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○令和４年第１回（３月）定例会提出予定案件の概要 

 

報告第 １号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更について（日間賀漁港

港整備交付金工事））（令和３年１２月１７日 専決） 

  

 令和３年６月11日付け議案第51号により議決された日間賀漁港港整備交付金工事

の請負契約の変更につき、地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、次のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するものである。 

変更事項 

１ 契約金額 

  変更前   金７９，８６０，０００円 

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金７，２６０，０００円） 

変更後   金８１，３３７，３００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金７，３９４，３００円） 

 

議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度南知多町一般会計補正予算（第１１号）） 

       補正額 ４０２，８９６千円  補正後 ９，１３５，７８４千円 

       （令和３年１２月２１日 専決） 

◎繰越明許費                      ４９９，６７３千円 

住民福祉課 

  ・民生費 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業  

  ３０６，８９６千円 

 健康子育て室 

  ・民生費 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業    １９２，７７７千円 

１ 職員人件費 

 〇歳出 

  ①人件費 職員手当等（住民税非課税世帯給付金分）    

   ・時間外勤務手当                     ９１７千円 

２ 企画財政課 

○歳入  

 ①繰入金 財政調整基金繰入金の減（歳入の財源調整） △９６，７７７千円 

３ 住民福祉課 

 〇歳入                         

  ①国庫支出金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 

   ３０６，８９６千円 

 ○歳出 

  ①民生費 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 

（報酬 職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金） 

３０５，９７９千円 

４ 健康子育て室 

〇歳入                         

  ①国庫支出金 子育て世帯臨時特別支援事業費     １９２，７７７千円 

 〇歳出 

  ①民生費 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費   ９６，０００千円 
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議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度南知多町一般会計補正予算（第１２号）） 

       補正額 ２７，７９６千円  補正後 ９，１６３，５８０千円 

       （令和４年２月４日 専決） 

 

◎繰越明許費                       ６８，８５５千円 

健康子育て室 

  ・民生費 子育て支援臨時特別給付金給付事業       １０，００８千円 

   ・衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業      ５８，８４７千円 

１ 企画財政課 

 〇歳入 

  ①繰越金 繰越金の増                 １０，００８千円 

２ 健康子育て室 

○歳入  

 ①国庫支出金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費の増 

１７，７８８千円 

○歳出 

 ①民生費 子育て支援臨時特別給付金 

（役務費 負担金、補助及び交付金）の増      １０，００８千円 

  ②衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

（報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料）の増 

   １７，７８８千円 

 

議案第 ３号 公の施設の指定管理者の指定について（日間賀島渡船ターミナル） 

 

１ 提案の理由 

  令和４年３月31日を以て指定期間の満了を迎える日間賀島渡船ターミナルの管

理については、南知多町渡船ターミナル設置及び管理条例第18条第１項の規定に基

づき、指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り、議会の議決が必要であるからである。 

２ 指定の内容 

 (1) 管理を行わせる公の施設 

   日間賀島渡船ターミナル 

 (2) 指定管理者となる団体 

   南知多町大字日間賀島字西浜48番地 

   南知多町観光協会日間賀島支部 支部長 鈴木安博 

 (3) 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

議案第 ４号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の変更について 

 

１ 提案の理由 

  尾張旭市長久手市衛生組合の解散に伴い、同組合を愛知県市町村職員退職手当組
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合から脱退させることとし、愛知県市町村職員退職手当組合規約を変更することに

ついて協議するため、地方自治法第 290 条の規定に基づき、議会の議決が必要であ

るからである。 

２ 提案の内容 

  愛知県市町村職員退職手当組合規約から尾張旭市長久手市衛生組合を削除する。 

                    （別表第１及び別表第２関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第 ５号 教育長の任命同意について 

 

提案の理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、任命した

いので、議会の同意を求める。 

 

議案第 ６号 辺地総合整備計画の変更について 

 
１ 提案の理由 

  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第

３条第８項において準用する同条第 1項の規定に基づき、辺地総合整備計画を変更

することについて、議会の議決が必要であるからである。 

２ 計画の変更内容 

  辺地総合整備計画において整備しようとする公共的施設の事業費及び辺地対策

事業債の予定額を増額する。 

 
（単位：千円） 

辺地名 事業費 
財源内訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 特定財源 一般財源 

篠 島 
578,330  

(458,983) 

 28,990  

(18,414) 

 549,340  

(440,569) 

474,100  

(384,200) 

日間賀島 
947,992  

(745,373) 

178,531  

(122,797) 

769,461  

(622,576) 

654,700  

(513,500) 

合 計 
1,526,322  

(1,204,356) 

207,521  

(141,211) 

1,318,801  

(1,063,145) 

1,128,800  

(897,700) 

(  )は変更前 

３ 計画期間 令和元年度から令和６年度 

 
議案第 ７号 南知多町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 
１ 改正の理由 

  部長及び次長の職務の級について、近隣町の状況を考慮して、見直しを実施する

ため、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

  部長及び次長の職務を７級に分類される職務に変更し、高度の知識又は経験を必

要とする業務を行う部長の職務を８級の基準となる職務に追加する。 
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（別表第３関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第 ８号 南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

１ 改正の理由 

  妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援に関しては、昨年８月 10 日に人事院が行

った「公務員人事管理に関する報告」及び「国家公務員の育児休業等に関する法律

の改正についての意見の申出」の中で、国家公務員に係る「妊娠・出産・育児等と

仕事の両立支援のために講じる措置」が明らかにされており、当該措置に係る人事

院規則等が改正され、令和４年４月１日に施行されることに伴い、非常勤職員の育

児休業等に関し、必要な事項を定めるため、現行条例の一部を改正する必要がある

からである。 

２ 改正の主な内容 

 (1) 非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和   （第２条及び第 19 条関係） 

 (2) 育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する規定の整備 

                         （第 23 条及び第 24 条関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日 

 
議案第 ９号 南知多町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の理由 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和４年４月

１日に施行されることに伴い、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

 (1) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止され、個人情報の保護

に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）に統合されることに伴う改正 

（第２条第３号及び第 44 条関係） 

(2) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止され、個人情報

保護法に統合されることに伴う改正          （第２条第９号関係） 

(3) 統計法の改正に伴う改正                           （第 53 条関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日 

 
議案第１０号 南知多町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 
１ 改正の理由 

  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律が一部改正され、令和４年４

月１日から施行されるため、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

  国民生活金融公庫（平成20年10月１日に解散しており、後身は株式会社日本政策

金融公庫である。）又は沖縄振興開発金融公庫（以下「公庫等」という。）が行う

貸付事業のうち、傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける

権利を公庫等に担保に供するものが廃止されることを受け、公庫等に担保に供する

ことができることの廃止                   （第３条関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日 
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議案第１１号 南知多町道路占用料条例等の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の理由 

  道路法施行令の一部を改正する政令が令和元年９月27日に公布され、令和２年４

月１日から国の管理道路の占用料の額が改定された。 

これに伴い、愛知県は令和４年４月１日から県の管理道路の占用料の額を愛知県

の地価水準等を勘案した額に改定するとともに、道路占用料の額の改定に準じて、

国土交通省所管の公共用財産に係る使用料等の額を併せて改定することとした。 

  このため、愛知県に準じて占用料等の額を改定するため、関係条例の一部を改正

する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

(1) 南知多町道路占用料条例の一部改正             （別表関係） 

    占用料の額の改定    

(2) 南知多町法定外公共用物の管理に関する条例の一部改正    （別表関係） 

   使用料の額の改定                 

(3) 南知多町海岸占用料等徴収条例の一部改正       （別表第１関係） 

   占用料の額の改定  

(4) 南知多町漁港管理条例の一部改正           （別表第１関係）  

   使用料の額の改定                 

(5)  南知多町漁港占用料等徴収条例の一部改正       （別表第１関係）  

   占用料の額の改定                  

(6)  南知多町内海港港湾管理条例の一部改正           （別表関係）  

   使用料の額の改定                

（7） 南知多町内海港港湾占用料等徴収条例の一部改正    （別表第１関係） 

   占用料の額の改定        

３ 施行期日等 

（1） 施行期日 令和４年４月１日 

（2） 経過措置 

この条例による改正後の南知多町道路占用料条例等の規定は、この条例の施行

日以後の占用料又は使用料について適用し、この条例の施行日前の占用料又は使

用料については、なお従前の例による。 

 

議案第１２号 南知多町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の理由 

  農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動の推進を目的として、

農地利用最適化交付金を財源とする農業委員及び農地利用最適化推進委員の担い

手への農地の集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消等に向けた活動実績及び成

果実績に応じた能率給を支給できるようにするため、現行条例の一部を改正する必

要があるためである。 

２ 改正の内容 

  農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に、農

地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じた上乗せ報酬の額を追加する。               

（別表第１関係） 
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３ 施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第１３号 南知多町生きがい活動支援センターの設置及び管理に関する条例を

廃止する条例について 

 

１ 廃止の理由  

民間の介護サービス事業者の参入により、より良質かつ適切な介護サービス等の

提供が可能となったことに伴い、篠島生きがい活動支援センター及び日間賀島生き

がい活動支援センターの公の施設としての供用を廃止するため、現行条例を廃止す

る必要があるからである。  

２ 施行期日等  

(1) 施行期日 令和４年４月１日  

 (2) 南知多町手数料条例の一部改正  

       生きがい活動支援通所手数料の項を削る。          （別表第２関係） 

 

議案第１４号 令和３年度南知多町一般会計補正予算（第１３号） 

       補正額 ４２８，９４２千円  補正後 ９，５９２，５２２千円 

 

◎繰越明許費                     ５２３，４５３千円 

 建設課 

 ・災害復旧費 道路橋りょう施設災害復旧事業        １５，４００千円 

産業振興課 

・農林水産業費 農業委員会による情報収集等業務効率化事業    １２０千円 

・農林水産業費 有機農業産地づくり推進緊急対策事業    １０，０００千円 

・農林水産業費  水産業強化対策整備事業         ４７４，３６３千円 

・商工費 内海観光センター整備事業            １１，０００千円 

住民福祉課 

・総務費 社会保障・税番号制度システム整備事業      ３，５７０千円 

学校教育課 

・学校保健特別対策事業                                  ９，０００千円 

１税務課 

 〇歳入 

①地方特例交付金  

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増 

６４，８９２千円 

２ 防災危機管理室 

 〇歳出 

  ①消防費                       △８，６５１千円 

・知多南部消防組合分担金の減                △５，８１６千円 

   ・操法大会訓練報償の減                  △２，８３５千円 

・消防施設費  財源更正（地方債の増、一般財源の減） 

３ 企画財政課 

 ○歳入 

 ①地方譲与税 森林環境譲与税の増              ４６千円 

②地方交付税 普通交付税の増           １６６，９８３千円 
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 ③繰入金                    △１６３，７４９千円 

  ・財政調整基金繰入金の減（歳入の財源調整）    △１７６，５８９千円 

  ・都市計画事業基金繰入金の増              １，５７９千円 

  ・公共施設等整備基金繰入金の増            １１，２６１千円 

 ④繰越金 繰越金の増               １７２，００１千円 

  ⑤町債                       １１，８００千円 

   ・農業用施設整備事業債の増               ４，７００千円 

   ・急傾斜地崩壊対策事業債の増              １，４００千円 

   ・消火栓整備事業債                   ２，５００千円 

   ・みさき小学校整備事業債                ３，２００千円 

 ○歳出 

 ①総務費                     ３０３，１６５千円 

  ・財政調整基金積立金の増              １３４，４４８千円 

  ・公共施設等整備基金積立金の増           １６６，９７１千円 

  ・森林環境譲与税基金積立金               １，７４６千円 

４ まちづくり推進室 

 〇歳出 

①総務費 海っこバス運行委託料の増          ３，４０５千円 

５ 建設課 

 ○歳出 

  ①農林水産業費 県営防災ダム事業負担金の増      ４，７７８千円 

  ②土木費 急傾斜地崩壊対策事業費 財源更正（地方債の増、一般財源の減） 

６ 産業振興課 

 ○歳入 

  ①県支出金                    １９０，１０８千円 

・農業人材力強化総合支援事業費の減          △２，２５０千円 

・農地集積・集約化対策事業費の増              １２０千円 

・みどりの食料システム戦略推進事業費         １０，０００千円 

・水産業強化支援事業費の増             １８２，２３８千円 

○歳出 

  ①農林水産業費                  １８６，９０９千円 

・農業委員会活動費（備品購入費）の増            １２０千円 

・有機農業産地づくり推進事業（報償費 旅費 需用費  

委託料 使用料及び賃借料）の増           １０，００１千円 

・農業次世代人材投資資金（経営開始型）の減      △２，２５０千円 

   ・水産業強化対策整備事業費補助金の増        １８２，２３８千円 

   ・産業まつり推進事業費の減              △３，２００千円 

７ 住民福祉課 

 ○歳入 

  ①国庫支出金 社会保障・税番号制度システム整備費   ３，５６９千円 

  ②諸収入 令和２年度障害者総合支援給付費国庫負担金精算追加交付金  

９５５千円 

 ○歳出 

  ①総務費 総合住民情報システム改修業務委託料     ３，５７０千円 

  ②民生費 国県支出金等返還金の増           ８，０１８千円 
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８ 保険年金室 

 ○歳入 

  ①国庫支出金 国民健康保険保険基盤安定負担金の減    △３１１千円 

  ②県支出金                     △４，９０４千円 

   ・国民健康保険保険基盤安定負担金の減           △９８６千円 

   ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金の減        △３，９１８千円 

 ○歳出 

  ①民生費                     △１１，０５１千円 

   ・国民健康保険特別会計繰出金の減           △５，８２６千円 

   ・後期高齢者医療特別会計繰出金の減          △５，２２５千円 

９ 環境課 

 〇歳入 

  ①国庫支出金 浄化槽整備事業費の減         △２，８１６千円 

  ②県支出金 浄化槽設置整備事業費の減        △４，６０１千円 

 ○歳出 

  ①衛生費                      △３９，９１０千円 

・合併処理浄化槽設置事業費補助金の減        △２４，７３８千円 

・知多南部衛生組合分担金の減            △１２，８７２千円 

・知多南部広域環境組合分担金の減           △２，３００千円 

１０ 健康子育て室 

 〇歳入 

  ①国庫支出金 児童手当支給費の減          △７，８１２千円 

  ②県支出金 児童手当支給費の減           △１，７１９千円 

 ○歳出 

  ①民生費                     △１０，５９１千円 

・児童手当の減                     △１１，２５０千円 

  ・保育所一般管理費（国県支出金等返還金）の増           ６５９千円 

１１ 学校教育課 

 〇歳入 

  ①国庫支出金 学校保健特別対策事業費の増       ４，５００千円 

 ○歳出 

  ①教育費                       ６，７９８千円 

・学校保健特別対策事業費補助金の増           ９，０００千円 

   ・小中学校修学旅行等キャンセル料補助金        △２，２０２千円 

   ・小学校再編事業費 財源更正（地方債の増、一般財源の減） 

１２ 学校給食センター 

○歳出 

  ①教育費 新学校給食センター建設工事の減     △１７，４９８千円 

 

議案第１５号 令和３年度南知多町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（保険年金室） 補正額 １７，８１３千円   補正後 ２，８２４，４８５千円 

 

 ○歳入 

  ①国民健康保険税                 △８６，３００千円 

   ・一般被保険者医療給付費分現年課税分の減      △５７，７００千円 
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   ・一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分の減   △１８，６００千円 

   ・一般被保険者介護納付金分現年課税分の減      △１０，０００千円 

  ②県支出金 保険給付費等交付金（特別交付金）の増  ３４，５２０千円 

  ③財産収入 国民健康保険事業安定化基金利子収入の増      １千円 

④繰入金                      △５，８２６千円 

・保険基盤安定繰入金の減              △ １，７２９千円 

   ・財政安定化事業繰入金の増               １，４４８千円 

   ・その他一般会計繰入金の減              △５，５４５千円 

⑤繰越金  繰越金の増               ２３，６３８千円 

⑥国庫支出金 国民健康保険災害等臨時特例補助金   ５１，７８０千円 

 

 ○歳出 

  ①基金積立金 国民健康保険事業安定化基金積立金の増 １１，４６３千円 

  ②諸支出金 国県支出金等返還金の増          ６，３５０千円 

 

議案第１６号 令和３年度南知多町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 （保険年金室） 補正額 △５，２２５千円  補正後 ２８７，８１４千円 

 

 ○歳入 

  ①繰入金 保険基盤安定繰入金の減          △５，２２５千円 

 ○歳出 

①後期高齢者医療広域連合納付金 保険料等負担金の減 △５，２２５千円 

 

議案第１７号 令和３年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 （健康介護課） 補正額   増減なし   補正後 ２，１１９，３１３千円 

 

 ○歳入 

  ①介護保険料 特別徴収分（新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免） 

                            △１２，３４８千円 

  ②国庫支出金                    １２，０３１千円 

   ・調整交付金の増                    ４，６２２千円 

   ・災害時臨時特例補助金の増               ７，４０９千円 

  ③繰入金 介護給付費準備基金繰入金の増（歳入の財源調整） ３１７千円 

 

議案第１８号 令和４年度南知多町一般会計予算 

予算額 ７，２８４，０００千円 

 

議案第１９号 令和４年度南知多町国民健康保険特別会計予算 

                      予算額 ２，８３３，０００千円 

 

議案第２０号 令和４年度南知多町後期高齢者医療特別会計予算 

                      予算額   ３０８，３００千円 

 

議案第２１号 令和４年度南知多町介護保険特別会計予算 

                      予算額 １，９９３，０００千円 



- 10 - 

 

議案第２２号 令和４年度南知多町漁業集落排水事業特別会計予算 

                      予算額    ９９，１６５千円 

 

議案第２３号 令和４年度南知多町師崎港駐車場事業特別会計予算 

                      予算額    ９４，４１６千円 

 

議案第２４号 令和４年度南知多町水道事業会計予算 

                      予算額   ９６２，２４３千円 

 

 

 


