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第６次知多市総合計画の実施計画は、中短期的な視点から、基本計画の各項

目に関連する具体的な取組を示すものです。

現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、第２次実

施計画は令和３年度の単年度計画とし、その中から主要事業を抜粋しました。

令和３年度

第６次知多市総合計画
第２次実施計画

主 要 事 業

※新規の内容を含む事業に☆印を表示、事業説明の末尾に記載した金額は
令和３年度の予定事業費

資料１お問い合わせ
企画情報課企画・統計チーム 加藤（0562-36-2639）



〔政策１－１〕子育てしやすい地域づくり

（１）放課後子ども総合プラン事業 【子ども若者支援課】

▲ タブレット端末

１ 重点戦略

〔政策１－２〕次代の担い手を育む教育環境づくり

☆（５）ＧＩＧＡスクール構想推進事業（小学校）

タブレット端末やデジタル教材を活用したＩＣＴ環境を整備し、時代やニーズに

合った質の高い教育活動を行います。（９２百万円）

☆（６）ＧＩＧＡスクール構想推進事業（中学校） 【学校教育課】

障がいのある子どもたちが安心して学習できるよう、特別支援教育指導員や

スクールソーシャルワーカーなどの専門家チームを配置します。（５百万円）

☆（４）きめ細やかな教育支援事業 【学校教育課】

☆（３）公立保育所整備事業 【幼児保育課】

園庭の芝生化など、保育施設の整備を行います。（１０百万円）

基本目標１ ひとづくり

☆（２）民間保育所整備事業 【幼児保育課】

待機児童対策を進めるため、民間事業者の保育所整備を支援します。（１５０百万円）

▲ 民間保育所（ＳＯＲＡ保育園）

１

放課後児童クラブでは、民間事業者への一部業務委託を実施する放課後児童クラ

ブを拡大するとともに、民設民営の放課後児童クラブへの補助を行います。

（１２５百万円）



〔政策２－１〕共に支え合う地域づくり

（８）生活支援体制整備事業 【長寿課】

住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会の仕組みづくりを進めるため、高齢者の相談・支援

体制を強化します。（３１百万円）

▲ はしご自動車

〔政策２－４〕災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

☆（15）河川等管理事業 【土木課】

近年の全国的な集中豪雨による災害発生を踏まえ、調整池の貯水能力の確保

を図るため、浚渫を行います。（９百万円）

☆（11）防災マップ等作成事業 【防災危機管理課】

市民の防災意識を高めるため、地震防災マップと津波ハザードマップの増刷を行います。（２百万円）

（17）消防車両整備事業 【庶務課】

〔政策２－５〕生涯を通じた健康づくり

（18）健康増進施設整備事業 【健康推進課】

幅広い世代の健康づくり、体力づくりに取り組むため、西知多医療厚生組合が整備する健康増進施設の建設を

支援します。（７５百万円）

基本目標２ あんしんづくり

災害への対応力を確保するため、はしご自動車を更新します。（２００百万円）

２

しゅんせつ



〔政策３－１〕にぎわいの拠点づくり

（19）朝倉駅周辺整備事業 【朝倉駅周辺整備推進室】

朝倉駅周辺整備事業として、駅前ロータリーの整備を行います。

（４１３百万円）

▲ 朝倉駅前ロータリー完成予想図

〔政策３－２〕新たなしごとの場づくり

（21）知多大興寺（２期）地区内陸用地造成事業 【商工振興課】

造成事業に係る地区外排水施設の整備を行います。（６百万円）

〔政策３－３〕緑と花に包まれた住環境づくり

（27）公園等整備事業 【緑と花の推進課】

旭公園の遊具更新などを行い、誰もが安心して利用できる憩いの場を提供します。（２８百万円）

基本目標３ にぎわいづくり

３



〔文化〕

☆（28）生涯学習施設整備事業 【生涯学習課】

施設機能の維持を図るため、勤労文化会館のエレベーターを改修します。

（１８百万円）

▲ 合葬式墓地イメージ

２ 分野別計画

〔上下水道〕

（31）斎場整備事業 【環境政策課】

知多墓園の未造成地に合葬式墓地を整備します。（４５百万円）

（34）配水設備新設改良事業 【水道課】

（36）管渠等施設整備事業 【下水道課】

〔環境〕

☆（32）合葬式墓地整備事業 【緑と花の推進課】

基幹配水管の耐震化、老朽化した配水管の更新、配水場・ポンプ場の設備更新を行います。（５４３百万円）

重要な汚水幹線などの耐震化を進めるとともに、汚水管渠の整備を行います。（３６７百万円）

施設の安定運営のため、火葬炉や空調設備等を改修します。（３４百万円）

４



お問い合わせ
企画情報課企画統計チーム 松村（0562-36-2639）
都市計画課朝倉駅周辺整備推進室事業調整チーム 市川（0562-36-2667）

資料２

朝倉駅周辺整備事業における事業者公募の延期について

本市では、令和３年度からの３年間について、集中的に行財政改革を進めるものとし、持続可能な財
政基盤をつくることを最優先に取り組むため、朝倉駅周辺整備事業における事業者公募を、３年間延期
することとしました。

１ これまでの状況

市では、朝倉駅周辺整備事業として、駅周辺の市有地を活用して、市の玄関口にふさわし

いにぎわいの交流拠点を整備することとしています。

令和２年３月に実施方針を公表し、その後、５月に事業者公募を予定しておりましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により、民間事業者の応募準備が困難な状況にあると判断

し、事業者公募を延期しています。

２ 行財政改革について

これにあわせて、朝倉駅周辺整備事業における事業者公募は、３年間延期します。
なお、現在施工中の駅前ロータリー工事については、令和４年度の完成に向けて計画どお

り実施する予定です。

３ 事業者公募の延期について

一方、依然として新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況にあり、来年度以降、
本市の税収や社会保障関係費にも大きな影響は避けられず、厳しい財政運営が見込まれてお
ります。
こうしたことから、本市では、令和３年度からの３年間について、集中的に行財政改革を

進めるものとし、持続可能な財政基盤をつくることを最優先に取り組むこととしました。

事業区域

北街区

中街区



資料３

仕事納め式・仕事始め式の中止について

１ 中止する経緯

・政府は、新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言を踏まえ、各府省の職員
に、年末年始の休暇の取得を奨励

・経済団体、地方公共団体等に対しても、同様の取組を行うよう依頼

・最近の県内の新型コロナの状況に関して、大村知事が「第３波が来ているの
ではないか」と発言するなど、終息の目途がたっていない。

参考：昨年度の開催状況

仕事納め式：令和元年12月27日（金）午後３時から 市職員 約220人

お問い合わせ
総務課文書・庶務チーム 古川（0562-36-2630）

仕事始め式：令和２年１月６日（月）午前９時から 市職員 約230人

２ 期待される効果等

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止が図られる。

・職員の働き方改革の推進につながる。
▲ 昨年度の仕事始め式の様子

本市では、年末年始に実施していた仕事納め式・仕事始め式を中止します。



資料４

勤労文化会館へのパンダコーナー設置について

国際希少野生動植物種である、ジャイアントパンダのはく製を無償で１年間借り受けることができる
ため、市民に学びの機会を提供する目的で次のとおり展示します。

１ 展示期間

１１月１０日（火）～令和３年１０月５日（火）

お問い合わせ
生涯学習課事業推進チーム 黒川（0562-31-0383）

２ 展示場所

３ 展示の構成

４ お披露目式

(1) ジャイアントパンダのはく製
(2) ジャイアントパンダの生態、特徴などの紹介パネル及び動画
(3) 国内におけるジャイアントパンダの飼育状況等の紹介パネル

▲ ジャイアントパンダのはく製

(1) 日時
１１月１０日（火）午後１時３０分から

(2) 場所
勤労文化会館 １階エントランスホール

ぜひ会いに
来てね!!

知多市緑町５番地の１

勤労文化会館 １階エントランスホール

開館時間：午前９時から午後９時まで

休館日：毎週月曜日

（月曜日が祝日の場合には、翌日以降の最も早い休日でない日）

12月28日～1月4日



資料５

やったろーぜ！！楽ちた楽祭 season８
概 要

市民活動団体と市内の事業者が連携して組織する「やったろーぜ！！楽ちた楽祭実
行委員会」が主催する市民祭です。
８回目となる今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、屋内ブースの出店

を取りやめるなどの感染対策を講じたうえで、「きて・みて・あそんで・はたらいて
知多の新しい大好き発見」をテーマに開催されます。

ＰＲポイント

毎年大人気の、子どもの職業体験イベント「子どもハローワーク」を今年も実施
します。
屋外ブースは、知多市商工会青年部と知多翔洋高等学校の生徒が連携して考案し

たハンバーガーの販売や、市民活動団体による物品販売など、例年より充実した内
容となっています。
また、知多翔洋高等学校のギター部・ダンス同好会をはじめ、市内で活躍するチ

アダンスや、よさこい踊りグループによるステージで会場を盛り上げます。

日 時 １１月８日（日） 午前１０時００分～午後３時３０分

会 場 知多市市民活動センター

ステージ出演者 知多翔洋高等学校ギター部・ダンス同好会、知多青年会議所、PEACH☆CHEERS、元∞GEN∞ほか

詳 細 別添チラシをご覧ください。

お問い合わせ
市民活動センター 杉浦（0562-31-0382）

▲昨年の様子

主 催 やったろーぜ！！楽ちた楽祭実行委員会（共催：知多市、協力：八幡台自治会）



市職員が市制施行50周年を記念してデザインしたパネルとともに、八幡中学校と
旭南中学校の特別支援学級の生徒が作成したデザインパネルも設置します。
また、朝倉駅構内に、訪れた人が願いを込めた短冊を飾ることができるモミの木

も設置します。

朝倉駅前ロータリーをイルミネーションで飾る『スターダスト・ファンタジー・
ちた』は、今年で17年目を迎えます。
ロータリー内にある時計塔と、２本のツリーをイメージしたイルミネーションを

中心として、約41,000球（白熱球 28,000球 ＬＥＤ 13,000球）の電球を満点の
夜空「スターダスト」（夜、小さく光って見えるたくさんの星）に見立て、朝倉駅
前ロータリーを飾ります。

駐車場 朝倉駅前駐車場を３０分間無料で利用できます。

場 所 朝倉駅前ロータリー

期 間 １１月２０日（金）～令和３年１月８日（金） 午後５時～１０時

ＰＲポイント

資料６

市制施行50周年記念
「スターダスト・ファンタジー・ちた」2020

概 要

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）

▲昨年の様子

点灯式 １１月２０日（金）午後４時５０分から

知多市長とパネルを作成した中学生が、カウントダウン点灯式を行う予定です。



見ごろ １１月下旬から１２月上旬

資料７

秋を感じる市内の名所

日長紅葉谷

お問い合わせ
秘書広報課広報チーム 門井（0562-36-2642）

場 所 日長紅葉谷（日長神社地内・日長字森下）

市内随一の紅葉狩りの名所である、日長の「紅葉谷」は、名古屋鉄道の前身で

ある愛知電気鉄道が、常滑線を開通させる以前の明治42年に紅葉を植えたことか

ら始まります。

戦後、四十二の厄年の方々により下草刈り奉仕が行われ、紅葉の名所として知
られるようになり、現在は100本ほどの紅葉を見ることができます。平成28年度か
ら活動をはじめた地元有志でつくる「ひながプロジェクト」が「日長紅葉谷」を
含めた地域の活性化のために活動をしています。

大興寺の四季桜

大興寺周辺の里山を再生している地元有志でつくる「山法師の会」が、「秋に

も花見を楽しめるように」と、2015年から四季桜を植えはじめ、現在は400本ほど

になります。

見ごろ １１月上旬ごろまで

場 所 大興禅寺の東側里山一帯（大興寺字落田）


