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資料１－１

【会計別当初予算比較表】

（単位：千円、％）

予 算 額 (A) 構成比 予 算 額 (B) 構成比

28,404,000 65.4 28,093,000 66.1 1.1

9,185,200 21.2 9,267,200 21.8 △ 0.9

 国民健康保険事業 7,843,300 18.1 7,945,700 18.7 △ 1.3

 後期高齢者医療事業 1,341,900 3.1 1,321,500 3.1 1.5

5,810,900 13.4 5,150,500 12.1 12.8

 水道事業 1,861,200 4.3 1,888,300 4.4 △ 1.4

 下水道事業 3,949,700 9.1 3,262,200 7.7 21.1

43,400,100 100.0 42,510,700 100.0 2.1

企  業  会  計

合          計

会    計    名
令和３年度 令和２年度

一  般  会  計

特  別  会  計

増減率

 



資料１－２

【一般会計歳入歳出予算比較表】
歳入予算比較表 （単位：千円、％）

差引

予算額(Ａ) 構成比 予算額(Ｂ) 構成比 (Ａ)－(Ｂ)

＊ １ 市税 14,458,804 50.9 15,059,804 53.6 △ 601,000 △ 4.0

２ 地方譲与税 307,500 1.1 317,500 1.1 △ 10,000 △ 3.1

３ 利子割交付金 15,000 0.0 15,000 0.1 0 0.0

４ 配当割交付金 70,000 0.2 70,000 0.3 0 0.0

５ 株式等譲渡所得割交付金 60,000 0.2 60,000 0.2 0 0.0

６ 法人事業税交付金 60,000 0.2 30,000 0.1 30,000 100.0

７ 地方消費税交付金       1,500,000 5.3 1,600,000 5.7 △ 100,000 △ 6.3

８ 環境性能割交付金 47,000 0.2 55,000 0.2 △ 8,000 △ 14.5

９ 地方特例交付金 193,300 0.7 110,000 0.4 83,300 75.7

10 地方交付税 593,000 2.1 590,000 2.1 3,000 0.5

11 交通安全対策特別交付金 11,000 0.0 11,000 0.0 0 0.0

＊12 分担金及び負担金 33,891 0.1 28,403 0.1 5,488 19.3

＊13 使用料及び手数料 846,266 3.0 802,908 2.9 43,358 5.4

14 国庫支出金 3,881,074 13.7 3,210,501 11.4 670,573 20.9

15 県支出金 1,986,327 7.0 1,874,217 6.7 112,110 6.0

＊16 財産収入 29,463 0.1 27,871 0.1 1,592 5.7

＊17 寄附金 100,701 0.4 37,601 0.1 63,100 167.8

＊18 繰入金 1,255,891 4.4 925,506 3.3 330,385 35.7

＊19 繰越金 320,000 1.1 320,000 1.1 0 0.0

＊20 諸収入 1,386,183 4.9 1,350,088 4.8 36,095 2.7

21 市債 1,248,600 4.4 1,597,600 5.7 △ 349,000 △ 21.8

0 自動車取得税交付金 0 1 0.0 △ 1 皆減

28,404,000 100.0 28,093,000 100.0 311,000 1.1歳　入　合　計

款
令和３年度 令和２年度

増減率

市税

50.9%

諸収入

4.9%
繰入金

4.4%

使用料及び手数料

3.0%

繰越金

1.1%

寄附金

0.4%

分担金及び負担金・

財産収入

0.2%

国庫支出金

13.7%

県支出金

7.0%

地方消費税交付金

5.3%

市債

4.4%

地方交付税

2.1%

地方譲与税

1.1%

その他

1.5%

自主財源

64.9%

依存財源

35.1% 総額
284.04億円

＊印：自主財源
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歳出予算比較表（目的別） （単位：千円、％）

差引

予算額(Ａ) 構成比 予算額(Ｂ) 構成比 (Ａ)－(Ｂ)

１ 議会費 253,281 0.9 253,174 0.9 107 0.0

２ 総務費 2,750,508 9.7 3,208,343 11.4 △ 457,835 △ 14.3

３ 民生費 12,257,287 43.1 11,694,866 41.6 562,421 4.8

４ 衛生費 4,289,963 15.1 4,063,133 14.5 226,830 5.6

５ 労働費 46,673 0.1 50,490 0.2 △ 3,817 △ 7.6

６ 農林水産業費 192,383 0.7 260,745 0.9 △ 68,362 △ 26.2

７ 商工費 389,328 1.4 338,582 1.2 50,746 15.0

８ 土木費 2,810,220 9.9 2,719,794 9.7 90,426 3.3

９ 消防費 1,092,577 3.8 927,769 3.3 164,808 17.8

10 教育費 2,492,476 8.8 2,903,224 10.3 △ 410,748 △ 14.1

11 災害復旧費 28,000 0.1 28,000 0.1 0 0.0

12 公債費 1,751,303 6.2 1,594,879 5.7 156,424 9.8

13 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

14 予備費 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

28,404,000 100.0 28,093,000 100.0 311,000 1.1歳　出　合　計

款
令和３年度 令和２年度

増減率

民生費

43.1%

衛生費

15.1%

土木費

9.9%

総務費

9.7%

教育費

8.8%

公債費

6.2%

消防費

3.8%

商工費

1.4%

議会費

0.9%

農林水産業費

0.7%

予備費

0.2%
労働費

0.1%
災害復旧費

0.1%

諸支出金

0.0%

総額

284.04億円
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歳出予算比較表（性質別） （単位：千円、％）

差引

予算額(Ａ) 構成比 予算額(Ｂ) 構成比 (Ａ)－(Ｂ)

1 人件費 6,118,741 21.5 6,548,590 23.3 △ 429,849 △ 6.6

2 物件費            6,119,818 21.5 5,668,589 20.2 451,229 8.0

3 維持補修費        287,507 1.0 356,697 1.3 △ 69,190 △ 19.4

4 扶助費            6,363,551 22.4 6,061,222 21.6 302,329 5.0

5 補助費等          3,763,405 13.3 3,651,994 13.0 111,411 3.1

6 公債費            1,704,845 6.0 1,548,421 5.5 156,424 10.1

7 積立金            13,898 0.1 107,208 0.4 △ 93,310 △ 87.0

8 投資及び出資･貸付金 116,001 0.4 149,001 0.5 △ 33,000 △ 22.1

9 繰出金            1,893,297 6.7 1,695,726 6.0 197,571 11.7

予備費            50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

小計 26,431,063 93.1 25,837,448 92.0 593,615 2.3

10 普通建設事業費    1,944,937 6.8 2,227,552 7.9 △ 282,615 △ 12.7

11 災害復旧事業費    28,000 0.1 28,000 0.1 0 0.0

小計(投資的経費) 1,972,937 6.9 2,255,552 8.0 △ 282,615 △ 12.5

合計 28,404,000 100.0 28,093,000 100.0 311,000 1.1

義務的経費 1+4+6 14,187,137 49.9 14,158,233 50.4 28,904 0.2

増減率区　　　　　　分
令和３年度 令和２年度

扶助費

22.4%

人件費

21.5%

公債費

6.0%

普通建設

事業費

6.8%
災害復旧事業費

0.1%

物件費

21.5%

補助費等

13.3%

繰出金

6.7%

維持補修費

1.0%

投資及び出資･

貸付金

0.4%

予備費

0.2%
積立金

0.1%

その他の

経費

43.2％

義務的経費

49.9％

投資的経費
6.9%

総額

284.04億円
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令和３年度の主な事業概要 資料１－３

（千円）

予算額
参考資料
ページ

予算概要
ページ

駅前ロータリーの整備を進めます 241,850 1 35

（千円）

予算額
参考資料
ページ

予算概要
ページ

☆ 東部幼稚園の民営化及び認定こども園化を進めます 46 2 23

☆
新田保育園における園庭の芝生化など、保育環境の整備を行
います

9,980 3 23

☆
待機児童対策として、民間事業者による保育所整備を支援し
ます

150,000 4 24

☆
特別な支援が必要な児童生徒のために、専門家チームを結成
します

5,288 5 39

☆
小学校の教室ロッカーを森林環境譲与税を活用して改修しま
す

8,500 6 40

（千円）

予算額
参考資料
ページ

予算概要
ページ

☆
複合・複雑化したニーズに対応する、包括的な支援体制への
移行を進めます

1,000 7 17

直ぐに就労することが困難な生活困窮者等に対して就労準備
支援を行います

8,000 8 18

ひきこもり等により丁寧な支援を必要とする方にアウトリー
チ支援を行います

5,800 9 18

☆
就労的活動支援コーディネーターを配置し、高齢者の社会参
加を促進します

8,000 10 19

高齢者の介護予防、いきいきとした地域社会づくりに取り組
みます

30,869 11 26

新型コロナウイルスワクチン接種事業を実施します 318,801 12 27

東海市と共同して西知多クリーンセンターを建設します 210,765 13 30

（千円）

予算額
参考資料
ページ

予算概要
ページ

「ちた防災フェア」を開催します 900 14 12

☆ 自転車乗車用ヘルメットの購入補助制度を創設します 834 15 13

農業用ため池の耐震性向上を図るため、堤体補強等の耐震対
策を行います

3,840 16 32

☆ 調整池の適切な維持管理に努め、貯水能力を確保します 9,000 17 36

項　　　　　　　　　　目

　③　いきいきと健やかに暮らす仕組みづくり

項　　　　　　　　　　目

　④　安全・安心に暮らせるまちづくり

項　　　　　　　　　　目

　①　都市拠点「朝倉駅」のにぎわいづくり 　☆新規事業

項　　　　　　　　　　目

　②　子育てと学びを地域で支える仕組みづくり

1



（千円）

☆ はしご自動車の老朽化に伴い車両を更新します 200,000 18 39

安全な水を安定して供給するため、老朽管及び施設の更新を
進めます

151,500 19 51

南部浄化センターの老朽化した設備の更新を行います 858,000 20 53

地震に強い水道を目指し、重要な管路の耐震化を進めます 289,000 21 51

（千円）

予算額
参考資料
ページ

予算概要
ページ

農業経営基盤の安定を図るため、知多広域農道の舗装打ち換
えを行います

4,250 22 32

市内中小事業者の緊急的な資金繰りを支援します 3,600 23 32

工業用地開発事業を推進し、企業誘致を行い、産業を活性化
します

8,500 24 33

質の高い市街地の形成を図るため、土地区画整理組合を支援
します

50,000 25 36

地域経済に活力を吹き込むため、土地区画整理組合を支援し
ます

138,500 26 36

（千円）

予算額
参考資料
ページ

予算概要
ページ

「理想の未来」に向け、あたらしく、知多らしい協働のまち
づくりを進めます

212 27 15

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワーク環境を整
備します

493 28 16

より読みやすく市の魅力が伝わる「広報ちた」にリニューア
ルします

28,240 29 16

市制施行５０周年記念式典を開催します 9,726 30 17

☆
東京オリンピック大会の開催を契機とし、カタール国との友
好交流を深めます

3,000 31 14

☆ 地域担当職員制度を導入し、コミュニティ活動を支援します 2,642 32 13

地域とともに「地域バス」の実証運行を行います 2,440 33 15

☆ 新たな環境学習講座を開催します 300 34 28

☆ 佐布里池の水面を活用した、新たな賑わいを創出します 5,000 35 －

☆ 知多墓園に合葬式墓地を整備します 45,000 36 38

市民の健康増進と地域活性化のため、マラソン大会を開催し
ます

14,500 37 43

他市町や県と共同して、下水汚泥の処理を行い、支出の抑制
を図ります

152,924 38 53

項　　　　　　　　　　目

　⑤　未来に広がる産業・にぎわいの基盤づくり

項　　　　　　　　　　目

　④　安全・安心に暮らせるまちづくり

　⑥　その他
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資料１－４ 

 

令和３年度の主な事業概要 

 

参 考 資 料 



駅前ロータリーの整備を進めます

安全で円滑な交通結節点を確保するため、駅前ロータリーの改良工事を行います。

１ 事業内容

お問い合わせ
都市計画課朝倉駅周辺整備推進室
整備チーム 蟹江（0562-36-2667）

２ 事業費

ロータリー整備事業 ２１２，０００千円（一般車ロータリー、屋根）

関連事業 ２９，８５０千円（仮設一般車送迎路・待機場等）

３ 財源内訳

国庫補助金 ９５，４００千円
地方債 １０１，７００千円
一般財源 ４４，７５０千円

▲ 駅前ロータリーの完成予想図

予算 ２４１，８５０千円

駅前ロータリーのうち主に一般車ロータリーを整備する工事と、雨に濡れずに移動できる屋根をバス・タクシーの

ロータリーに設置する工事を行います。

また、仮設の一般車送迎路・待機場を整備するなどの関連事業を行います。

－　1　－



東部幼稚園の民営化及び認定こども園化を進めます

令和５年４月、東部幼稚園を民間の幼保連携型認定こども園に移行します。

１ 事業内容

令和２年８月に策定した知多市保育所等再整備計画２０２０に基づき、東部幼稚園を民間の幼保連携型認定こども園

に移行し、東部地区の保育需要に対応します。令和３年度は、事業者選定委員会を設置し、運営事業者を選定します。

お問い合わせ
幼児保育課施設管理・運営チーム 早川（0562-36-2659）

２ 事業費

民間保育所等整備運営事業者選定委員報償金 ４６千円

３ 事業スケジュール

令和３年度 事業者選定
令和４年度 整備工事
令和５年度 開所

▲ 東部幼稚園

ポンチ絵・写真、図など入れて分かりやすく

予算 ４６千円

新規

－　2　－



新田保育園における園庭の芝生化など、保育環境の整備を行います

園児のケガ防止及び周辺へのほこり対策のため、あいち森と緑づくり都市緑化推進交付金を活用し、
新田保育園の園庭を芝生化します。

また、老朽化している新舞子保育園未満児棟の改修工事を行います。

１ 事業内容

【新田保育園園庭芝生化事業】

園庭の芝生化（芝生の植付けは、園児・保護者等が参加する県民参加緑づくり事業として行います。）

【新舞子保育園未満児棟改修工事】

施設の一部撤去及びトイレ等の改修工事（令和３年度 改修工事設計、令和４年度 改修工事）

【食器洗浄機購入】

佐布里保育園始め４園で老朽化した食器洗浄機を更新

お問い合わせ
幼児保育課施設管理・運営チーム 早川（0562-36-2659）

２ 事業費

【新田保育園園庭芝生化事業】

植栽基盤等整備工事費 ３，４００千円

園具購入費等 ５８０千円

【新舞子保育園未満児棟改修工事】

改修工事設計委託料 ２，０００千円

【食器洗浄機購入】

食器洗浄機購入費 ４，０００千円

３ 財源内訳

県補助金 ３，０００千円
一般財源 ６，９８０千円 ▲ 芝生化後の園庭イメージ

ポンチ絵・写真、図など入れて分かりやすく

予算 ９，９８０千円

新規

－　3　－



待機児童対策として、民間事業者による保育所整備を支援します

令和４年４月、東部地区に０歳～５歳児までが利用できる保育所が開所します。

１ 事業内容

設置・運営事業者 社会福祉法人 松壽会

総事業費 約２００，０００千円

施設定員 ０歳児 ９人、１歳児 １５人、２歳児１８人

３～５歳児 各２０人、合計１０２人

お問い合わせ
幼児保育課施設管理・運営チーム 早川（0562-36-2659）

２ 事業費

整備費補助金 １５０，０００千円

３ 財源内訳

国庫補助金 １３３，３３３千円
市負担金 １６，６６７千円

▲ 建設予定地

ポンチ絵・写真、図など入れて分かりやすく

予算 １５０，０００千円

新規

－　4　－



特別な支援が必要な児童生徒のために、専門家チームを結成します

特別支援教育指導員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを含めた「専門家チー
ム」を配置することで、特別支援教育のみならず、知多市内のすべての児童生徒の教育環境を整えてい
きます。

１ 事業内容

お問い合わせ
学校教育課庶務チーム 濱野（0562-36-2681）

２ 事業費

スクールソーシャルワーカー謝礼金 ２，４５３千円（１日６時間×週３日）

特別支援教育指導員謝礼金 ２，８３５千円（１日６時間×週３日）

３ 財源内訳

県補助金 ８００千円
一般財源 ４，４８８千円

めざすチームの姿

分かりやすく

予算 ５，２８８千円

特別支援
学級担任

特別支援
教育指導
員

スクール
ソーシャルワー

カー

SSW ス ー
パーバイ
ザー

スクール
カウンセ
ラー

保護者
児童・
生徒

障がいのある児童・生徒が安心して学習できるよう、学習支援や生活支援などを行い、児童・生徒の自立に向け
た取組を支援します。年々増加している特別な支援を要する児童生徒への対応のため、専門家チームを配置します。

新規
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小学校の教室ロッカーを森林環境譲与税を活用して改修します

小学校の老朽化した教室ロッカーを国産木材を使ったロッカーに改修します。ロッカーの整備には森
林環境譲与税を積み立てた基金を活用し、木材利用の促進を図ります。

１ 事業内容

お問い合わせ
学校教育課施設チーム 山本（0562-36-2682）

２ 事業費

▲ 新しい木製ロッカーのイメージ

予算 ８，５００千円

８，５００千円

１教室当たり１，７００千円

５教室分

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に

確保する観点から創設された国税で、令和元年度より国から各自治体に譲与されています。この森林環境譲与税を活

用して、老朽化した小学校の教室ロッカーの改修を順次進めます。

令和３年度は旭北小学校の低学年の教室ロッカーを改修します。

▲ 老朽化した小学校の教室ロッカー

新規
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複合・複雑化したニーズに対応する、包括的な支援体制への移行を進めます

地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業を
一体的に行う重層的支援体制整備事業を令和４年度から開始するため、移行準備事業を実施します。

１ 事業内容

介護や障がい、子ども、生活困窮など、属性にかかわらず相談を受け止め、複雑な事例には多機関が連携して必要な

支援につなぎ、社会参加に向けた支援や住民同士の交流を進めて社会的孤立の発生・深刻化を防ぐなど、重層的に本人

に寄り添い、伴走する重層的支援体制整備事業を令和４年度から開始するため、移行準備事業を実施します。

お問い合わせ
福祉課社会福祉・障がい者支援チーム 古田（0562-36-2650）

２ 事業費

１，０００千円（重層的支援体制整備事業への移行準備委託料）

３ 財源内訳

国庫補助金 ７５０千円
一般財源 ２５０千円

予算 １，０００千円

相談支援事業

★本人・世帯の属性にかかわらず受け止める包括的相談支援事業
★複合課題を抱える相談者にかかる支援機関を調整する多機関協働
事業

★必要な支援が届いていない相談者に対するアウトリーチ等を通じ
た継続的支援事業

参加支援事業
★既存の取組では対応できない狭間のニーズに対応し、本人のニー
ズと地域の資源との間を取り持つなど、社会とのつながりを回復
する支援

地域づくり事業
★多世代交流や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援
★住民同士が出会い、参加する場や居場所、交流や活躍の場を生み
出すコーディネート機能を確保

新規
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直ぐに就労することが困難な生活困窮者等に対して就労準備支援を行います

就労に向けての阻害要因（生活リズムが崩れている等）を抱え、就労に向け準備が必要な方に対して、
一般就労に必要な基礎的能力の形成に向けて、最長１年間の集中的な支援を実施します。

１ 事業内容

生活困窮者や生活保護受給者の様々な状態像に応じて、日常生活自立・社会生活自立・就労自立に関する多様な支援メ

ニューを組み合わせたプログラムを作成し、一般就労に向けて計画的に一貫した支援を実施する。

（支援メニュー：職場見学、就労体験、セミナー、グループワーク、模擬面接、履歴書等の作成指導、内職作業、ボラン

ティア活動等）

お問い合わせ
福祉課生活保護チーム 竹内（0562-36-2651）

２ 事業費

就労準備支援事業委託料 ６，２９６千円

被保護者就労準備支援事業委託料 １，７０４千円

３ 財源内訳

国庫補助金（補助率２／３） ５，３３３千円

予算 ８，０００千円

◎就労自立までの流れ

相 談 支 援 機 関

生活困窮者

生活保護受給者

プログラム作成
利用者の状態に応
じた支援メニュー
を組み合わせて個
別支援プログラム
を作成

・昼夜逆転など、生活習
慣の改善が必要
・他者とのコミュニケー
ションが苦手など、社会
参加能力の改善が必要
・自分に自信がない、社
会の役に立たないなど、
自尊感情に乏しい
・就労意欲が低い・就労
に関する能力が低い 等

対 象 者
就 労 準 備 支 援 事 業 所

プログラム実施

・日常生活自立支援

・社会生活自立支援

・就労自立支援

※就労体験事業との

併用も可能

生活困窮者

サポートセンター

就

労

自

立

福祉事務所(生活保護)
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ひきこもり等により丁寧な支援を必要とする方にアウトリーチ支援を行います

アウトリーチ支援員がひきこもり支援を必要とする方の自宅を訪問し、信頼関係を構築した後、就労
支援など自立に向けて集中的に支援します。

１ 事業内容

・自宅を訪問し、ひきこもりの方に接触するなど、初期のつながりを確保する。

・つながりができた後の信頼関係の構築、関係機関への同行相談、就労支援など、自立までの一貫した支援を実施する。

・ひきこもりの背景となる多様な事情や心情に寄り添い、本人やその家族を中心とした支援を継続する。

お問い合わせ
福祉課生活保護チーム 竹内（0562-36-2651）

２ 事業費

アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業委託料 ５，８００千円

３ 財源内訳

国庫補助金（令和４年度まで１０／１０） ５，８００千円

◎ひきこもり等支援の流れ

予算 ５，８００千円

情報提供

アウトリーチ支援員

ひきこもり対象者・家族

関係機関等情報提供者
就

労

自

立

自宅訪問
相談支援

生活困窮者
サポートセンター

若者支援センター

〇自立支援機関

就労準備支援事業所

就 労 体 験 事 業 所

就 労 支 援 機 関

同行支援

就労支援

定着支援
〇ひきこもり支援機関

相 談 支 援 機 関

若者サポートステーション

ハローワーク

福祉事務所(生活保護)
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就労的活動支援コーディネーターを配置し、高齢者の社会参加を促進します

就労的活動支援コーディネーターを配置し、活動をしたい高齢者と就労的活動の場を提供できる民間
企業・団体等とマッチングし、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するものです。

１ 事業内容

活動をしたい高齢者と幅広い就労的活動ができる場（事業所等への就労から地域のボランティア活動まで）をマッチ

ングする仕組みを構築することにより、高齢者の社会参加を進めるとともに、活動団体の高齢化や担い手不足などの理

由により、事業継続が難しくなっている地域の助け合い活動等の活性化を図ります。

お問い合わせ
長寿課高齢者支援チーム 江端（0562-36-2652）

２ 委託先

３ 事業費

就労的活動支援事業委託料 ８，０００千円

▲ 市内のサロン活動の様子

予算 ８，０００千円

市内ＮＰＯ法人を予定

新規

－　10　－



高齢者の介護予防、いきいきとした地域社会づくりに取り組みます

高齢者がフレイルや要支援・要介護状態にならず地域でいつまでも元気で過ごすため、さまざまな介
護予防事業を展開します。

１ 事業内容

「介護予防通信」を発行し、高齢者のフレイル予防の啓発に努めます。コロナ禍において活動量が低下している高齢

者への支援も含め、自宅や地域で感染対策に留意しながら介護予防や健康づくりの取組ができるよう情報発信していき

ます。

運動器機能向上、栄養改善、閉じこもり予防、認知症予防が図られるよう、地域において介護予防事業を展開します。

また、市内各所（事業所等）で高齢者が気軽に通える体操教室を新たに開催し、高齢者が自分自身の健康状態を振り返

り、自らが主体的に介護予防に取り組めるよう支援します。

お問い合わせ
健康推進課健康づくり・食育チーム 佐藤（0562-54-1300）

２ 事業費

地域介護予防事業費 ３０，８６９千円

ポンチ絵・写真、図など入れて分かりやすく

予算 ３０，８６９千円

※フレイルとは、身体的機能や認知機能の低下がみられる状態のことを指すが、早期介入により要介護状態に進まずに
元の健常な状態に戻る可能性がある。
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新型コロナウイルスワクチン接種事業を実施します

国の新型コロナウイルスワクチン接種事業を実施するため、接種体制を整備し接種事業を実施します。

１ 事業内容

(１) 接種体制の確保

２年度に引き続き実施体制の確保等を行い、新型コロナウイルスワクチン接種事業を円滑に実施します。

(２) 接種事業

市民への円滑な新型コロナウイルスワクチン接種は国の示した接種基準により、順次実施していきます。

お問い合わせ
健康推進課ワクチン接種対策チーム 竹内（0562-54-1300）

２ 事業費

新型コロナウイルスワクチン接種費 ３１８，８０１千円

ポンチ絵・写真、図など入れて分かりやすく

予算 ３１８，８０１千円

３ 財源内訳

国庫支出金 ３１８，８０１千円
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東海市と共同して西知多クリーンセンターを建設します

西知多医療厚生組合を事業主体として、令和５年度の新しいごみ処理施設の完成を目指します。

１ 事業スケジュール

予算 ２１０，７６５千円
お問い合わせ
ごみ対策課政策・管理チーム 岩田（0562-32-5300）

▲ 西知多クリーンセンターの
完成イメージ

項 目 H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

R
05

R
06

覚書･協定書締結 ●

組合統合事務開始 ●

建設候補地選定 ●

基本構想策定 ●

施設整備基本計画策定 ●

循環型社会形成
推進地域計画策定

● ●

環境影響評価
●

都市計画手続 ●

要求水準書等作成 ●

整備･運営事業者選定 ●

建設工事･工事監理 ●

新施設の稼働 ●

２ 令和３年度の主な事業

・西知多クリーンセンターの

建設工事

・建設工事監理業務

・地下水モニタリング調査業

務

環境配慮書→方法書→現地調査→準備書→評価書

第１次 第２次
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「ちた防災フェア」を開催します

市民の防災意識の向上を図るため、市民団体との協働により、「ちた防災フェア」を開催します。
防災について考える機会として、防災まちづくり講演会、ボランティア等による防災啓発活動、音楽

隊のコンサート等を実施します。

１ 事業費

開催委託料 ９００千円

お問い合わせ
防災危機管理課防災危機管理チーム 松井（0562-36-2638）

２ 開催時期

令和４年１月下旬

４ 事業内容

・防災まちづくり講演会
・市内防災ボランティア等による防災啓発活動
・音楽隊によるコンサート・演奏指導

▲ 防災まちづくり講演会

予算 ９００千円

３ 開催場所

勤労文化会館つつじホールほか

５ 財源内訳

県補助金 ３００千円
一般財源 ６００千円

▲ 防災啓発活動
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自転車乗車用ヘルメットの購入補助制度を創設します

７歳～１８歳の児童・生徒等及び６５歳以上の高齢者に対し、ヘルメットの購入費用を補助すること
で、ヘルメットの着用を促進し、交通事故の被害の軽減を図ります。

１ 概要

自転車乗用中の交通事故は、７歳～１８歳の児童・生徒等の負傷事故が多く、また、６５歳以上の高齢者における死亡

事故の割合が高い傾向にあることから、事故の被害軽減に有効であるヘルメットの着用を促進するため、この世代を対象

にヘルメットの購入費用を補助するものです。

お問い合わせ
市民協働課交通・防犯チーム 加藤（0562-36-2645）

２ 補助内容

県補助金 ４１７千円

一般財源 ４１７千円

３ 財源内訳

予算 ８３４千円

対象者
・７歳～１８歳の児童・生徒等又はその保護者
・６５歳以上の高齢者

補助金額
ヘルメットを購入するために要した費用の１／２
上限２，０００円

新規
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農業用ため池の耐震性向上を図るため、堤体補強等の耐震対策を行います

下流域住民の生命や財産、農地、農作物を守るとともに農業者の安定経営を図るため、「石根下池及
び種廻間池」において県営事業により耐震対策工事を実施し、被害を未然に防止します。

１ 事業内容

農業用ため池は、農業用水源のほか洪水調節機能や自然環境の保全など多面的機能を持つ重要な施設である反面、地

震等によりひとたび決壊すると下流域に多大な被害をもたらします。そこで、耐震調査の結果に基づき、地震時におい

て堤体の安定不足が判明した農業用ため池について、県営事業で堤体補強等による耐震対策を行い、被害を未然に防止

するものです。

お問い合わせ
農業振興課土地改良チーム 花井（0562-36-2666）

２ 事業費

事業費 ２４，０００千円 （負担割合） 国５０％ 県３４％ 市１６％
日長地区 市負担金 ２４，０００千円 × １６％ ＝ ３，８４０千円

日長地区の「石根下池及び種廻間池」は、農業用ため池として地域農業の
重要な役割を担っています。

本事業は、被害面積を２２．４ｈａ、被害農地を田１４．１ｈａ、畑
１．５ｈａと想定して、令和２年度から７年度までの予定で耐震対策工事を
行います。

令和３年度は、石根下池の堤体補強工事、取水施設等の改修に取り組みま
す。

▲ 石根下池

予算 ３，８４０千円
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調整池の適切な維持管理に努め、貯水能力を確保します

近年の全国的な集中豪雨による災害発生を踏まえ、調整池の貯水能力を確保するため浚渫を行います。

１ 事業内容

これまで、調整池の維持管理は草刈りを中心に行っており、定期

的な浚渫は行えていない状況です。そのため、土砂が堆積し、本来

の機能を発揮しない恐れがあるため、順次、土砂の浚渫を行います。

お問い合わせ
土木課管理チーム 早川（0562-36-2670）

２ 事業費

河川等清掃委託料 ９，０００千円（梅が丘２号調整池浚渫）

▲ 現在の梅が丘２号調整池の様子

予算 ９，０００千円

新規
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はしご自動車の老朽化に伴い車両を更新します

複雑多様化する災害に対応するため、最新鋭のはしご自動車（３５ｍ級）に更新して、市民の「安
全・安心」に貢献します。

１ 車両能力及び艤装

（１）一刻を争う火災現場で、はしごの状態を音声ガイダンスにより補助するＬ－ＶＡＳを装備し、より安全に救助

活動が行えます。

（２）アウトリガ操作部やはしご操作画面がカラー液晶ディスプレイとなり、視認性・操作性が向上します。

（３）はしご先端の搭乗部分（バスケット）の許容荷重が２７０ｋｇから４００ｋｇとなり、バスケットやリフター

を使用し、複数名を同時に救出することが可能となります。

（４）各種照明を可能な限りＬＥＤ化し、夜間作業効率と安全性が向上します。また、ＬＥＤを採用することにより、

省電力化と環境に配慮した仕様となります。

３ 財源内訳

県補助金 ７９，５００千円
基金繰入金 ９３，３１３千円
一般財源 ２７，１８７千円

予算 ２００，０００千円

お問い合わせ
庶務課消防団チーム 宮崎（0562-56-0146）

２ 事業費

はしご自動車購入費 ２００，０００千円

新規
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安全な水を安定して供給するため、老朽管及び施設の更新を進めます

老朽化した配水管を計画的に耐震性を有する管へ布設替えすることによって、漏水防止と耐震化を図
ります。また、老朽化した水道施設の長寿命化を図り、水道水を安定して供給します。

１ 事業内容

老朽管更新

〇更新計画に基づき、効率的に更新を行います。

〇更新対象は、以下のとおり選定しています。

・経年（法定耐用年数４０年）した口径７５ｍｍ以上の塩化ビニル管が布設されている地区

・漏水実績のある路線

・他事業の施工に伴い、効率的な更新が見込める路線（支障移転は除く）

施設更新

〇配水場や加圧ポンプ場などの施設の長寿命化を図るため、施設の更新工事を

行います。

お問い合わせ
水道課工務チーム 西尾（0562-36-2678）

２ 事業費

〇配水管布設替工事 １０１，５００千円

（市道つつじが丘３丁目線、臨海線、市道にしの台２丁目線、市道旭桃台線）

〇水道施設更新工事 ５０，０００千円

（丸根配水場流入・流出管路）

予算 １５１，５００千円

古い管を新しい管に布設替えし、
安全で安心な水を給水します。

出典：国土交通省HP
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汚泥

南部浄化センターの老朽化した設備の更新を行います

下水道の処理機能を将来にわたり安定的に維持するために、南部浄化センターの老朽化した設備を
計画的に更新します。

１ 事業内容

従来の長寿命化計画及び平成３０年度に策定したストックマネジメント計画において、経年による老朽化が著しく更新が

必要とされた南部浄化センターの設備を更新します。

お問い合わせ
下水道課工務・施設管理チーム 森（0562-55-9591）

２ 当年度事業費・スケジュール

・南部浄化センター汚泥脱水設備更新工事（令和２年度～令和３年度）

４６３，０００千円

予算 ８５８，０００千円

３ 財源内訳

・南部浄化センター汚泥濃縮設備更新工事（令和２年度～令和３年度）

２８５，０００千円

・南部浄化センター沈砂池機械設備更新工事（令和３年度～令和４年度）

５５，０００千円

・南部浄化センター沈砂池電気設備更新工事（令和３年度～令和４年度）

５５，０００千円

＜ 南部浄化センター ＞

汚泥濃縮設備

汚泥脱水設備

安全安心な下水道の
処理機能を維持するため、
浄化センター場内の
老朽化設備を更新します。国庫補助金：４６７，５００千円

企業債 ：３９０，４００千円

一般財源 ： １００千円
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地震に強い水道を目指し、重要な管路の耐震化を進めます

地震対策として、配水場に直結する重要な配水本管である基幹配水管の耐震化を計画的に実施します。

１ 事業内容

〇重要な基幹配水管は、被災するとその影響が広範囲に及ぶことから、基幹配水管耐震化計画を策定し、平成２６年度

から丸根配水場に直結する基幹配水管のバイパス化や耐震化に取り組んでいます。

〇基幹配水管耐震化整備計画延長は約６１ｋｍです。

〇耐震化率は約１３．９％（令和元年度末）

お問い合わせ
水道課工務チーム 西尾（0562-36-2678）

２ 事業費

〇基幹配水管耐震工事 ２４０，０００千円

（市道八幡岡田線、市道佐布里岡田線）

〇基幹配水管耐震工事 ３７，０００千円

（市道平野２丁目線

【知多信濃川東部区画整理事業区域内】）

〇基幹配水管耐震設計委託 １２，０００千円

（市道新知馬背口線）

予算 ２８９，０００千円

＜イメージ＞

出典：水道ＰＲパッケージ

年度
設計 工事 事業費合計

（千円）延長（ｍ） 委託費（千円） 延長（ｍ） 工事費（千円）

令和３年度 １，２３０ １２，０００ １，６４０ ２７７，０００ ２８９，０００

令和４年度 １，１００ ９，３００ １，２３０ ２２７，０００ ２３６，３００

令和５年度 ８５０ ７，２００ １，１００ １８６，０００ １９３，２００

３ 整備予定

被害を受けやすい
水道管から

地震に強い水道管
（耐震管）へ
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農業経営基盤の安定を図るため、知多広域農道の舗装打ち換えを行います

知多広域農道において、県営事業による舗装打ち換えを行い、農作物の出荷、運搬時における荷傷み
を防ぎます。

１ 事業内容

知多広域農道は、東海市から知多市、常滑市、美浜町を経て南知多町へ至る農道です。知多市内では、八幡地区約

２．８ｋｍ、岡田・大興寺地区約１．４ｋｍが整備されており、特産のフキ、タマネギ、レタスなどの野菜やミカン、

イチジクなどの果物の輸送ルートとなっています。八幡地区では、平成６年の供用開始から２６年が経過し、路面の老

朽化が顕著になってきたことから、農作物の出荷、運搬時における荷傷みを防止するため、舗装の打ち換えを行います。

お問い合わせ
農業振興課土地改良チーム 花井（0562-36-2666）

２ 事業費

事業費 １７，０００千円 （負担割合） 国５０％、県２５％、市２５％
市負担金 １７，０００千円 × ２５％ ＝ ４，２５０千円

本事業は、愛知県が農道の性能を確保するため、舗装の更新整備を行うも
ので、市は事業費の２５パーセントを負担します。

令和３年度は、八幡地区において、舗装工事に向けた実施設計書の作成に
取り組みます。

▲ 知多広域農道 八幡地区

予算 ４，２５０千円
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市内中小企業者の緊急的な資金繰りを支援します

緊急事態宣言の再発令など新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況を勘案し、県制度融資に
係る保証料の補助を令和３年度も引き続き実施し、市内中小企業者の資金調達の負担軽減を図ります。

１ 事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、愛知県の制度融資を受けた市内中小企業者が、愛知県信用保証協会に対し

て納付する信用保証料を市が補助するもの。

(１) 補助率１００％

(２) 補助限度額１２０千円

お問い合わせ
商工振興課商工チーム 竹内（0562-36-2662）

２ 対象者

以下の愛知県制度融資に係る信用保証料を支払った中小企業者

(１) セーフティネット保証４号(環セ１００)

(２) セーフティネット保証５号(環セ８０)

(３) 危機関連保証(環危)

予算 ３，６００千円

愛知県信用保証協会

中小企業者

知多市
愛知県の制度融資

金融機関

連携

⑦
補助金
交付

⑥
補助金
申請

②
融資
申込

③
融資の
保証決定

⑤
保証料
の支払

④融資実行

①融資相談
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工業用地開発事業を推進し、企業誘致を行い、産業を活性化します

知多大興寺（２期）地区内陸用地造成事業を進めるため、開発に関連し必要となる排水施設等の整備
を行います。

１ 事業内容

（１）場所

知多市新刀池１丁目、２丁目地内（大興寺工業団地西隣）

（２）面積

約１４ｈａ（内訳：工業用地 約１２ｈａ、道路・緑地等 約２ｈａ）

（３）スケジュール

・令和３年度 土地売買契約（進出企業）

地区外関連工事（排水施設等 市施工）

・令和３～５年度 造成工事（県施工）

・令和５年度 企業への土地の引渡し

お問い合わせ
商工振興課企業立地チーム 後藤（0562-36-2663）

２ 事業費

地区外関連工事（排水施設等） ８，５００千円

予算 ８，５００千円

現在の工業団地
（面積約１８ｈａ）

知多大興寺（２期）地区内陸用地造成事業区域
（面積約１４ｈａ）
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質の高い市街地の形成を図るため、土地区画整理組合を支援します

交通の利便性を活かした良好な居住環境の創出に取り組みます。

１ 魅力ある市街地の形成

信濃川東部地区は、知多市北部に位置し、都市計画道路の東海知多線や名鉄の寺本駅に近接する交通利便性が高い地

区です。土地区画整理事業により道路・公園・水路・調整池などの公共施設を計画的に配置し、都市基盤の整備を行い、

災害に強く快適で良好な市街地の形成を目指します。

お問い合わせ
都市計画課都市開発チーム 井上（0562-36-2668）

２ 土地区画整理組合の支援

組合施行による土地区画整理事業をバックアップし、円滑な組合運営
をサポートします。

▲ 現在の市道の様子

予算 ５０，０００千円

４ スケジュール

令和元年度 仮換地指定
令和２年度～ 造成工事
令和６年度 事業完了（予定）

３ 計画概要

全体面積：約１１．８ｈａ
内訳面積：住宅用地 約４．３ｈａ、商業用地 約３．９ｈａ、

公共用地 約３．６ｈａ
将来用途：第一種中高層住居専用地域

第二種住居地域、準住居地域
計画人口：約７２０人（約２９０戸）
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地域経済に活力を吹き込むため、土地区画整理組合を支援します

工業系の新市街地整備により、新たな「雇用の場」の創出支援をします。

１ 新たな企業立地の推進

新南地区は、都市計画道路知多西尾線に隣接し、将来、地域高規格道路の西知多道路として整備される、西知多産業

道路の長浦インターチェンジまで約６００ｍと抜群の好立地を誇り、名古屋と中部国際空港のほぼ中間に位置し、名古

屋港、中部国際空港、高速道路への交通アクセスに優位性があります。また標高２０ｍ前後の高台に位置することで防

災面でも優れた地区です。この立地条件を活かした新たな企業立地の推進により、雇用の場の創出を図り、知多市の地

域経済に活力を吹き込みます。

お問い合わせ
都市計画課都市開発チーム 井上（0562-36-2668）

２ 土地区画整理組合の支援

組合施行による土地区画整理事業をバックアップし、円滑な組合運営
をサポートします。

▲ 現在の市道の様子

予算 １３８，５００千円

４ スケジュール

令和元年度 仮換地指定
令和元年度～ 造成工事
令和７年度 事業完了（予定）

３ 計画概要

全体面積：約２０.２ｈａ
内訳面積：工業用地 約９．６ｈａ、商業用地 約２．０ｈａ

住宅用地 約０．８ｈａ、公共用地 約７．８ｈａ
用途地域：工業地域、第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域
計画人口：約８０人（約３３戸）
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「理想の未来」に向け、あたらしく、知多らしい協働のまちづくりを進めます

市民が幸せに暮らす「理想の未来」を実現するため、ポストコロナの「新しい日常」への転換も視野
に入れながら、市民、コミュニティ、ＮＰＯ、各種団体、事業者との連携、協働による地域づくりの基
盤（プラットフォーム）の構築に取り組みます。

１ 事業内容

「理想の未来」の実現に向け、第６次知多市総合計画の進行管理として、様々な分野の有識者、実践者から助言をい

ただくとともに、地域づくりを共に進める多様な関係者との対話の場として市民会議を開催し、計画を着実に推進しま

す。

お問い合わせ
企画情報課企画・統計チーム 松村（0562-36-2639）

２ 事業費

講師等謝礼金 １８２千円

託児謝礼金 ７千円

会場等借上料 ２３千円

▲ 第６次総合計画スタートアップセミナーの様子

予算 ２１２千円
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新型コロナウイルス感染症対策として、テレワーク環境を整備します

新型コロナウイルス感染症対策として、職員が自宅から業務を行うことができるテレワーク環境を整
備します。

１ 事業内容

職員の自宅の端末機から、インターネット回線等を利用して職場の自席の端末機にリモート接続する仕組みを整備し

ます。通信の暗号化、ＩＤ及びパスワードによる認証、ワンタイムパスワード認証等を利用することにより外部からの

脅威に対するセキュリティを確保するとともに、職員の自宅の端末機には画面のみを転送し、データの保存や印刷がで

きない仕組みにより、情報漏洩を防止します。

お問い合わせ
企画情報課情報管理チーム 都築（0562-36-2640）

２ 事業費

端末機遠隔操作システム使用料（２０ライセンス） ２２８千円

モバイルルーター通信費（３台） １４２千円

インターネット通信費（テレワーク用） １２３千円

▲ テレワークのイメージ図

予算 ４９３千円

自宅 知多市役所

自宅ＰＣ

自席ＰＣ

中継ＰＣ

暗号化通信
リ
モ
ー
ト
接
続
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より読みやすく市の魅力が伝わる「広報ちた」にリニューアルします

市民が「手にとりたくなる広報紙」とするため、紙面をオールカラーとし、さまざまな写真を使い、
デザイン性を高めるとともに、市民が読みたくなる新たなコーナーを連載するなど、市の魅力がより伝
わる広報紙にリニューアルします。

１ 概要

紙面のオールカラー化を行い、デザインも魅力的な広報紙にリニューアルします。

また、１０月号からは印刷業者によるデザインから職員自らが広報紙面をデザインする作成方法に移行して印刷コストの

削減を図ります。

お問い合わせ
秘書広報課広報チーム 門井（0562-36-2642）

４ 事業費

印刷製本費 ２７,４３４千円

広報紙編集機器借上料 ６３０千円（６０か月リース契約）

研修会負担金 １７６千円

予算 ２８，２４０千円

２ 主な変更点

・「表紙のみカラー」から「オールカラー（一部２色刷り）化」することで、写真や表などがより見やすく、

分かりやすい紙面とします。

・知多市に住む魅力的な人や団体を紹介するコーナーなどを新連載し、市民が楽しめる紙面とします。

・市民と共に作る広報誌とするため、市民が撮った写真を投稿できるコーナーを新設します。

・発行回数を年１８回から１２回に変更します。

３ 発行開始

令和３年５月号

▲ 現在の広報紙
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市制施行５０周年記念式典を開催します

市制施行５０周年記念式典を開催し、地方自治や産業の発展に貢献された方々を表彰するとともに、
５０周年の大きな節目を市民の皆様と一緒にお祝いします。

１ 式典概要

日 程 令和３年７月１８日（日）午前

会 場 知多市勤労文化会館 つつじホール

内 容 市政功労者表彰

感謝状贈呈

記念アトラクションなど

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期していた記念

式典を開催します。（当初開催予定日：令和２年９月６日）

お問い合わせ
秘書広報課秘書チーム 台場（0562-33-3151）

２ 事業費

開催委託料 ４，２００千円

記念品代 ４，１４１千円

会場等借上料 ６５５千円

式典関連経費 ７３０千円

ポンチ絵・写真、図など入れて分かりやすく

予算 ９，７２６千円

▲ 知多市制施行４５周年記念式典の様子
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東京オリンピック大会の開催を契機とし、カタール国との友好交流を深めます

２００５年開催の愛・地球博から続くカタール国との交流を深めるため、東京オリンピックに出場す
るビーチバレーボール選手の事前合宿を迎え入れ、選手と市民との交流事業などを実施します。

（カタール国・内閣官房と調整中）
１ 事前合宿

日 程：令和３年７月１４日（水）～２３日（金）の１０日間を予定

参 加 者：ビーチバレーボール選手（男性）２名を含め、コーチ、トレーナーなど１０名程度

練習会場：新舞子マリンパーク ブルーサンビーチ

お問い合わせ
市民協働課地域活性化・市民協働チーム 杉浦（0562-31-0382）

２ 交流事業

（１）歓迎レセプション

（２）練習見学、バレーボール教室を通した市民との交流事業

（３）日本の文化を紹介するための市内観光事業

※いずれの事業も新型コロナ感染症の状況により実施の可否を判断します。

４ 事業費

予算 ３，０００千円

カタール国友好交流事業委託 ３，０００千円

※交流活動の１／２につき国の財政支援

（特別交付税措置）あり
▲ 事前合宿の練習会場（予定）
「新舞子マリンパーク」

３ 応援事業

カタール国選手の応援事業

新規
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地域担当職員制度を導入し、コミュニティ活動を支援します

地域が抱える様々な課題の解決にむけ、地域と市のパイプ役として、それぞれの地域を担当する地域

担当職員を任命し、コミュニティに派遣します。

１ 目的

（１）役員の負担軽減

コミュニティ活動に取り組むにあたり、個別に相談できる相談役として、市の施策に関する情報やアイデアを

提供し、地域活動を支援します。

（２）地域と市の連携強化

コミュニティの会議等へ参加することで、地域の実情を把握し、地域との距離感を縮め、

連携を強化します。

（３）地域と市民活動団体の繋がり創出

市民活動団体と地域を繋ぎ、地域課題の解決を支援します。

（４）協働を通した職員のスキルアップ

地域の実情や活動への認識を深めることで、自己の業務へ活かします。

お問い合わせ
市民協働課地域活性化・市民協働チーム 大橋（0562-36-2644）

２ 制度概要

・派遣を希望するコミュニティに２名ずつ地域担当職員を派遣します。

・地域担当職員の任期は２年とします。

・各地域の情報を全地域にフィードバックできるよう、地域担当職員の連携会議を設けます。

予算 ２，６４２千円

新規
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地域とともに「地域バス」の実証運行を行います

既存の公共交通ではニーズに対応することの難しい地域において、普通自動車を使用した新たな移動
手段となる「地域バス」の導入に向け、地域とともに検討し、実証運行を行います。

１ 事業内容

（１）ワークショップの開催

地域とともに検討を進めるにあたり、ワークショップを開催し、地域の交通に関する課題やニーズを把握、共有します。

（２）準備委員会の設立

地区住民の有志により地域バスの運行の準備、運営を行う準備委員会を組織し、地域の実情に即した運行プランを策定

します。

（３）実証運行

準備委員会で策定した運行プランをもとに実証運行を行い、運行プランを検証、改善し、本運行に移行します。

お問い合わせ
市民協働課交通防犯チーム 加藤（0562-36-2645）

２ 市の支援内容

自動車借上料 ２，０４６千円 実証運行時の車両の長期レンタル料

需 要 費 ３９４千円 実証運行に係るその他事務費

３ 事業費

・普通自動車１台の提供
・ドライバー１人の提供
・自動車に係る諸経費の負担
・運行までの地域へのサポート

予算 ２，４４０千円

地域の実情、特性に
合わせて運行します

〇〇地区バス
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新たな環境学習講座を開催します

次代を担う子どもたちが楽しみながら参加し、環境問題を考え、理解できる講座を開催します。

１ 事業内容

令和３年度から始まる第３次知多市環境基本計画の基本目標「学

びと協働で、よりよい環境をつなぐまち」の施策として、街歩きや、

里山等での自然体験を通し、身近なことから環境問題を考える４回

シリーズの環境学習講座を開催し、環境に配慮した行動を心がける

人材の育成を図ります。

お問い合わせ
環境政策課環境政策チーム 大澤（0562-36-2660）

２ 事業費

環境学習講座 ３００千円

▲ 環境学習講座の実施イメージ

予算 ３００千円

新規
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佐布里池の水面を活用した、新たな賑わいを創出します

佐布里池の水面を活用した遊び・体験を通して、新たな賑わいの創出を図ります。

１ 事業内容

自然につつまれた佐布里池の水面で、カヌー等を利用した遊び・体験を実施することにより、新たな観光交流

人口の拡大と、市民がより楽しく利用出来る憩いの場を創出します。

令和３年度は、カヌー体験イベントを実施します。

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

２ 事業費

佐布里池周辺体験講座委託 １，５００千円

カヌー体験イメージ

予算 ５，０００千円

備品等購入費 ３，５００千円

新規

－　35　－



知多墓園に合葬式墓地を整備します

利用者の管理不要、継承者不要の墓地ニーズに対応し、知多墓園に合葬式墓地を整備します。

１ 事業内容

墓の継承者がおらず、管理をすることが出来ない等の利用者ニーズに対応し、知多墓園北側の未整備区域に、

１，０００体分の焼骨を個別埋葬する合葬式墓地を整備します。

周辺の環境との調和を図るため、合葬式墓地を囲むように樹木を配置し、象徴となるモニュメント、献花台、

参拝スペースを整備します。

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

２ 事業費

公園等施設改良工事（知多墓園） ４５，０００千円

整備イメージ図

予算 ４５，０００千円

新規
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市民の健康増進と地域活性化のため、マラソン大会を開催します

佐布里緑と花のふれあい公園をメイン会場、佐布里池周辺をコースとするちた梅子マラソンを開催し
ます。その大会開催に係る運営業務を円滑かつ着実に進めるため、実行委員会に委託します。

１ 事業内容

日程 令和３年１１月２１日（日）

会場 佐布里緑と花のふれあい公園及び佐布里池周辺

種目 マラソンの部：１０km、５km、３km ジョギングの部：２．８km

定員 ２，２００名

お問い合わせ
生涯スポーツ課振興チーム 吉田（0562-33-3362）

２ 事業費

開催委託料 １４，５００千円

予算 １４，５００千円

▲ マラソン大会のイメージ

▲ 大会ロゴ

2021

－　37　－



他市町や県と共同して、下水汚泥の処理を行い、支出の抑制を図ります

常滑市、東海市及び知多市の浄化センターの下水汚泥を県営の衣浦西部浄化センターに集約し、
処理を実施するための大規模な汚泥処理施設を共同で建設します。

１ 事業内容と効果

単独公共下水道事業を実施している３市（本市、常滑市、東海市）と愛知県の衣浦西部流域下水道事業（構成市町：本

市、半田市、阿久比町、東浦町、武豊町）の浄化センターで発生する汚泥を衣浦西部浄化センターに集約し、共同処理を

実施することで、単独で処理した場合に比べ、施設建設費や維持管理費におけるスケールメリットが働き、費用の削減が

期待できます。

２ 事業費

建設負担金等：１５２，９２４千円

建 設 費：下水道計画汚水量の比率
維持管理費：処理した汚泥量の比率

＜参考＞負担割合

予算 １５２，９２４千円

衣浦西部流域
４７％

常滑市
１７％

東海市
２２％

知多市
１４％

  

 

 

 

灰等の搬出 

東海市浄化センター 

 汚泥減量化処理 

脱水汚泥 

 

 

 

知多市南部浄化センター 

常滑浄化センター 

衣浦西部浄化センター 

汚泥処理

３ スケジュール

令和元年度～令和３年度：汚泥処理施設の建設、試運転
令和４年度～ ：汚泥処理開始

お問い合わせ
下水道課工務・施設管理チーム 森（0562-55-9591）
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知多市議会３月定例会提出議案の概要 
提出件数：議案２５件 報告３件 

議案番号 議    案    名 概       要      説      明 

１ 知多市特別職の職員で常勤のものの給与の特

例に関する条例の制定について 

市長、副市長及び教育長の給与を１年間の特例を定めて減額するものです。 

２ 知多市職員の給与の特例に関する条例の制定

について 

職員の期末手当及び勤勉手当を１年間の特例を定めて減額するものです。 

３ 知多市公平委員会委員の服務の宣誓に関する

条例の一部改正について 

公平委員会委員の宣誓書の押印を廃止するものです。 

４ 知多市固定資産評価審査委員会条例の一部改

正について 

固定資産評価審査委員会に提出する審査申出書等の押印を廃止するものです。 

５ 知多市職員定数条例の一部改正について 組織改編に伴い、職員の定数等を改めるものです。 

 

６ 知多市職員の服務の宣誓に関する条例の一部

改正について 

職員の宣誓書の押印を廃止するものです。 

７ 知多市職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて 

７級以上の職員の昇給の号給数の標準を改めるとともに、組織改編に伴う字句の修正を行う

ものです。 

８ 知多市火災予防条例の一部改正について 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具の取扱いに関する条例の制定に関

する基準を定める省令の改正に伴い、急速充電設備に係る基準を改めるものです。 

９ 知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

老人福祉施設の入浴設備を廃止するものです。 

 

資料２－１  
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議案番号 議    案    名 概       要      説      明 

１０ 知多市青少年会館の設置及び管理に関する条

例の一部改正について 

青少年会館の管理を行わせる指定管理者の業務等を定めるものです。 

１１ 知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

知多墓園に合葬式墓地を設置するものです。 

１２ 知多市産業立地促進条例の一部改正について 経済情勢、工場等の立地の動向等を勘案し、奨励金を見直すものです。 

１３ 知多市地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部改正について 

知多都市計画緑町北部地区計画の決定に伴い、対象地区に建築物の用途の制限をするもので

す。 

１４ 知多市都市公園条例の一部改正について 知多運動公園の区域を見直すとともに、緑広場を廃止するものです。 

１５ 市道路線の変更について 宅地開発事業の施行に伴い、市道１００４７号線の起点を変更するものです。 

１６ 市道路線の認定について 主要地方道知多東浦線の整備に伴い、市道３０３９２号線を始め３路線を新たに市道路線と

して認定するものです。 
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議案番号 議    案    名 概       要      説      明 

１７ 令和２年度知多市一般会計補正予算（第１１

号） 

 １４７，４２０千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３８，２８９，６１８千円とする

ものです。 

 ＜主な歳入＞ 

個人（市民税）      100,000千円   法人（市民税）      150,000千円 

地方特例交付金      16,624千円   民生費国庫負担金      17,026千円 

総務費国庫補助金     673,768千円   土木費国庫補助金     74,353千円 

教育費国庫補助金     16,202千円   商工費国庫委託金    △20,000千円 

民生費県負担金      10,357千円   土木費県補助金      11,250千円 

不動産売払収入      14,940千円   財政調整基金繰入金   △850,700千円 

公共施設等整備基金繰入金△13,400千円   総務債          △8,700千円 

民生債          △2,100千円   衛生債          △3,800千円 

土木債         △78,300千円   教育債          40,100千円 

＜主な歳出＞ 

  財産管理費        △2,000千円   人事管理費        41,289千円 

  障害者福祉費       17,822千円   後期高齢者医療費      4,092千円 

  土地改良事業費      △1,514千円   道路橋りょう維持費     7,000千円 

  道路橋りょう新設改良費 △135,310千円   朝倉駅周辺整備費     149,500千円 

  公園費          23,400千円   学校建設費（中学校）   65,235千円 

  生涯スポーツ施設費   △20,806千円 
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  第２表 繰越明許費 

繰越明許費を次のように定めるものです。 

事  業  名 金  額 

防災ダム整備費 2,080千円 

交通安全施設管理費 7,000千円 

市道薬師前線整備費 1,013千円 

三ツ又橋整備費 29,000千円 

朝倉駅前ロータリー整備費 149,500千円 

公園等遊具改良費 23,400千円 

八幡中学校校舎トイレ第２期改修費 73,000千円 

合     計 284,993千円 

 

第３表 債務負担行為補正 

 債務負担行為を次のように変更するものです。 

 

 

 

 

 

事     項 
補 正 前 補 正 後 

期  間 限度額 期  間 限度額 

八幡コミュニティセ

ンター指定管理料 

令和３年度から 

令和４年度まで 

17,000 

千円 

令和３年度から 

令和４年度まで 

18,000 

千円 
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第４表 地方債補正 

地方債の限度額を次のように変更するものです。 

起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後  

旧保健センター等解体事業 108,900千円 104,400千円 

防災設備整備事業 50,200千円 46,000千円 

こども未来館空調設備整備事業 13,800千円 13,700千円 

保育園整備事業 29,600千円 27,600千円 

リサイクルプラザ整備事業 37,500千円 33,700千円 

防災ダム整備事業 3,100千円 4,800千円 

農業水利施設保全対策事業 8,700千円 10,400千円 

震災対策農業水利施設整備事業 7,900千円 4,800千円 

地方道路整備事業 309,700千円 150,200千円 

朝倉駅前ロータリー整備事業 127,300千円 198,500千円 

公園整備事業 23,100千円 33,300千円 

急傾斜地崩壊対策事業 1,500千円 1,300千円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁舎高圧受変電設備整備事業 8,600千円 8,100千円 

中学校校舎大規模改造事業 79,100千円 97,600千円 

学校施設改善交付金事業（中学校） 0千円 32,400千円 

学校給食センター厨房設備整備事業 29,900千円 29,400千円 

ふれあいプラザ空調設備整備事業 44,900千円 53,500千円 

南５区多目的グラウンド整備事業 136,000千円 117,100千円 

計 1,567,000千円 1,514,000千円 
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議案番号 議    案    名 概       要      説      明 

１８ 令和２年度知多市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号） 

 

 歳入予算の款項の区分ごとの金額を補正するものです。 

一般被保険者国民健康保険税      △18,265千円 

国庫補助金       10,867千円  保険給付費等交付金    7,398千円 

 

１９ 令和２年度知多市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第２号） 

歳入予算の款項の区分ごとの金額を補正するものです。 

総務費国庫補助金    △4,092千円   一般会計繰入金       4,092千円 

２０ 令和２年度知多市下水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 資本的収入及び支出のうち、 

資本的収入を２７２，６６０千円増額し、１，４８０，７６０千円とし、 

資本的支出を２７２，８２８千円増額し、１，６９７，２９８千円とするものです。 
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議案番号 会    計    名 本年度（千円） 前年度（千円） 増減（千円） 前年度対比（％） 

２１ 令和３年度知多市一般会計予算 28,404,000 28,093,000 311,000 １０１．１ 

２２ 令和３年度知多市国民健康保険事業特別会計予算 7,843,300 7,945,700 △102,400 ９８．７ 

２３ 令和３年度知多市後期高齢者医療事業特別会計予算 1,341,900 1,321,500 20,400 １０１．５ 

２４ 令和３年度知多市水道事業会計予算 1,861,200 1,888,300 △27,100 ９８．６ 

２５ 令和３年度知多市下水道事業会計予算 3,949,700 3,262,200 687,500 １２１．１ 

 合       計 43,400,100 42,510,700 889,400 １０２．１ 
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報告番号 報    告    名 概       要      説      明 

報告 １ 市長専決処分事項の報告について 専決第１号（令和３年１月１２日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

公用車による事故について、国家賠償法の規定に基づき、相手方の損害を賠償し、民法の

規定に基づき、和解を締結したものです。 

  損 害 賠 償 の 額  １１６，０００円 
 

報告 ２ 市長専決処分事項の承認を求めることについ

て 

専決第２号（令和３年１月２９日専決） 

令和２年度知多市一般会計補正予算（第１０号） 

１０８，８１３千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３８，１４２，１９８千円とす

るものです。 

＜歳入＞ 

  衛生費国庫負担金     14,118千円   衛生費国庫補助金     89,941千円 

  財政調整基金繰入金    4,754千円 

＜主な歳出＞ 

  保健衛生総務費       2,624千円    

新型コロナウイルスワクチン接種費      104,059千円 

  市街地整備費       △1,263千円   学校教育総務費       4,754千円 

第２表 繰越明許費 

繰越明許費を次のように定めるものです。                            
 

 

 

 

 

事  業  名 金  額 

新型コロナウイルスワクチン接種事業費 102,574千円 

合     計 102,574千円 
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報告 ３ 市長専決処分事項の報告について 専決第３号（令和３年２月１２日専決） 

南５区多目的グラウンド整備工事請負契約の変更について 

基盤面の土質確認の結果に基づき軟弱地盤の置換え等を実施するため、請負契約を変更し

たものです。 

契 約 金 額  （変更前） １５８，１３０，５００円 

       （変更後） １６１，７２２，０００円 

 

 



知多市議会３月定例会の日程

（２月２５日～３月２５日 ２９日間）

２月２５日（木） 本会議第１日（施政方針演説、議案上程）

３月 ９日（火） 本会議第２日（代表質問）

３月１０日（水） 本会議第３日（一般質問）

３月１１日（木） 本会議第４日（議案審議、委員会付託）

３月１２日（金） 福祉文教委員会

３月１５日（月） 建設経済委員会

３月１６日（火） 総務委員会

３月２３日（火） 議会運営委員会

３月２５日（木） 本会議最終日（委員長報告、討論、採決）

※開始時間は、午前９時30分から（ただし、３月９日（火）の代表質問は午前９時から）

資料２－２



資料３

知多市歴史民俗博物館 収蔵品展「描かれた奈良」

概 要

当館で収蔵している数多くの作品の中から、奈良の風景が題材になっている作品
を紹介します。

作者は本市にゆかりのある画家の宮脇晴、宮脇晴と同じ「愛美社」というグルー
プで活動した鵜城繁、そして、奈良の風景に定評があり県内はもとより全国的にも
知名度のある杉本健𠮷の３人です。

ＰＲポイント
いずれも昭和の奈良の様子が描かれた作品です。お寺や町の風景から古都奈良の

魅力を感じ取っていただける展覧会になっています。
開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策のため、作品点数や観覧の順

路などを考慮しています。

期 間 ３月２０日（祝・土）～４月４日（日）

会 場 知多市歴史民俗博物館 特別展示室

観覧料 無料

詳 細 詳しくは、別添チラシをご覧ください。

お問い合わせ
生涯学習課歴史民俗博物館 新美（0562-33-1571）

▲宮脇晴《薬師寺》1955年（昭和30年）

休館日 月曜日

開館時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）



資料４

ペット防災手帳をご活用ください

概 要

災害時にペットと同行避難する場合に、避難所でのペット登録が円滑に行われ、
避難所において他の避難者の迷惑にならないように飼養するための準備と心得を
まとめたリーフレットを作成しました。

ＰＲポイント

災害時に携行しやすいように、Ａ６サイズの手帳型としました。飼い主さんと
ペットが一緒に写っている写真を貼付する欄を設け、両者の関係がひと目で分かる
ようにしました。

お問い合わせ
環境政策課環境政策チーム 鳥居（0562-36-2611）

配布

環境政策課で配布するほか、ホームページからもダウンロードができます。

　災害時においてもペットの飼養責任は、

　飼い主にあります。

　責任ある行動により、大切なペットを

　災害から守りましょう。

　災害時の備えとして、この手帳に必要な

　事項を記入し、持ち出し品と一緒に保管

　しましょう。

ペット防災手帳

知多市

ダウンロードしたデータを、Ａ４サイズで長辺綴じの両面印刷をし、点線に沿って半分に切り、更に半分に折ってから
ページ順に揃え、ホチキス止めをして使用します。

作成方法




