
刈谷市は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、事業活動縮小を余
儀なくされた市内の中小企業の事業主様向けの緊急対策を公表しました。

2020年4月

３８

１）新型コロナウイルスに関する情報とご協力のお願い。
状況は刻々と変化しております。都度、最新情報をご確認下さい。
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風邪の症状や３７．５度以上の発熱が
４日以上続く場合

帰国者・接触者相談センター（愛知県） 厚生労働省相談窓口
愛知県保健医療局健康医務部
健康対策課感染症グループ

衣浦東部保健所

衣浦東部保健所　☎0566-22-1699 ☎0120-565653 ☎052-954-6272 ☎0566-21-4797

平日：午前9時～午後5時　 午前9時～午後9時 平日：午前9時～午後5時 平日：午前9時～午後5時

夜間・土日、祝日：オンコール(24時間)体制 土日祝日も実施

一般相談窓口

新型コロナウイルス 刈谷市

公共施設 臨時閉館 刈谷市

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症に伴う

施設等の臨時閉館等のお知らせ

刈谷市雇用安定支援事業補助金 雇用安定支援事業 刈谷市



分野の凡例: 新=新規、拡=拡充、 継=継続　　　　　　　　　　
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市道01-40号線他道路新設改良事業 中手町周辺を南北に抜ける幹線道路を整備する。

市道01-41号線他道路新設改良事業 仮称:刈谷スマートIC整備に併せ、周辺道路を整備する。

市道02-31号線他道路新設改良事業 依佐美地区工業用地周辺の道路を整備する。

JR刈谷駅総合改善事業 JR刈谷駅改良工事の主体であるJR東海へ補助を行う。

刈谷駅北地区整備事業 刈谷駅北口に建設中の複合ビルの建設補助を行う。

岩ケ池公園整備事業 駐車場と刈谷ハイウェイオアシスをつなぐ歩道橋を建設する。

清掃センター移転新築事業 老朽化した清掃センターを移転新築する。

市道01-4号線他道路新設改良事業 県道岡崎豊明線北側道路及び今川町交差点の改良等を行う。

宿泊型ケアに日帰り型を追加し、支援の充実を図る。

私立保育園整備支援事業 民間保育園(今岡町、富士見町)の建設・改築支援を行う。

商業団体事業費補助事業 商店街の街路灯のLED化等に関する補助を拡充する。

有害ごみ処理事業 市役所や市民館で使用済スプレー缶を回収する。

空家等対策推進事業 危険な老朽空家の除却に対し上限20万円の補助を行う。

国際スポーツ大会等招致事業
東京五輪聖火リレーやバスケ女子カナダ代表事前キャンプ、五
輪本番で刈谷ゆかりの選手のパブリックビューイングを行う。

住吉幼稚園移転新築事業 重原幼稚園との合併・移転→神田町の新園舎建設を進める。

多胎児家庭支援事業

市役所第2駐車場整備事業 第2駐車場を309台収容の立体駐車場として整備する。

多胎児家庭におむつ等の養育に必要な費用を支援する。

使用済み紙おむつ回収事業 公立及び私立保育園の使用済おむつを回収、処分する。

住吉小学校校舎増築事業 体育館西側に校舎を増築し、児童数増加に対応する。

子ども・若者支援事業 引きこもりやニートに関する総合相談窓口を開設する。

子ども医療費助成事業 高校生年代の入院医療費(自己負担分)を無料化する。

産後ケア事業

高齢者が所有する自家用車への「ペダル踏み間違い時加速抑制
装置」の設置費の一部を補助する。

ICT活用推進事業 RPA、AI-OCR、AI総合案内サービスなどを導入する。

誕生お祝い事業 4/1以降に刈谷市民として出生した子に記念品を贈る。

分野 事業名 事業概要

道路安全灯LED化事業
道路安全灯2,883基をLEDに変更する。
(リースによる変更。支柱は継続使用。)
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感振ブレーカー設置費補助事業 大規模地震発生時の電気火災の抑制と被害軽減を図る。

障害者就労支援事業 障害者を雇用した企業に補助金を交付する。

すぎな作業所等整備事業

防災情報発信事業
災害情報のメール配信を多言語化する。
(英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語)

交通安全施設整備事業 横断歩道付近が暗い場所に道路安全灯等を設置する。

高齢者安全運転支援装置設置費補助事
業

老朽化したすぎな作業所の建て替えを含め「ふれあいの里」全
体の機能強化を検討する。

わが家の地震対策
ブロック塀約5,000件を点検し、基準不適合の場合は所有者に
注意喚起と補助制度活用による撤去を促す。

園内灯LED化事業
公園、児童遊園等の園内灯941基をLEDに変更する。
(リースによる変更。支柱は継続使用。)

避難所マンホールトイレ整備事業 災害時のトイレ不足解消を目指し、整備設計を行う。

災害対策管理事業 災害時に提供する携帯トイレの備蓄数を拡充する。

さはらが議会で提言した道

路や公園照明のLED化も

予算化されています。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、中止、縮小、変更される場合があります。

２）3月定例会報告

会計名 2020年度予算(億円) 前年度予算(億円) 増減額(億円) 伸率

一般会計 607.8 581.0 26.8 4.6%

特別会計 240.1 240.0 0.1 0.0%

企業会計 96.5 99.2 -2.7 -2.7%

合計 944.4 920.2 24.2 2.6%

延期



いらすとや

・質問主旨：屋外照明類の多くがＬＥＤ化(リース方式)され

る事になった。長寿命化により、防犯効果が高まるのは非

常に喜ばしい。実施内容を確認したい。

１） ★道路及び屋外照明類のＬＥＤ化について質問、要望。

☆さはらの要望

今回の取り組みで、照明切れの不安全な状態は減少し、

防犯効果が高まる。公園や公共駐車場等の屋外照明も

LED化されるとの事で、安全安心のまちづくりが大きく前

進する。遅滞なく進めて欲しい。

基本理念を「参加と支え合いで築く 共

に暮らせるまち」とし、年齢や性別、障

がいの有無、国籍などにかかわらず、

地域で生活する人が支え合いながら社

会生活を送る「地域共生社会」の実現

を目指します。

・質問主旨：県下の交通事故が再び増加に転じる中で、横

断歩道の安全対策は大変重要。市は来年度、一部の横断

歩道にドライバーの一旦停止を促すセンサー照明を設置すると

の事だが、より効果の高い押しボタン式の点滅照明「ぴかっ

とわたるくん」や、点滅式の一旦停止標識の導入も併せて検

討すべき。市の考えを確認したい。

２） 横断歩道の安全対策について質問、要望。

☆さはらの要望

市内には1,500か所以上の横断歩道がある。横断者保

護の為には、その地点の特性やリスクに応じた適材適

所の対策が必要。ぴかっとわたるくんや点滅式の一旦停止

標識の導入も検討すべき。

★昨年６月、さはらが質問した

事業が予算化。4月以降、道

路安全灯2,883基、公園の園

内灯941基がLED化されます。

STOP！
ぴかっとわたるくん

点滅式の一旦停止標識

３） 高齢者安全運転支援装置設置補助事業について要望

☆さはらの要望

来年度開始予定の県の補助制度は、刈谷市の現行の

補助制度と条件が異なる部分がある。来年度は、既に

市の制度で補助を受けた市民が不公平感を抱かない制

度設計をして頂きたい。

ペダル踏み間違い時加速抑制装置

(後付け)設置補助制度

問合せ先：くらし安心課

☎ 62-1010

基本構想を「だれもが安心、安全かつ

快適に活動できるまちづくり」とし、高齢

者や障がいのある方など、様々な市民

の利便性を高め、誰もが産業活動や文

化活動に参画し、交流できるバリアフ

リー化を進めます。

基本理念を「元気に育て かりやの子ど

もたち」とし、子どもの成長や発達に応

じた支援及び環境整備を行い、「安心

して子育てに取り組み、子どもたちが

心も体も元気に成長できる環境の実

現」を目指します。

計画期間：2020年～2024年 計画期間：2020年～2027年 計画期間：2020年～2024年



実施時期、期間 実施場所

令和2年4月4(土) ウイングアリーナ刈谷

令和2年5月 総合文化センター

令和2年5月16日(土) 亀城公園

令和2年6月27(土)予選
令和2年6月28(日)本選

総合文化センター

令和2年8月28日(金) 総合文化センター

令和2年9月26日(土) 総合文化センター

令和2年10月 総合文化センター

令和2年11月7日(土) 亀城公園

令和2年11月14日(土) 総合文化センター

令和2年
11月13日(金)～15日(日)

総合文化センター他

令和2年11月 産業振興センター

令和2年11月 産業振興センター

令和3年2月7日(日) 総合運動公園及び周辺道路

令和3年2月 市内各所

令和3年
2月27日(土)～28(日)

総合文化センター

令和3年3月14日(日) 総合文化センター

令和元年度製作 ―

令和元年度作成 ―

令和2年度中 総合文化センター他

令和2年度中 ―

令和2年度中
市内各所
名古屋駅

令和2年度中 市内各所

令和2年度中 刈谷球場

令和2年度中 市内各所

事業名

市制施行70周年記念式典開催事業

市民協働推進事業(コラボ70)

市勢要覧作成事業

文化芸術団体育成事業(刈谷文化協会が主催する事業への補助)

福祉健康フェスティバル補助事業

NHK「のど自慢」開催

産業展開催事業(刈谷産業まつり)

刈谷からの文化創作事業
(文化工房かりやを中心に市民劇を開催)

グリーンフェスティバル事業
(愛知県植樹祭と併せて緑化啓発イベントを開催)

日本女性会議開催事業

第九演奏会開催補助事業

チビッコ甲冑行列開催事業

高校生コマ大戦等開催事業

環境講演会開催事業
(eco実験パフォーマーらんま先生による講演会を開催)

文化振興事業
(NHK交響楽団クラシックコンサート)

ホームタウンパートナー事業
(記念試合開催、小中学生無料招待)

各種大会開催事業
(刈谷GOGOウォーキング大会)

令和2年春巡業刈谷場所開催事業

プロ野球オープン戦開催事業

青少年健全育成事業
(東北大学加齢医学研究所所長 川島隆太氏による講演会)

かきつばたマラソン開催事業

マンホールふたデザイン更新事業
(刈谷駅、歴史博物館、総合運動公園、刈谷ハイウェイオアシス
にあるマンホールのフタ(各1か所)を公募デザインに変更する)

刈谷市観光協会補助事業
 大名行列 中止  万燈祭、わんさか祭り、刈谷アニメ
collection、名古屋駅デジタルサイネージを活用した観光PR)

ビデオ広報刈谷製作事業

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止、縮小、変更され

る事があります。都度、最新情報をご確認下さい。

いらすとや

中止

３）東京五輪の開催延期に伴い、関連イベントも延期される予定です。

新型コロナウイルス

イベント 刈谷市

新型コロナウイルス感染症に伴う

イベント等の中止・変更のお知らせ

延期
延期

再調整 延期


