
令和４年９月 高知市

第492回高知市議会定例会提出議案の概要



（単位：千円，％）
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１ 提出議案

※上段（ ）書きは満期一括償還及び起債借換による影響額を除いた数値

２ 補正予算の規模

予 算 議 案 ９ 件 ●

●

補正予算は，新型コロナウイルス感染症対策として，PCR検査
の推進や入院医療費等の自己負担分の支援を継続するとともに，
オミクロン株対応ワクチンの接種費の増額や原油価格・物価高
騰により影響を受けている社会福祉施設や民営保育所等への支
援など，一般会計で47億6,300万円の増額補正
予算外は，高知市職員の定年等に関する条例等の一部を改正す
る等の条例制定議案や，督促手数料の廃止に伴う関係条例の整
備等に関する条例制定議案を提出

条 例 議 案 ８ 件

そ の 他 議 案 ４ 件

合 計 21 件

報 告 ５ 件

現計 ９月補正 対前年
予算額 予算額 同期比

(105.1)
                 153,457,000                     4,763,000                  158,220,000 105.1

                 106,181,000                     3,401,538                  109,582,538 102.0

                       689,000  歳入組替                        689,000 84.3

                   35,308,000  債務負担行為設定                    35,308,000 98.2

                   30,089,000                     3,412,927                    33,501,927 108.6

                       330,000                          -2,386                        327,614 77.0

                       308,000                         -33,703                        274,297 73.9

                       266,000                            6,100                        272,100 176.7

                       346,000                          18,600                        364,600 100.4

                   32,866,000  債務負担行為設定                    32,866,000 100.7

                   13,865,200                                  -                    13,865,200 116.2
(20,883,180) (20,883,180) (104.4)

                   21,901,100                                  -                    21,901,100 105.2
(294,386,380) (302,550,918) (104.4)

                 295,404,300                     8,164,538                  303,568,838 104.4

                   15,620,450                                  -                    15,620,450 102.7
(278,765,930) (286,930,468) (104.4)

                 279,783,850                     8,164,538                  287,948,388 104.5

総計

重複額

純計

区分

　　卸売市場事業

　　駐車場事業

　　収益事業

　　産業立地推進事業

　　農業集落排水事業

補正後の額

一般会計

特別会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

　　介護保険事業

　　国民宿舎運営事業

　　国民健康保険事業
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４ 新型コロナウイルス感染症対策の概要

基本方針

市民の皆様の感染拡大防止対策を徹底して実施するとともに，
市民の皆様の暮らしや中小企業の事業継続に向けた支援などの対
策について，速やかに予算措置を講じ，市民の皆様の命と生活を
守る多様な取組を全庁一丸となって推進

・新型コロナウイルス検査事業費
・新型コロナウイルス感染症入院医療費
・新型コロナウイルス感染症支援事業費
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費
・社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業費
・民営保育所等物価高騰緊急対策給付金給付事業費
・●桂浜公園整備事業費
・個人番号カード交付事業費 など

・◎旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業費 など

・○道路災害復旧費
・◎農業土木施設災害復旧費 など

・◎認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費補助金 など

・○清掃工場長寿命化整備事業費 など

・布師田産業団地開発事業 など

・高知県議会議員選挙費
・高知市議会議員選挙費 など

・【収益事業】車券売上げ増に伴う増額補正 など

３ 補正予算の概略

⑴ 新型コロナウイルス対策 19.6億円

※端数調整のため計算が合わないことがある。

主な対策予算の規模

令和２年度
計

令和３年度
計

420.2億円

199.4億円

対策予算総額 696.7億円

※今後，新型コロナウイルス感染状況等により追加も想定

（特別定額給付金給付事業など）

令和４年度
当初予算

35.5億円

６月補正予算

13.5億円
（水道料金の減免など）

（新型コロナウイルスワクチン接種事業など）

（広告活用販売促進支援事業費など）

補正予算
（５/16専決処分）

5.3億円
（子育て世帯生活支援特別給付金など）

７月補正予算

3.2億円
（農業用肥料高騰緊急対策給付金給付事業など）

⑺ その他

2.7億円

⑵ 安全・安心なまちづくりの推進 3.3億円

⑻ 特別会計

21.4億円

⑶ 災害復旧 0.6億円

9月補正予算

19.6億円
（社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業など）

⑸ 環境負荷の低減（グリーン社会の実現）

⑷ 社会福祉の充実等 0.3億円

34.0億円

⑹ 産業の振興等 ▲0.1億円



［ 令 和 ４ 年 度 ］

5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用

⑴ 国の予算及び本市への配分額

［ 令 和 ２ 年 度 ］

第１次補正予算 １兆円
（R2.4.30成立）

〇地方単独事業 0.7兆円
〇国庫補助事業 0.3兆円

10.4億円

１次配分

3.6億円

３次配分

第２次補正予算 ２兆円
（R2.6.12成立）

〇事業継続・雇用維持 １兆円
〇地域経済活性化 １兆円

２次配分

30.2億円

国予算 高知市配分額

第３次補正予算 1.5兆円
（R3.1.28成立）

〇地方単独事業 １兆円
〇即時対応分（県分）0.2兆円
〇国庫補助事業 0.3兆円

３次配分

15.0億円

高知市配分額 小計 59.2億円

［ 令 和 ３ 年 度 ］

令和２年度から
３年度への繰越分

0.1兆円

R3.8配分

1.2億円

高知市配分額国予算

国庫補助
事業

R3.8配分

3.5億円
事業者
支援分

補正予算 6.8兆円
（R3.12.20成立）

〇地方単独分 1.2兆円
（うち１兆円）

〇国庫補助事業 0.3兆円
〇協力要請推進枠・
即時対応（県）５兆円

〇検査促進枠分（県）
0.3兆円

15.0億円

R3.12配分

4.3億円

R4.3配分

高知市配分額 小計 24億円

新型コロナウイルス感染
症対策予備費等１兆円

（R4.４.28閣議決定）

〇R3→R4繰越 0.2兆円
〇R４予備費 0.8兆円

3.0億円

R4.４内示分

8.8億円

R4.４内示分

地方単独事業

原油価格・
物価高騰対応分

高知市内示額 小計 12.4億円

⑵ 令和４年度活用可能額の算出

47.5億円
令和４年度 臨時交付金 活用可能額

28.2億円

【 令和３年度 】

11.7億円 8.2億円
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【 令和２年度 】

国予算

R2～４年度 交付金累計 95.6億円

R3→R4繰越(執行中)  2.4億円

執行済額 17.5億円 当初

11.2億円

(執行中）

R3合計 19.9億円 R4合計 32.8 億円

執行済額 47.5億円

15.8億円

6月補正

13.5億円

(執行中）

【 令和４年度 】

令和３年度から
４年度への繰越分

〇国庫補助事業 0.3兆円
の内数

0.6億円

R4.６内示分

※ 臨時交付金事業は，今後，執行不用も想定されるため，臨時交付金を
有効活用するために，予算は配分額以上に措置している。

7月補正

3.2億円

(執行中）

９月補正

4.9億円

(今回の補正）

現時点での臨時交付金配分額については，全額予算化



⑴ 新型コロナウイルス対策 1,956,255千円

６ 補正予算の内容
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1）市民の感染拡大防止対策

増額

増額

①新型コロナウイルス検査事業費

補正額 236,481千円（国１／２）（現予算額 340,958千円）

増額

②新型コロナウイルス感染症入院医療費

補正額 353,738千円（国３／４，１／２）（現予算額 149,329千円）

1,395,793千円

③新型コロナウイルス感染症支援事業費

補正額 237,342千円（国１／２，県10／10）（現予算額 5,120千円）

新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増していることから，令和５年３月末までのPCR検査に係る費用や入院医療費の
自己負担分を支援するための費用，令和４年12月末までの自宅療養者支援に係る費用などを増額します。

【健康福祉部地域保健課】

④新型コロナウイルスワクチン接種事業費

補正額 327,055千円（国10／10）（現予算額 759,531千円）

オミクロン株による新型コロナウイルスの感染拡大が続いており，早ければ本年10月半ばから２回目接種を終えた全ての人
を対象として開始される「オミクロン株対応ワクチン」の追加接種等に必要となる，医師による接種や予診等の委託料につ
いて増額します。

【健康福祉部地域保健課】
⑤新型コロナウイルスワクチン接種事務費

補正額 241,177千円（国10／10）（現予算額 450,361千円）

「オミクロン株対応ワクチン」の追加接種等に必要となるワクチン接種券の郵送料や，コールセンターの運営及び市内医療
機関へのワクチンの配送に係る委託料等について増額します。

【健康福祉部地域保健課】

増額

増額
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①社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業費

補正額 116,100千円

②救護施設物価高騰緊急対策給付金給付事業費

補正額 600千円

コロナ禍において，原油価格や物価高騰による経営悪化を防ぐとともに，サービス利用者が安心して社会福祉サービスを受
けられる環境を維持するため，市内で社会福祉サービス等の提供を行う法人へ支援を行います。

【健康福祉部介護保険課】

２）社会福祉施設等の事業継続に向けた支援 132,705千円

新規

【支援対象】
・入所系施設 155施設・・・特別養護老人ホーム，養護老人ホーム，障害者支援施設，救護施設 など
・通所系施設 400事業所・・デイサービス，なごやか宅老所，障害福祉サービス など
・訪問系施設 439事業所・・訪問介護，訪問看護，保育所等訪問 など
・配食系施設 ８事業所・・高齢者向け配食サービス事業者

【支援額】※サービス形態や，施設定員，配食人数実績等により基準あり
・入所系施設 上限350千円（定員40人以下150千円，以降定員ごとに100千円刻み）
・通所系施設 100千円
・訪問系施設 100千円
・配食系施設 上限300千円（配食人数実績ごとに30千円刻み）

新規
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④民営保育所等物価高騰緊急対策給付金給付事業費

補正額 14,790千円

⑤私立幼稚園等物価高騰緊急対策給付金給付事業費

補正額 810千円

コロナ禍において，原油価格や物価高騰の影響を受けた民営保育所等や私立幼稚園等の負担軽減を図るため支援を行います。

【こども未来部保育幼稚園課】

③民間母子生活支援施設物価高騰緊急対策給付金給付事業費

補正額 150千円

コロナ禍において，原油価格や物価高騰の影響を受けた児童養護施設等の負担軽減を図るため支援を行います。

【こども未来部子ども家庭支援センター】

新規

新規

・支援対象 母子生活支援施設１か所
・支援額 150千円

【支援対象】
・民営保育所等 98施設（民営保育所，認定こども園，小規模保育事業所，事業所内保育事業所）
・私立幼稚園等 ６施設

【支援額】施設定員により基準あり
・施設 上限300千円（定員ごとに30千円刻み）

新規

⑥◎障害者支援機器導入事業費補助金

補正額 255千円（国２／３）

ロボット技術の活用により介護の負担軽減等を図り，新型コロナウイルスの感染拡大防止や働きやすい職場環境づくり，安
全・安心な障害福祉サービスの提供等を推進するため，介護ロボット等を導入する経費の一部を補助します。

【健康福祉部障がい福祉課】

継続
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①●桂浜公園整備事業費

補正額 78,000千円（県２／３，１／２）

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ本市
観光客の誘客や滞在時間の延長及び県内周遊の促進を図
るため，令和５年春からの連続テレビ小説「らんまん」
放送予定に合わせて，桂浜公園整備基本計画に基づき桂
浜公園内の高知灯台周辺や椿の小径の整備を行います。

【商工観光部観光企画課】

新規

椿の小径

灯台

②草花ガイド推進事業費

補正額 1,000千円

令和５年春からの連続テレビ小説「らんまん」の放送予
定に合わせて，桂浜周辺の草花体験スポット及び周辺の
観光スポットを巡る周遊コースを作成するとともに，
コースを案内する草花ガイドを養成します。

【商工観光部観光魅力創造課】

新規

【基本計画（土地利用計画図）】

こみち

新規 ③桂浜歓迎装飾事業費

補正額 20,000千円

令和５年春からの連続テレビ小説「らんまん」の放送予定に合わせて，「草花」を中心とした歓迎装飾を施すことで，博覧
会の開催を盛り上げるとともに，桂浜公園の満足度向上を図ります。

【商工観光部観光魅力創造課】

３）連続テレビ小説「らんまん」の放送に合わせた観光振興 99,000千円
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新規 ①シェアサイクル事業費

補正額 7,200千円

新型コロナウイルス感染症収束後の中心市街地の賑わいの
回復に向け，中心市街地の回遊性の向上及びコロナ対策と
して三密回避に有効なシェアサイクルを導入します。

【商工観光部商工振興課】

・実施エリア
中心市街地エリア
（高知市中心市街地活性化基本計画の計画区域）

・サイクルポート設置予定箇所（右図参照）
５か所（自転車 計30台）

②総合運動場等指定管理者支援金支給事業費 補正額 27,510千円 【市民協働部スポーツ振興課】

③ヨネッツこうち指定管理者支援金支給事業費 補正額 3,281千円 【環境部清掃工場】

④春野デコの里指定管理者支援金支給事業費 補正額 362千円 【健康福祉部高齢者支援課】

⑤鏡文化センターRIO指定管理者支援金支給事業費 補正額 160千円 【農林水産部鏡地域振興課】

⑦工石山青少年の家指定管理者支援金支給事業費 補正額 34千円 【教育委員会青少年・事務管理課】

⑥青年センター指定管理者支援金支給事業費 補正額 21千円 【教育委員会青少年・事務管理課】

指定管理者への支援金 ６件 補正額 31,368千円

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，令和３年度の利用料金収入が減少した指定管理者に対して支援を行います。

４）中小企業等の事業継続に向けた支援 38,568千円

事業期間：令和４年度～８年度



9

新規

５）デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 268,856千円

①ふれあいセンターネットワーク環境構築事業費

補正額 1,333千円

コロナ禍におけるコミュニティ活動を支援するため，ふれあいセンター等において，貸室等で利用可能なWi‐Fi環境を整備し
ます。

【市民協働部地域コミュニティ推進課】

増額

６）その他 21,333千円

①個人番号カード交付事業費

補正額 268,856千円（国１0／10）（現予算額 58,011千円）

国による「マイナポイント第２弾」の実施により11月から2月末まで混雑が予想される中央窓口センターにおいて，マイナ
ンバーカード関連事務に係る体制強化や混雑緩和策を実施するとともに，継続したマイナンバーカードの普及促進を図るた
めの，市内商業施設内での新たな常設出張申請支援会場の開設や，マイナンバーカードを保有する市民を対象とした10,000
円の商品券の抽選配付等に必要な経費を増額します。

【市民協働部中央窓口センター】

増額 ②○ふれあいセンター改修事業費

補正額 20,000千円（現予算額 49,518千円）

新型コロナウイルス感染症対策として，一宮ふれあいセンター及び五台山ふれあいセンターの空調設備の改修を行います。
【市民協働部地域コミュニティ推進課】

【新型コロナウイルス感染症対策や申請支援の拡充など】
・マイナポイント窓口対応業務の委託による体制強化，マイナポイント専用コールセンターの設置
・市内商業施設内へ申請支援会場を新規設置（期間 令和４年11月～令和５年３月予定）
・マイナンバーカードを保有する市民を対象とした本市独自の保有特典事業の実施
抽選で20,000人に10,000円の商品券を進呈（応募期間 令和４年12月～令和５年１月末予定）

・マイナンバーカードの受取り等による中央窓口センターの混雑緩和（来庁者分散による感染対策）
マイナンバーカード交付センター（デンテツ・ターミナルビル４階）においてカードを受け取る方に1,000円の商品券の進呈



①◎旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業費

補正額 105,278千円（国50％）（現予算額 343,000千円）

給与費組替 ▲5,278千円
安全・安心なまちづくりのための密集住宅地
の解消の早期完成を目指し，移転補償５件等
の費用を増額します。

【都市建設部市街地整備課】

10

増額

増額

⑵ 安全・安心なまちづくりの推進 325,550千円

③◎既設市営住宅改善事業費

補正額 38,000千円（国１／２）

令和４年７月に横浜市営住宅で発生した受水槽の経年劣化による一部破損について，改修工事を行います。
【都市建設部住宅政策課】

①

②

⑤

⑥
⑧

⑨
③

④

（④ブロック）
建物等移転補償

（⑦ブロック）
建物等移転補償

至 旭町一丁目電停

国費の内示等
に伴う補正

新規

②◎住宅耐震化推進事業費

補正額 143,550千円（国１／２・県１／４，３／４，１／２）（現予算額 347,547千円）

地震に強い安全なまちづくりを目指し，昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅の耐震化を推進するため，木造住宅耐
震設計補助110件，住宅耐震改修補助110件の費用を増額します。

【都市建設部建築指導課】

⑦
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⑤○忠霊施設整備事業費

補正額 42,000千円

鷹匠町忠霊塔敷地内の石垣やコンクリート擁壁に亀裂が発生し危険な状態であることから，改修工事を行います。
【健康福祉部健康福祉総務課】

④●災害対応型給油所整備促進事業費補助金

補正額 2,000千円（県１／２）

災害時における燃料の安定的な供給源の確保を図るため，災害時の給油所の稼働に必要となる設備を整備する費用を助成し
ます。

【防災対策部防災政策課】

継続

⑶ 災害復旧 58,800千円

①○道路災害復旧費

補正額 38,800千円

（現予算額 30,000千円）
令和４年５月に発生した大雨により崩落した道路法面を
復旧します。

・土佐山143号線

【都市建設部道路整備課】

増額

継続
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④（農業土木施設）○災害復旧費

補正額 15,000千円

（現予算額 21,500千円）
令和４年７月台風４号により崩壊等した農道及び水路
の復旧や崩土撤去等を実施します。

・春野町西分など42か所

増額 ③◎農地災害復旧費

補正額 1,500千円（国50％，分担金25％）

（現予算額 1,000千円）
令和４年７月台風４号により崩落した農地を復旧します。

・鏡横矢

【農林水産部耕地課】

増額

【農林水産部耕地課】

増額 ②◎農業土木施設災害復旧費

補正額 3,500千円（国6.5／10）

（現予算額 1,000千円）
令和４年７月台風４号により崩落した農道を復旧します。

・円行寺

【農林水産部耕地課】
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①障害者の社会参加促進事業費

補正額 2,169千円（国１／２・県１／４）（現予算額 28,629千円）

重度障害者等の通勤や職場等における必要な支援について，企業が活用する障害者雇用納付金制度に基づく助成金の対象と
ならない部分を支援します。

【健康福祉部障がい福祉課】

⑷ 社会福祉の充実等 27,241千円

増額

③◎介護施設給水設備整備事業費補助金

補正額 2,640千円（国１／２）

利用者等の安全性確保を行うため，事業者が実施する停電・断水対策等に要する費用の一部を補助します。

【健康福祉部介護保険課】

施設区分 施設数 事業内容 補助予定額

認知症高齢者グループホーム １ 給水設備（井戸）の整備 2,640

（単位：千円）

②◎認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費補助金

補正額 20,666千円（国10／10）

利用者等の安全性確保を行うため，事業者が実施する防災改修等に要する費用の一部を補助します。

【健康福祉部介護保険課】

継続

施設区分 施設数 事業内容 補助予定額

認知症高齢者グループホーム 2 非常用自家発電設備の整備 12,936

認知症高齢者グループホーム １ 水害対策強化（エレベーター設置） 7,730

合計 ３ 20,666

国費の内示等
に伴う補正

（単位：千円）

継続
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新規 ④福寿園調査事業費

補正額 1,766千円

福寿園の今後の在り方を検討するために，サウンディング調査に向けて，土地・建物の鑑定を行います。
【健康福祉部高齢者支援課】

拡充 ⑤【債務負担行為設定】地域包括支援センター運営業務委託

期 間 令和４年度から令和９年度まで 限度額 974,450千円（７か所総額）

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう，包括的な支援・サービス提供を行うため，相談の多様化や
件数の増加に対応する生活支援コーディネータ―等の追加配置等を含め，地域包括支援センター７か所（上町・高知街・小
高坂，下知・五台山・高須，三里，布師田・一宮，秦，大津・介良，春野）の運営について，委託します。

【健康福祉部基幹型地域包括支援センター】

⑸ 環境負荷の低減（グリーン社会の実現） 265,920千円

①○清掃工場長寿命化整備事業費

補正額 247,000千円（現予算額 30,000千円）

清掃工場に設置されている１号ボイラーの水管減肉部を更新し，設備の長寿命化を図ります。
【環境部清掃工場】

増額

②○清掃工場整備事業費

補正額 18,920千円（現予算額 444,528千円）

各電源負荷を接続する気中遮断器が推奨交換時期を経過し，今後不具合が発生する可能性が高いため，設備の更新を行いま
す。

【環境部清掃工場】

増額
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②布師田産業団地開発事業
補正額 下表のとおり

工事内容の変更等に基づき，以下のとおり事業費を補正します。

【補正前】

【補正後】 【補正額】

【商工観光部産業団地整備課】

一般会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費

◎布師田産業団地公共施設整備事業 248,430 381,600 318,100 948,130

●布師田産業団地公共施設整備事業 161,100 602,800 88,900 852,800

●布師田産業団地関連施設整備事業 142,400 162,300 10,100 314,800

計 551,930 1,146,700 417,100 2,115,730

特別会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費

●布師田産業団地開発事業 338,206 140,500 251,648 730,354

総合計 890,136 1,287,200 668,748 2,846,084

国50％，県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

一般会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費

◎布師田産業団地公共施設整備事業 248,430 381,600 263,017 893,047

●布師田産業団地公共施設整備事業 161,100 602,800 88,868 852,768

●布師田産業団地関連施設整備事業 142,400 162,300 51,686 356,386

計 551,930 1,146,700 403,571 2,102,201

特別会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費

●布師田産業団地開発事業 338,206 140,500 257,748 736,454

総合計 890,136 1,287,200 661,319 2,838,655

国50％，県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費

- ‐ ▲55,083 ▲55,083

- ‐ ▲32 ▲32

‐ ‐ 41,586 41,586

‐ ‐ ▲13,529 ▲13,529

令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費

‐ ‐ 6,100 6,100

‐ ‐ ▲7,429 ▲7,429

【変更内容】
・南側法面の一部を植生工からモルタル吹付へ変更
・コンクリート等の処分量の変更
・東側法面の一部を植生工からモルタル吹付へ変更
・水路管理道の転石等防止壁の設置
・造成地へ転落防止柵の追加
・工事費への物価スライド条項適用 など

増額

減額

減額

①過疎地域創業支援事業費補助金

補正額 1,000千円（県１／４）

過疎地域において，空き店舗を活用して出店する事業者を支援することで，商業機能の強化を図るとともに，地域住民の生活環
境の維持・向上につなげます。 【商工観光部商工振興課】

新規

増額

（仮称）高知布師田団地

令和５年度 分譲開始予定

⑹ 産業の振興等 ▲11,832千円
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⑺ その他 2,141,066千円

①○庁舎整備事業費

補正額 89,900千円

第二庁舎の高圧受変電設備及び予備発電装置等について，老朽化していることから更新工事を行います。
【総務部総務課】

②電算管理費

補正額 38,500千円（国10／10） （現予算額 1,182,852千円）

令和７年度からの標準準拠システムへの移行に向けて，福祉系システムのデータ移行に係る解析や課題抽出等について委託
します。

【総務部情報政策課】

増額

新規

③高知県議会議員選挙費

補正額 29,000千円

令和５年４月に予定している高知県議会議員選挙の実施に向けた準備を行います。また，ポスター掲示場設置・保全・撤去
業務委託等25件の業務について，債務負担行為を設定します。

【選挙管理委員会】

新規

④高知市議会議員選挙費

補正額 18,000千円

令和５年４月に予定している高知市議会議員選挙の実施に向けた準備を行います。また，ポスター掲示場設置・保全・撤去
業務委託等21件の業務について，債務負担行為を設定します。

【選挙管理委員会】

新規

③中山間地域農村集落活性化対策事業費

補正額 697千円（現予算額 64,736千円）

中山間地域等直接支払制度の対象農用地の増加に伴い，予算を増額します。
【農林水産部土佐山地域振興課】

増額
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⑻ 特別会計 3,401,538千円

【卸売市場事業特別会計】

減額

①【歳入組替】減債基金繰入金

補正額 21,271千円（現予算額 2,389千円）

②【歳入組替】雑入

補正額 ▲21,271千円（現予算額 56,795千円）

令和３年度決算確定後の基金残高を確保できたことから，歳入予算を組み替えます。
【農林水産部市場課】

増額

国費返還金 ２件 補正額 1,915,666千円

⑥令和３年度子育て世帯等臨時特別給付金給付事業費等国庫補助金返還金 補正額 467,521千円

【こども未来部子育て給付課】

⑦令和３年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費等国庫補助金返還金 補正額 1,448,145千円

【健康福祉部非課税世帯等臨時特別給付課】

【国民健康保険事業特別会計】

③【債務負担行為設定】国民健康保険料コンビニエンスストア等収納業務委託

期 間 令和４年度から令和６年度まで 限度額 11,796千円

被保険者の利便性向上を図り，納期内納付を推進するため，コンビニエンスストア等において，国民健康保険料を納付する
ことができるよう委託します。

【健康福祉部保険医療課】

新規

⑤市税還付金

補正額 50,000千円 （現予算額 200,000 千円）

個人市民税や法人市民税等を還付する予算が不足することから，増額します。
【財務部税務管理課】

増額
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④競輪開催事業

補正額 3,712,852千円（現予算額 21,637,093千円）

新型コロナウイルス感染症対策等による巣ごもり需要の影響により，車券の売上げが大幅に伸びていることから，普通競
輪事業収入・全日本選抜競輪事業収入及び収入に連動して増加する経費の増額等を行います。

【商工観光部公営事業課】

⑤繰上充用金

補正額 ▲299,925千円（現予算額 4,900,000千円）

令和３年度決算確定に伴い，繰上充用金予算の減額を行います。

【商工観光部公営事業課】

【歳入】 【歳出】

特別会計 補正前 補正額 補正後

普通競輪事業収入 14,971,121 1,967,503 16,938,624

全日本選抜競輪事業収入 8,914,235 1,745,349 10,659,584

雑入 4,738,620 ▲299,925 4,438,695

計 28,623,976 3,412,927 32,036,903

特別会計 補正前 補正額 補正後

普通競輪開催事業費 13,578,045 1,967,503 15,545,548

全日本選抜競輪開催事業費 8,059,048 1,728,263 9,787,311

借上開催対応事業費 0 17,086 17,086

繰上充用金 4,900,000 ▲299,925 4,600,075

計 26,537,093 3,412,927 29,950,020

⑥【継続費設定】○県庁前通り地下駐車場整備事業費
平成４年の開業以来使用している機械式駐車設備の老朽化が進んでいることから，機械式から平面式駐車場へ再整備する
とともに，消火設備等の改修を行うため，令和４年から令和５年度までの２か年総額547,000千円の継続費を設定します。

【都市建設部都市建設総務課】

減額 ⑦繰上充用金

補正額 ▲2,386千円（現予算額 213,682千円）

令和３年度決算確定に伴い，繰上充用金予算の減額を行います。
【都市建設部都市建設総務課】

新規

特別会計 令和４年度 令和５年度 総事業費

○県庁前通り地下駐車場整備事業費 ‐ 547,000 547,000

減額

増額

【収益事業特別会計 3,412,927千円】

【駐車場事業特別会計 ▲2,386千円】
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⑧【債務負担行為設定】国民宿舎利活用検討業務委託

期 間 令和４年度から令和５年度まで 限度額 12,500千円

施設の老朽化や新型コロナウイルス感染症の影響により，利用者が激減し，現在休館中の国民宿舎「桂浜荘」について，今
後の在り方を検討するため，民間事業者が参入する際に必要となる施設の劣化度調査やサウンディング型市場調査により，
最適な整備手法を検討するため委託します。

【商工観光部観光企画課】

増額

⑩●布師田産業団地開発事業費（再掲）

補正額 6,100千円（現予算額 251,648千円）

【商工観光部産業団地整備課】

減額

新規

⑪◎農業集落排水施設整備事業費

補正額 18,600千円 （現予算額 11,000千円）

クリーンセンター諸木，内ノ谷及び中央の機械・電気設備について更新工事を行います。
【農林水産部春野地域振興課】

新規

増額

⑫【債務負担行為設定】地域包括支援センター運営業務委託

期 間 令和４年度から令和９年度まで 限度額 192,500千円（７か所総額）

地域包括支援センターにおけるケアマネジメント対応力の強化を図るため，地域包括支援センター７か所（上町・高知街・
小高坂，下知・五台山・高須，三里，布師田・一宮，秦，大津・介良，春野）へのケアマネジャー配置について委託します。

【健康福祉部基幹型地域包括支援センター】

【国民宿舎運営事業特別会計 ▲33,703千円】

【産業立地推進事業特別会計 6,100千円】

【農業集落排水事業特別会計 18,600千円】

【介護保険事業特別会計】

⑨繰上充用金

補正額 ▲33,703千円（現予算額 291,000千円）

令和３年度決算確定に伴い，繰上充用金予算の減額を行います。
【商工観光部観光企画課】
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7 予算外議案

⑴ 条例議案 ８件

①高知市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定議案
地方公務員法の一部改正に伴い，地方公務員の定年の引上げや管理監督職勤務上限年齢制，定年前再任用短時間勤務制の導

入等について規定を整備するため，関係11条例の改正又は廃止をします。
【総務部人事課・教育委員会学校教育課・上下水道局総務課】

②高知市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例議案
地方公務員の定年の引上げ等に伴い，60歳以上の職員の退職手当の計算方法に係る特例（ピーク時特例）や支給率の設定

（退職事由を「定年退職」として算定）などについて規定の整備を行うとともに，国家公務員の取扱いの変更に準じた非常勤
職員に係る支給要件の見直し等を行うため，関係２条例の改正をします。

【総務部人事課】

③高知市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い，育児休業の取得回数制限及び非常勤職員の育児

休業の取得要件を緩和するとともに，地方公務員の定年の引上げ等に伴う規定の整備を行います。
【総務部人事課】

④高知市職員の高齢者部分休業に関する条例制定議案
加齢による諸事情への対応などを想定した高齢者部分休業制度を導入するため，地方公務員法第26条の３の規定に基づき必

要な事項を定めます。
【総務部人事課】

⑤督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備等に関する条例制定議案
納税方法の多様化等の状況及び，納税者の利便性向上等のため，市税等の督促手数料を廃止することについて規定を整備す

るため関係11条例の改正を行うともに，長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料について，規定を整備します。
【財務部税務管理課他６課・都市建設部建築指導課】
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⑵ その他議案 ４件

①月の瀬橋耐震補強工事（その３）請負契約締結議案
契約金額 180,535,300円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 株式会社島崎建設

【都市建設部道路整備課】

②高知市文化プラザ長寿命化整備事業請負契約の一部変更議案
契約金額 【変更前】2,987,600,000円 【変更後】3,023,006,764円（35,406,764円増額）
変更内容 物価スライド条項及び工期延長に伴う費用について増額します。

【総務部文化振興課】

③高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案
高知県広域食肉センター事務組合について，新食肉センターの竣工及び現センターの解体完了に伴い設置目的が達成される

ため，地方自治法第286条第１項及び第290条の規定に基づき，解散手続きを進めるために必要となる規定を整備します。
【農林水産部農林水産課】

④訴訟の提起について
市営住宅使用料等滞納者１人に対して，市営住宅の明渡し請求及び滞納使用料等の支払請求に関する訴訟を提起します。

【都市建設部住宅政策課】

⑥高知市旅館業法施行条例の一部を改正する条例議案
⑦高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例議案
国の衛生等管理要領の一部改正を踏まえ，レジオネラ属菌感染防止のため，衛生措置等の基準を改正するとともに，規定を

整備します。
【健康福祉部生活食品課】

⑧高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案
配偶者からの暴力を受けた被害者の居住の安定を図り，その自立を支援するため，市営住宅の入居者資格の要件を緩和して

対象を拡大するとともに，規定を整理します。
【都市建設部住宅政策課】
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③損害賠償の額の決定についての市長専決処分の報告
管理瑕疵１件，設置瑕疵１件，過失１件の損害賠償の額を決定しました。

⑶ 報告

①継続費の精算報告 ３件
・令和３年度高知市一般会計継続費の精算報告 【財務部財政課】
・令和３年度高知市水道事業会計継続費の精算報告 【上下水道局企画財務課】
・令和３年度高知市公共下水道事業会計継続費の精算報告 【上下水道局企画財務課】

②工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の報告 １件
・仁ノ地区排水路整備工事（その２）
契約金額 【変更前】164,351,000円【変更後】174,383,000円（10,032,000円増額）
変更内容 水替えポンプの規格変更及び稼働日数の延長に伴い，増額変更を行いました。

【農林水産部耕地課】

5件


