
注：以下の記載内容やリンク先は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。

※個別接種は市内の医療機関を予定、集団接種は市保健センターでの接種を検討中です。

接種券発送(予定) 接種時期(予定)

1 4月28日 5月上旬以降

5月下旬以降(※個別接種)

6月中旬以降(※集団接種)

3 未定 未定

・持病等によりワクチンが接種できない人、注意が必要な人はこちらをご参照下さい。

・接種情報は日々変化します。都度、最新情報をご確認下さい。

　刈谷市「新型コロナワクチン接種について」(市保健センター)

　厚生労働省「新型コロナワクチンについて」

　首相官邸「新型コロナワクチンについて」

・各種お問合せ先

対応時間

午前9時から午後9時、土曜・日
曜・祝日も実施

午前9時から午後5時30分、土
曜・日曜・祝日も実施

午前9時から午後6時 日曜・祝
日・年末年始(12月29日から1
月3日)を除く

ワクチン接種の効果や副反応な
どに関する問い合わせ

愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口
電話 052‐954‐6272

刈谷市で実施するワクチン接種
についての問い合わせ

刈谷市新型コロナワクチンコールセンター
電話0570‐047‐055 聴覚に障がいのある方は、刈谷市
保健センターへFAXまたはメールにてお問合せください。

問合せ内容

ワクチン施策等に関する問い合
わせ

問合せ先

厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター
電話 0120‐761770

接種対象者(接種順)

　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

　https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html

　https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/oshirase/koronawakutin.html

　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html#017

高齢者（令和3年度中に65歳以上になる、昭和32年4月
1日以前に生まれた方）の内、一部高齢者施設入所者等

上記以外の16歳から64歳の方

高齢者（令和3年度中に65歳以上になる、昭和32年4月
1日以前に生まれた方）

2 〃
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１）３月定例会報告

刈谷市 厚労省 首相官邸

いらすとや

ごあいさつ コロナ禍に遭われた皆様に衷心よりお見舞いを申し上げますとともに、エッセ

ンシャルワーカーの皆様に心から感謝申し上げます。今年度予算編成は市税の減収を見込み、

財政調整基金を40億円繰り入れましたが、今後ワクチン接種が順次開始され、市のモノづく

り産業も回復傾向にあります。引き続き、実効性の高いコロナ対策、更なる産業振興策、市

の活性化策を提言し、皆様が一刻も早く通常の生活を取り戻せるよう努めてまいります。変

わらぬご指導ご鞭撻、ご支援をお願い申し上げます。

接種できない人

注意が必要な人

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/oshirase/koronawakutin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html#017


分野の凡例: 新=新規、拡=拡充、 継=継続　　　　　　　　　　

事業費(千円)

新 4,138

3,079

73,400

拡 3,967

3,381

継 36,425

12,084

12,740

新 20,000

122,100

拡 6,321

253

継 5,914

461,261

15,000

58,643

新 11,479

15,000

継 151,270

353,358

667,811

473,540

92,000

218,072

5,520

10,200

4,105

726,090

8,036

93,000

28,994

52,387

東京五輪聖火リレーやバスケ女子カナダ代表チームの事前キャンプ
等を行う。

駐輪場整備事業 桜駐車場跡と産振センター周辺に駐輪場を整備する(産振は仮設)。

第4次都市計画マスタープラン策定事業 2032年を目標年次とした都市計画の基本方針を定める。

企業立地推進事業 依佐美地区の工業用地の2期開発検討区域の調査等を行う。

ウイングデッキ整備事業 桜町交差点に県が建設する横断歩道橋の整備費を負担する。

高齢者の外出や通院支援の為、助成要件を緩和する。

私立保育園整備支援事業

小学校の体育館に空調設備を設置する為の実施設計を行う。

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。

三世代同居等住宅支援事業
親、子、孫で同居あるいは近居する為の住宅建築に係る費用の一部
を助成する。

すぎな作業所等整備事業
老朽化したすぎな作業所の機能強化等を踏まえた建替えに向け、基
本設計を行う。

避難所マンホールトイレ整備事業

旧重原幼児園跡地への保育園建設費等の一部を補助する。

小学校体育館空調設備整備事業

公共施設連絡バスの運営の抜本的見直し等を通じ、地域公共交通計
画を策定する。

魅力あふれる公園づくり事業 市内の主要5公園の将来構想を策定する。

国際スポーツ大会等招致事業

分野 事業名 事業概要

自転車用ヘルメット購入費補助事業
自転車用ヘルメットの購入費用補助により、児童生徒及び高齢者の
着用を促進し、交通事故被害の軽減を図る。

守
ろ
う
～
安
心
安
全
と
健
康

特別養護老人ホーム等ユニット化改修
支援事業

予防接種等事業 50才以上を対象に帯状疱疹ワクチンの接種費用を助成する。

災害時のトイレ不足解消の為、日高小、雁が音中、朝日中にマン
ホールトイレを整備する。

高齢者安全運転支援装置設置費補助事
業

特別養護老人ホームの居住環境の質を向上させ、高齢者の福祉増進
を図る。

地域生活支援拠点事業

65才以上の高齢者が所有する自家用車に「ペダル踏み間違い急発進
抑制装置」を設置する費用の一部を補助する。

障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者とご家
族が住み慣れた地域で安心して生活できる仕組みを構築する。

高齢者タクシー助成事業

濃厚接触者等にサービスを提供した障害福祉・介護サービス事業者
に感染防止対策支援及び慰労目的の支援金を交付する。

サービス提供及び利用継続の為、自費でPCR検査or抗原定量検査を
受検した障害福祉・介護サービス事業者及び障害者・高齢者に対
し、その検査費用を補助する。

介護施設で感染者等が発生した場合に備え、介護サービス事業者が
早急に対応できるよう支援を行う。

育
て
よ
う
～
子
ど
も
と
未
来

輝
こ
う
～
暮
ら
し
と
仕
事

第8次刈谷市総合計画策定事業 社会情勢や市民ニーズをもとにまちづくりの新指標を策定する。

住吉小学校擁壁改修事業 旧住吉幼稚園南側の擁壁及び法面を改修する。

ポータブルアプリ情報配信事業
市公式アプリ「あいかり」を多言語化(英、中、葡、タガログ、越)
し、外国人向け情報サービスを向上させる。

多胎家庭等支援事業

市道01-4号線他道路新設改良事業 県道岡崎豊明線と主要地方道名古屋岡崎線間の道路整備等を行う。

多胎児等の保護者に健診サポーターによる育児支援を行い、身体
的・精神的負担の軽減を図る。

公共交通再編事業

校内の消毒等を行うスクール・サポート・スタッフを配置するとと
もに、携帯電話を設置し、児童生徒の相談に対応する。

小・中学校に授業や体験活動など教員のサポートに取り組む学習指
導員を配置する。

医療機関での個別接種及び特設会場での集団接種を実施する。

コロナ下で生まれたお子さんの家庭におむつ費用の一部を助成す
る。

市内のキャッシュレス決済対応の飲食店で、スマホでキャッシュレ
ス決済をすると決済額の20％相当分のポイントを還元する。

飲食店応援キャッシュレス決済ポイント還元事
業

一般事務費事業(小・中・特別支援学校)

学校教育活動支援事業

コ
ロ
ナ
禍
対
策

新型コロナウイルス濃厚接触者等障害福祉・介
護サービス提供継続支援事業

障害福祉・介護サービス利用継続PCR等検査費
補助事業

介護施設新型コロナウイルス感染拡大防止対策
支援事業

新型コロナウイルスワクチン接種事業

新生児おむつ臨時助成事業

コロナ禍で疲弊した地

域経済や地域福祉への支

援を軸とした予算編成と

なっています。

会計名 ２０２１年度予算(億円) 前年度予算(億円) 増減額(億円) 伸率

一般会計 604.7 607.8 -3.1 -0.5%

特別会計 233.9 240.1 -6.2 -2.6%

企業会計 108.0 96.5 11.5 11.9%

合計 946.6 944.4 2.2 0.2%



★下り松川の氾濫防止対策工事(※浚渫)が実現へ。

さはらの要望『刈谷豊田総合病院(刈総)のそばを流れる下り松川は、堆積した土砂や雑

木が流水を妨げ、豪雨時の水位が上昇している。もし氾濫すれば、近隣住民に甚大

な被害が及び、災害拠点病院となる刈総が機能不全に陥る。かねてより要望している

※浚渫(しゅんせつ：川中の土砂や雑木を除去する工事)を早期に行うべき。』

刈谷豊田総合病院→

下り松川

高松町
刈谷豊田

総合病院

深見橋 浚渫区間(約３２０m)

今回、雑木が最も多

い区間が浚渫される

予定ですので、まずは

一安心です！

下流 上流

☆コンベンション機能やエキナカショッピング機能を有する新駅ビル建設を提案。

さはらの要望『JR刈谷駅の改良工事終了後(５～６年後)、駅北口の市有地に民間活力

を導入した複合施設の建設を検討していくとの事だが、結婚式や国際会議ができる

コンベンションホテルや、エキナカのショッピング機能を有する施設を作ってはどうか。

「通過する・通勤する駅」と言われがちな刈谷駅を「人が集う駅」へと変貌させる
為、しっかり検討願いたい。』

☆テレワーク＆運動、飲食、地域交流等ができる公園商業施設の新設を提案。

イメージ写真：名古屋駅前

刈谷駅北口の

新駅ビル建設計画

さはらの要望『新しい生活様式に対応した公園機能の強化は公園の利用促進、活性化、

多機能化に大きく貢献する。例えば、名城公園の「tonarino」のような、有名カフェ

やスポーツショップを備えた公園商業施設を設置し、公園でテレワークの傍ら

運動や飲食をしたり、地域交流等ができる環境整備をしてはどうか。』

複合商業施設「tonarino」

その他、５月に供用開始される刈谷駅デッキ直結の複合施設「アルバックスタワー刈谷ステーション」については、テナント誘致に積極

的に関わり、投資に見合う効果や賑わいの創出に市も貢献する事を要望しました。

市答弁『県が５月末までに★深見橋から高松排水機場周辺の浚渫と雑

木等の撤去を行う。残る区間も引き続き早期の浚渫を働きかける。』

「第８期刈谷市介護保険事業計画・刈谷市高齢者福祉計

画」をご紹介します。市の高齢化の推計（右図）によれば、２０２

５年には６５歳～７５歳未満人口を７５歳以上人口が上回り、高

齢化が更に進展します。

高齢者の増加と現役世代の減少が見込まれる中、介護保険制度を

持続させていく為、刈谷市は本計画に基づき、人と社会がつなが

り、助け合う地域共生社会の実現や、地域包括ケアシステム

の整備などを推進します。

その他にも、第6期刈谷市障害者福祉計画・第2期刈谷市障害福祉計画、

第2次食育推進計画、第3次刈谷市耐震改修促進計画、刈谷駅周辺地区市街

地総合再生基本計画、第2次刈谷市教育大綱が策定されました。

☆かりまる再編～次世代移動サービスや自動運転路線の導入を見据えた検討を要望。

さはらの要望『公共施設連絡バス「かりまる」運営の抜本的見直し(路線再編、小型

バスやデマンド型交通の導入等の検討を開始)は、市民の利便性向上が期待されるが、

民業圧迫につながりかねない為、民間タクシー等の事業者の意見にしっかりと耳を

傾けて頂きたい。 また、近い将来の次世代移動サービスや自動運転路線の導入

も見据えた検討も要望する。』

＋
公共施設連絡バス

「かりまる」の運営見直し

次世代移動サービス

自動運転の導入

浚渫後イメージ

高松排水機場

出典：第８期刈谷市介護保険事業計画・ 刈谷市高齢者福祉計画 (案)



※昨年度、コロナ禍で開催できなかった７０周年記念事業を中心に、感染状況をみながら改めて実施する。

実施時期、期間 実施場所

6/20(日) ウイングアリーナ刈谷

8/26(木) 総合文化センター

11/6(土)～11/7(日) 総合文化センター

11/6(土) 産業振興センター

1/30(日) 総合文化センター

2/6(日)
総合運動公園及び

周辺道路

2/27(日) 総合文化センター

3月 刈谷球場

通年 市内全域

通年 総合文化センター他

通年 ウイングアリーナ刈谷他

未定 産業振興センター
刈谷の魅力発信事業
(おしゃれをテーマにしたイベントを開催)

ミライク推進事業
(日本女性会議を引き継ぐイベント「ミライク2021」を開催)

プロ野球オープン戦開催事業(繰越明許費)

ホームタウンパートナー事業
(記念試合開催、市民親子を無料招待)

市民協働推進事業(繰越明許費)コラボ70補助金

かきつばたマラソン大会開催事業

文化振興事業(オペラ「夕鶴」公演)

主な事業名

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)

文化芸術団体育成事業
(文化芸術団体が主催する事業への補助)

第九交響曲演奏会開催補助事業

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)

日本フットサルリーグ開催事業

コロナ対策を中心とした一般会計補正予算、知立市、高浜市、東浦町との定住自立圏形成を延長・再締結する協定、行政手続きに

おける押印廃止を進める条例の制定、消費増税等に伴う公共施設利用料の一部改訂、介護施設における虐待を防止する条例改正、令

和３年度刈谷市一般会計予算などの議案を可決しました。また、「請願書の紹介議員は１人以上とすることを求める陳情」 を趣旨採

択、「請願書・陳情書の文面チェック廃止の陳情」を不採択としました。

２）※市政施行７０周年プラス１事業をご紹介します。

３）★さはらが提言～屋外照明類のＬＥＤ化が完了しました。

LED化

LED化

LED化

道路安全灯

地下道照明

公園の園内灯

全2,709灯完了

全414灯完了

全895灯完了

２０１９年６月定例会で★さはらが提言した屋

外照明類のＬＥＤ化工事が３月末で完了しました。

今回ＬＥＤ化された道路安全灯、地下道照明、

公園の園内灯の総数は４,０１８灯です。

ＬＥＤ光源は水銀灯や蛍光灯に比べ、長寿命(約

６万時間)、省電力などのメリットがありますが、

特筆すべきは高輝度効果で従来より明るくなり、

防犯効果が高まった事だと思います。

私のもとにも「夜道が明るくなったねえ」との喜び

の声を頂き、議員冥利に尽きるところであります。

今後は刈谷駅デッキと周辺施設の照明、運動公

園や市営グラウンド、中学校等のナイター設備や

体育館の館内照明のＬＥＤ化を提言していきたい

と思います。

感
染
拡
大
状
況
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す


