
知多市長定例記者会見次第

日 時 令和3年１2月２日(木)

午前１０時

場 所 協議会室

市長あいさつ

１ 知多市議会１２月定例会提出議案等について

(1) 知多市議会１２月定例会提出議案の概要…………………………………………………………【資料１－１】

(2) 知多市議会１２月定例会の日程……………………………………………………………………【資料１－２】

２ ２０２１年知多市の５大ニュース ……………………………………………………………………【資料２】

３ 知多浦浜工業団地工業用地の分譲を開始します ……………………………………………………【資料３】

４ 新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について ………………………………………………【資料４】

５ 案内

(1) こどものまちinちた「ちたっ子タウン」…………………………………………………………【資料５】

(2) 消防団年末夜警………………………………………………………………………………………【資料６】

(3) 尾張万歳元旦奉納公演………………………………………………………………………………【資料７】

※ 次回記者会見の開催予定日時 ４年１月７日（金）午前１０時から
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知多市議会１２月定例会提出議案の概要 
提出件数：議案１５件 

議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

５２ 知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例

の制定について 

 土砂等の埋立て等について規制を行うことにより、住民の生活環境の保全及び安全の確保に

寄与するものです。 

５３ 知多市事務分掌条例の一部改正について  多様化する市民ニーズ及び喫緊の行政課題に機動的に対応する組織に改編するものです。 

５４ 知多市国民健康保険税条例の一部改正につい

て 

 国民健康保険税の税率等の引上げにより、国民健康保険事業の健全化及び安定的な運営を図

り、また、地方税法の改正に伴い、未就学児に係る被保険者均等割額を減額するものです。 

５５ 知多市福祉活動センターの設置及び管理に関

する条例の一部改正について 

 居宅介護支援事業所の事業廃止に伴い、事務室の利用を見直すものです。 

５６ 知多市子ども医療費支給条例の一部改正につ

いて 

 高校生世代の入院に係る保険診療の自己負担分を支給するものです。 

５７ 知多市国民健康保険条例の一部改正について  健康保険法施行令等の改正に伴い、出産育児一時金等の支給金額を見直すものです。 

５８ 指定管理者の指定（青少年会館）について  青少年会館の指定管理者を指定するものです。 

５９ 知多市工場立地法地域準則条例の一部改正に

ついて 

 環境との調和を図りつつ、工場用地の有効活用を促進することを目的に、緑地面積等の制限

を緩和する区域を拡大するものです。 

６０ 知多市都市公園条例の一部改正について  知多運動公園陸上競技場の専用利用等に係る使用料の額を見直すものです。 

６１ 指定管理者の指定（知多斎場等）について  知多斎場等の指定管理者を指定するものです。 

６２ 市道路線の認定について  寄附を受けた道路について、新たに市道路線として認定をするものです。 

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

６３ 令和３年度知多市一般会計補正予算（第９号）  ８９，３３０千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３１，０２１，２０２千円とするも

のです。 

 ＜歳入＞ 

  個人（市民税）      250,000千円   固定資産税        210,000千円 

  民生費国庫補助金      4,549千円   衛生費国庫補助金     26,551千円 

  財産貸付収入       27,665千円   総務費寄附金        1,000千円 

  財政調整基金繰入金   △468,193千円   雑入           37,758千円 

 ＜主な歳出＞ 

  議会費         △11,867千円   一般管理費       △13,900千円 

  財産管理費         1,000千円   市民協働推進費      △2,900千円 

  企画総務費       △15,200千円   人事管理費        △3,850千円 

  税務総務費         1,700千円   戸籍住民基本台帳費    △2,500千円 

  監査委員費        △6,900千円   高齢者福祉施設費      3,900千円 

  児童福祉総務費      10,132千円   子育て総合支援センター費  1,100千円 

  障がい児相談支援事業所費 △4,140千円   保育園費        △12,600千円 

  やまもも園費        5,500千円   生活保護総務費      105,693千円 

  後期高齢者医療費     △1,282千円   国民年金費         5,200千円 

  保健衛生総務費      18,900千円   予防費          13,475千円 

  地域介護予防費      △3,096千円   新型コロナウイルス    20,320千円 

  地域介護予防費      △3,096千円   ワクチン接種費 

  環境衛生総務費      △1,000千円   ごみ対策費        △1,500千円 

  土地改良事業費      △4,736千円   商工総務費         1,400千円 

  土木総務費        △6,000千円   道路橋りょう新設改良費   1,200千円 

  河川総務費        △2,440千円   都市計画総務費       4,100千円 

  市街地整備費       △2,100千円   建築総務費        △8,736千円 

  緑と花の推進費       3,600千円   公園管理事務所費      5,500千円 
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議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

    常備消防費        △3,800千円   事務局費         △3,800千円 

  幼稚園費         △3,700千円   生涯学習振興費       3,300千円 

  公民館費          1,400千円   歴史民俗博物館費     △2,500千円 

  生涯スポーツ振興費    △3,400千円 

 

第２表 債務負担行為補正 

 債務負担行為を次のように追加するものです。 

 

事     項 期  間 限度額 

基幹系総合システム機器借

上料 
令和３年度から令和７年度まで 371,000千円 

新型コロナウイルスワクチ

ン接種円滑化支援委託料 
令和４年度 22,000千円 

６４ 令和３年度知多市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

 ４７６，２３６千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を８，３１９，５３６千円とするも

のです。 

 ＜主な歳入＞ 

保険給付費等交付金   475,998 千円 

 ＜主な歳出＞ 

  一般管理費       △1,500千円   一般被保険者療養給付費  419,440千円 

  審査支払手数料      1,810千円   一般被保険者高額療養費   54,578千円 

  償還金          1,738千円 
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議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

６５ 令和３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） 

 １，２８２千円の減額補正で、歳入歳出予算の総額を１，３４０，６１８千円とするもので

す。 

 ＜歳入＞ 

  一般会計繰入金     △1,282千円 

 ＜歳出＞ 

  一般管理費       △1,282千円 

 

第２表 債務負担行為補正 

 債務負担行為を次のように追加するものです。 

 

事     項 期  間 限度額 

基幹系総合システム機器借

上料 
令和３年度から令和７年度まで 22,700千円 

６６ 令和３年度知多市下水道事業会計補正予算

（第２号） 

 収益的支出のうち、管渠費を８００千円、総係費を１，５００千円増額し、下水道事業費用

を１，８５９，６００千円とするものです。 

 



知多市議会１２月定例会の日程

（１２月８日～２２日 １5日間）

１２月 ８日（水） 本会議第１日（議案上程）

１２月 ９日（木） 本会議第２日（一般質問）

１２月１０日（金） 本会議第３日（一般質問）

１２月１３日（月） 本会議第４日（議案審議、委員会付託）

１２月１４日（火） 福祉文教委員会

１２月１５日（水） 建設経済委員会

１２月１６日（木） 総務委員会

１２月２０日（月） 議会運営委員会

１２月２２日（水） 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

資料１－２



２０２１年知多市の５大ニュース

お問い合わせ
秘書広報課 広報チーム 門井（0562-36-2642）

資料２

１ 地域と市役所の橋渡し役「地域担当職員」を任命（５月２５日、８月３０日）

地域が抱える様々な課題の解決に向け、地域と市のパイプ役として、市内の１０コミ
ュニティに地域担当職員として市職員を２名ずつ派遣。職員は、会議への出席や、地
域からの相談に対する市役所の担当課との連絡調整などを行っています。

２ 知多市制施行５０周年記念式典（７月１８日）

コロナ禍の影響で、１年延期していた記念式典を実施。自治功労者表彰３人、一般
表彰１９０人のほか、感謝状を１９人に贈呈。５０周年記念テーマ曲「夢希望」を、知多市
ふるさと観光大使の村屋光二さん、知多市ジュニアコーラスクラブの皆さんが合唱し、
５０周年をお祝いしました。

４ ゼロカーボンシティちた宣言（８月２３日）

地球温暖化防止対策に向き合い、実践する決意として、２０５０年までに本市の二酸
化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」へ挑戦することを宣言しました。
今後は、再生可能エネルギーの利用促進などを進めます。

５ 愛知県フットボールセンター知多オープン（１０月４日）

愛知県サッカー協会が旧ふれあい広場に、人工芝と天然芝のグラウンドを１面ずつ
整備しました。天然芝グラウンド整備に当たっては、市内外のサッカークラブ所属の子
どもと保護者約３００人が参加した芝植え会が実施されました。今後は、観客席や更衣
室なども設置される予定です。

３ 知多市出身山口浩勢選手、東京２０２０オリンピックに初出場（７月３０日）

男子3000ｍ障害の予選に出場した山口選手を、山口選手の家族、関係者とともに
声援を送りました。山口選手は、オリンピック後にオリンピック公式ユニフォームと、オリ
ンピックの出場を決めた大会で着用していたシューズなどを市に寄付。現在、市役所１
階正面玄関の「市出身スポーツ選手紹介コーナー」に展示しています。

▲地域担当職員任命式

▲市制施行５０周
年記念式典

▲山口選手を応援

▲ゼロカーボン
シティちた宣言

▲フットボールセンター知多オープン



資料３

知多浦浜工業団地工業用地の分譲を開始します

本市の産業振興及び地域経済の活性化に資する企業の誘致を行うために、本市が所有する知多浦浜工
業団地工業用地の分譲を開始します。

１ 所在地

知多市八幡字浦浜地内（「位置図」のとおり）

お問い合わせ
商工振興課商工・企業立地チーム 瀧本、犬飼（0562-36-2663）

３ 分譲面積

①・②区画ともに９，５００．３３平方メートル

（合計１９，０００．６６平方メートル）

５ 受付期間

知多市役所 ２階 商工振興課

６ 受付場所

令和３年１２月２日（木）から令和４年３月３１日（木）まで
（土日・祝日及び年末年始を除く。）

▲ 位 置 図

２区画（「分譲区画図」のとおり。複数区画の申込みも可能です。）

２ 分譲区画数

３９，５００円（１平方メートルあたり）

４ 分譲価格

・分譲区画と併せて、企業共同所有緑地も購入していただきます。
・詳細な条件や申込様式等は、市ホームページに掲載します。

７ その他

▲ 分譲区画図

知多市役所

知多浦浜工業団地

１

２

西知多道路 寺本インターチェンジ

フットボール
センター知多

企業共同所有緑地



資料４

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について
２回目の新型コロナウイルスワクチンを接種してから８か月以上経過した１８歳以上の方を対象に３回

目の接種を実施します。

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

▲ワクチン接種の様子

１ 接種券の発送

(1) 令和３年３月、４月に接種した方（先行で接種した医療従事者など）

発送済み。お勤めの医療機関などで接種される場合でも、発送した接種券が必要です。

(2）令和３年５月以降に接種した方（医療従事者、高齢者など）

令和３年１２月下旬以降に順次発送予定

３ 接種開始日

(1) 集団接種（知多市保健センター）

令和４年１月２９日（土）、３０日（日）から開始する予定

(2）個別接種（各医療機関）

令和４年２月１６日（水）から開始する予定

２ 予約受付

(1) 受付方法

コールセンターによる電話受付、予約システムによるインターネット受付、市内の

公共施設における窓口受付

(2）受付開始日

決定次第ホームページや公式ＬＩＮＥなどでお知らせします。

なお、令和３年５月以降に２回目の接種をした方は、接種券がお手元に届き次第、

予約可能となる予定です。



資料５

こどものまちinちた「ちたっ子タウン」

概 要

子どもの自主性を育むことを目的に、こどものまちinちた実行委員会に委託して実

施している事業です。子どもたちは、仕事をして、「こどものまち」だけで使えるお

金を給料としてもらい、買い物やゲームなどを楽しみ、遊びながら社会の仕組みを学

べるイベントです。まちには、まちのルールを学ぶ学校、仕事を探すハローワークの

ほか、市役所や銀行、雑貨屋、アトリエ、お化け屋敷などのお店があります。

ＰＲポイント

まちの企画から運営まで、すべて小中学生１８人の“子どもスタッフ”により行わ
れ、過去に“子どもスタッフ”を経験した高校生・大学生などが“応援団スタッフ”
として運営の補佐役となり、７月中旬から準備を進めてきました。
こどものまちに入れるのは、年長～中学生のみで、まちで使うお金や、仕事の道具

なども、すべて子どもたちの手作りです。

日 時 １２月１８日（土） 正午～午後４時

会 場 青少年会館

対 象 年長～中学生 ※大人の入場はできません。

定 員 各日１００人 事前申し込みされた方

▲過去のこどものまちの様子（学校）

お問い合わせ
子ども若者支援課若者女性支援チーム 野呂（0562-36-2657）

参加費 ３００円

１２月１９日（日） 正午～午後３時３０分

詳 細 別添チラシをご覧ください。



資料６

消防団年末夜警

概 要

市民の皆さんが笑顔で新年を迎えられるよう、火災予防の徹底を図ることを

目的に消防団年末夜警を行います。

当日は、消防本部で出発式を行うほか、消防団員が消防車両で市内を巡視し

ます。

ＰＲポイント

知多市には５つの分団があり、当日は各分団が一斉に市内を巡視し、市民の
皆さんに火災予防を呼びかけます。

日 時 １２月２８日（火）午後７時３０分から１時間程度

場 所 市内全域

そ の 他 出発式を午後７時３０分から消防本部で行います。

▲出発式の様子

お問い合わせ
消防本部庶務課消防団チーム 宮崎（0562-56-0146)

参加人数 ４０人（出動車両１０台）



資料７

尾張万歳元旦奉納公演

概 要

尾張万歳は、八幡（寺本）で継承され、農閑期の出稼ぎとして行われてきまし
たが、平成８年に国の重要無形民俗文化財の指定を受け、現在は伝統芸能として
伝承されています。

奉納公演当日は、尾張万歳保存会により門付・三曲・御殿万歳などの演目が奉
納されます。

ＰＲポイント

参拝者に幸福を与え、笑顔で１年を過ごしていただける縁起のよい行事で、元日
の知多市の風物詩となっています。
午後の公演では、知多翔洋高等学校の古典文化の授業で、尾張万歳の実技指導を

受けた高校生２人も出演する予定です。

日 時 令和４年１月１日（祝・土） １回目：午前１０時３０分～１１時（予定）

２回目：午後２時～２時３０分（予定）

会 場 尾張八幡神社境内（八幡字荒古後８７番地）
※雨天中止。新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

▲一昨年の奉納公演の様子

お問い合わせ
知多市観光協会 事務局（0562-51-5637）
商工振興課 観光チーム 西山（0562-36-2664）

アクセス 名鉄常滑線寺本駅下車、北へ徒歩１０分

観 覧 無料

はちまん

かどづけ さんきょく ごてん


