
　 支援策 ﾍﾟｰｼﾞ数 予算額（千円） 内容

（０～１７歳）までの児童１人あたり１万円分配布する。

上乗せ（１６～１７歳）１人あたり１万円分配布する。

上乗せ（０～２歳児）１人あたり１万５千円分配布する。　

②ひとり親世帯等への臨時給付金の給付 2 6,447 市遺児手当受給者１世帯あたり１万円給付する。

③小中学生の給食費無償化 3
1,068

（歳入△68,500)
給食費を３か月間（６～８月）無料にする。（市外・私立学校等に通う児童生徒には給食費３か月分相当額を支給。）

（３～５歳児）給食費を３か月間（７～９月）無料にする。

　※上限５,３５０円/月×３か月間

⑤大学生等への生活応援給付金の給付 5 91,126 申請日現在において大学、大学院、専修学校、高等専門学校及び海外大学等のいずれかに在学中の方へ３万円を支給する。

⑥ソフィア看護専門学校の授業料減免 6 （歳入△4,313） 年間授業料のうち１人あたり３か月間相当額（３万７，５００円）を減免する。

①コロナに負けない健康な体づくりの実施 8 3,550  全庁的プロジェクトメンバーが、双太山公園にてウォーキングコース完成に合わせ、健康な体づくり事業を実施する。

②3,000円で1泊3食　ｽﾏｰﾄ･ﾗｲﾌ･ｽﾃｲin蒲郡 9 240
感染症拡大による外出自粛・運動不足などによる健康への影響を改善するため、１泊３食３，０００円でスマートライフステイin蒲郡に
参加できるよう助成する。

③バランスボールで健康づくり教室の開催 10 320  感染症拡大による外出自粛・運動不足などによる健康への影響を改善し、引き続き家庭で使用してもらうため、教室を実施する。（使用したバランスボールは、参加者にプレゼント）

①中小企業支援金の支給  13 218,500  県の休業協力金の対象外で売上が２０％以上減少した市内の中小企業者と個人事業主に１事業者あたり１０万円を支給する。

②農業者支援金の支給  14 67,500 売上が前年度同月比２０％以上減少した市内の農業者に１事業者あたり１０万円を支給する。

③漁業者支援金の支給  15 6,400 売上が前年度同月比２０％以上減少した市内の漁業者に１事業者あたり１０万円を支給する。

④理容・美容業事業者休業協力金の支給  16 24,600 県の休業協力要請に応じて自主的に休業した理容・美容業事業者に１事業者あたり１０万円を支給する。

⑤テナント店舗休業支援金の支給 17 32,600 テナントとして入居している施設等の運営者、管理者からの休業要請により休業した方に１事業者あたり５０万円を上限に支給する。

⑥販路拡大事業費補助金の拡充  18 4,500 既存の補助金を拡充する。（補助上限額１５万円）

⑦地域公共交通の運行維持支援 19 4,600 地域交通の事業者に運行の確保維持を支援する。

⑧介護施設等整備事業費補助金の交付 20 11,832  介護施設等に施設等の消毒、洗浄に係る費用及び簡易陰圧装置、換気設備の設置に必要な費用を補助する。

①クラウドファンディング（ＣＦ）
を活用し、市内旅館等を支援

21 39,373
コロナ収束後に市内旅館等で使用できる「未来チケット」をCFを活用して支援を募り、その支援金に１０割の上乗せを行い参加事業者を
支援する。

②ラグナシアを市民に無料開放  22 23,180 ラグナシアを市民に期間限定で無料開放する。

③２泊３日の滞在促進による観光業界への支援  23 20,000 市内に２泊３日（３人以上）以上の連泊する方に市内観光施設利用券（１万円分）を発行する。

④企業団体等による市内旅館等の支援  24 5,000  市内の旅館等において１０人以上の夕食等で利用した場合、１人あたり１千円を助成する。

①タブレット端末の導入 25 557,003 全小中学校の児童生徒１人１台のタブレット端末を配備し、教育に活用する。

②遠隔学習の機能強化  26 5,000 小中学校の教員が、動画素材を制作するための機器（カメラ等）を購入し、オンライン授業の環境を整備する。

８月の熱い時期に児童生徒が登校するため、屋外ミストシャワー（全小中学校）と空気清浄器（全小中学校）を設置する。

また、児童・生徒に冷感タオル、塩分タブレットを配布する。

②感染予防のため、学校内清掃（消毒）の実施  28 6,620 学校の再開に伴い、児童生徒が手を触れる箇所の消毒を実施する。

③学校給食配膳用等のビニール手袋の購入 29 9,418 学校給食配膳用等のビニール手袋を購入する。

④除菌電解水給水器の購入  30 1,967 未設置校（中学校６校）に設置する。

⑤児童登下校時の見守り強化  31 515
８月の熱い時期に児童生徒が登校するため、登下校において児童の熱中症の症状の早期発見に向け、スクールガードが使用する交通指導
用横断旗や帽子を購入する。

①がまごおりアワードの開催  32 15,105 テレビ局と連携したプロモーション動画アワードを開催して、市のイメージアップを図る。

②会計年度任用職員の採用  33 7,359 新型コロナウイルス感染症対策業務のため、１０人程度会計年度任用職員を採用する。

Ⅳ　その他の支援【予算額　２２,４６４千円】　２施策

１その他の支援        
【予算額22,464千円】

２観光業への支援      
【予算額87,553千円】

Ⅲ　子どもの学習・生活支援【予算額　６０２,３８９千円】　７施策

１学習の支援          
【予算額562,003千円】

２生活の支援          
【予算額40,386千円】

①熱中症対策の実施 21,86627

５医療従事者等への支援
【予算額1,000千円】

①医療従事者・介護従事者への支援 1,000 医療従事者及び介護従事者に対し、市内の温泉施設を無料で提供する。（１人あたり１万円上限）

Ⅱ　事業者向け支援【予算額　４５８,０８５千円】　１２施策

12

①水道基本料金の免除 230,000 水道使用者への水道基本料金を６か月分免除する。

7

11

１中小企業等への支援  
【予算額370,532千円】

２高齢者への支援　　   
【予算額274,571千円】

①高齢者のための市内旅館
ホテル利用券等の配布

274,571

蒲郡市の６月補正コロナ対策関連　【予算額　１，９７１，９５８千円　うち歳出：1,884,170千円　歳入:△87,788千円　３３施策】
Ⅰ　市民生活向け支援 【予算額　８８９,０２０千円】　１２施策

１子育て世帯への支援　　
【予算額　291,551千円】

①子育て世帯への応援券
（プレミアム付商品券）の配布

179,987

④保育園児等の給食費無償化
12,923

(歳入△14,975）

1

4

６５歳以上（令和２年度中の方も含む）の方へ１人あたり市内ホテル利用券４千円、プレミアム付商品券６千円を配布する。

３健康の増進           
【予算額4,110千円】

４水道料金の支援　　　　
【予算額230,000千円】



年齢 国 市独自

定額給付金

100,000円

子育て臨時給付金

10,000円

子育て応援券
(一律）

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

支援額
合計目安

０歳 135,000円

～２歳 135,000円

３歳（年少） 約136,000円

～５歳（年長） 約136,000円

６歳（小１） 約132,000円

～１２歳（中１） 約133,000円

～１４歳（中３） 約133,000円

１５歳（高１） 120,000円

１６歳（高２） 120,000円

１７歳（高３） 120,000円

１８歳（大学１） 130,000円

～約２６歳（大学院生） 130,000円

６５歳 110,000円

６５歳以上 110,000円

子育て応援券
追加（15,000円）

子育て応援券
追加（10,000円）

給食費免除
（3か月）

給食費免除
（52日）

緊急奨学給付金
（30,000円）

旅館利用券・商
品券（10,000円）

年齢別支援額



Ⅰ 子育て世帯への支援

子育て世帯へ応援券を

配布します

子育て世帯向けの家計応援としてプレミアム付商品券無償配布を実施します。

事業費：179,987千円（財源内訳：繰入金 179,987千円）

対象者及び配布額 ： ①平成１４年４月２日から令和２年７月１日までに生まれた子ども１人つき、

プレミアム付商品券１０，０００円分を給付

②平成１４年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた子ども１人につき、

            プレミアム付商品券１０，０００円分上乗せ給付

           ③平成２９年４月２日から令和２年７月１日までに生まれた子ども１人につき、

            「給食費応援事業」として１５，０００円分のプレミアム付商品券を上乗せ給付

利用可能店舗   ： 蒲郡市プレミアム付商品券取扱店舗

利用可能期間   ： 蒲郡市プレミアム付商品券取扱期間に準ずる

その他条件   ： 令和２年７月１日時点で蒲郡市に住民票があること

問い合わせ先

市民福祉部子育て支援課 児童福祉担当

電話：0533-66-1108 ﾒｰﾙ：kosodate@city.gamagori.lg.jp

①蒲郡市全体で子育て世帯を支えるよう、地域で使用できる

プレミアム付商品券１０，０００円分を無償配布します

②一般的な高校２年生～３年生世代には

１０，０００円分を上乗せ

さらに
③０～２歳児を養育する世帯に      

対し、保育園等における給食費

相当分の家計支援として、

１５，０００円分を上乗せ

※兼 給食費応援事業

1



Ⅰ 子育て世帯への支援

ひとり親世帯等へ臨時給付金を

給付します

蒲郡市遺児手当受給資格者向けに臨時給付金を給付します。

事業費：6,447千円（財源内訳：繰入金 6,447千円）

対象者   ： 令和２年６月分の蒲郡市遺児手当受給資格者

給付額   ： １世帯１０，０００円

支給日   ： 令和２年７月下旬から８月上旬を予定

その他条件 ： 令和２年７月１日時点で蒲郡市に住民票があること

問い合わせ先

市民福祉部子育て支援課 児童福祉担当

電話：0533-66-1108 ﾒｰﾙ：kosodate@city.gamagori.lg.jp

経済負担度合がより高いひとり親世帯や父又は母が

重度の障害をお持ちの世帯に対し、臨時給付金

として１０，０００円を給付します。

2



Ⅰ 子育て世帯への支援

小中学生の学校給食費を

無料にします

小中学生の学校給食費を３か月間無料にします。

事業費：69,568千円 （歳入：△68,500千円 歳出：1,068千円）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年３月から市内小中学校が臨時休業とな

りました。この影響により、学校給食が提供されず、家庭での食費負担が増えています。こ

のような家庭の経済負担の軽減を図るため、学校給食費を３か月間無料にします。

また、特別支援学校など市外や私立の小中学校に通う児童・生徒については、３か月分の

給食費相当額を支給します。

              

＜学校給食費無償化事業＞

対象者：市内公立小中学校の児童・生徒の保護者（学校給食費が免除されている世帯は除く）

実施期間：３か月（６月分から８月分まで）

＜市外学校等学校給食費支援事業＞

対象者：市内在住で市内公立小中学校以外の小中学校に通う児童・生徒の保護者

補助額：学校給食費３か月分相当額（１日あたり小学生２３５円、中学生２６５円）

問い合わせ先

教育委員会学校給食課 蒲郡市学校給食センター

電話：0533-68-1800 ﾒｰﾙ：kyushoku@city.gamagori.lg.jp

3



Ⅰ 子育て世帯への支援

保育園児等の給食費を

無料にします

小中学校の給食費無料に合わせ、保育園等の給食費の無償化を実施します。

事業費：27,898千円（財源内訳：歳出 12,923千円 歳入△14,975千円）
    

対象者 ： 公私問わず、保育園や幼稚園、認可外保育施設等を利用する令和２年度３～５歳児

（１号認定利用者は満３歳児含む）

負担額等： ３か月分（令和２年７月～９月）の給食費を減免又は実費分を助成

      ※但し、一月あたりの上限額は５，３５０円（公立保育園給食費額）まで

その他 ： ０～２歳児の給食費相当分は、保育園等への通園有無にかかわらず、０～２歳児を養育

      する世帯に対して、給食費相当分の家計支援として、プレミアム付商品券１５，０００円

      分を「子育て世帯家計応援事業」として実施。

問い合わせ先

市民福祉部子育て支援課 保育担当

電話：0533-66-1107 ﾒｰﾙ：kosodate@city.gamagori.lg.jp

小中学校の学校給食費無料に合わせ、

保育園・幼稚園等の給食費に係わる

費用３か月分（７～９月分）を市が負担します。

4



Ⅰ 子育て世帯への支援

大学生等に

１人 3万円の生活応援給付金を給付します

事業費：91,126千円 （財源内訳：繰入金 91,126千円）

     

問い合わせ先

教育委員会庶務課

電話：0533-66-1166 ﾒｰﾙ：shomu@city.gamagori.lg.jp

事業内容：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、アルバイトの減収等、経済的支援

が必要な学生が増えている社会情勢にかんがみ、広く大学生等に対して１人３

万円の給付金を給付し、学生の学びを支援します。

対 象 者：申請日現在において高等学校の専攻科、大学、大学院、高等専門学校、専修学

校及び海外大学等のいずれかに在学しているなどの要件を満たした者。

申請期間：令和２年７月２７日から令和２年１０月２６日まで

大学生等に１人３万円の給付金を支給

5



Ⅰ 子育て世帯への支援

看護専門学校授業料の

一部を減免します

蒲郡市立ソフィア看護専門学校の令和２年度年間授業料の一部、１人あたり授

業料 37,500円を減免します。

事業費：4,313千円 （歳入：△4,313千円）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休校等を行いました。その間、感染拡大

防止の主旨をご理解いただき、学生の長期間の自宅修学、課題提出にご協力いただいた学生

各世帯に対し、経済的な負担の軽減を図るため、授業料の一部（３か月分相当額３７，５０

０円）減免するものです。

     

＜看護専門学校授業料一部減免事業＞

対象者：蒲郡市立ソフィア看護専門学校通う学生

減免額：看護専門学校授業料３か月分相当額（１人あたり３７，５００円）を減免します。

    年間授業料１５０，０００円を１１２，５００円とするものです。

問い合わせ先

市民福祉部看護専門学校 蒲郡市立ソフィア看護専門学校

電話：0533-67-9103 ﾒｰﾙ：kango@city.gamagori.lg.jp
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Ⅰ 高齢者への支援

高齢者のための市内旅館・ホテル利用券、

プレミアム付商品券を配布します

新型コロナウイルスの感染拡大により、長期間の外出自粛を余儀なくされていた
高齢者の自粛疲れを癒すため、市内の温泉旅館やホテル等の利用券（4,000円
分）及び市内の商店等で利用できるプレミアム付商品券（6,000円分）を配布し
ます。

事業費：274,571千円

（財源内訳：繰入金 155,460千円 諸収入 119,111千円）

実施期間：令和２年９月～令和３年１月末（予定）

対象者：市内に在住し、令和２年度中に６５歳以上となる方

配布する利用券： ※１人あたりの利用券

〇市内温泉旅館、ホテル等の利用券４，０００円分（１，０００円×４枚）

〇市内の商店等で利用できるプレミアム付商品券６，０００円分（５００円×１２枚）

ホテル・旅館利用券 4,000 円分 プレミアム付商品券 6,000 円分

問い合わせ先

市民福祉部 長寿課

電話：0533-66-1105 ﾒｰﾙ：choju@city.gamagori.lg.jp
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Ⅰ 健康の増進

コロナに負けないために

健康な体づくりを推進します

全庁横断的に組織されたプロジェクトメンバーがコロナに負けない健康な体

づくりのために、市民の健康づくりを応援します。

事業費：3,550千円 （財源内訳：諸収入 3,550千円）

事業内容：健康チェック：体組成計（インボディ―）

食事チェック：食育 SAT システム

健康づくり実践：公園内ウォーキング、体操、食事・生活指導など

実施場所 双太山公園

（今年度の他事業予算で整備を実施）

実施時期 令和 2年 11 月頃

新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出の自粛や日常生活が制限され、運動不足

など健康への影響が心配です。

新しい生活様式の実践とこれからも健康づくりのため健康化政策全庁的推進プロジェク

トメンバーのコロナに負けないプロジェクトが行う市民の健康づくりのための取組みで

す。

問い合わせ先

市民福祉部健康推進課 検診予防係担当

電話：0533-67-1151 ﾒｰﾙ：hoken@city.gamagori.lg.jp
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Ⅰ 健康の増進

スマート・ライフ・ステイ㏌蒲郡の

参加費を助成します

新型コロナウイルス感染症の拡大による、外出の自粛や、運動不足などによる健康

への影響を改善するため、スマート・ライフ・ステイ in蒲郡の参加費を助成し、

市民のみなさまの利用促進をすすめます。

事業費：240千円（財源内訳：諸収入 240千円）

対 象：市内在住在勤の４０歳以上７５歳未満の方で健康診断・特定健診を受け、生活

習慣病について改善が必要な方（実施場所は西浦温泉）

内 容：1泊2日の宿泊型保健指導と6か月間の継続保健指導

① 宿泊型プログラム（1泊2日）  

・身体測定、講話（運動・食事等）、料理長発案「お楽しみヘルシーランチ」等          

②宿泊型プログラム実施後の継続指導

参加人数：６０人

自己負担金:３，０００円（市の助成額：休前日:４，５００円・平日３，５００円）

問い合わせ先

市民福祉部健康推進課 栄養・口腔ケア担当
電話：0533-67-1151 ﾒｰﾙ：hoken@city.gamagori.lg.jp

新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまでの生活様式が変化し、運動不

足や生活習慣病の悪化が心配です。日常から離れた西浦温泉で、今の生活と健康を

改めて振り返り、生活習慣病予防とこれからのコロナに負けない免疫づくり、健康

づくりのため、宿泊による保健指導と実践を行います。利用促進のため、参加費用

を助成し、1泊 3食 3,000 円で参加できます。

＜血糖測定＞          ＜ヘルシーランチ＞      ＜西浦温泉旅館＞
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Ⅰ 健康の増進

バランスボールで健康づくり教室を

開催します

新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出の自粛や生活の制限がされてきたことによ

り、運動不足や心身の健康への影響が心配です。コロナに負けない免疫力や健康なからだづ

くりのため、自宅でできる運動としてバランスボールを使った運動教室を開催し、ボールを

配布することにより、自宅での継続実施を促します。

事業費：320千円（財源内訳：諸収入 320千円）

事業内容：バランスボール教室を実施

    教室参加者に自宅で継続して健康づくりをできるようバランスボールを配布

効 果：自宅で行える運動を継続することで、運動不足の解消と市民の健康づくりにつながる。

  新型コロナウイルス感染症の拡大により生活の制限があるため、参加することで健康影響の改

善、その後も三密を防ぎ、自宅で運動を実施することができる。

対 象 者：市民

実施時期：令和２年１０月以降

定 員：１００名

実施方法：保健センターや地域の会場で教室を開催

問い合わせ先

市民福祉部健康推進課 保健指導係担当

電話：0533-67-1151 ﾒｰﾙ：hoken@city.gamagori.lg.jp
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Ⅰ 水道料金の支援 

水道料金の基本料金を 

            ６か月分免除します 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う経済的負担の軽減のため、水道料

金の基本料金を６か月分免除します。 

 

事業費：230,000千円（歳入：△228,800千円 歳出：1,200千円） 

※ 一般会計繰出金 230,000千円 

      
 

  ◆対象者 

   蒲郡市内すべての水道使用者（官公庁を除く） 

 

  ◆対象料金 

   ６か月分の基本料金 

   ・奇数月検針地区 ７月、９月、１１月検針分の基本料金 

（５月、６月、７月、８月、９月、１０月分の基本料金） 

三谷町・三谷北通・竹谷町・柏原町・西迫町・拾石町・鹿島町・形原町・一色町・ 

金平町・浜町・海陽町 

・偶数月検針地区 ８月、１０月、１２月検針分の基本料金 

（６月、７月、８月、９月、１０月、１１月分の基本料金） 

相楽町・大塚町・平田町・五井町・豊岡町・丸山町・竹島町・松原町・港町・ 

栄町・府相町・八百富町・新井町・新井形町・蒲郡町・堀込町・神明町・本町・ 

上本町・元町・中央本町・宝町・旭町・緑町・御幸町・宮成町・清田町・水竹町・ 

神ノ郷町・坂本町・西浦町 

 

 

 問い合わせ先 

上下水道部水道課 

電話：0533-66-1206 ﾒｰﾙ：suido@city.gamagori.lg.jp 

11



Ⅰ 医療従事者等への支援

市内在住の医療従事者・介護従事者を

市内観光宿泊施設に無料招待します

新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため日夜最前線で頑張っていただいている市

内在住の医療従事者及び介護従事者に対し、疲労負担の軽減を図るため、市内の温泉宿

泊施設を無料で提供します。

事業費：1,000千円（財源内訳：諸収入 1,000千円）

   概要

   先着２００人限定で蒲郡市観光協会所属の宿泊施設を無料提供します。

   （宿泊代金及び朝食代を対象とし、上限は１万円とします。）

   対象

   市内在住の医療従事者及び介護従事者

   時期

   ７月から８月までの２か月間（予定）

   その他

   本事業は、蒲郡市観光協会に対して経費の一部を支援するものです。

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1120 ﾒｰﾙ：kanko@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 中小企業等への支援

売上げが減少した中小企業・個人事業主に

支援金を給付します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上げが前年度同月比２０％以上減少し

た中小企業や個人事業主を支援するため、１事業者あたり一律１０万円の支援金を給付

します。

事業費：218,500千円

（財源内訳：国庫補助金 200,870千円 繰入金 17,630千円）

  ◆対象者

   蒲郡市内の中小事業者、個人事業主のうち、次の要件を満たす者

   ⑴ 令和２年４月または５月の売上額が前年同月比で２０％以上減少した者

   ⑵ 愛知県・蒲郡市新型コロナウイルス感染症対策協力金、理容・美容業休業協力

金（仮称）及びテナント入居事業者休業支援金（仮称）のいずれも受給（申請）

していない者

  ◆支援金額

   １事業者あたり一律１０万円

   （経営する事務所が複数の場合も１事業者１０万円とします）

   

  ◆対象事業者数

   ２，１６１事業者を想定

  ◆申請受付開始時期

   令和２年７月中旬を目途に調整中

※ 上記内容は、予定であり変更する場合があります。詳細は決定次第、市ホームページ

等でお知らせします。

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1118 ﾒｰﾙ：shoko@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 中小企業等への支援

売上げが減少した農業者に

支援金を給付します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上げが前年度同月比２０％

以上減少した農業者を支援するため、１事業者あたり一律１０万円の支援金

を給付します。

事業費：67,500千円（財源内訳：繰入金 67,500千円）

    

  ◆対象者

   蒲郡市内の農業者のうち、令和２年４月または５月の売上額が前年同月比で２０％

以上減少した者

  ◆支援金額

   １事業者あたり一律１０万円

   

  ◆申請受付開始時期

   令和２年７月中旬を目途に調整

※ 上記内容は、予定であり変更する場合があります。詳細は決定次第、市ホームページ

等でお知らせします。

問い合わせ先

産業環境部農林水産課

電話：0533-66-1126 ﾒｰﾙ：norin@city.gamagori.lg.jp

14



Ⅱ 中小企業等への支援

売上げが減少した漁業者に

支援金を給付します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上げが前年度同月比２０％

以上減少した漁業者を支援するため、１事業者あたり一律１０万円の支援金

を給付します。

事業費：6,400千円（財源内訳：繰入金 6,400千円）

    

  ◆対象者

   蒲郡市内の漁業者のうち、令和２年４月または５月の売上額が前年同月比で２０％

以上減少した者

  ◆支援金額

   １事業者あたり一律１０万円

   

  ◆申請受付開始時期

   令和２年７月中旬を目途に調整

※ 上記内容は、予定であり変更する場合があります。詳細は決定次第、市ホームページ

等でお知らせします。

問い合わせ先

産業環境部農林水産課

電話：0533-66-1126 ﾒｰﾙ：norin@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 中小企業等への支援

自主的に休業した理美容事業者に

休業協力金を交付します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、自主的に休業した市内理美容事業者に対し

て、愛知県が休業協力金を交付することに合わせ、市も同様に１事業者あたり一律１０万

円を交付します。

事業費：24,600千円（財源内訳：繰入金 24,600千円）

◆対象者

   蒲郡市内に主たる店舗を有する理美容事業者のうち、愛知県新型コロナウイルス感

染症対策理容業・美容業休業協力金の交付対象者となった者

   ⑴ 蒲郡市内で開設している全ての理容所又は美容所のうち、次の掲げる全期間

中、自主的に休業していること。

ア．愛知県理容生活衛生同業組合及び愛知県美容業生活衛生同業組合加盟者

令和２年４月２４日（金）から令和２年５月６日（水）まで

イ．上記組合の未加盟者

令和２年４月２５日（土）から令和２年５月６日（水）まで

   ⑵ 愛知県・蒲郡市新型コロナウイルス感染症対策協力金、テナント入居事業者休

業支援金（仮称）のいずれも受給（申請）していない者

  ◆交付金額

   １事業者あたり一律１０万円

   （経営する事務所が複数の場合も１事業者１０万円）

   

  ◆対象事業者数

   ２４５事業者を想定

◆申請受付開始時期

   令和２年６月市議会承認後を目途に調整中

※ 詳細は決定次第、市ホームページ等でお知らせします。

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1118 ﾒｰﾙ：shoko@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 中小企業等への支援

テナント事業者に

休業支援金を交付します

愛知県緊急事態措置に伴って、テナントとして入居している施設等の運営者・管理者の休

業方針により、自らの意思に基づくことなく休業を余儀なくされた一定の要件を満たす中

小企業者を対象に休業支援金１事業者あたり一律５０万円を交付します。

事業費：32,600千円（県補助金 16,250千円 繰入金 16,350千円）

◆対象者

   蒲郡市内の複合商業施設等においてテナントとして入居する事業者のうち、次の要

件を満たす者

   ⑴ 愛知県の緊急事態措置による「基本的に休止を要請しない施設」のうち、

テナント施設として事業を営む中小企業者。

   ⑵ 愛知県の休業協力要請期間中、複合商業施設等の休業方針により、休業を実施

したこと。(休業を要する期間は、入居する複合商業施設により異なる。)

   ⑶ 愛知県緊急事態措置が実施された令和 2年 4月 10 日時点で開業しており、営

業実態が確認できること。

   ⑷ 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと。

   ⑸ 愛知県・蒲郡市新型コロナウイルス感染症対策協力金、愛知県理容・美容事業

者協力金（仮称）、他市町村における同様事業協力金のいずれも受給（申請）

していない者

◆交付金額

   １事業者あたり一律５０万円

   （経営する事務所が複数の場合も１事業者５０万円）

  ◆申請受付開始時期

   令和２年７月中旬を目途に調整中

※ 上記内容は、予定であり変更する場合があります。詳細は決定次第、市ホームページ等

でお知らせします。

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1118 ﾒｰﾙ：shoko@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 中小企業等への支援

販路拡大事業費補助金

の事業費を拡充します

地方創生事業として、市内中小企業者の持続可能な経営及び活性化を目指した、販路開

拓・拡大のための取り組みを更に支援するため、販路拡大事業費補助金の事業費を拡充

し、より多くの中小事業者の販路拡大を図ります。

事業費：4,500千円（財源内訳：繰入金 4,500千円）

◆補助対象者 （以下のすべてを満たす事業者とします。）

① 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者。

② 蒲郡市内に主たる事業所を有すること。法人の場合は、蒲郡市内に法人登記上の本店を有する

こと。

③ 市税を滞納していないこと。

◆対象となる事業

①経営計画に基づき、蒲郡商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大のための事業。

②国、県又はその他の機関から交付を受けている補助金等と同一の事業内容でないこと。

◆補助金額

補助率     ２分の１以内（千円未満切捨）

補助上限額   １５万円

※上記、補助金の交付は、市の審査・採択により、交付決定されるものであり、不交付決定

の場合もありますので、ご注意ください。

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1118 ﾒｰﾙ：shoko@city.gamagori.lg.jp

《対象となる取り組みの例》

①顧客管理ソフトによる販促活動

・ターゲットを絞って効率的な販促活動を実施する

②商談会・展示会への出展

・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展

③商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更

・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

※この他、新型コロナウイルス感染症に関連し、新しい販路開拓を目指した取り組みに資する事業も対象

とします。（例：テイクアウト事業を始めた、ネット販売を始めた、店舗・事業所の改装など）
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Ⅱ 中小企業等への支援

地域公共交通の運行維持

を支援します

    新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、利用者が減少している路線バスやタクシー

事業者に対し、運行の確保維持を支援します。

事業費：4,600千円（財源内訳：諸収入 4,600千円）

1 新型コロナウイルス感染症対応蒲郡市公共交通確保維持助成金

地域公共交通のうち、蒲郡市内のみを運行する事業者について運行の確保維持を

支援します。

・予 算 額  ４００ 万円

・対  象  蒲郡市内を運行している路線バス、タクシー事業者であって、ひと月の売上が前年度比

       ５０％程度以上減少している中小法人

・支 援 金

【給付額の算定方法（持続化給付金と同様）】

前年の総売上（事業収入）―（前年同月比▲50％月の売上×12 ヶ月）

※金額は 10 万円単位。10 万円未満の端数は切り捨てる。

【上限（持続化給付金と同様）】

１事業者当たり上限２００万円

・申請方法  ６月下旬頃から蒲郡市役所 総務部 交通防犯課にて受付開始予定

２ 新型コロナウイルス感染症対応東三河公共交通確保維持負担金

地域公共交通のうち、蒲郡市を含み、東三河地域の複数の自治体を跨いで運行する事業者

について、運行の確保維持を支援します。

・予 算 額   ６０ 万円

・対  象  蒲郡市をはじめとする東三河地域の複数の自治体を跨いで運行する事業者であって

ひと月の売上が前年度比５０％程度以上減少している中小法人

・支 援 金  新型コロナウイルス感染症対応蒲郡市公共交通確保維持助成金と同様

・申請方法  ６月下旬頃から、東三河地域公共交通活性化協議会の事務局にて受付開始予定

問い合わせ先

総務部交通防犯課

電話：0533-66-1156 ﾒｰﾙ：kotsu@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 中小企業等への支援

介護施設等の感染拡大防止対策に

補助金を交付します

介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大

防止のための消毒・洗浄費用等に対する補助金を交付します。

事業費：11,832千円 （財源内訳：県補助金 11,832千円）

    

新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した介護施設等において、迅速に適切な

感染拡大防止対策を実施することができ、利用者の方が安心して施設を利用できるよう

に、消毒・洗浄に係る費用及び簡易陰圧装置・換気設備の設置に必要な費用を補助しま

す。

対象施設：介護保険施設等

問い合わせ先

市民福祉部長寿課

電話：0533-66-1176 ﾒｰﾙ：choju@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 観光業への支援

クラウドファンディングで

市内旅館等の売り上げ確保を支援します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける市内旅館等への経済対策として、購入型ク

ラウドファンディングを実施します。

事業費：39,373千円（財源内訳：諸収入 39,373千円）

狙い

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた市内旅館等の売上確保を支援します。

概要

コロナ収束後に市内旅館等で使用できる「未来チケット」を、クラウドファンディ

ングサイトを通じて市民はじめ全国の支援者に先払い購入していただき、その売上を

参加事業者にお渡ししてコロナ収束前の売上確保を支援します。

市は、集まった支援金に対して 10割の上乗せ金等を負担します。

時期

令和２年７月から９月（予定）

問い合わせ先

企画部企画政策課

電話：0533-66-1162 ﾒｰﾙ：kikaku@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 観光業への支援

ラグナシア市民開放ＷＥＥＫ

を実施します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、市民の自粛疲れを癒すため、ラグナシアに

期間限定で無料招待します。

事業費：23,180千円（財源内訳：諸収入 23,180千円）

   狙い

   市民が市内最大の観光施設で心置きなく楽しむことでコロナ疲れを癒してもらうと

ともに、この際、ラグーナテンボスを再認識していただき、観光交流立市として、

市民全体で蒲郡の観光業を盛り上げます。

   概要

   市内全世帯へラグーナテンボス無料パスポートを発送し、無料開放します。

   時期

   ７月２３日（祝・木）から７月３１日（金）まで（予定）

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1120 ﾒｰﾙ：kanko@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 観光業への支援

２泊３日利用の観光客向けに

観光施設利用券を助成します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、落ち込んでいる観光業界への経済対策と

して、観光客の消費単価を押し上げるため、２泊３日で蒲郡へお越しいただく観光客に

対し、市内の観光施設で利用できる券を助成します。

事業費：20,000千円（財源内訳：諸収入 20,000千円）

   概要

   市内観光施設利用券１万円分×２，０００人

   対象

   市内の宿泊施設で２泊３日するグループ客（３人以上）

   時期

   未定（新型コロナウイルス収束時期以降）

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1120 ﾒｰﾙ：kanko@city.gamagori.lg.jp
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Ⅱ 観光業への支援

団体観光客向けに宴会等の

夕食費の一部を助成します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、落ち込んでいる観光業界への経済対策と

して、企業などの団体利用客に対し夕食費の一部を助成することで、誘客を図ります。

事業費：5,000千円（財源内訳：諸収入 5,000千円）

   概要

   助成額１，０００円分×５，０００人

   対象

   市内の宿泊施設で夕食利用する団体客（１０人以上）

   時期

   未定（新型コロナウイルス収束時期以降）

問い合わせ先

産業環境部観光商工課

電話：0533-66-1120 ﾒｰﾙ：kanko@city.gamagori.lg.jp
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Ⅲ 子どもの学習支援

全児童生徒に

１人１台のタブレット端末を導入します

事業費：557,003千円

（財源内訳：国庫補助金 184,500千円、諸収入 372,503千円）

     

問い合わせ先

教育委員会庶務課

電話：0533-66-1166 ﾒｰﾙ：shomu@city.gamagori.lg.jp

事業内容：ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、文部科学省は１人１台のタブレット端

末の整備については、令和５年度までに段階的に整備すると考えていましたが、

新型コロナウイルスの影響で有事のときのためを見越して前倒しの導入を可能

にする補助制度を設けました。

本市では児童生徒に対して可能な限り早期の導入を目指し、ＩＣＴ教育の推進を

図るために令和２年度に全学年の児童生徒１人１台にタブレット端末を導入し

ます。

対 象 者：全小中学校２０校の全学年

全児童生徒にタブレット端末を導入し、ＩＣＴ教育を推進
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Ⅲ 子どもの学習支援

学校側で教師が使うカメラなどを購入し

遠隔学習に対応した設備を整備します

事業費：5,000千円（財源内訳：国庫補助金 350千円、諸収入 4,650千円）

     

問い合わせ先

教育委員会庶務課

電話：0533-66-1166 ﾒｰﾙ：shomu@city.gamagori.lg.jp

事業内容：学校の教師が、インターネット上に掲載するための動画素材を制作するため

のカメラ等の機器を購入し、有事（コロナ感染症対策、自然災害発生時）に

備えたオンライン授業の環境整備を整えます。

  

導入場所：全小中学校２０校

教師がカメラを用いて動画を配信できるようにします
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Ⅲ 子どもの生活支援

熱中症対策を実施します

（冷感タオルの配布、屋外シャワーの設置等）

事業費：21,866千円 （財源内訳：諸収入 21,866千円）

  

問い合わせ先

教育委員会庶務課

電話：0533-66-1166 ﾒｰﾙ：shomu@city.gamagori.lg.jp

事業内容：新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、学校が３月から５月まで臨時休

業になったため、夏休みが短くなり、７月下旬、８月後半の暑い時期に学校に

通うことになります。そのため熱中症対策が必要となります。

配布物等：全児童に冷感タオル、塩分タブレット（７月から８月にかけて登校する毎日）

設 置 物 :全小中学校に各３台のミストシャワー及び各８台の空気清浄機を購入します。

夏期休暇が例年より短くなるため、熱中症対策を行う
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Ⅲ 子どもの生活支援

感染症予防のため校内のドアノブ、

手すり等の消毒を実施します

事業費：6,620千円 （財源内訳：諸収入 6,620千円）

     

問い合わせ先

教育委員会庶務課

電話：0533-66-1166 ﾒｰﾙ：shomu@city.gamagori.lg.jp

事業内容：全小中学校において校舎内で特に多くの児童生徒が手を触れる箇所（ドアノ

ブ、手すり、スイッチ、蛇口など）を１日１回消毒液を使用して消毒し、新型

コロナウイルス感染予防を図ります。消毒作業は教師の働き方改革にも考慮

し、民間委託をします。

委託期間：7月から 3月までの登校日

委託時間：授業後２時間

児童生徒がよく触れる場所の消毒を委託する
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Ⅲ 子どもの生活支援

感染症予防のため

給食係等に使い捨て手袋を毎日配ります

事業費：9,418千円 （財源内訳：諸収入 9,418千円）

     

問い合わせ先

教育委員会庶務課

電話：0533-66-1166 ﾒｰﾙ：shomu@city.gamagori.lg.jp

事業内容：学校給食は口の中に入る物であり、新型コロナウイルス予防には細心の配慮

が必要です。食の安全を確保するため、小中学校の給食係等に使い捨てビニ

ール手袋を毎日配ります。

期 間：7月から 3月まで

新型コロナウイルス感染予防のために使い捨て手袋を着用する
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Ⅲ 子どもの生活支援

中学校６校に

除菌電解水給水器を導入します

事業費：1,967千円 （財源内訳：諸収入 1,967千円）

     

問い合わせ先

教育委員会庶務課

電話：0533-66-1166 ﾒｰﾙ：shomu@city.gamagori.lg.jp

事業内容：酸性電解水とは、微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解し生成される水です。

既に全小学校と蒲郡中学校には設置されており、残りの中学校６校にも設置し

ます。ドアノブなどの清掃時に酸性電解水を使用することによって、高い除菌

効果を発揮します。

手にもやさしい除菌が行える酸性電解水
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Ⅲ 子どもの生活支援 

夏休み短縮における児童の学校登下校時の 

見守りを強化します 

各小学校のスクールガードの人数を増員します。 

 
事業費：515千円 （財源内訳：諸収入 515千円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問い合わせ先 

教育委員会生涯学習課 蒲郡市青少年センター担当 

電話：0533-66-1168 ﾒｰﾙ：gakushu@city.gamagori.lg.jp 

 

事業内容：子供たちが安全に登下校できるよう、地域のボランティアの方が登下校する子供

たちを街頭で見守る事業。 

対  象：市内小学校１３校（全小学校） 

そ の 他：各学校においてスクールガード新規登録者を募集します。 

 

今年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止の

ため長期休校期間があり、授業数補完のため夏休

みを短縮し暑い時期に学校に通うこととなりま

す。登下校中の児童の熱中症等の症状の早期発見

のため、スクールガードを増員し登下校中の児童

を各所で見守ります 

スクールガードの暑さ対策のため

の帽子を新たに支給します。また、

子どもたちが安全に登下校できる

よう交通指導用安全旗を支給しま

す。 

物品の拡充 スクールガードの増員 

の拡充 



Ⅳ その他支援

テレビ局と連携した

動画コンテストを開催します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、落ち込んでいる観光業界のイメージアップ

を目指して、テレビ局と連携した動画コンテストを開催します。

事業費：15,105千円（財源内訳：諸収入 15,105千円）

問い合わせ先

企画部企画政策課

電話：0533-66-1162 ﾒｰﾙ：kikaku@city.gamagori.lg.jp

事業目的

「がまごおり」をテーマにした動画等を市内外から幅広く募集し、受賞作品をテレビ局で放映することで

確実かつ効果的なイメージアップを目指します。

事業概要

・テーマは蒲郡市内の観光地・宿泊施設・飲食店・特産品の 4カテゴリー

・30秒部門、15秒部門、写真部門の 3部門に分けて募集

・応募資格は不問

・受賞作品はテレビ CM、SNS等で発信

時期

令和 2年 9月から令和 3年 3月（予定）

「がまごおり」をテーマにした動画を募集し、テレビ・SNS で拡散
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Ⅳ その他の支援

感染症対策業務のため

市職員を募集します

新型コロナウイルス感染症対策の業務のため、市職員（会計年度任用職員）を

募集します。

事業費：7,359千円（財源内訳：諸収入 7,359千円）

問い合わせ先

企画部人事課

電話：0533-66-1163 ﾒｰﾙ：jinji@city.gamagori.lg.jp

採用する職種

簡易事務員（行政事務全般の事務補助）

予定人員

１０人程度

資格

平成１７年４月１日以前に生まれた方

登録・選考等

申込者のうち資格を満たす方は、台帳登録を行います。台帳登録された方の中から書類選考を行い、随

時採用します。

＊その他、詳細は「蒲郡市会計年度任用職員採用候補者登録・選考要綱」をご確認ください。
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