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議会報告会 次第

• 議長挨拶

• 令和３年９月補正予算審査内容報告

総務協働、文教厚生、経済建設分科会

• 令和２年度一般会計歳入歳出決算認定報告

総務協働、文教厚生、経済建設分科会
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議長挨拶

みよし市議会議長

水野 隆市
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議長挨拶
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議会報告会 次第

• 令和３年９月補正予算審査内容

• 令和２年度一般会計歳入歳出決算認定内容

続けて報告します
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令和３年度一般会計補正予算
（第５号）審査内容報告

• 総務協働分科会

新型コロナウイルスワクチン接種体制
確保事業
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新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業

• 補正金額 ２億７,９７３万８千円

• 市町村において予防接種を実施するため、
新型コロナウイルスワクチン接種体制を確
保する

• 接種対象年齢が12歳以上に拡大

• 接種率の見直しにより接種対象者数が増加
したことに伴い、集団接種の期間が延長
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新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業質疑内容

• 質問

ワクチンの接種希望者、約１万人２万回の
予算が必要だが、補正予算で対応できるか

• 回答

２回のワクチン接種目標に対する未接種者
の約１万人分の執行経費は今回の補正予算
で確保できます。



8

令和３年度一般会計補正予算
（第６号）審議内容報告

• 総務協働分科会

①さんさんバスバス停整備事業

②おかよし地域包括支援センター整備事業

• 文教厚生分科会

③保育園整備事業

• 経済建設分科会

④道路維持管理事業



9

①さんさんバスバス停整備事業

• 補正金額 ３,６７４万円

• さんさんバス路線等再編（令和４年）に合
わせて４箇所のバス停整備

①みよし市役所（既設）

②おかよし交流センター（新設）

③東山台（既設）

④アイモール・イオン三好店（既設移設）
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アイモール・イオン三好店
バス停工事概要
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さんさんバスバス停整備事業
質疑内容

• 質問

今回補正予算で計画しているバス停の整
備はすべて完了か

• 回答

令和４年春に予定しているさんさんバス
路線等再編に係る工事が必要なバス停整
備は、この３箇所で完了します。
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さんさんバスバス停整備事業
質疑内容

• 質問

さんさんバス停留所の時刻表・屋根・ベ
ンチの設置の考えは

• 回答

時刻表はすべてのバス停に設置、「雨よ
け」や「ベンチ」など待合環境の整備は、
道路管理者等との協議を整え、利用者の
多いバス停から順次予算の範囲内で整備
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さんさんバスバス停整備事業
質疑内容

• 質問

バス停を歩道に設置する場合、歩行者等
の安全確保、交通安全施設撤去など安全
に関する協議はどのようか

• 回答

バス停を歩道に設置する場合は、道路管
理を行っている道路管理者と交通管理を
行っている豊田警察署と協議・調整を行
い、運輸局の認可を受けます。
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②おかよし地域包括支援セン
ター整備事業

• 補正金額 １,３００万円

• おかよし地域包括支援センターをカリヨン
ハウス内に設置（令和４年４月１日開設予
定）するための整備工事

①カリヨンハウスの多目的室２の改修工事
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おかよし地域包括支援
センター工事概要
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おかよし地域包括支援センター
整備事業質疑内容

• 質問

おかよし地域包括支援センター開設の工
事以外の準備状況は

•回答

最初の打合せ（9/15）。きたよし地域
包括支援センターを交えての打合せや配
属される職員に研修の受講など４月から
の業務が円滑に行えるよう進めていく
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③保育園整備事業

• 補正金額 １,１１９万２千円

• プール活動中の熱中症予防のため、公立保
育園のプールに日除けを設置するための設
計業務委託など

①なかよし保育園増築園舎用消耗品購入

②プール日除け設置工事設計業務委託

③みどり保育園電話機取替工事

④なかよし保育園増築園舎用備品購入費
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プール日除け設置工事
イメージ
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保育園整備事業質疑内容

• 質問

保育園プールの日除け設置工事の内容は

• 回答

鉄骨造りの日除けで、屋根は遮光性、通
気性のあるシートで開閉可能な巻取り式
のもの

公立のみどり、打越、城山、明知、すみ
れ、わかばの６保育園が対象
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保育園整備事業質疑内容

• 質問

補正とした理由は

• 回答

スポーツ庁から熱中症事故の防止につい
ての通知があり、日本スポーツ振興セン
ターが作成した「学校、屋外プールにお
ける熱中症対策」などを参考に日除けを
設置することが有効と考え、次年度に間
に合うようにするため
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④道路維持管理事業

• 補正金額 １億３,５００万円

• 道路の安全確保、適切な維持管理を行うた
め、区画線の修復や舗装修繕など

①区画線設置工事

（市道山ノ間小林線ほか７路線）

②舗装修繕工事

（市道弥栄明知線ほか１路線）

③舗装修繕工事（市道下明知打越線）
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区画線設置工事
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舗装修繕工事
（市道下明知打越線）
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道路維持管理事業質疑内容

• 質問

通学路の安全対策や危険箇所を把握し市
道の維持管理を実施しているか。

• 回答

市道に関する補修が必要な箇所、危険箇
所については日常的なパトロール等によ
り把握。舗装修繕は道路維持管理指標調
査で劣化度を測定し、交通量や劣化の進
行具合などから判断し予算要求。
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令和２年度一般会計歳入歳出
決算認定審議内容報告

• 総務協働分科会

①広報みよし発行事業

②防災意識普及啓発事業

• 文教厚生分科会

③小学校コンピュータ整備事業

• 経済建設分科会

④リサイクルセンター推進事業

⑤ビジターセンター管理事業
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①広報みよし発行事業
My City Report コンソーシアム負担金

• 決算金額 ４４万４００円（１,０８５万円）

•MCRは市民が課題（道路や公園施設の破
損等）を報告することで行政と共有し、効
率的に解決する仕組み
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My City Report 

コンソーシアム参加都市
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My City Report 

コンソーシアム投稿例
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広報みよし発行事業
My City Report コンソーシアム負担金

質疑内容
• 質問

マイ・シティー・レポートの投稿件数と
問題解決の推移は

• 回答

令和２年１２月の試行運用から今年８月
末までの９か月間に合計５０件の投稿が
ありました。部門別では、道路が３２件、
公園が１８件です。
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広報みよし発行事業
My City Report コンソーシアム負担金

質疑内容
• 質問

市内の道路の破損や不法投棄が対象と
なっているが、対象を拡大する予定は

• 回答

現在は道路と公園を対象施設としており
ますが、今後、他市町村の活用状況等を
調査し、事業拡大を検討していきます
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②防災意識普及啓発事業

• 令和３年度繰越明許費 ２,２２９万７千円

• 愛知県が公表している洪水浸水想定区域に
基づく洪水ハザードマップの作成及びシ
ミュレーション想定最大規模の降雨による
内水における浸水想定に基づくハザード
マップの作成
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防災意識普及啓発事業
質疑内容

• 質問

洪水・内水ハザードマップの作成、配布
はいつか

• 回答

洪水ハザードマップは令和３年１２月末、
内水ハザードマップは令和４年１月末完
成予定。全戸配布は令和４年１０月以降
の予定です。
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③小学校コンピュータ整備事業

• 決算金額 ５,８１８万９千円

• 市内８小学校の学習用タブレット、大型提
示装置、教育用コンピュータ機器、教材コ
ンピュータソフト等、情報教育環境の整備
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小学校コンピュータ整備事業
整備機器

電子黒板ＩＣＴカート

タブレット（ケース一体型キーボード付き）

※高学年、中学生用

タブレット（ハードケース、キーボード付き）

※低学年用
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小学校コンピュータ整備事業
質疑内容

• 質問

主な執行経費と１台あたりの単価は

•回答

タブレット端末は小中学校全児童生徒、教
員及び予備機を含め、小学校は3,994台、
中学校は2,039台の合計6,033台です。
リース期間は令和3年1月1日から令和7年
12月31日までの5ケ年で設計上の1台単
価は68,000円から66,000円程度です。
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④リサイクルセンター推進事業

• 決算金額 ６,８８４万７千円

• リサイクルステーションみよしを２箇所
（７月１日からは新ステーションの開始に
より３箇所）で開設し、新聞紙、雑誌・雑
紙、紙パック等を回収。また、ペットボト
ルは、大型店舗と公民館、集会所、保育園
等に回収ボックスを設置し回収。
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リサイクルセンター推進事業

•新リサイクルステーション(三好公園第４駐車場北)
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リサイクルセンター推進事業
質疑内容

• 質問

リサイクル量などの実績は

•回答

３箇所のリサイクルステーションの回収実
績は、令和２年度が1,735,504kg前年度
比105,466kgの減となりました。１日当
たりの回収量は令和元年度が5,113kg、
令和２年度が5,275kgとなり、1日当た
りの回収量は162㎏増加しています。
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リサイクルセンター推進事業
質疑内容

• 質問

３か所目の設置で利用者は増えたか。ま
たリサイクルステーション毎の収集量は

•回答
リサイクルステーションの１年間の利用者数の実
績は550,816人で、前年比30,724人の減となり
ました。１日当たり利用者数は1,674人となり、
前年比59人増加しています。令和２年度のリサイ
クルステーション全体の収集量は、1,735,504㎏
です。内訳は、グリーンステーション
820,017kg、メグリア748,801kg、三好公園
第４駐車場北が166,686kgとなっています
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リサイクルセンター推進事業
質疑内容

• 質問

各ステーションの利用時の安全性の確保は

• 回答

各ステーションには自家用車での来場が
ほとんどであると認識しております。グ
リーンステーションでは、区画線の劣化
により利用者の安全性が低くなったので、
駐車場枠及び車両の動線を一方通行にす
るための区画線を本年度設置し、利用者
の安全性を確保しました。



42

⑤ビジターセンター管理事業

• 決算金額 ２３９万９千円

• 三好ケ丘駅前のカリヨンハウス１階にビジ
ターセンターを設置し、来訪者に向けた、
市のＰＲ、高齢者などが製作した物品の販
売、市内産業やシルバー人材センター及び
名古屋グランパスなどの紹介を実施。
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シルバー人材センター花苗 名古屋グランパスグッズ展示

さんさんバス時刻表及び路線 地域事業紹介及び尾三地区情報コーナー

ビジターセンター管理事業
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ビジターセンター管理事業
質疑内容

• 質問

利用者数及び販売実績は

• 回答

来訪者の実績としましては、令和元年度
は延べ4,240人、令和２年度は4,178人、
今年度は８月末現在で2,172人。販売実
績は、令和元年度は９項目451,276円、
令和２年度は７項目413,805円、今年
度は８月末現在で７項目209,405円。
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ビジターセンター管理事業
質疑内容

• 質問

ビジターセンターの在り方見直しの検討は

• 回答

年１回、庁内で「ビジターセンター在り方
検討委員会」を開催し、展示物や活用方法
について検討。また、本年度、事務事業の
外部評価において、意見を聞いており、今
後も展示物を含め、ビジターセンターのあ
り方について検討していきます。
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終わりに

• 今回の議会報告会はコロナ禍の影響で映
像による配信とさせていただきました。

• ご意見等ございましたら、みよし市議会
電話32-8031までご連絡ください。
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最後までご視聴
ありがとうございました


