Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症に対する
武蔵野市の対応

令和３年版より、令和２年度に実施した新型コロナウイルス感染症に対する武蔵野市の対応に
ついて、Ⅱ.福祉総合からⅩ.国民健康保険までに記載の事業から抽出し、新たに章立てをした上
でまとめています。
・新型コロナウイルス感染症対策に関する新規事業は、コロナ新規と表示しています。
・新型コロナウイルス感染症への対応のため、既存事業（既掲載事業）を変更（拡充・縮小・中
止等）した場合は、コロナ変更と表示しています。

新型コロナウイルス感染症に対する武蔵野市の対応
１．福祉総合
(1)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（地域支援課）コロナ変更
事業名

対応の内容
・５月～９月に予定していた初任者研修を中止。

地域包括ケア人材育成センタ
ー事業

・認定ヘルパー養成研修は第１期（６月～７月）中止、第２期（２月）は感
染症対策を行ったうえで実施。
・技術研修、認知症支援研修、管理者研修はオンラインを活用し実施。
・プロジェクト「若ば」、お仕事フェアを中止。

成年後見制度利用促進に関す
る事業

・武蔵野市地域連携ネットワーク協議会第２回会議をオンラインで実施。
・成年後見制度市民講演会を、感染症対策を行ったうえで、レインボーサロ
ンにて定員 50 名で実施。

２．地域福祉
(1)武蔵野市赤十字奉仕団

コロナ新規

①事務職用マスクと医療現場用ビニールエプロンの製作
日本赤十字社東京都支部からの依頼により、武蔵野赤十字病院へ事務職用マスク、大森赤十字病院へ医療
現場用ビニールエプロンの製作を行った。（資材の提供、製作物の回収等は東京都支部が実施）
（地域支援課）

(2)社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会（略称：市民社協）

コロナ新規

①地域福祉活動推進協議会（地域社協）運営委員研修
新型コロナウイルス感染症の影響により、地域社協運営委員研修で Zoom 体験研修を実施した。
開催日時等
８月20日（木）
８月24日（月）
市民社協会議室

事業内容・活動内容等
＜ミニ研修 Zoom体験会＞
コロナ禍において、地域社協の会議や打合せをオンラインで行うことを選択肢の
１つとして考えられるようにするため、初心者向けの講座を実施した。
参加者：合計 19 名（全３回）

②新型コロナウイルス感染症に伴い実施した事業
ア

地域団体による市民社協 Facebook でのメッセージリレーの実施
外出自粛等が続き従来の地域活動に取り組むことが難しい状況下において、地域住民に向けてのつな
がり続けるためのメッセージを各団体によるリレー方式で発信した。
・実施団体：地域社協（13団体）、身近な地域の居場所づくり助成金交付団体（９団体）
・実施期間：５月 13 日～６月 18 日

イ

地域活動再開に関する動画等の作成
地域活動を再開するにあたっての注意事項や、新しい生活様式での地域活動についての動画とチラシ
を作成し、公開した。
・動画「地域活動って再開していいの？」
・再生回数：1,423 回（３月 31 日時点）
・公開日：７月 15 日
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③ボランティアセンター武蔵野（略称：ＶＣＭ）における新型コロナウイルス感染症への対応のため実施し
た事業
ア

初心者向け Zoom 使い方セミナー
新型コロナウイルス感染症で地域活動やボランティア活動や衰退しないようオンラインで会話できる
Zoom の使い方について説明する会を実施。７月～10 月まで４回実施。参加者 18 人。

イ

手づくりマスク等の募集及び寄贈
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、不足していたマスクを市内福祉施設等に寄贈すること
や、自粛期間中でもできるボランティア活動として、手づくりマスクを募集した。４月～６月まで募
集し手作りマスク 1,378 枚、サージカルマスク 6,041 枚、ガーゼマスク 1,290 枚、その他材料（ゴム
ひも等）が集まり、市内福祉施設（12 か所）へ寄贈した。

ウ

ひとりじゃないプロジェクトの試行実施
新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛のなか、会話ができないモヤモヤを抱える人向け
に、市内で５名のカウンセラーによる団体「庵」と協働で、電話で傾聴を行うボランティアプロジェ
クトを５月～８月まで実施し、延17人が利用した。
（武蔵野市民社会福祉協議会）

(3)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（地域支援課・市民社協）コロナ変更
事業名

対応の内容
・関係機関との地区連絡協議会（四者協）など、例年実施していた主な活動
や行事については、歳末たすけあい・地域福祉活動募金への協力以外、中

民生委員・児童委員

止。
・６月まで会議、イベント等中止または書面開催（令和２年３月～）。
・毎月の合同協議会を全員集合する会議形式から、単位民協毎に 30 分入替
制の会議・資料交付へ変更して行った。

社会を明るくする運動

保護司会

シニア支え合いポイント制度

・駅頭ＰＲ活動（７月）、市内夏祭り等での広報活動（７月～９月）を中
止。
・６月まで会議、イベント等中止または書面開催（令和２年３月～）。
・７月以降も書面開催等で必要最小限の会議開催に留めた。
・ポイントの交換期限を令和２年３月 31 日から令和２年６月 30 日へ延長
・４月・５月・９月の説明会（３回）を中止。
・６月まで会議、イベント等中止または書面開催（令和２年３月～）。

赤十字奉仕団

・７月以降は人数を縮小し、必要最小限の会議開催に留めた。
・主な活動であるボランティア活動について、受け入れ先との協議により中
止。
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新型コロナウイルス感染症に対する武蔵野市の対応
・むさしのジャンボリー中止に伴い、むさしのジャンボリー参加費支給を中
児童福祉事業（市民社協）

止。
・児童養護施設との交流を中止。

障害者福祉事業（市民社協）

・ドライブレクリエーションを中止。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業により、一時的または

貸付事業（市民社協）

継続的に減収した世帯を対象として生活費の貸付を行う。令和２年３月 25
日より開始。貸付件数 2,458 件。
・広報委員会は７月まで書面開催、10 月からはオンラインにより開催。

普及啓発事業（市民社協）

・６月 28 日の七夕のつどいを中止。

調査・研究事業（市民社協）
その他の法人運営事業

・高齢者理解を深めるための講座を動画や Zoom 等オンラインで開催（認知
症サポーター養成講座、高齢者疑似体験学習指導案の提供）。
・チャリティゴルフ大会を中止。

（市民社協）

・講座等に関しては、事業中止や Zoom セミナーを急遽行う等してオンライ
ボランティアセンター武蔵野
（略称：ⅤＣＭ）

ンによる実施に変更。
・運営委員会等は６月まで中止（令和２年３月～）、運営委員会研修は中
止。

３．生活福祉
(1)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（生活福祉課）コロナ変更
事業名

対応の内容
・国の制度改正により、①支給対象要件等の緩和（令和２年４月１日～ほ

住居確保給付金事業

か）、②支給期間が最長９ヵ月から 12 ヵ月に拡大（令和３年１月１日
～）、③再支給要件の緩和（令和３年２月１日～）。
・令和２年６月 14 日まで中止（令和２年２月 29 日～）。サポート型について

学習支援事業

は、電話等により自宅での学習を支援。
・令和３年１月８日～３月 31 日まで、事業の終了を午後８時までに短縮。

４．児童福祉
(1)子育て世帯臨時特別給付金事業

コロナ新規

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために、児童手当（本則給付）
を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり 10,000 円の子育て世帯臨時特別給付金を支給。
年度

２

対象世帯数（世帯）

7,458

対象児童数（人）

11,295

支給金額（円）

112,950,000

――令和２年度武蔵野市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱――
（子ども家庭支援センター【○
現 子ども子育て支援課】）
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(2)ひとり親家庭等支援臨時給付金事業

コロナ新規

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、児童育成手当を受給する世帯の生活を支援するために、対象児
童一人あたり 30,000 円のひとり親家庭等支援臨時給付金を支給。
年度

２

対象世帯数（世帯）

751

対象児童数（人）

968

支給金額（円）

29,040,000

――令和２年度武蔵野市ひとり親家庭等支援臨時給付金支給事業実施要綱――
（子ども家庭支援センター【○
現 子ども子育て支援課】）

(3)ひとり親等世帯臨時特別給付金事業

コロナ新規

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、児童扶養手当受給者等のひとり親世帯に対し、子育ての負担感
の増加や収入の減少に対する支援として、
ひとり親等世帯臨時特別給付金を支給。基本給付は１世帯 50,000 円、
２子以降は１人につき 30,000 円加算。追加給付は１世帯 50,000 円。さらに、基本給付と同じ対象世帯に対し
同額の給付金を再支給。
年度
対象世帯数（世帯）
支給金額（円）

２
1,503
86,010,000

――令和２年度武蔵野市ひとり親等世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱――
（子ども家庭支援センター【○
現 子ども子育て支援課】）

(4)新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業 コロナ新規
新型コロナウイルス感染拡大により経済的な影響を受けやすいひとり親家庭等の生活の安定を図るため、東
京都が児童扶養手当受給者等を対象に食料品等のカタログギフト配布事業を実施。対象者抽出及び発送を受
託。
年度

２

対象者数（人）

560
（子ども家庭支援センター【○
現 子ども子育て支援課】）

(5)新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用補助金 コロナ新規
新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等によりファミリー・サポート・センター事業を利
用する場合に、利用料相当額の助成を行う。(上限あり)
年度
延利用時間数（時間）

２
884

――武蔵野市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱――
（子ども家庭支援センター【○
現 子ども子育て支援課】）
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(6)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（子ども政策課【○
現 子ども子育て支援
課】）コロナ変更
事業名
０１２３吉祥寺・０１２３は
らっぱ
すくすく泉

対応の内容
・６月 15 日まで休館（令和２年３月２日～）。
・６月 15 日まで子育てひろばを中止（令和２年３月３日～）。
・４月 11 日から５月 31 日まで一時預かり事業を中止。

境こども園いこっと

・ひろば事業の一部を中止。

とことこおやこひろば

・ひろば事業の一部を中止。
・施設閉館に伴い８月まで中止（令和２年２月 26 日～）。

コミセン親子ひろば

・西久保コミセンは、緊急事態宣言中は中止。
・吉祥寺北コミセンと西部コミセンで、オンラインひろばを実施。

ふたご・みつごのつどい

・５月まで中止（令和２年３月～）。
・オンライン開催により実施。

子育てフェスティバル

・事業を中止。

家庭教育支援講演会

・オンライン開催により実施。

父親向け育児啓発講座

・事業を中止。

親支援講座（講演会）

・事業を中止。

子育てひろばボランティア養
成講座
ファミリー・サポート・セン
ター事業
ベビーカー貸出しサービス事
業「ベビ吉」
子ども・子育て応援券事業

子ども・コミュニティ食堂運
営費補助事業

・前期は中止。
・４月９日から６月８日は窓口を閉所。（相談を要する案件については電話
対応を実施。）
・サポート会員養成講座の前期は中止。
・一部休止。
・妊婦の不安軽減及び新型コロナウイルス感染症予防のため、既存に上乗せ
し、子ども・子育て応援券３セット（３万円分）を配付。
・「子どもの食の確保」緊急対策として、新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、子どもとその保護者に弁当や食材の提供を行う団体に運営費の補
助を行った。
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(7)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（子ども育成課）コロナ変更
事業名

対応の内容

認可保育施設入所

認可保育施設利用者負担（保
育料）賦課・徴収

・保護者が育児休業取得中に認可保育施設を利用開始した場合の復職期限を
延長。
・認可保育施設を欠席した利用者に対し、臨時休園、保健所、医師からの指
導または市からの要請により児童が登園自粛した日数に応じて利用者負担
（保育料）を日割り減額（令和２年３月～）。

新型コロナウイルス感染症に

・認証保育所に対し、臨時休園、保健所、医師からの指導または市からの要

よる保育施設等の臨時休園等

請により児童が登園自粛した日数に応じて保育料を減額した場合の補助を

に対する支援事業補助金

実施（令和２年３月～）。

(8)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（児童青少年課）コロナ変更
事業名

対応の内容

学童クラブ事業

・緊急事態宣言を受けて学校休校期間中の学童クラブを休所。
・６月 13 日まで休館（令和２年３月～）。

児童館

・６月 15 日から 20 日までは午前９時から正午までの開館とした。
・行事の一部を中止または変更した。
・６月 21 日まで休館（令和２年３月３日～）。

地域子ども館

あそべえ事業

・令和２年６月 22 日から放課後校庭開放、７月６日からあそべえ教室、８
月 24 日から早朝校庭開放を段階的に再開し、12 月には図書室開放を全館
で再開した。

(9)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（教育支援課）コロナ変更
事業名

対応の内容

就学援助費

・認定要件を臨時的に拡大した。

(10)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（住宅対策課）コロナ変更
事業名
福祉型住宅

対応の内容
・収入減少による使用料の支払い期限延長又は減免の対象となる可能性のあ
る世帯に対して、同制度についてのチラシを配布。
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５．ひとり親家庭・女性福祉
(1)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（子ども家庭支援センター【○
現 子ども
子育て支援課】）コロナ変更
事業名

対応の内容

ひとり親家庭訪問型学習・生
活支援事業

・支援の開始を７月から８月に変更した。

(2)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（住宅対策課）コロナ変更
事業名

対応の内容
・収入減少による使用料の支払い期限延長又は減免の対象となる可能性のあ

福祉型住宅

る世帯に対して、同制度についてのチラシを配布。

６．高齢者支援
(1)事業者支援

コロナ新規

①介護職・看護職Ｒｅスタート支援金支給事業
新型コロナウイルス感染症の影響により介護施設等の人材確保が一層懸念されることから、市内の介護施
設等に就職し、継続して６か月以上の勤務が見込まれる常勤職員に対し、支援金を支給。
年度

２

有資格者（15 万円）

43（うち介護 40、障害３）

無資格者（５万円）

13（うち介護 11、障害２）

計

56 件、7,100,000 円

――武蔵野市介護職・看護職Ｒｅスタート支援金支給事業実施要綱――

②高齢者施設及び障害者施設におけるＰＣＲ検査等費用助成
新型コロナウイルスの感染拡大と重症化するリスクの高い者の集団で形成される施設が、職員や利用者を
対象として実施するＰＣＲ検査等の費用を助成。
年度
事業所数（件）
検査数（回）
支給金額（円）

２
13
437（うちＰＣＲ検査 330、
抗原検査 107）
4,840,000

――武蔵野市高齢者施設及び障害者施設におけるＰＣＲ検査等費用助成事業実施要綱――
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(2)新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

コロナ新規

新型コロナウイルス感染症により、①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第１号被保険者、
②主たる生計維持者の事業収入等が著しく減少した第１号被保険者について、申請に基づき介護保険料を減免
する。
実績
年度

２

減免決定件数（件）
減免決定額（円）

56
3,971,400
（高齢者支援課）

(3)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（高齢者支援課）コロナ変更
事業名

対応の内容
・介護者が新型コロナウイルスに感染したことにより介護者不在となる場
合、また高齢者本人が感染し自宅待機となった場合にもヘルパーを派遣で

高齢者等緊急訪問介護（レスキ
ューヘルパー）事業

きるように事業を拡充し、５月 21 日より感染症対応レスキューヘルパー
事業を開始した。
・「感染症対応レスキューヘルパー感染対策マニュアル」を作成し、委託事
業者に対して基幹型地域包括支援センター保健師による研修を実施。
・委託事業者に防護服等を提供。

デイサービスセンター

・令和２年度は、一部施設で介護教室及び施設ボランティア懇談会は未実
施。

会食型食事サービス事業

・感染症対策を講じたうえで、４施設中２施設でのみ実施。

在宅高齢者訪問歯科健診

・４、５月の緊急事態宣言期間中は事業を休止。

高齢者福祉施設訪問歯科健診

・感染症対策を講じたうえで、１施設でのみ実施。

協力歯科医事業

口腔ケアプログラム
外出困難高齢者訪問理容・美容
サービス

・６月まで休止（令和２年２月下旬～）。感染症対策を実施したうえで、７
月以降２施設でのみ実施。
・感染症対策を実施したうえで、デイサービスセンター１施設、テンミリオ
ンハウス１施設でそれぞれ１回実施。
・４、５月の緊急事態宣言期間中は事業を休止。

寝具乾燥及び消毒サービス事業 ・５月分の事業を休止。
・認知症相談事業：４、５月は休止とし、６月より電話相談のみとして再開。
７月以降、面談と電話相談を併用しつつ、緊急事態宣言期間中は電話相談
のみとして継続。
認知症高齢者支援事業

・認知症サポーター養成講座：４～５月の一般市民向け講座は休止とし、以
降は定員を減らして開催。緊急事態宣言期間中はオンラインによる講座も
適宜開催。
・認知症を知る月間：講演会は動画配信により実施。
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・６月まで事業を休止（令和２年２月下旬～）。再開後も緊急事態宣言期間
家族介護教室

中は事業を原則休止。
・「家族介護支援事業感染症対策ガイドライン」を作成し、委託事業者に配
付。

家族介護支援プログラム
施設介護サポーター事業
テンミリオンハウス事業（関三
倶楽部ショートステイ事業除
く）

・６月まで事業を中止（令和２年２月下旬～）。再開後も緊急事態宣言期間
中は事業を原則休止。家族介護者の集いも休止とした。
・１施設のみで実施。養成研修は実施せず、受入事業は屋外の作業のみ実施。
・６月 14 日（一部 15 日）まで臨時休館（令和２年２月 29 日～）。
・感染防止対策を十分に講じたうえで、６月 15 日（一部 16 日）から予約制
（午前午後の２部制）で段階的に再開。
・７月１日以降、ランチの提供再開。
・７月８日まで一律休止（令和２年２月 27 日～）。
・「武蔵野市いきいきサロン感染症対策ガイド」に基づく感染防止対策を実

いきいきサロン事業

施したうえで、７月９日から段階的に再開。
・再開したいきいきサロンに対して、感染症対策に必要な費用への補助金を
追加支給。（利用登録者数 18 人以上のサロン：８万円、利用登録者数 18
人未満のサロン：６万円）
・４月 20 日以降、通常運行を縮小し、感染防止対策を強化しつつ、通院等
でレモンキャブ以外の交通手段の代替が困難な方に限り、特例運行を実
施。
・国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の対象外で、緊急事態宣

レモンキャブ事業

言期間中に市民生活を支えていただいた、レモンキャブ運行協力員に対し
て、市独自で実績件数に基づき１人当たり３万円または１万円の慰労金を
８月に支給。
・緊急事態宣言期間中に、感染拡大防止対策を講じながら特例運行を実施し
たレモンキャブ運行協力員が加入する保険を、新型コロナウイルス感染症
に対応した保険へと切り替えることで継続運行を支援。

エンディング（終活）支援事業

・９月まで出前講座を休止（令和２年２月下旬～）、再開後も緊急事態宣言
期間中は原則休止。受講希望団体等とは事前に感染防止対策を確認。
・武蔵野市赤十字奉仕団による友愛訪問（９月上旬）を中止し、その代替事
業として、友愛訪問対象者宛に敬老祝品（ティーバッグ詰合せ）を郵送（８

敬老記念事業

月下旬から９月中旬）。
・敬老福祉の集い（10 月上旬）を中止。市長による百歳訪問は中止、長寿祝
品は例年どおり郵送。

世代間交流事業
シルバースポーツ大会

・境南小学校ふれあいサロン及び高齢者タブレット教室を令和２年度内中
止。
・開催を中止。
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・９月 15 日まで休止（令和２年２月 26 日～）。
・外出自粛による体力低下防止のため、参加者に対し５月 28 日に自宅でで
健康体操と浴場開放

きる体操プログラムを送付。
・感染防止対策を十分に講じたうえで、９月 16 日から会場を登録制にして
再開。登録制移行にあたっては、参加者に希望会場のアンケートを郵送し、
フレイル等が心配される参加者には訪問する等のフォローを実施。

高齢者食事学事業

・10 月まで休止（令和２年３月～）。11 月以降、従来の対面式の料理講習
会からチラシの配布・動画配信等に事業内容を変更して実施。

高齢者総合センター

・８月 13 日まで休止（令和２年２月 27 日～）。

（社会活動センター講座）

・８月 14 日以降、飛沫感染リスクの低い講座から段階的に再開。

居宅介護支援事業所への研修実 ・感染症及び感染症対策の基礎知識として居宅介護支援事業所を対象に研
施
地域健康クラブ
ケアリンピック武蔵野

修（会場・オンライン）を実施。
・８月まで休止（令和２年２月 27 日～）。感染症対策を講じたうえで９月
から再開。
・開催を延期。

市内介護事業所へマスク等の提 ・市の備蓄品や東京都から支給された感染防止用品を市内介護事業所へ配
供

布。
・６月 21 日、「武蔵野安心・安全ニュース」の発行に合わせてフレイル予
防啓発チラシを同時配布 7,000 部。

フレイル予防啓発チラシ配布・
動画作成

・介護保険料決定通知書（7 月発送）に、武蔵野市 PT・OT・ST 協議会が作成
・監修を行った「お家で体操」チラシを同封し、65 歳以上の被保険者に送
付。
・在宅でできるフレイル予防の動画を作成し、市ホームページへの掲載や、
武蔵野シティニュースでの放映。
・総合事業対象者、要支援１・２認定者、緊急通報システム利用者、そのほ

在宅介護・地域包括支援センタ

か在宅介護・地域包括支援センターが、実態把握が必要と判断した高齢者

ーによる実態把握

を対象として、在宅介護・地域包括支援センター、基幹型地域包括支援セ
ンター職員が電話または訪問による実態把握を実施。
・感染症対策のため通所サービス利用を休止している総合事業対象者、要支
援１・２認定者を対象に、面談による「いきいき生活度チェック（※）」

いきいき生活度チェック

及び「フレイル予防チラシ」配布による日常生活面のアドバイスを実施。
※東京都健康長寿医療センター研究所が作成しているフレイルチェック
表に市独自でチェック項目を追加したもの
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(4)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（住宅対策課）コロナ変更
事業名

対応の内容
・収入減少による使用料の支払い期限延長又は減免の対象となる可能性のあ
る世帯に対して、同制度についてのチラシを配布。
・入居募集の申込方法について、募集期間中に直接市役所に来庁し申し込む方
法から、事前の電話による来庁予約をしたうえで、人数を調整して個別面談

福祉型住宅

を行う方法に変更。面談時には手指消毒及び検温を行い、申込者と職員の間
にアクリル板を設置、１組終了ごとに机椅子の消毒を実施。
・入居者同士の交流を図るため月１回実施している茶話会やコーラス等の催
しを休止（４月１日から９月 30 日まで休止。12 月１日から再休止）。

７．障害者（児）福祉
(1)手話通訳者慰労金支給事業

コロナ新規

緊急事態宣言期間中に派遣を行い、市民生活を支えた手話通訳者に市独自の慰労金を支給。
【令和２年度実績】
対象者（人）
金額（円）

11
110,000

(2)手話通訳者へフェイスシールド及び透明マスク配布

コロナ新規

登録手話通訳者の新型コロナウイルス感染防止と安全確保を図るためフェイスシールド及び透明マスクを配
布。
【令和２年度実績】
フェイスシールド

透明マスク

配布数（個）
金額（円）
配布数（個）
金額（円）

(3)移動支援事業（臨時的な取扱い）

40
13,200
10
2,750

コロナ新規

緊急事態宣言が発出され外出自粛が要請された期間における、事業所への支援（令和２年３月実績分～８月
実績分）。
内容
キャンセル分の補填

事務手数料の割増

事業所での独自の工夫
取り組みに対する給付

対象
外出の自粛や利用者、家族に発熱している方がいるな
どを理由として発生したキャンセル分
感染予防対策にかかる費用負担分を「感染予防加算」
として事務手数料に上乗せ（1,000 円→2,000 円/1 回）

事業所数

金額（円）

26

9,192,800

42

5,166,000

12

924,000

支援の対応等を共有し、支援の質をより高めること。
（感染症対策、虐待防止、熱中症対策などこの時期に
すぐに必要なテーマであることが条件）
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(4)日中一時支援事業（臨時的な取扱い）

コロナ新規

緊急事態宣言の発出を受け在宅で長時間過ごすと見込まれるサービス利用者へ対し、心身の状況や生活にお
ける影響等を早期に把握し、安否確認や見守り、相談支援等、必要な支援をする事業者への支援（令和２年４
月～５月実績分）。
内容

対象

代替サービス利用（居宅への訪問又は電話や
IT を活用した支援）に係る利用者負担の減免

(5)ＰＣＲ検査等費用助成事業

利用者

金額

（人）

（円）

利用者負担のある方

12

38,000

コロナ新規

新型コロナウイルス感染防止対策として重症化するリスクの高い施設の利用者及び職員に対するＰＣＲ検査
等の費用を助成。
【令和２年度実績】
事業所数（件）

10

検査数（回）

168（全件ＰＣＲ検査）

金額（円）

2,364,000

――武蔵野市高齢者施設及び障害者施設におけるＰＣＲ検査等費用助成事業実施要綱――

(6)障害福祉サービス事業者へのマスクの配布 コロナ新規
厚生労働省及び東京都が新型コロナウイルス感染防止対策として自治体に配布するマスクを活用し、サービ
ス事業者へ配布。
【令和２年度実績】
配布種別
マスク

配布か所
76

配布数（枚）
66,350
（障害者福祉課）

(7)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（障害者福祉課）コロナ変更
事業名

対応の内容

障害者差別解消の取り組み

・障害者差別解消支援地域支援協議会を書面にて開催。
・地域生活支援センターびーと
・飲食を伴うもの、大きな声を出すものは中止。他の事業は感染防止対策
を充分に講じたうえで実施。
・公開セミナー（市民向け事業）をオンラインで開催。
・当事者向けサマーセミナー（学習会）を中止。

地域活動支援センター事業

・ライフサポートＭＥＷ

・未実施のプログラムあり。他のプログラムは感染防止対策を充分に講
じたうえで実施。

・公開セミナー（市民向け事業）を中止。
・コット
・未実施のプログラムあり。他のプログラムは感染防止対策を充分に講
じたうえで実施。
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・外出自粛等によりメンタルヘルスの問題を抱える市民の増加が見込まれる
ことから電話相談の回数を増加。
武蔵野市民こころの健康支援
事業

・出前講座（メンタルヘルスについての講座開催や専門講師の派遣）はすべて
オンラインで開催。
・テーマ講座は年２回開催中の２回目をオンラインで開催。１回目は感染防止
対策を充分に講じたうえで実施。

引きこもりサポート事業

精神保健福祉講演会

障害者歯科相談

・家族セミナー７回中、第１回（５月）及び第２回（６月）を中止。第３回以
降は感染防止対策を充分に講じたうえで開催。
・オンライン（動画視聴）で開催。令和３年２月 19 日から５月 31 日まで連日
市のホームページで動画配信。
・４月から６月まで中止。７月以降は定員を18名から８名に縮小して、感染
防止対策を充分に講じたうえで実施。
・８団体から依頼があったところ、感染防止対策上、小学校での開催を避

心のバリアフリー啓発事業

け、５団体に縮小して感染防止対策を充分に講じたうえ、オンライン開催
も併用して実施。

障害者(児)ショートステイ事
業
むさしのあったかまつり
日常生活訓練補助事業

・在宅障害者(児)の緊急一時入所、体験入所等及びレスパイト(介護者等の
休養)、短期入所(ショートステイ)の受入数を縮小。
・第20回むさしのあったかまつりの開催を延期。
・ＹＭＣＡあおぞらの会が実施する障害児の野外活動事業のうち宿泊プログ
ラムを中止。他の事業は感染防止対策を充分に講じたうえで実施。
・４月から９月まで中止（令和２年２月～）。高齢者施設で実施しているこ

失語症者デイサービス事業

とから、感染症対策を徹底して行うため再開に時間を要した。10 月以降は
定員を 10 名から５名に縮小して感染防止対策を充分に講じたうえで実施。

ボランティア育成事業

・手話講座、子どもボランティア教室を中止。

武蔵野市地域自立支援協議会

・全体会・報告会を開催中止。

武蔵野市障害者福祉センター

・利用定員を半数に縮小し、感染防止対策を充分に講じたうえで開催。

施設・機器等の貸出

・調理室の貸出を中止。

武蔵野市障害者福祉センター
障害者講習会
武蔵野市障害者福祉センター
通所移送事業
武蔵野市障害者福祉センター
センター講演会
武蔵野市障害者福祉センター
地域活動

・感染リスクの高い講座（うたの教室・ボッチャ・パーッカション）の中止
・他の講座は定員を半数に縮小して、感染予防対策を充分に講じたうえで実
施。
・移送車１台の定員を半数に縮小し、運転手及び介助員の感染予防対策を徹底
たうえで実施。
・開催を中止。

・例年参加してきた各事業が中止または延期となったため、参加を中止。

- 26 -

新型コロナウイルス感染症に対する武蔵野市の対応
武蔵野市障害者福祉センター

・２回中１回目は ZOOM によるオンラインで開催。２回目は感染対策を充分に

講じたうえで開催。

関係機関連絡会

・６月末まで休館（令和２年３月～）。SNSで手作りおもちゃ紹介など情報提
供。
みどりのこども館

おもちゃ

のぐるりん（地域開放型事業）

・７月からは入れ替え制（10時から12時、14時から16時）で各定員５名とし、
感染対策を充分に講じたうえで再開。ランチタイムは休止。
・ぐるりんだよりは従来隔月発行であったが、新型コロナウイルス感染状況に
よって開館時間などに変更がでるため、毎月発行とした。

(8)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（住宅対策課）コロナ変更
事業名

対応の内容
・収入減少による使用料の支払い期限延長又は減免の対象となる可能性のあ

市営住宅

る世帯に対して、同制度についてのチラシを配布。
・収入減少による使用料の支払い期限延長又は減免の対象となる可能性のあ
る世帯に対して、同制度についてのチラシを配布。

福祉型住宅

・入居者同士の交流を図るため月１回実施している茶話会やコーラス等の催
しを休止（４月１日から９月 30 日まで休止。12 月１日から再休止）。

８．保健衛生
(1)食育事業

コロナ新規

①食育ホームページにおける情報発信
「第１回むさしの食育フェスタ」（令和２年 11 月を予定）を始めとした各種イベントが新型コロナウイ
ルスの影響で中止になり、「武蔵野の「食」と市民をつなぐ」機会が消失してしまったため、食育の周知を
充実させることを目的に、食育のホームページを一新し特設ホームページを開設した。
特設ホームページ名

「食を育む。むさしの」

主な掲載内容
学校給食

給食調理場における調理風景の動画

市内農業

市内生産者や畑の写真

友好都市の食

各友好都市の特産食品の写真

その他の食育

各課の食育の取り組みの写真

公開日

令和２年 12 月 15 日

(2)健康増進事業

コロナ新規

①オンライン講座「ママのための栄養のお話＆親子de体操」
コミュニティ協議会との共催事業として推進してきた「ママのための健康講座と親子de体操」を双方向の
オンライン出前講座として提供することを目的に試行事業として実施。
年度
件数
参加者数

２
1
28
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②自宅で体操支援事業
１日の活動量が減少している市民への健康づくり支援として、ホームページ内（市リンク）に「おうち時
間de健康づくり」コーナーを開設するほか、メールマガジン「むさしの健康づくり応援ニュース」での配信、
窓口での配布等で実施。
年度

元(31)

件数

２
9

15

(3)新型コロナウイルス感染症発生に伴う感染症対策

コロナ新規

①ＰＣＲ検査体制の整備
ア

武蔵野市ＰＣＲ検査センター
新型コロナウイルス感染症拡大リスクに備え、令和２年度に唾液による検体採取やドライブスルー方式

などによるＰＣＲ検査を実施する体制を整備した。
令和２年５月21日
～令和３年２月28日

開設期間
検査数（人）

370

陽性者数（人）

26

陽性率（％）
イ

7.0

市内の各医療機関におけるＰＣＲ検査
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、市内のＰＣＲ検査を行う医療機関に対して、検

査体制の整備を進めるための補助を行い、市民が身近な医療機関でＰＣＲ検査を受けられる体制の充実を
図った。
・武蔵野市医師会の医療機関によるＰＣＲ検査
年度

２

検査数（人）
陽性者数（人）
陽性率（％）

4,025
494
12.3

②感染症指定病院及び救急医療機関の医療提供体制の充実
感染症患者の受け入れを行う感染症指定病院や市民のＰＣＲ検査等を行う救急病院へ補助金を支出した。
病院

補助金額（円）

武蔵野赤十字病院

90,000,000

武蔵野陽和会病院

30,000,000

吉祥寺南病院

30,000,000

森本病院

20,000,000

③医療機関へのマスクや防護服等の配布、貸与
全国的なマスク不足が深刻な状況となり、医療機関においても、マスクや防護服等の感染防止資材が不足
する状況となったため、令和２年２月下旬頃から、市内の医療機関に対して、市で備蓄していたマスクや防
護服等の配布・貸与を行った。なお、各診療所等には、武蔵野市医師会等を通じて、配布・貸与を行った。
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年度

実施日

元
(31)

２

対象機関

内容

令和２年２月 28 日等

武蔵野市医師会

マスク約 20,000 枚

令和２年３月６日

吉祥寺南病院

マスク 2,000 枚

令和２年３月９日

森本病院

マスク 2,000 枚

令和２年３月 18 日

武蔵野陽和会病院

マスク 5,000 枚

令和２年３月 30 日

武蔵野市歯科医師会

マスク 6,000 枚

令和２年４月２日

武蔵野市薬剤師会

マスク 3,000 枚

令和２年４月９日

武蔵野赤十字病院

防護服 800 着
医療用手袋 1,000 双

④妊婦へのマスク配布
ア

出産予定の妊婦の感染不安を軽減するため、市独自でマスクを配布した。

イ

厚生労働省による妊婦用マスクを窓口配布及び郵送配布した。
配布日

ア
イ

内容

令和２年４月 30 日（４月出産予定の妊婦）

紙マスク３枚、ポリウレタンマスク１枚

令和２年５月 20 日（５月以降出産予定の妊婦） ポリウレタンマスク２枚
令和２年６月～10 月

布マスク２枚（毎月）

⑤武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部の設置
新型コロナウイルスワクチンの住民接種の円滑な実施を推進するため、市長を本部長とする「武蔵野市新
型コロナウイルスワクチン接種推進本部」を設置し、接種実施に係る協議を行った。令和３年１月７日に第
１回本部会議を開催し、令和２年度は計 11 回の会議を開催した。
（健康課）

(4)新型コロナウイルス感染症拡大により影響のあった事業（健康課）コロナ変更
事業名

対応の内容

健康相談

・４・５月の相談を中止。（２回）

健康講座

・令和３年１月 14 日実施予定分は中止し、動画配信を行った。
・特定健康診査及び後期高齢者健康診査は、誕生月ごとに分けて送付してい

健康診査

た受診票を、受診機会確保のため一部前倒して送付。
・若年層健康診査は、４・５月であった実施期間を変更し、４月から７月及び
12 月から３月とした。
・胃がん内視鏡検診は、開始日を６月１日から６月 15 日に変更。

がん検診

・子宮がん検診は、５月から 10 月であった実施期間を変更し、６月から 12 月
とした。
・胃がん・肺がんセット検診は、４月の一部の実施日程と５月分を中止。

その他の検（健）診

・骨粗しょう症検診は、４月・９月であった実施日程を変更し、８月・９月と
した。
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・歯つらつ健康教室は、５～６月に実施予定であった第１期を中止した。第２
期・第３期は、講座内容と定員を変更して実施。
介護予防事業

・おいしく元気アップ！教室は、５～７月に実施予定であった第１期・第２期
を中止した。第３期から第５期は、講座内容と定員を変更して実施。
・健康やわら体操は、４～６月に実施予定であった第１期全 10 回のうち８回
を中止した。第２期・第３期は、講座内容と定員を変更して実施。

口腔健康診査
よい歯のための集い

・桜まつり（４月）、よい歯のための集い（６月）、青空市（11 月）の中止
に伴い中止。
・事業を中止。
・子ども・子育て応援券の配付について、令和２年度は、通常の１万円分に２

妊婦面接

万円分(東京都補助分１万円、市単独事業１万円)を上乗せし、３万円分を
配付。(子ども政策課【○
現 子ども子育て支援課】共管)

こうのとり学級

・７月まで事業を中止し（令和２年３月～）、８月から平日クラスは月１回の
オンラインクラスに変更、土曜日クラスは定員を減らして実施。

産後ケア事業

・宿泊型は４月９日から６月 17 日まで受け入れ中止。

育児学級

・６月まで事業を中止し（かみかみ教室令和２年２月～ごっくん・もぐもぐ・
１歳ごはん教室３月～）、７月のかみかみ教室から再開した。再開後も、１
歳６か月児保育相談・歯科健診の回数を増やしたことに伴い、開催日が重
複した５日間は中止。

乳児健康診査(３～４か月児
)、産後健康診査

・４月は健診を延期し、５月より医療機関での個別実施にて再開。

１歳６か月児歯科健康診査、
１歳６か月児保育相談、

・５月まで健診を延期（令和２年３月～）。６月から実施回数を増やし再開。

３歳児健康診査
幼児健診フォロークラス

・６月まで事業を中止（令和２年３月～）。

乳幼児発達相談

・４～５月は事業を中止。

乳幼児発達健康診査

・４月は事業を中止。
・６月まで事業を延期（令和２年３月～）。

乳幼児歯科相談

・予防処置は実施せず、むし歯予防教室及び卒業教室は中止とし、５歳児歯科
は年１回の開催。

保育所歯科健康教育
ベビーサロン
体重測定会
１歳６か月児母親歯科健康診
査
親支援グループミーティング
ゆりかごむさしのフェスティ
バル
高齢者インフルエンザ予防接
種

・希望園のみ、染め出しは行わずに実施。
・７月まで事業を中止（令和２年３月～）。
・８月から自由来所制を予約制へ変更し、会場ごとに対象地区を定めて実施。
・事業を中止。
・５月まで健診を中止（令和２年３月～）。
・６月まで事業を中止（令和２年３月～）。
・事業を中止。
・新型コロナウイルス感染症との同時流行を防ぐため、東京都の補助金によ
り、例年 2,500 円の自己負担を全額公費負担とした。
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高齢者肺炎球菌予防接種

・令和元年度の対象者の接種期間を１年間延長して令和３年３月 31 日までと
した。
・令和２年３月 19 日以降、やむを得ず対象期間内に接種できなかった方を対

子どもの予防接種

象として令和３年３月 31 日まで接種期間を延長した。

総合防災訓練医療連携訓練

・訓練を中止。

食べ力のびのび教室

・事業を中止（令和２年３月～）。

チャレンジキッズ教室

・事業を中止（令和２年３月～）。

親子食育ウォーキング教室

・事業を中止（令和２年３月～）。

「リズムでＤＡＮＤＡＮ！
for キッズ」等の普及活動
「だんだん活力アップ体操」
の普及活動
健康づくりはつらつメンバー
の集い
地域各種団体との共催事業
健康づくり応援パートナー連
携事業
健康づくり自主活動グループ
立ち上げ支援

・９月まで事業を中止（令和２年３月～）。

・事業を中止（令和２年３月～）。

・事業を中止（令和２年３月～）。
・事業を中止（令和２年３月～）。
・事業を中止（令和２年３月～）。

・事業を中止（令和２年３月～）。

健康づくり協力事業

・８月まで事業を中止（令和２年３月～）。

健康づくり出前講座

・８月まで事業を中止（令和２年３月～）。
・６月まで事業を中止（令和２年３月～）。
・自由来所制から事前申込制に変更。

健康体操教室

・内容を、美姿勢ピラティス、お腹引き締めエクササイズ、免疫力アップヨガ
に変更したうえで、定員および時間を縮小して実施。

健康体操教室（65 歳以上対象
クラス）

健康づくり応援教室

・前期は講座を中止し、申込者への「自宅でできる体操」テキスト提供を実
施。中期から全３回を４コース設置し再開。
・「イスに座って健康体操」として定員および時間を縮小して実施。

ころば

ぬコース

高齢者筋力向上プログラム
いきいき体づくり教室

インボディ測定会

・Ⅰ期は、５・６月を中止し、途中から４回実施。 Ⅰ期のみ自宅での運動
支援として DVD 配布。
・定員および時間を縮小し、内容を変更して実施。
・Ⅰ期は、講座（12 回、２クラス）は中止し、申込者への「自宅でできる体
操」テキスト提供を実施。
・定員および時間を縮小し、内容を変更して実施。
・９月まで事業を中止（令和２年２月～）。
・筋力低下を自覚している 65 歳以上の方を対象にフレイル対策として実施。

インボディミニ測定会

・６月まで事業を中止（令和２年３月～）。

腰痛予防・背骨コンディショ

・①予防②緩和③対策の目的に応じた腰痛体操を実施。

ニング教室

・定員および時間を縮小し、内容を変更して実施。
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・９月まで事業を中止（令和２年３月～）。
学んで実践！ウォーキング教
室

・会場を武蔵野陸上競技場に変更し、運動強度の異なる２クラスを設定して
時間を短縮して実施。
・対象を「20 歳～64 歳までの女性」から「20 歳以上の市民」に変更。

健康講座付きノルディックウ
ォーキング教室

・８月まで事業を中止（令和２年３月～）。
・会場を武蔵野陸上競技場に変更し、運動強度の異なる２クラスを設定して
時間を短縮して実施。
・従来のレシピのほか、在宅勤務中の方、子ども向けのレシピをあわせて配

栄養情報お届け事業

信。

健康づくり人材バンク紹介事業
市内イベント等での健康づく
り情報発信活動

・９月まで事業を中止（令和２年３月～）。
・８月まで事業を中止（令和２年３月～）。

９．国民健康保険
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

コロナ新規

新型コロナウイルス感染症により、①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、②主たる生
計維持者の事業収入等が著しく減少した世帯について、申請に基づき国民健康保険税を減免する。
実績（令和元年度及び令和２年度課税分の計）
年度

２

決定件数（件）
決定額（円）

397
61,603,800

(2)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の徴収猶予の特例制度

コロナ新規

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があり、一時に納税することが困難
な世帯について、申請に基づき徴収を猶予する。
実績
年度

２

決定件数（件）
決定額（円）

92
14,762,900

(3)新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金

コロナ新規

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る場合に、感染拡大を防止するた
め会社等を休みやすい環境を整備することを目的に傷病手当金を支給する。
実績
年度
決定件数（件）
決定額（円）

２
1
519,987

※(1)～(3)の決定件数・決定額は令和２年度末時点で決定している総計
（保険年金課）
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