」 

・「１人１台環境」を生かした学びの充実 教育 ICT を活用した授業改善・教員研修の実施 

・オンライン環境充実のためのクラウド化の検討 

＜補正予算提出の趣旨＞ 

 

 

 

 

 

令和５年度に達成するとされている端末整備の前倒しを支援するとして、令和２年度のみ国より補

助金の交付を受けられる。 

（１）校内通信ネットワークの整備：42,500 千円（区へ交付） 

・補助割合 １／２ 

（２）１人１台端末整備：122,220 千円（事業者へ直接交付） 

・補助割合 １台につき上限 45,000 円 

・補助対象数 令和元年５月１日時点での小中学校児童・生徒数の２／３（2,716 名） 

＜予算の詳細＞ 

予算総額： 773,844 千円 

 

〇経費の内訳 

GIGA スクール構想関連予算 

【小学校】 

端末整備（充電保管庫含む）（端末：3,200 台）          

LAN 配線整備      （対象校：８校） 

端末の設定やライセンス料 

端末保守 

 

62,590 千円 

64,000 千円 

175,455 千円 

24,640 千円 

【中学校】 

端末整備（充電保管庫含む）（端末：800 台） 

LAN 配線整備      （対象校：２校） 

端末の設定やライセンス料 

端末保守 

 

12,686 千円 

16,000 千円 

35,747 千円 

6,160 千円 

【中等教育学校】 

端末整備（充電保管庫含む）（端末：960 台） 

LAN 配線整備 

端末の設定やライセンス料 

 

41,753 千円 

5,000 千円 

67,200 千円 

・その他予算 

天吊りプロジェクター整備費（対象：165 教室） 235,950 千円 

モバイル WiFi 通信料、タブレット家庭貸与設定費 等 26,663 千円 

 

【千代田区 GIGA スクール構想イメージ】 

「１人１台端末」の早期実現や、家庭でもつながる通信環境の整備など、「GIGA スクール構想」

におけるハード・ソフト・人材を一体とした整備を加速することで、災害や感染症の発生等によ

る学校の臨時休業等の緊急時においても、ICT の活用によりすべての子どもたちの学びを保障で

きる環境を早急に実現。    （文部科学省「GIGA スクール構想の加速による学びの保障」） 

 

予算特別委員会資料６ 
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生活困窮者等への支援策として 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮する者が増大している。 

これに伴い当課が所管する生活困窮者相談や住居確保給付金事業等の件数も急増してお

り、今後もこの傾向は続くと思われる。このような状況から、生活困窮者への支援を充実

するため、応急資金と住居確保給付金の制度拡充を図るものである。 

なお、感染拡大及び混乱等防止の観点から、郵送による申請も受け付ける。 

 

 

１ 応急資金の貸付   47,520 千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、休業や失業等により収入が減少し、 

生活費等の一時的な資金が必要となった区民を対象に応急資金の貸付を行うための経

費を計上。 

〇貸付限度額：１世帯あたり６６万円 

〇償還方法 ：６月の据置期間経過後６６月以内の均等償還 

＊申請時に必要な要件あり 

 

 

 

２ 住居確保給付金   81,000 千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、休業や失業等により収入が減少した 

ことで住居を失うおそれが生じる者も住居確保給付金の支給対象となった。 

相談、申請件数が急増しており、今後も増え続けていくことが予想されることから住

居確保給付金を遅滞なく行うため、追加の予算計上を行う。 

〇支給額（月額） 

⇒次の計算式により算出した額を支給する。 

【単身世帯】＝ 69,800 －（申請月の世帯収入額－84,000） ※上限額 69,800円 

【２人世帯】＝ 75,000 －（申請月の世帯収入額－130,000）※上限額 75,000円 

【３人世帯】＝ 81,000 －（申請月の世帯収入額－172,000）※上限額 81,000円 

【４人世帯】＝ 86,000 －（申請月の世帯収入額－214,000）※上限額 86,000 円 

〇支給月数 

原則として３ケ月間（一定の要件により延長あり 最長９ヶ月間） 

＊申請時に必要な要件あり 
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別紙参考１ 

 

◎申請時に必要な要件 

 

１ 応急資金（特例） 

〇新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、収入が減ってしまった世帯で、

緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯主（区民）の方 

 

２住居確保給付金 

〇新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、収入が減ってしまった方 

〇申請日の属する月の申請者と生計を一とする同居親族の収入合計額が次の金額未満で

あること 

【単身世帯】 84,000 円に家賃月額（上限 69,800 円）を加えた金額 

【２人世帯】 130,000 円に家賃月額（上限 75,000 円）を加えた金額  

【３人世帯】 172,000 円に家賃月額（上限 81,000 円）を加えた金額 

【４人世帯】 214,000 円に家賃月額（上限 86,000 円）を加えた金額 

〇申請者と生計を一とする同居親族の預貯金の合計額が次の金額以下であること 

【単身世帯】      504,000 円  

【２人世帯】      780,000 円 

【３人以上世帯】1,000,000 円 

     ＊この他、就職活動を熱心に行うなどの必要な要件あり 

 

《住居確保給付金のモデルケース》 

  ケース１：申請月の世帯収入が 100,000 円の単身世帯の場合 

【支給額】：53,800 円 ＝ 69,800 円 －（100,000 円－84,000 円） 

 

  ケース２：申請月の世帯収入が 150,000 円の２人世帯の場合 

【支給額】：55,000 円 ＝ 75,000 円 －（150,000 円 － 130,000 円） 

 

《積算根拠》 

１ 応急資金 

⇒47,520,000 円  ＠660,000 円×８件（１月分）×９月（７月～３月） 

         社協実施の総合支援資金申請件数が月８件程度 

         （総合支援資金の申請には、当課の相談を受けることが要件） 

 

２ 住居確保給付金 

⇒81,000,000 円  ＠75,000 円×３月×360 人（１日あたり３人×20 日×６月） 

 

 



別紙参考２ 

 

〇相談件数等の推移（令和２年２月～５月）              R2.6.8 現在 

種　別 件　数 2月 3月 ４月 ５月 合計

生活困窮相談 ＊相談件数 24 30 145 176 375

相談件数 0 0 0 0 0

申請件数 0 0 0 0 0

貸付決定件数 0 0 0 0 0

＊相談件数 0 0 145 266 411

申請件数 0 0 8 41 49

給付決定件数 0 0 8 41 49

＊相談件数 83 68 90 54 295

申請件数 17 21 26 16 80

保護開始決定件数 14 21 24 10 69

住居確保給付金

生活保護

応急資金

 

＊相談は電話と来所の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

介護サービス基盤の確保策として 

 

介護事業所運営助成   117,600 千円 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、介護サービス事業所は感染防止対策に努

め、感染のリスクを負いながら高齢者の生活に必要不可欠なサービスを提供しつづけ

ている。 

千代田区の介護保険基盤を安定的に確保するため、区内の介護サービス事業所が今

後も安定的・持続的に事業を継続できるよう、感染症対策に必要な機材や人材確保等

包括的な支援を行う。 

 

〇 対象事業所：区内に所在する介護サービス提供事業所 

サービス種別 事業所数 

特別養護老人ホーム  ３ 

認知症高齢者グループホーム  ３ 

ショートステイ（短期入所） ４ 

デイサービス（通所介護） ７ 

小規模多機能型居宅介護 1 

軽費老人ホーム ２ 

居宅介護支援（ケアマネ事業所） １７ 

訪問介護（ホームヘルプ） １１ 

訪問看護 １１ 

訪問リハビリテーション ２ 

計 ６１ 

〇支援額 

・基本月額 100,000 円 

・介護サービスの種類に応じて、月額 10 万円から 40 万円の範囲で支援する。 
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妊婦の感染症予防対策として 
 

 

出産・子育て支援     15,230 千円 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出産や育児に関わる不安を抱えやすい状況とな

っている。妊婦の感染リスクを低減し、安心して妊婦健診が受診できるよう千代田区独

自のタクシー券を配付する。 

 

〇対象者 区内在住の妊婦 

 

〇配付枚数 一人 １冊 12,600 円（@420×30 枚） 

＊妊娠期間に関わらず令和 2 年 6 月 30 日時点で妊娠中の方 

＊7 月 1 日以降妊娠届を提出した方 

 

〇配付方法 6 月 30 日までに区に妊娠届を提出済みの方： 

  7 月 1 日以降にタクシー券（1 冊）を郵送 

 7 月 1 日以降に区に妊娠届を提出する方： 

  総合窓口課、出張所、千代田保健所に妊娠届を提出する際配付 

 

 

（参考） 

乳幼児健診費用の助成 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため保健所で乳幼児健診が実施できなか

った期間（令和２年４月から６月）に、医療機関で乳幼児健診を受診した際の費用の全

額を区が負担する。 

 

サージカルマスクの配付 

 

６月１日から妊婦にサージカルマスク１箱（５０枚入り）を総合窓口課、出張所、千

代田保健所で配付する。 
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医療インフラの整備、維持のために 

 

 

健康危機管理対策   655,936 千円 
 

① PCR 検査体制の整備 25,336 千円 

医師の判断で PCR 検査が必要と判断された感染の疑いがある区民が速

やかに検査を受けられるよう九段下仮設診療所を設置・運営する。 

 

 

② 災害時拠点病院等への支援        402,000 千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大により感染対策の徹底、新型コロナ

以外の疾病による入院患者の制限、手術の制限に加え、新型コロナ患者

の受入れ病院では病床確保等で病院経営に多大な影響が出ている。 

区民の命と健康を守るために災害拠点病院等および救急業務連絡会

の会員病院を対象に、新型コロナウイルス感染症への関与状況（診察や

患者受入れ数等）を勘案して支援する。 

 

対象病院：東京逓信病院、九段坂病院、日大病院、三井記念病院、 

三楽病院、半蔵門病院、杏雲堂病院 

 

 支援金額 

東京逓信病院 120,000,000 

九段坂病院 120,000,000 

日大病院 90,000,000 

三井記念病院 60,000,000 

三楽病院 5,000,000 

杏雲堂病院 5,000,000 

半蔵門病院 2,000,000 

 

 

予算特別委員会資料 11

令 和 ２ 年 ６ 月 1 5 日 



-２- 

 

 

③ 医師会、歯科医師会、薬剤師会への支援    228,600 千円 

区民健診や予防接種、区民歯科健診や介護保険認定審査会等各種付属機

関への協力、地域包括ケアシステムの推進の他、学校保健等区政運営に協

力している三師会に対し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響のもとで

も安定的・持続的な診療等が行えるよう支援する。 

 

 支援額 
所属診療所

等の数 

千代田区医師会 74,000,000 148 

神田医師会 53,500,000 107 

丸の内歯科医師会 40,400,000 101 

麹町歯科医師会 28,000,000 70 

千代田区歯科医師会 24,000,000 60 

千代田区薬剤師会 8,700,000 87 

 

（参考）具体的な感染症対策の例 

  診療所：防護服セット、フェイスシールド、受付パーテーション、非接触

体温計、消毒用アルコール、導線確保のための待合所レイアウト

変更など 

  歯科診療所：サージカルマスク、プラスチックガウン、フェイスシールド、

受付パーテーション、消毒用アルコール、口腔外バキュームなど 

  薬剤師会：サージカルマスク、フェイスシールド、消毒用アルコール、受

付パーテーションなど 



 

 

 

新型コロナウイルスＰＣＲ検査（行政検体）の充実 

 

帰国者・接触者外来、九段下仮設診療所で採取された新型コロナウイルスのＰＣＲ検

査用検体を保健所または民間検査機関に委託して検査している。 

保健所での検査に必要なキット等の資材購入、検査機関への委託に必要な経費とし

て予算を計上する。 

 

 

 

健康危機管理対策   32,000千円 

 

PCR検査キット等関係資材の購入     3,200,000円  

民間検査機関への PCR検査委託   28,800,000円 

 

  

〇千代田保健所での PCR検査     １日５～１０件程度 

※月曜から木曜に検査実施、月 16日程度検査可能 

  対象： 

＊ 帰国者・接触者外来等区内各医療機関にて採取された行政検体 

 

〇民間検査機関への PCR検査委託 検査業者（２社）１日当り各 20件 

  対象： 

＊ 九段下仮設診療所（月曜、水曜、金曜日開設）にて採取された行政検体 

＊ 帰国者・接触者外来等区内各医療機関にて採取された行政検体 
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中小企業等の経営支援に関する取組み

新型コロナウイルス感染症の感染予防に伴う経済活動の縮小により、経
済環境は急速に悪化している。これにより多数の区内中小事業者が大幅な
収入減少に直面し、一部の事業者は、事業の継続が危ぶまれる状況である。
今後も厳しい経済状況が継続すると考えられる中、専門家による中小事
業者への相談体制を一層強化して、個々の事業者にきめ細かいサービス展
開する。

中小企業等への支援

１．商工融資事業

２．中小企業等経営支援

20,020千円

25,104千円

人材・雇用関係の専門的知識を有する社会保険労務士による相談窓
口を設置

雇用調整助成金申請やテレワークの推進等、雇用や労働に関する相
談・助言を実施

アルバイトを含む従業者の雇用の維持と柔軟な就労体制を推進

経営・資金計画の専門的知識を有する中小企業診断士による相談窓
口を設置

セーフティネット認定並びに千代田区商工融資あっせん制度資金に
係る相談・あっせんを、速やかに行うことによって区内中小企業の
経営を支援

事業者に適切な融資制度や補助金・給付金等の資金調達手段を総合
的に助言
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中小企業等が利用可能な新型コロナウイルス感染症に係る主な支援策 

【補助金・給付金等】 

区分 事業名 

都 

感染拡大防止協力金        第1期：6月15日まで 第2期：7月17日まで 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の依頼に応じて施設停止に全面的に協

力する中小事業者に対し、50万円(２店舗以上は100万円)の協力金を支給 

※第１期間4/16-5/6 第2期間5/7-5/25 それぞれ対象 

都 

事業継続緊急対策（テレワーク）助成金            9月30日まで 

都内に本社又は事業所を置き「2020TDM推進プロジェクト」に参加する中堅・中小

企業者等のテレワーク導入費用を助成（上限250万、補助率10/10） 

都 

政策課題対応型商店街費用                  9月30日まで 

加盟店舗が100以上の商店街に対し、新型コロナウィルス感染症拡大防止のための

回避につながる取組（アクリル板の購入等）へ補助 

（上限は300万円、補助率9/10） 

都 

業態転換支援事業                      11月25日まで 

都内中小飲食事業者が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販

売」により、売り上げを確保する取り組みに対して経費の一部を補助 

（上限は100万円、補助率4/5） 

都 

新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金     11月30日まで 

新型コロナウイルスにより雇用調整助成金等を活用し、非常時の勤務体制づくりな

ど職場環境整備に取り組む事業者に奨励金を支給（1事業所10万円） 

国 

持続化給付金                      2021年1月15日まで 

新型コロナウイルス感染症により特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業全

般に広く使える給付金を支給（上限は、中小200万円、個人100万円）。 

国 

雇用調整助成金の特例措置                   当面 

新型コロナウイルス感染症により一時的に休業等を図り、労働者の雇用を維持した

場合の休業手当、賃金等の一部を助成 

(上限8,330円⇒15,000円（予定）/日･人、補助率10/10) 

国 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援        9月30日まで 

新型コロナウイルス感染症に関する対応で小学校等が臨時休業等した子ども等の世

話のため年次有給休暇とは別に有給休暇を与えた場合に事業者が支払った賃金相当

額を助成（上限8,330円/日・人、補助率10/10） 
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区分 事業名 

国 

小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）     第4回：10月2日まで 

新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けた方で、販路拡大等に取り組

む小規模事業者を支援（上限100万円、補助率2/3～3/4）。 

※【事業再開枠】新型コロナ感染防止につながる取組（アクリル板の購入等）へ

補助（上限は、50万円、補助率10/10） 

国 

IT導入補助金（特別枠）                 12月下旬まで予定 

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響に鑑み、在宅勤務制度（テレワーク）を

導入する事業者を優先的に支援（上限450万円、補助率2/3～3/4） 

※【事業再開枠】新型コロナ感染防止につながる取組（アクリル板の購入等）へ

補助（上限は、50万円、補助率10/10） 

国 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（特別枠）第3次：8月30日まで 

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために生産性向上に取り組む事業者を優先

的に支援（上限1,000万円、補助率2/3～3/4）。 

国 

特別家賃支援給付金（政府第2次補正予算案）             未定 

緊急事態制限の延長等によって売上の急減（前年同月比1か月50％以上または3か月

30％以上）に直面する事業者を対象に、実際に支払った賃料の一部を給付 

（上限 中小法人600万円 個人事業主300万円 給付率1/3～2/3） 
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【融 資】 

区分 事業名 上限額 

区 

① 緊急経営支援特別資金（新型コロナウイルス感染症対応） 

             9月30日まで 
1000万円 

既存の区商工融資と別枠で運転資金を融資します。本人負担利率は上限0.3％(区民

以外は上限1.3％)。更に代表者が区民の場合は信用保証料を区が全額補助 

区 

② セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証 

4号：9月1日 5号・危機関連：2021年1月31日 

セーフティネット保証 8000万円 

危機関連保証  8000万円 

一般枠と別枠で借入債務を保証の対象とする資金繰り支援制度です（４号、５号と

危機関連保証はそれぞれ別枠2.8億円、保証割合は10割（５号のみ８割））。 

都 

③ 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 当面 
 上記②の限度額内 

最大1億6000万円 
④ 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 当面 

⑤ 危機対応融資             当面 

新型コロナウイルス感染症の影響により必要となった③設備資金、運転資金の融

資、④保証付き融資の借換え及び⑤売り上げが激減した場合の事業資金の融資を行

います。信用保証料を全額補助、融資額１億円（③～⑥合算）までの利子を全額補

給（当初3年間）します（既存の都の制度融資と別枠）。 

国 

・ 

都 

⑥ 感染症対応融資（全国制度）      当面 上記②の枠内 最大3000万円 

②の認定を受けている事業者が民間金融機関で借入を行う場合、3,000万円を限度

に無担保融資を受けることができます（利子全額補給、信用保証料全額補助）。 

国 

⑦ 新型コロナウイルス感染症特別貸付   当面 
6000万円 

⑧ 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 当面 

特別利子補給制度（無利子無担保融資制度）  上記のうち、3000万円 

新型コロナウイルス感染症により必要な設備資金及び運転資金の貸付制度です。信

用保証が不要で、特別利子補給制度との併用で当初３年間実質無利子となります。 

国 

⑨ 新型コロナウイルス対策マル経融資   当面 1000万円 

商工会議所等の経営指導、推薦を受けている小規模事業者対象の融資制度です。経

営改善に必要な資金を無担保・無保証人で受けることができます。基準利率は、

1.21％（当初３年間、別枠1000万円以内は0.31％）です。 

国 

⑩ 衛生環境激変対策特別貸付（旅館業・飲食店営

業・喫茶店営業）        8月31日まで 
1000万円 

旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む方を対象とした運転資金の貸付制度です。

利率は、0.31％～2.35％（担保の有無等により利率が異なります）です。 
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【税金・社会保険料等に係る特例措置】 

区分 事業名 

区 地方税の徴収猶予の特例制度 

都 

都税（自動車税環境性能割、狩猟税等を除く）の納付猶予 

上下水道料金の支払猶予 

国 

国税（ほぼ全ての税目）の納税猶予の特例 

厚生年金保険料等の納付猶予の特例 

労働保険料等の納付猶予の特例 

国 

欠損金の繰戻しによる還付の特例 

令和２年２月１日から同４年１月31日までの事業年度に生じた欠損金について、資

本金１億円超10億円以下の法人も繰戻しによる還付が受けられるようになります。 

国 

消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が著しく減少した場合に、課税期間開

始後における消費税の課税選択に係る適用を変更できるようになります。 

国 

中小企業経営強化税制の拡充 

テレワーク等のための設備を取得等した場合に、即時償却又は最大10％の税額控除

（法人税、所得税）ができるようになります。 

国 

固定資産税等の軽減措置 

令和２年２月～10月の任意の３か月間の売上高が前年同期間比の減少幅（30％以

上）に応じて償却資産・事業用家屋に係る固定資産税（都市計画税）がゼロ又は

1/2になります。 

国 

固定資産税の特例（固定ゼロ）の拡充・延長 

先端設備等導入計画に基づき投資した設備の固定資産税免除の対象に事業用家屋と

構築物が追加されるとともに、適用期限が令和５年３月末まで延長されます。 

 



新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中小企業等への支援策

（１）緊急対策一覧（受給例） 申し込み又は申請 受給 （２）今後の展開

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

① 相談

②区の

特別資金

③国・都

その他の融資

④持続化

給付金（国）

⑤感染症拡大

防止協力金

（都）

⑥雇用調整

助成金（国）

⑦家賃支援

給付金（国）

⑧特別定額

給付金（国、

支給は区）

借入金 500万円 500万円

給付金等 100万円 60万円 116万円 150万円

累計手元資金 500万円 600万円 1,160万円 1,276万円 1,426万円 ※千円未満切り捨て

融

資

等

主

な

補

助

・

給

付

　

※

こ

の

他

に

も

多

数

の

補

助

制

度

等

あ

り

月

末

ま

で

の

入

金

額

1月15日

緊急事態宣言

専門家による経営相談 専門家による経営相談

3月9日

4月7日

5月25日

都 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付 その他

4月1日

持続化給付金申請期間

5月26日 8月26日

２定補正予算による強化

緊急経営支援特別資金申請期間

雇用調整助成金緊急対応期間

手続きの詳細が不明のため、６月末
から手続きが開始され、半年分をま
とめて請求でき、請求後ひと月程度
で入金と想定

感染症拡大防止

協力金申請期間

500万円

500万円

年内

4月16日改定

1000万円まで

5月1日

6月15日

二次

50万円

6月17日

666,400円

7月17日

9月30日

家賃支援給付金申請期間

150万円

特別定額給付金申請期間

区内でテナントを借り、従業員を2人雇用、東京都から休業要請を受けて休業又は短縮営業し、

売上が50％以上減少し、区の特別融資を申し込んだ個人事業主を想定

緊急対策

•相談体制の強化と多様な融資制度や

給付・補助制度の活用

•感染症対策への対応

それに続く

対策

•具体的な実態把握

•緊急対策の継続と承継又は拡充

中長期的な

対策

•ポスト・コロナ社会に対応した

中小企業支援

国民生活事業
3,000万円を限度に
３年目まで実質無利子

2億8,000万円
（無担保8,000万円）

本年中

来年～次年度

それ以降

10万円

4月22日

100万円

50万円

延長・拡充 上限8,330円→15,000円

8,330円×40日（休業想定）×2人（雇人の数）
＝666,400円

9月30日

予算特別委員会資料１３ -３

令 和 ２ 年 ６ 月 １ ５ 日



令和２年度　新型コロナウイルスに係る特別区の融資制度比較 令和２年6月1日現在

ブロック 区名 制度名 限度額 融資期間 据置
本人負担利率
（契約利率）

保証料 郵送申込 備考

千代田 緊急経営支援特別資金 1000万円 5年 12ヶ月

【責任共有対象】
区民　0.3％（2.0％）
一般 1.3％（2.0％)
【責任共有対象外】
区民　0.3％（1.8％）
一般 1.3％（1.8％)

【区民】
区全額負担

【一般】
なし

前年より3%以上売り上げが減少

中央 新型コロナウィルス感染症対策緊急特別資金 1000万円 7年 12ヶ月 0.1%（1.8％） 区全額負担 前年より売上高の減少

港 新型コロナウィルス感染症対策特別融資 500万円 7年 12ヶ月 なし（1.45％～1.65％） 区全額負担 ○ 前年より10％以上売上高の減少

新宿 商工業緊急資金（特例） 500万円 5年 6ヶ月 なし（2.1％） 区全額負担
一時的な売り上げ減少

一部金融機関による直接申し込みを開始

文京 新型コロナウィルス対策緊急資金 1000万円 8年 24ヶ月 なし（1.7％）
本人

（協会保証は金融機関判断）
○

前年より5%以上売り上げが減少
創業1年以内でも申請可能

台東 経営持続化特別資金 500万円 8年 12ヶ月 なし（2.0%） 区全額負担 直近の売上高の減少

北 新型コロナウィルス感染症対策緊急資金 1000万円 5年 12ヶ月
1年目　なし（1.9％）

2年目以降　0.4%（1.9％）
区全額負担

創業3か月以上の方も申請可能
（セーフティネット保証条件）

荒川 新型コロナウィルス対策特別融資 500万円 5年 12ヶ月 0.6％（1.9％） 区全額負担 直近の売上高の減少

品川 （緊急資金）経営変化対策資金2020 2000万円 10年 36か月
1年目　なし（1.6％）

4年目以降　0.2%（1.6％）
区全額負担

売上減少の要件なし
創業1年以内でも申請可能

目黒 新型コロナウィルス対策緊急融資制度 1000万円 5年 12ヶ月 なし（1.8％）
本人

（協会保証は金融機関判断）
前年より20%以上売り上げが減少

大田 新型コロナウィルス対策特別資金 5000万円 9年 12ヶ月 なし（1.5％）
本人

（協会保証は金融機関判断）
郵送のみ 前年より5%以上売り上げが減少

世田谷 新型コロナウィルス感染症対策緊急融資 500万円 5年 6ヶ月 なし（2.0％） 区全額負担 ○
セーフティネット保証の認定必要

金融機関の代行申請可能

渋谷 緊急経営支援特別資金 2000万円 7年 12ヶ月 なし（1.7％）
本人

（協会保証は金融機関判断）
○

前年より10%以上売り上げが減少
金融機関の代行申請可能
創業1年以内も申請可能

中野
【通常の制度融資に利子補給を上乗せ】

事業資金
（新型コロナウィルス対策緊急応援優遇）

3000万円 7年 6ヶ月 なし（1.9％） 区全額負担 前年より5%以上売り上げが減少

杉並 新型コロナウィルス感染症対策特例資金 700万円 7年 6か月

1年目　なし（1.9％）
4年目以降　0.48%（1.9％）

【小規模零細企業】
1年目　なし（1.7％）

4年目以降　0.43%（1.9％）

本人 前年より売上高の減少

豊島 新型コロナウィルス感染症対策緊急資金 1000万円 5年 12ヶ月 なし（1.5％）
区全額負担

【仮換えは半額】
セーフティネット保証認定4号を受けていること

板橋
【通常の制度融資に利子補給を上乗せ】

（参考例）小口資金融資
2000万円 6年 6ヶ月

【当初3年間】
0.105％

（長期プライムレート）
4年目以降全額本人負担

本人
（都が半額負担）

前年より3%以上売り上げが減少

練馬 新型コロナウィルス感染症対応特別貸付 2000万円

1000万円以内
7年

1000万円超
10年

24ヶ月 0.2％（2.0％） 区全額負担 ○ 前年より売上高の減少

墨田 新型コロナウィルス感染症緊急対策資金 1000万円 6年 12ヶ月 なし（1.8％） 区全額負担 前年より5%以上売り上げが減少

江東 新型コロナウィルス感染症対策資金 1000万円 6年 12ヶ月
1年目　なし（1.9％）

2年目以降　0.3%（1.9％）
区全額負担 セーフティネット保証4号又は5号取得条件

足立 緊急経営資金（新型コロナウィルス対策資金） 1000万円
10年

（金融機関
判断）

金融機関判断
1年目　なし（3%上限）

2年目～5年目
貸付利率の2/3

区全額負担
【仮換えの場合は本人負担】

検討中 前年より売上高の減少

葛飾 新型コロナウィルス対策緊急融資 1000万円 6年 6ヶ月 なし（2.0％） 区全額負担 前年より3%以上売り上げが減少

江戸川 経営工場資金融資（ウィルス緊急対策） 1000万円 6年 6ヶ月 0.5％（2.0％） 区全額負担 郵送のみ 前年より5%以上売り上げが減少

①新型コロナウィルス感染症対応緊急融資
10年

（設備資金15年）
60ヶ月 前年より5%以上売り上げが減少

②新型コロナウィルス感染症対応緊急借換 10年 60ヶ月 前年より5%以上売り上げが減少

③危機対応融資 10年 24ヶ月
前年より15%以上売り上げが減少

危機関連保証の認定必要

政府 感染症対策融資（全国制度） 3000万円 10年 60ヶ月

当初3年間なし
4年目以降
責任共有

1.8％～2.2％
責任共有対象外

1.6％～2.0％

セーフティネット保証または
危機関連保証必要

5

4

3

参
考

1

2

金融機関

左記3メニュ合わせて
1億円まで、当初3年間なし

4年目以降
①1.7％～2.4％
責任共有対象外

1.5％～2.2％
②１．７％～２．２％
責任共有対象外

1.5％～2.0％
③1.5％～2.0％

東京都

①～③各
2憶8000万円

（無担保8000万
円）

都全額負担
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１　産業大分類、従業者規模別民営事業所数

（単位：所）

1～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100人以上等 総計

産業大分類 事業所数 12,280 6,909 4,960 2,102 1,753 1,341 1,720 31,065

累計 12,280 19,189 24,149 26,251 28,004 29,345 31,065

卸売業，小売業 事業所数 3,006 1,963 1,307 522 373 303 336 7,810

累計 3,006 4,969 6,276 6,798 7,171 7,474 7,810

宿泊業，飲食サービス業 事業所数 1,020 1,038 994 416 281 69 55 3,873

累計 1,020 2,058 3,052 3,468 3,749 3,818 3,873

（平成28年度経済センサス活動調査結果（第12表）による）

２　千代田区商店街連合会加盟店舗等

加盟商店会 44 商店会

加盟店舗 1,379 店舗

従業者規模

【参考】中小企業基本法 における「中小企業者」及び「小規模企業者」の範囲

第２条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、（略）

三 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、

サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、

小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

（略）

５ この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人

（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、５人）以下の事業者をいう。

予算特別委員会資料１３-５
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対策について 

 

１ 災害応急対策 

新型コロナウイルス感染症流行時に地震や水害が発生し、避難所の開設

が必要になった場合に、「三つの密」を回避して可能な限り多くの避難場所

を活用するため、宿泊施設を確保するための費用を計上します。 

金額 68,693 千円（税込） 

（１）避難行動要支援者の避難想定者数 

  4,253人（R2.4.1 時点）×16％（避難率）＝６８１人 

（２）宿泊施設借上部屋数 

   681人×７日間（災害救助法適用期間）＝4,767室 

（３）要求金額 

 4,767室×13,100 円×1.10＝68,693 千円 
 

２ 避難所等における感染症対策として新規で購入する備蓄物資 

避難所を開設する場合に、避難者等の健康状態を把握するため、非接触

型の体温計を各避難所等へ配備し、感染拡大の防止に努めます。 

金額 3,630 千円（税込） 

非接触体温計  220 個×15,000 円×1.10＝3,630千円 

配備先内訳 

避難所、福祉避難所、本庁舎（計 19施設）  各 10 個 

６出張所                  各 5 個 

 

３ 新型コロナウイルス感染症対策に関する備蓄物資について 

品名 数量 備考 

体温計 241個 
補正予算第２号で対応  220個 

既備蓄品         21個 

マスク 112,800 枚 
既定予算内で対応     100,800枚 

既備蓄品          12,000枚 

消毒液 1,320ℓ 
既定予算内で対応     1,020ℓ 

既備蓄品         300ℓ 

避難所、福祉避難所、出張所、本庁舎の 25 ヶ所に配備。（６月末見込）    
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国民健康保険の傷病手当金の支給について 

 

 

１ 概要 

  被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感

染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間（一定の要

件を満たした場合に限る）傷病手当金を支給する。 

２ 対象者 

① 国民健康保険の被保険者 

② 勤め先から給与の支払いを受けている方 

③ 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われている方 

 

３ 支給期間 

  労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服す

ることができない期間 

４ 支給額 

  直近の継続した３月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で除した金額（標準報酬

月額等級の最高等級の標準報酬月額の 1/30に相当する金額が上限）× 2／3 × 労務に

就くことを予定していた日数 

５ 適用期間 

令和 2年 1月 1日から 9月 30日までの間で療養のため労務に服することができない期

間（ただし、入院が継続する場合は最長 1年 6カ月まで） 

６ 予算額 

  １0,000千円  

 ・一人当たり支給額 150,000円 

・支給人数 65人 
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１　新型コロナウイルス感染症拡大対策等に係る職員の服務通知（一覧）

２　応援派遣先所属一覧

（参考）新型コロナウイルス感染拡大対策に係る人事課の対応

※東京都からの派遣研修６名を除く

保健福祉部地域保健課 　　　１名

保健福祉部健康推進課 　　　３名　※

応援先所属 人数

地域振興部コミュニティ総務課 　　　４名

地域振興部商工観光課 　　　２名

発出日 件名 摘要・参考通知等

令和2年2月5日
新型コロナウイルスに関連した肺炎にかかる職員の安全確保について（通

知）
手洗い、外出自粛等に関する注意喚起

2月21日 新型コロナウイルス感染症における相談・受診の目安等について（通知）
注意喚起等（参考通知：厚生労働省「新型コロナウイ

ルス感染症についての相談・受診の目安について」）

2月28日
新型コロナウィルス感染予防のための時差勤務（勤務時間の臨時変更）に

ついて（通知）

妊娠中・基礎疾患のある職員等に対し時差勤務の使用

を許可（参考通知：厚生労働省「新型コロナウイルス

感染症対策の基本方針」）

3月11日
新型コロナウィルス感染症の拡大対策等に係る職員の服務の取扱いについ

て（通知）

職員が発熱、育児等の事情で出勤できない場合に欠勤

（事故）と取り扱う旨等を規定

※3月2日付特別区人事委員会規則改正に基づく

3月11日
新型コロナウイルス感染予防のための時差勤務（勤務時間の臨時変更）に

関する対象職員の変更について（通知）
時差勤務の対象職員を全員に拡大

3月23日
労働者派遣法に基づき就業している人材派遣労働者における新型コロナウ

イルスに係る当面の取扱いについて（通知）
派遣労働者の取扱いを規定

3月24日
新型コロナウイルス感染症の拡大対策に伴う学校等の休校に係る臨時職

員、特別非常勤職員及び再雇用職員の服務の取扱いについて（通知）

学校の業務停止時における臨時職員等の欠勤（業務停

止）の取扱いを規定

3月30日

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学校等の休校に係る臨時職員、特

別職非常勤職員及び再雇用職員の服務の取扱いの適用期間について（通

知）

3/24通知の適用期間を延長

3月30日
新型コロナウィルス感染症の拡大対策等に係る時差勤務および職員の服務

の取扱いについて（通知）

時差勤務及び欠勤（事故）の適用期間を当分の間に延

長

4月8日
新型コロナウィルス感染症の拡大対策などに係る職員の服務の取扱いにつ

いて（通知）　【再通知】

欠勤（事故）、欠勤（業務停止）の適用対象となる事

由を一部拡大

※4月7日付「緊急事態宣言」に基づく

4月8日
新型コロナウイルス感染症の拡大対策等に伴う育児休業の再度延長請求の

取扱いについて（通知）

保育園の登園自粛要請等が育児休業の再度延長の事由

となる旨を明記

4月8日 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う研修実施の対応について（通知） 緊急事態宣言期間における実施研修の対応方針を明記

4月10日 区役所業務の縮小に伴う派遣労働者の当面の取り扱いについて（通知） 緊急事態宣言下における派遣労働者の取扱いを規定

4月16日
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う職員体制等について（事務

連絡）

各部長宛てに在宅勤務・欠勤（業務停止）等により交

代で勤務させるよう対応を依頼（参考通知：4月9日付

「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染防

止に関する千代田区の基本方針」）

5月20日 新型コロナウイルス感染症対策に伴う職員体制等について（事務連絡）
非出勤とする際に原則は在宅勤務とする旨規定

※5月4日付「緊急事態宣言延長」に基づく

5月28日 新型コロナウイルス感染拡大対策に係る職員体制等について（通知）
交代制勤務等の体制を5月末までとする旨規定

※5月25日付「緊急事態宣言の解除」に基づく
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別紙

緊急事態宣言解除にあたっての職員の服務の考え方

承認要件等
５月31日までの

服務の取扱い

６月１日からの

方向性

職員に発熱等の症状がある場合（新型コロナウイルス

に感染が確定していない場合）
欠勤（事故） 継続

職員の同居者に発熱等の症状がある場合 欠勤（事故） 継続

施設の全部又は一部を閉鎖・休止等した場合 欠勤(業務停止)

●感染拡大防止策としての

交代制勤務は終了※1

●感染者発生による施設閉

鎖等の際には使用可

検疫法の準用により停留の対象となった場合 欠勤（事故） 継続

保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校に通う子を養

育する職員の出勤が困難な場合
欠勤（事故） 継続

中学校、高等学校（これらに相当する教育課程を含

む。）に通う子を養育する職員で特に事情があると認

められる場合

欠勤（事故） 継続

職員が新型コロナウイルスに感染した場合 病気休暇 継続

職員に発熱等の症状はないが、濃厚接触者となった場

合
年次有給休暇 継続

上欄において保健所が外出の自粛を必要と認めた場合 欠勤（事故） 継続

在宅勤務（自宅で業務及び業務課題の検証、業務習熟

のための取り組みを実施）
出張

原則として終了

※1※2

在宅研修（自宅で研修課題に取り組む） 研修
原則として終了

※1※2

新型コロナウイルス感染予防のための時差勤務（勤務

時間の臨時変更）
－ 継続

週休日の振替えや勤務した休日の代休日指定など、指

定既存の制度を活用した感染防止の取り組み
－ 所属ごとに実施可

※1 経過措置期間（6月7日まで）を設定

※2 今後の在宅勤務及び在宅研修は、感染者の発生等により施設の全部又は一部閉鎖等が必要になった場合を想定してい

る。
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