
知多市長定例記者会見次第
日 時 令和４年６月９日(木)

午前１０時

場 所 協議会室

市長あいさつ
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※ 次回知多市長定例記者会見の開催予定日時 ７月２１日（木）午前１０時から



資料１－２

物価高騰の中にあっても、給食の栄養バランスや量を維持します

コロナ禍などによる物価高騰の影響を踏まえ、食材に係る費用を増額し、給食の栄養バランスや量を、
例年の水準に維持します。

１ 事業内容

(1) 概要

コロナ禍や、世界情勢に起因する物価高騰などにより、給食で使用する食材の費用にも影響が及びつつあります。

物価高騰分を見込み、給食の食材に係る費用（７月～５年３月分）を増額することで、給食の栄養バランスや量を、例年

の水準に維持します。

(2) 対象

市立保育園、やまもも園、小学校、中学校で提供している給食

お問い合わせ
幼児保育課
運営チーム 北川（0562-36-2659）
学校教育課
八幡給食センター 加古（0562-55-7411）

２ 事業費（いずれも賄材料費の増額分）

・保育園運営費 １，２６１千円

・やまもも園運営費 ６０千円

・学校給食センター運営費 １２，９５７千円

保育園運営費 予算 １，２６１千円
やまもも園運営費 予算 ６０千円
学校給食センター運営費

予算 １２，９５７千円



資料１-３

自費で任意接種した子宮けいがんワクチン費用を補助します

お問い合わせ
健康推進課 成人保健・予防チーム 大矢（0562-54-1300）

１ 補助対象者

平成９年４月２日から平成１７年４月１日までの間に生まれた女性で以下の条件に該当する方

（１）令和４年４月１日時点で知多市に住民登録があること。

（２）定期接種の対象年齢である１６歳となる日の属する年度の末日までに定期接種（公費負担）が完了していないこと。

（３）定期接種の対象年齢を過ぎた１７歳となる日の属する年度の初日から令和３年度の末日までに、日本国内の医療機

関で定期接種で使用されるワクチン（２価、または４価ワクチン）の任意接種を受け、実費を負担したこと。

（４）４年４月１日から今回の補助対象者を対象に始まったキャッチアップ接種（公費負担）を受けていないこと。

※子宮けいがんワクチンの定期接種は、小学校６年～高校１年相当の女性を対象に、３回接種を行います。令和３年

１１月から積極的な勧奨が再開され、今回の補助対象者を含む対象者には予診票を発送しています。

４ 申請受付期間

・償還払い申請書
・償還払い申請用証明書又は接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証等
・接種費用の支払いを証明する書類（領収書及び明細書、支払い証明書等）

３ 申請書類

平成２５年６月から子宮けいがんワクチンの接種を積極的に勧める取組が差し控えられたことにより、
その期間に定期接種の機会を逃した方が、任意接種において負担した費用相当額を補助します。

令和４年７月１日から令和７年３月末まで

５ 事業費

予防接種費補助金 １，１００千円（６５回分）

予防事業費
予算 １，１００千円

２ 補助額

接種１回当たり１６，９２０円を上限に補助



資料１－４

医療用ウィッグ、乳房補整具への補助を行います

がん患者の方の医療用補整具の購入に係る経済的負担の軽減を図るために、がん治療による脱毛や、
手術による乳房の形の変化などを補完する補整具の購入費の一部を補助します。

１ 補助対象者

(1) 本補助金申請日時点で本市に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を受けた、または現に受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛、または外科的治療等による乳房の変形がある者

(4) 過去に県内市町村から、愛知県のがん患者アピアランスケア支援事業実施要領に基づく補助を受けていない者

お問い合わせ
健康推進課 管理・調整チーム 中井（0562-54-1300）

２ 補助額

医療用ウィッグ購入費（ウィッグと同時に購入した頭皮保護用ネット含む）に対し、２分の１を補助（２万円を上限）

乳房補整具購入費（補整下着、補整パッド、人工乳房）に対し、２分の１を補助（２万円を上限）

令和４年４月１日以降に購入した補整具で、購入した日から１年以内

３ 申請受付期間

・交付申請書
・がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又
は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類（お薬手帳、治療方
針計画書、同意書等）

・補整具購入の領収書

４ 申請書類

各種検診等事業費
予算 ８００千円

５ 事業費

がん患者ウィッグ等購入費補助金 ８００千円（約４０件分）



農業者等が購入する梱包用消耗資材等に交付金を交付します

コロナ禍による影響や、物価高騰の影響により経営に多大な影響を受けている農業者等に対し、梱包
用消耗資材等の購入経費に交付金を交付することにより、農業者等を支援します。

１ 交付対象者

市内に住所を有する農業者、または所在地のある農業法人

お問い合わせ
農業振興課 農政チーム 木村（0562-36-2665）

営農推進事業費
予算 １２，６００千円

資料１－５

６ 事業費

農畜産物出荷用資材等購入支援臨時交付金 １２，６００千円（約２００件分）

２ 交付対象経費
令和４年４月１日から令和５年２月２８日までの間に、自ら生産した農畜産物の出荷、

または販売に使用する梱包用消耗資材等の購入に要した費用

※対象資材例
段ボール箱、出荷用ネット、花き用鉢、果樹類用プラスチックパック、
包装フィルム、米穀物用紙袋など

３ 交付額
交付対象経費に対し、２分の１を補助（上限１０万円）
ただし、交付対象者が認定農業者、または認定就農者の場合は、
上限１５万円

４ 申請受付期間
令和４年８月１日から令和５年３月９日まで

５ 申請書類
対象経費を支出したことを証する書類の写し

▲ペコロスの出荷に使われる段ボール箱



プレミアム付商品券を発行します

コロナ禍での物価高騰による家計の負担を軽減するとともに、市内消費を喚起することで事業者を支
援し、効果的に市内経済の活性化を図るために、プレミアム付商品券を発行します。

２ 商品券の内訳

１冊１３，０００円分（１，０００円券×９枚、５００円券×８枚）

※５００円券は大型店、チェーン店、フランチャイズ店を除く中小の個店のみ使用可

お問い合わせ
商工振興課 商工チーム 小坂、松山（0562-36-2662）

３ 販売開始日（予定）

・１０月初旬に販売を開始
・９月から事前申込の受付を開始。購入希望者は、電子、もしくは紙で申込。
（１人３冊まで申込可能。申込多数の場合は抽選）

プレミアム付商品券事業費
予算 ４００，８７０千円

資料１－６

６ 事業費

プレミアム付商品券事業補助金 ３９０，３００千円（商工会が行う商品券の換金業務に必要な経費）
その他印刷製本費ほか １０，５７０千円

５ 使用可能店舗（予定）

市内の小売店や飲食店など１００～２００店舗

１ 販売額・販売冊数

１冊１０，０００円（プレミアム率３０％）で３０，０００冊販売

▲ 令和２年度プレミアム付食事券

見本

４ 利用期間（予定）

１０月初旬～令和５年２月中旬まで



知多市議会６月定例会の日程

（６月１5日～６月29日 １５日間）

６月１5日（水） 本会議第１日（議案上程）

６月１6日（木） 本会議第２日（一般質問）

６月１7日（金） 本会議第３日（一般質問）

６月２0日（月） 本会議第４日（議案審議、委員会付託）

６月２1日（火） 福祉文教委員会

６月２2日（水） 建設経済委員会

６月２3日（木） 総務委員会

６月２7日（月） 議会運営委員会

６月29日（水） 本会議最終日（委員長報告、討論、採決）、全員協議会

※開始時間は、午前９時30分から

資料１－７



資料２

電気軽自動車の税金を減免します

令和５年度課税分から、電気のみを動力源とする四輪の軽自動車（以下「電気軽自動車」という）に
ついて、新車登録から３年度分の軽自動車税（種目割）を減免します。

１ 目的

ゼロカーボンシティちた宣言に基づき、電気自動車に係る軽自動車税を減免することで、脱炭素化に有効な電気自動

車の普及を促進し、持続可能な社会の実現を目指します。

お問い合わせ
税務課 諸税チーム 小林（0562-36-2634）
環境政策課 環境政策チーム 吉峯（0562－36－2660）

２ 対象

令和４年４月２日から令和７年４月１日までに新車登録された電気軽自動車

４ 手続き

対象車両の新車登録手続きが完了してから、
軽自動車税の納期限（５月末）までに、減免申請が必要です。
【必要書類】
・減免申請書
・自動車車検証の写し
（もしくは電気のみを動力源とすることがわかる書類）

３ 減免内容

(1) 対象税目 軽自動車税（種目割）
(2) 減免期間 新車登録後の初年度分から３年度分まで
(3) 減免割合 全部減免

【新車登録日と減免期間の対応表】

年度
新車登録日

５ ６ ７ ８ ９

４年４月２日
～５年４月１日

○ ○ ○

５年４月２日
～６年４月１日

○ ○ ○

６年４月２日
～７年４月１日

○ ○ ○



資料３

佐布里池カヌー体験

概 要

豊かな自然に囲まれた佐布里池で、世代を問わず気軽に楽しめるカヌー体験を開
催します。自然に包まれた佐布里池の水面を活用してカヌー体験することで、佐布
里池の新たな魅力を市外の方にも知っていただき、また市民がより楽しく利用でき
る憩いの場とすることで地域の活性化を図ります。参加予定者は最大延べ約770人
を予定します。

ＰＲポイント

昨年好評だったことから、開催日数を４日間増やし、８日間で実施します。いつ
もは護岸から眺めることしかできない佐布里池を、カヌーに乗って水面から楽しん
でいただけます。安全なパックラフトカヌーを使った水上アクティビティにより、
開放感あふれる景色を満喫し、真夏の涼をお楽しみいただけます。

開催日 ７月１６日(土)～１８日(祝・月)
８月１１日(祝・木)～１５日(月) 計８日間

午前９時３０分から１時間ごとに１日６回

体験料 中学生以上(大人）1,000円、小学生（小人）500円 当日、公園管理事務所受付（梅の館内）にて納付

種 類 １人乗りカヌー：中学生以上の方
２人乗りカヌー：小学生と中学生以上の方、または中学生以上の方同士

申込み ７月５日（火）より開催日前日までに申込専用ダイヤルにて先着順で受付

電話 070-2242-8115、070-2242-8116   受付は月曜日を除く9:00～17:00

お問い合わせ
佐布里緑と花のふれあい公園 池田（0562-54-2911)
緑と花の推進課 公園チーム 井上（0562-36-2673）

▲３年度カヌー体験の様子



資料４

新舞子ブルーサンビーチ浜開き

概 要
サマーシーズン到来！名古屋から一番近い海水浴場であるブルーサンビーチが浜

開きします。

ＰＲポイント

名古屋から１番近い海水浴場で、海水浴はもちろん、ＢＢＱを楽しんだり、ビー

チでまったり過ごしたり一日満喫できます。

２基の風車が目印の新舞子ブルーサンビーチは、日中は青い海と白い砂浜のコン

トラストが映え、夕方になると夕日と海が幻想的なオレンジの風景を作り出し、

フォトスポットとしても人気です。

▲ブルーサンビーチの様子

お問い合わせ
新舞子マリンパーク管理事務所 小坂・秋本（0562-56-3980）
商工振興課 観光・ｅスポーツチーム 西山（0562-36-2664）

浜開き期間 ７月１６日（土）～９月４日（日）

※７月１６日の神事終了後から海水浴が可能となります。

遊泳時間 午前９時から午後４時３０分まで

アクセス 名鉄常滑線「新舞子」駅下車、西へ徒歩約１０分

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、内容が変更となる場合があります。


