
知多市長記者会見次第

日 時 令和２年４月１７日(金)

午前１０時

場 所 多目的会議室

市長あいさつ

１ ふるさと納税（知多市ふるさと応援寄附金）の返礼品を拡充………………………………………………【資料１】

２ 市職員の職場における３密解消を図ります ………………………………………………………………【資料２】

３ ご案内

(１) 人生の節目をお祝いする記念樹を配布 …………………………………………………………………【資料３】

(2) 春を感じる季節の花々 ……………………………………………………………………………………【資料４】

※ 次回記者会見の開催予定日時 ５月１３日（水）午前１０時から



資料１

ふるさと納税（知多市ふるさと応援寄附金）の返礼品を拡充

知多市の特色を活かし、多くの方に知多市の魅力的な資源をＰＲするため、ふるさと納税の返礼品に
２種類５品目を、追加します。

１ 返礼品の追加

お問い合わせ
総務課文書・庶務チーム 伊藤（0562-36-2630）

（１）国指定重要無形民俗文化財「尾張万歳」（提供：尾張万歳保存会）

幸せを運ぶ尾張万歳は知多市が誇る国指定重要無形民俗文化財です。

尾張万歳は家の繁栄を願って行う慶事の芸能のことであり、その中でも、

めでたい笑いが詰まった「御殿万歳」は結婚式や長寿祝いにも最適です。

①御殿万歳（演者３名） 寄附金額１５万円以上

②御殿万歳（演者５名） 寄附金額２５万円以上

（２）知多の梅酒「白老梅」（提供：丸三本店、製造：澤田酒造(常滑市古場町)）

知多市産の梅を１００％使用し、さらにその中の９０％以上が、

知多市天然記念物の「佐布里梅」で造られた梅酒です。

爽やかな梅の香味と熟成された清酒のまろやかさ、手造りでの酒造りを続け

る酒蔵ならではの本格的な味わいとなっております。

①知多の梅酒「白老梅」純米吟醸、純米大吟醸のセット

②知多の梅酒「白老梅」純米大吟醸 ２本セット

③ｻﾝﾄﾘｰｳｲｽｷｰ「知多」、知多の梅酒「白老梅」純米吟醸のセット

寄附金額 ①１万５千円以上 ②１万８千円以上 ③２万円以上

２ 募集開始

いずれも、４月１７日（金）から

▲国指定重要無形民俗文化財「尾張万歳」

▲知多の梅酒「白老梅」純米大吟醸(左)、純米吟醸(右)



資料２

市職員の職場における３密解消を図ります

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事務室における職員数を３割程度削減し、３密（密閉・
密集・密接）解消を図ります。

１ 実施期間

４月２０日（月）～５月１０日（日）

お問い合わせ
職員課研修労務チーム 吉川（0562-36-2643）

２ 実施対象

開庁日・開庁時間は、従来どおり月曜日～金曜日・午前８時３０分～午後５時１５分
時差勤務は、公共交通機関を利用して通勤する職員に対して、２月２７日（木）から実施しています。

４ その他

市役所勤務職員を始め、実施可能な職員

３ 実施内容

（１）交代勤務（勤務日の割り振りの変更）
職員の週休日を日曜日から土曜日までの７日間の中で割り振り、１日当たりの職員数を削減します。

（２）分散勤務（事務室の分散）
「メディアス体育館ちた」の大会議室を事務室として利用し、勤務場所の分散化による密集・密接の改善を図り

ます。また、このほかに、施設を有する部署では、当該施設での分散勤務も検討します。

（３）在宅勤務
所属長の判断により、自宅での在宅勤務を実施できることとします。また、Ｗｅｂ会議室システムの利用などに

ついても試行します。

▲実施例

日 月 火 水 木 金 土

所属長 週休日 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 週休日

勤
務
①

所属職員Ａ 週休日 出勤 週休日 別会場 別会場 出勤 出勤

所属職員Ｂ 週休日 出勤 別会場 週休日 別会場 出勤 出勤

所属職員Ｃ 週休日 出勤 別会場 別会場 週休日 出勤 出勤

勤
務
②

所属職員Ｄ 出勤 週休日 出勤 出勤 出勤 別会場 週休日

所属職員Ｅ 出勤 別会場 出勤 出勤 出勤 週休日 週休日



資料３

人生の節目をお祝いする記念樹を配布

概 要

「梅香る わたしたちの緑園都市」を目指し、緑を大切にする緑化意識の向上を
図り緑豊かなまちづくりを進めるために、人生の節目を迎えた市民の方を対象に、
記念樹（苗木）を配布します。

ＰＲポイント

市内在住で、出生、入学、卒業、結婚、賀寿を迎えた方や、新築、住宅購入をさ
れた方を対象に配布します。
配布樹種（別添資料１）は、梅、ヤマモモ、ヒラドツツジ、ハナミズキ、シマト

ネリコ、ギンバイカ、クチナシ、キンモクセイ、イロハモミジのうち希望の苗木１
本を配布します。

募 集 時 期 ４月２０日（月）～９月３０日（水）

配 布 時 期 １１月下旬

配 布 場 所 ハジカミほ場（知多市金沢）

お問い合わせ
緑と花の推進課緑化・公園チーム 森田（0562-36-2673）

▲配布樹木（梅、イロハモミジ）

配 布 本 数 ３００本（申し込み順、年度あたり各世帯１回）

詳 細 別添資料２ 募集要項をご覧ください



     記念樹でお渡しする樹木の一覧 知多市      

梅 ヤマモモ ヒラドツツジ
（落葉小高木）知多市の花 （常緑高木）知多市の木 （常緑低木）知多市の木

初春を告げ実も楽しめる木 赤く色づく実が美しい木 たくさんの花を咲かせる木

ハナミズキ シマトネリコ ギンバイカ
（落葉小高木） （常緑高木） （常緑低木）

花も紅葉も美しい返礼の木 涼しげで人気高い 繁栄を象徴する祝いの木

クチナシ キンモクセイ イロハモミジ
（常緑低木） （常緑小高木） （落葉小高木）

香りがよい初夏の白い花 黄色の花咲く秋の風物詩 秋を彩る紅葉樹
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『記念樹プレゼント』募集要項 

 

１．『記念樹プレゼント』について 

 「梅香る わたしたちの緑園都市」を目指して、緑を大切にする緑化意識の向上

を図り緑豊かなまちづくりを進めるために、人生の節目となる出生、結婚、賀寿、

新築など喜びを記念して希望される市民の方に記念樹（苗木）を配布するもので

す。  

２．募集概要 

 （１）対象となる記念 

・出生 

・入学（小学校、中学校、高等学校） 

・卒業（小学校、中学校、高等学校） 

・結婚、結婚（５（木婚式）、１０（錫婚式）、１５（水晶婚式）、２０

（磁器婚式）、２５（銀婚式）、５０（金婚式））周年 

・賀寿（還暦（６１）、古希（７０）、喜寿（７７）、傘寿（８０）、米寿

（８８）、卒寿（９０）、白寿（９９） 【年齢は数え年】 

・新築、住宅購入 

    ※複数該当しても１件として扱います。 

 （２）配布単位 

   ・知多市の世帯を基準とし、配布は年度当たり各世帯１回とします。 

 （３）配布樹木 

   ・樹種 梅、ヤマモモ、ヒラドツツジ、ハナミズキ、シマトネリコ、ギンバ

イカ、クチナシ、キンモクセイ、イロハモミジ 

   ・大きさ ５０㎝程度の苗木 

   ・本数  配布を希望する１本（用意できない場合は個別に調整する。） 

    ※応募実績により必要に応じて次回に見直します。 

 （４）配布数 

   ・３００本 

    ※応募状況、単価状況により予算の範囲内で増やすことがあります。 
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 （５）応募期間 

   ・令和２年４月２０日から９月３０日（申込み順で受付けします。） 

 （６）応募方法 

   ・申込書に必要事項を記入のうえ、緑と花の推進課にご提出下さい。 

   ・メールでも受付けします。 

   ・申込書は、知多市ホームページからダウンロードできます。 

   ・梅の館、ベティさんの家旭公園、東部・岡田・旭の各まちづくりセンター

窓口でも配布します。 

    【申込み窓口（問い合わせ先）】 

     〒478-8601 知多市緑町１番地 

知多市 都市整備部 緑と花の推進課 緑化・公園チーム 

     電話 0562-36-2673（直通） FAX 0562-32-1010 

 （７）配布方法 

   ・配布日時が決まり次第、通知書兼引換券を送付します。 

   ・１１月下旬頃にハジカミほ場で引換券と交換で配布します。 

   ・配布期間を過ぎた場合、お渡しができない場合があります。 

    （再度、申込むことはできません。） 

    ※引換券をなくされたときは緑と花の推進課まで連絡ください。 

 （８）植樹 

   ・市内の自己敷地内に植えてください。鉢植えでも構いません。 

３．その他の注意事項 

   ・希望樹種の変更はできません。 

   ・希望する苗木が調達できなかった場合は、他の樹種になります。 

   ・植栽後、枯れた場合でも交換はいたしません。 

   ・提供いただいた個人情報は記念樹配布事業以外には使用いたしません。 

   ・辞退されるときは必ず緑と花の推進課へ連絡してください。 

   ・１１月下旬になっても緑と花の推進課から通知が届かない場合、問合せし

てください。 
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令和２年度記念樹配布申込書 

                  令和 2 年  月   日  

知多市長 様  

申込者 〒              

                     

住所 知多市                      

                     

氏名                            

 

電話番号                         

 

下記のとおり記念樹配布を申し込みます。 

配布対象項目  
・該当する記念に「○」を 

 ご記入ください。 

・出生         （子の名前：            ） 

・（小・中・高）入学 （子の名前：            ） 

・（小・中・高）卒業 （子の名前：            ） 

・結婚  ・結婚（ 5・10・15・20・25・50 ）周年  

・賀寿 （ 還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿 ） 

・新築  ・住宅購入   

記念の年月日              年     月    日  

配布希望の樹種  
・苗木１本（５０㎝程度目安）

を無料でお配りします。 

・希望の樹種欄に「○」を 

 ご記入ください。 

 梅   ギンバイカ 

 ヤマモモ  クチナシ 

 ヒラドツツジ  キンモクセイ 

 ハナミズキ  イロハモミジ 

 シマトネリコ   

※ 配布数 ３００本 （申込み順で受付けします。） 

※ 記念樹の申し込みは、市内在住の方で年度当たり各世帯１回に限ります。 

※ 配布は１１月下旬頃にハジカミほ場でお渡しします。 

決まり次第連絡しますので、責任を持って受取りに来てください。 

※ 記念樹は市内の自己敷地内に植えてください（鉢植えでも可）。 

※ 提供いただいた個人情報は記念樹配布事業以外には使用いたしません。 

申込み・問い合わせ先           （申込みはメールでも構いません。） 

〒４７８－８６０１ 知多市緑町１番地 知多市役所  

  緑と花の推進課 緑化・公園チーム  ＴＥＬ ０５６２－３６－２６７３（直通） 

                          メール midori@city.chita.lg.jp 

申込み期間（申込み順で受付けます） 

令和２年 4 月 20 日から９月３０日  



資料４

春を感じる季節の花々

概 要

ＰＲポイント

市で管理しているもののほか、地域で管理され、毎年きれいな花を咲かせるものもあります。

お問い合わせ
秘書広報課広報チーム 門井 （0562-36-2642）

知多市には四季折々の自然を感じる花々が数多くあります。その中で、春を感じる季節の花々をご紹介します。

シャクヤク
ベティさんの家旭公園
（金沢字石根）
５月中旬
100ｍにわたり約1,000
本のシャクヤクが、き
れいな花を咲かせます。

マメナシ（イヌナシ）
稲荷神社（金沢字稲荷山）
４月中旬
市指定天然記念物にも指定され
る樹齢１５０年以上の巨木。神
社総代を中心として地域で管理
され、白い花を咲かせます。

ヤマボウシ
大興寺（大興寺字落田）
５月初旬
地元の有志でつくる「山法師
の会」が植栽した約100本のヤ
マボウシが、大興寺禅寺の南
側川沿い一帯で見られます。

つつじ
佐布里パークロード（清水が丘か
ら佐布里池まで）
５月中旬
約３ｋｍの散策路で、約2,500本
のつつじや桜並木などが楽しめま
す。市民の散歩・ジョギングコー
スともなっています。


