第477回高知市議会臨時会提出議案の概要

令和２年７月

高知市
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提出議案
予 算 議 案

3件

条 例 議 案

1 件 深刻な状況にある本市中小企業等の事業継続に向けた経済支援等を行うため，

そ の 他 議 案

- 件 一般会計で46.1億円の増額補正を行うとともに，法令等の改正に伴う条例

合

計

4 件 改正を行う。

報

告

1件

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市民の皆様の暮らしを守り，

補正予算の規模
区分
一般会計
特別会計
卸売市場事業
駐車場事業
水道事業会計
公共下水道事業会計
総計
重複額
純計
※上段（

（単位：千円，％）
現計予算額
(182,879,685)
186,692,800

７月補正予算額
4,611,000

補正後の額
(187,490,685)
191,303,800

対前年同期比
(126.1)
128.6

95,068,881

7,342

95,076,223

100.6

644,000

財源組替

644,000

94.2

411,000

7,342

418,342

71.6

11,877,200
(18,160,900)
19,770,200
(307,986,666)
313,409,081

-

11,877,200
(18,160,900)
19,770,200
(312,605,008)
318,027,423

96.9
(99.6)
108.4
(114.2)
116.2

14,912,097
(297,692,911)
303,115,326

100.2
(115.0)
117.1

4,618,342

14,859,053
(293,127,613)
298,550,028

53,044
4,565,298

）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
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本市における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

対策予算の規模 402.3億円（令和元年度予備費0.4億円，令和2年度5月専決予算330億円・5月補正予算25.7億円等を含む）
主な対策予算の規模

７月補正予算のポイント
❶ 新型コロナウイルス感染症に切れ目なく対処

330億円
令和２年度
専決処分

（特別定額給付金給付事業・事務費）

（R2.5.1）

25.7億円
令和２年度
５月補正予算

（中小企業等支援など）

3.7億円（PCR検査体制整備，衛生用品確保 等）
２ 市民生活の支援
11.2億円（プレママ応援給付，ひとり親世帯臨時特別給付金
３ 中小企業等の事業継続に向けた支援 17.7億円（宿泊事業継続支援給付，旅客運送事業者支援給付
４ 子どもの活動及び家庭学習の支援
5.9億円（GIGAスクール構想推進，家庭連絡システム整備
５ 市役所の感染対策・業務継続対策
0.5億円（避難所等衛生用品確保，職員テレワーク環境整備
６ 「新たな日常」への対応
6.8億円（鏡・土佐山地区への光ファイバ整備補助 等）
１ 市民の感染拡大防止対策

等）

等）
等）
等）

❷ 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

（R2.5.21）

新型コロナウイルスの感染拡大防止及び地域経済や住民生活を支援するために創設された「新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨時交付金」を最大限活用

46.2億円
令和２年度
７月補正予算

上記基本方針の下，5月補正予算に引き続き，本補正予算によって以下の取組を推進

（今回補正）

国の第２次補正予算２兆円

本市配分額30.2億円

（第１次補正分１兆円の本市１次配分額10.4億円と合せた40.6億円を全て活用）

❸ 予備費の追加計上
感染拡大防止，経済対策等，緊急対応が必要となるケースに迅速に対応するため，予備費を0.5億円増額
（県内限定宿泊助成「お城下に泊まろうキャンペーン」0.5億円 などに活用）

総額 402.3億円
（令和元年度対応分0.4億円含む）

❹ 給料等の減額
市長・中澤副市長の給料と市議会議員報酬の減額分をＰＣＲ検査体制整備等に充当
（市長・中澤副市長

※今後，新型コロナウイルス感染症や国県等の状況等により追加も想定
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▲1,253千円，市議会議員報酬 ▲6,003千円）

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 国の補正予算及び本市への配分額
国の第１次補正予算

１兆円（R2.4.30成立）

使途
・新型コロナウイルス感染症に対する対応
（拡大防止，医療提供体制整備）
・感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援

使途
・新型コロナウイルス感染症に対する対応
（拡大防止，医療提供体制整備）
・感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援

臨時交付金予算総額１兆円
地方単独事業

臨時交付金予算総額２兆円
国庫補助事業

（地方負担分）

7,000億円

（市町村分）

２兆円（R2.6.12成立）

国の第２次補正予算

3,000億円
（３次配分）

１兆円

１兆円

事業継続・雇用維持

地域経済活性化

家賃支援，休業協力金，
交通機関や旅館・ホテル
経営支援，修学旅行キャ
ンセル料への支援

スポーツ・文化イベント
などの再開支援，オンラ
イン教育・テレワーク導
入支援・農林水産物の販
売促進

（国費分）

国庫補助事業

（都道府県分）

人口，事業所数を基礎に，新
型コロナウイルスの感染状況
等に基づき算定

人口，財政力，新型コロナウイルスの感染状況，国庫補助事業の地
方負担額等に基づき限度額を算定

人口，年少者・高齢者の比率，
財政力等に基づき算定

14.6億円
１次配分

10.4億円
＋
３次配分予定

30.2億円
＋
３次配分予定

（３次配分の額・時期は未定）

（３次配分の額・時期は未定）

1.0億円

=

0.4億円
10.8億円

15.6億円
２次配分

=

４

５月補正（R2.5.21）

31.2億円
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７月補正

⑵ 本市の新型コロナウイルス感染症対策の概要と臨時交付金活用額
５月補正

７月補正

（R2.5.21）

障害者支援施設衛生用品確保 0.2億円

マスクなどの衛生用品の確保及び調達支援等 1.0億円

市
民
の
感染拡大防止
対
策

(0.6億円)
1.0億円
民営保育所等副食費負担軽減事業補助等 0.4億円

(0.4億円)
0.4億円
休業等要請事業者への協力金 2.3億円

妊産婦への支援（プレママ応援給付） 1.6億円

など

(4.7億円)
4.7億円

宿泊事業継続支援給付金 7.7億円

持続化給付金の対象とならない事業者の支援 7.8億円
公共交通緊急支援事業補助 0.3億円

(0.1億円)
0.4億円

ひとり親世帯臨時特別給付金の上乗せ給付 3.0億円

市 民 生 活 の
支
援

中小企業等の
事 業 継 続 に
向 け た 支 援

定員50％制限で行う文化活動の施設使用料支援 0.1億円 など

など

(10.6億円)
10.6億円

観光リカバリー事業補助・ＧｏＴｏ商店街イベント 5.7億円

(17.7億円)
17.7億円

旅客運送事業者経営維持支援給付金 3.1億円
就労継続支援補助 0.4億円

など

ＧＩＧＡスクール構想推進 3.6億円

子 ど も の
活 動 及 び
家庭学習の支援

衛生用品・換気対策物品予算の学校への配当 0.5億円

(4.2億円)
5.0億円

夏休み短縮による授業日等学びの確保 0.4億円
オンライン学習環境整備 0.2億円

など

避難所・廃棄物処理業務における感染症対策 0.1億円

市 役 所 の
感 染 対 策 ・
業務継続対策

職員テレワーク環境整備 0.1億円

など

(0.2億円)
0.2億円

など

(3.9億円)
3.9億円

鏡・土佐山地区への光ファイバ整備補助 3.5億円

そ

の

※上段（

給食キャンセルへの対応 0.1億円

他

）書きは地方単独事業分の臨時交付金予算計上額

(11.6億円)
a 12.0億円
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(30.8億円)
b 31.9億円
７月補正予算までの臨時交付金活用額 (a＋ｂ)＝

(42.4億円)
43.9億円
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補正予算の主な内容
370,349千円

1 市民の感染拡大防止対策
⑴

適時適切できめ細かな情報提供と相談体制

①会計年度任用職員（生活保護相談）・事務費
3,476千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた離職・収入減による生活困窮者からの相談に適切に対応するため，生活保
護相談員を増員します。
【健康福祉部福祉管理課】

⑵

施設の臨時休館・貸館停止と再開

①オーベルジュ土佐山換気設備等整備事業費
30,000千円
オーベルジュ土佐山での新型コロナウイルス感染予防対策として，換気設備等を整備します。
【農林水産部土佐山地域振興課】
②（社会体育施設）総務管理費
495千円
市営のスポーツ施設における新型コロナウイルス感染予防対策として，非接触型体温計を購入します。
【教育委員会スポーツ振興課】
③（文化プラザ）管理運営費
3,500千円
文化プラザにおける新型コロナウイルス感染予防対策として，サーマルカメラや手指消毒液等を購入します。
【教育委員会生涯学習課】
④文化施設利用者補助金
10,874千円
新型コロナウイルス感染予防対策として，定員50％制限などを実施している文化イベント等に係る文化プラザ等市立
文化施設使用料（基本使用料・附属設備使用料等）の50％相当を支援し，文化芸術活動の再開支援につなげます。
【教育委員会生涯学習課】

⑶

高知県及び県内医療機関との連携強化

①会計年度任用職員給与費（ＰＣＲ検査体制整備）
1,865千円
新型コロナウイルス感染症の第２波に備え，新型コロナウイルスのＰＣＲ検査を行える体制を整えます。
【健康福祉部生活食品課】
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②ＰＣＲ検査機器等購入費
検査機器等精度管理費
ＰＣＲ検査実施に必要となる機器や防護服，検査試薬等の消耗品を購入します。

⑷

17,645千円
4,355千円
【健康福祉部生活食品課】

マスク，消毒液の購入と調達支援

①障害者支援施設衛生用品確保事業費
68,702千円
新型コロナウイルス感染症への対応として，医療的ケア児者に手指消毒液を配付するとともに，障害福祉サービス事
業所での衛生用品調達費用を補助します。
【健康福祉部障がい福祉課】

②民営保育所等感染拡大防止対策事業費補助金
100,456千円
民営保育所等衛生用品確保事業費補助金
62,000千円
民営保育所等における新型コロナウイルス感染症予防対策として，衛生用品確保に係る経費や消毒作業等のかかり増
し経費を補助します。
【こども未来部保育幼稚園課】
③児童福祉施設感染拡大防止対策事業費補助金
8,981千円
民間母子生活支援施設感染拡大防止対策事業費補助金
1,000千円
児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症予防対策として，衛生用品確保に係る経費や消毒作業等のかかり
増し経費を補助します。
【こども未来部子ども家庭支援センター】
④子育て支援感染拡大防止対策事業費補助金
8,500千円
地域子育て支援センター等における新型コロナウイルス感染症予防対策として，衛生用品確保に係る経費や消毒作業
等のかかり増し経費を補助します。
【こども未来部子ども育成課】
⑤放課後児童クラブ感染拡大防止対策事業費補助金
3,000千円
放課後児童クラブ感染拡大防止対策事業費
44,500千円
児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症予防対策として，衛生用品を確保するとともに，消毒作業等を行いま
す。
【こども未来部子ども育成課】
⑥オーベルジュ土佐山感染拡大防止対策事業費補助金
1,000千円
オーベルジュ土佐山での新型コロナウイルス感染予防対策として，指定管理者が行う空気清浄機や非接触型体温計な
どの購入経費の一部を補助します。
【農林水産部土佐山地域振興課】
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1,122,708千円

２ 市民生活の支援
⑴

子育て支援

①プレママ応援給付金給付事業費
160,000千円
プレママ応援給付金給付事務費
4,804千円
新型コロナウイルス感染症の影響により，出産までの間，不安を抱えて妊娠期間を過ごす妊婦さんに対して，心理
的・経済的な負担を少しでも軽減し，安心して出産できるよう，応援給付金を支給します。【こども未来部母子保健課】
②分娩前ＰＣＲ検査事業費
24,000千円
妊婦の心理的不安を解消し，安心して出産を迎えられるように，本人の希望によるＰＣＲ検査を実施します。
【こども未来部母子保健課】
③ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費
590,000千円
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費
36,020千円
新型コロナウイルス感染症の影響により，子育てと仕事を一人で担うなど，特に大きな困難が心身に生じているひと
り親世帯の負担増や収入減に対する支援として，臨時特別給付金を支給します。
【こども未来部子育て給付課】
④ひとり親世帯応援給付金給付事業費
ひとり親世帯応援給付金給付事務費
上記支援に本市独自の上乗せ給付を行います。

300,000千円
1,500千円
【こども未来部子育て給付課】

⑤民営保育所等地域子育て支援拠点相談支援体制強化事業費補助金
3,000千円
⑥市立保育所地域子育て支援拠点相談支援体制強化事業費
414千円
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した相談支援体制の構築・強化のため，保育所内の地域子育て支援センター
でのオンライン相談・会議を行うネットワーク環境やタブレット端末等を整備します。 【こども未来部保育幼稚園課】

⑦地域子育て支援拠点相談支援体制強化事業費補助金
2,000千円
⑧地域子育て支援拠点相談支援体制強化事業費
549千円
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した相談支援体制の構築・強化のため，地域子育て支援センターでのオンラ
イン相談・会議を行うネットワーク環境やタブレット端末等を整備します。
【こども未来部子ども育成課】
⑨子育て世代包括支援センター相談支援体制強化事業費
421千円
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した相談支援体制の構築・強化を目的として，子育て世代包括支援センター
でのオンライン相談・会議を行うネットワーク環境やタブレット端末等を整備します。
【こども未来部母子保健課】
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1,773,904千円

３ 中小企業等の事業継続に向けた支援
⑴

観光関連・飲食事業者事業向けの支援

経済のV字回復の基盤となる宿泊事業の継続支援
①宿泊事業継続支援給付金給付事業費
772,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けた宿泊事業者に対して，事業継続に向けた支援給付金を支
給します。
【商工観光部観光振興課】

【給付金額】
（上限2,500万円）

【基礎額】
客室数が４室以下
２万円×５か月
客室数が５室～99室 ６万円×５か月
客室数が100室以上 10万円×５か月

【加算額】

500円×30日×５か月×宿泊定員数

新たなイベントによる誘客
②ＴＳＵＮＡＧＵマーケット開催事業費
65,130千円
新型コロナウイルス感染症の影響による売上の低迷や過剰在庫を抱える県内の農・蓄・水産物生産者，製造事業者，
イベント開催関係者等への経済対策支援として，【ＴＳＵＮＡＧＵ～高知家の底チカラ～】と関連させたイベントを開
催します。
【商工観光部商工振興課】
③高知市ＧｏＴｏ商店街キャンペーン・イベント開催事業費
57,438千円
新型コロナウイルス感染症の影響により来街者が減少している中心商店街等において，人の流れや賑わいの創出によ
り地域経済を活性化させるため，複数のイベントを実施します。
【商工観光部商工振興課】
④高知市観光協会観光リカバリー事業費補助金
375,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ高知観光の復興支援のため，高知市観光協会が行う四国初のイベ
ント「アートアクアリウム展」の開催に係る経費を補助します。
【商工観光部観光振興課】
「アートアクアリウム展」とは
金魚が泳ぐ，和をモチーフとした水世界（アクアリウム）にLEDライティングやプロジェクションマッピングなどの
最新の演出を施した，新感覚の水中アート展覧会
【期間】令和２年12月～２月（予定）
【主催】高知市観光協会

【場所】オーテピア西敷地
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既存イベントへの支援による誘客

⑤高知大道芸フェス開催事業費補助金
1,670千円
中心商店街各所で実施する大道芸フェスへの補助金を増額し，商店街のにぎわいの創出を図ります。
【商工観光部商工振興課】
⑥イルミネーションフェスタ事業費補助金
1,000千円
毎年実施しているイルミネーションフェスタの装飾に新デザインの電飾を追加し，冬季の集客効果の向上を図ります。
【商工観光部商工振興課】
⑦土佐のまつり補助金
2,300千円
新型コロナウイルス感染症対策に必要となる経費を増額し，イベント開催を支援します。 【商工観光部観光振興課】
商店街の魅力向上による誘客
⑧商店街活動等応援事業費補助金
45,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街等に対し，賑わいの創出や商店街振興のために行うイベント経費等
の一部を補助します。
【商工観光部商工振興課】
市民・観光客への中心商店街へのアクセス向上・回遊性向上策
⑨駐車場事業特別会計繰出金
25,044千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街等の賑わいの創出のために，中央公園地下駐車場を８月～12月の土
日祝日及び年末に無料開放することに伴う収入の減少分等について繰り出します。
【都市建設部都市建設総務課】
新しい業態への対応支援
⑩テイクアウト・デリバリー等業態変更支援事業費補助金
18,000千円
新型コロナウイルス感染症対策や「新しい生活様式」の実践として，新たに「テイクアウト」 や「デリバリー」の
サービスを始める市内飲食事業者に対し，経費の一部を助成します。
【商工観光部商工振興課】
⑪ＥＣサイト等利用促進支援事業費補助金
10,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響により県外への外商手段の確保が厳しくなっているため，新たにＥＣサイトやＥＣ
モールを活用した商品又はサービスの販路開拓・拡大を目指す市内中小企業等に対し，その経費の一部を補助します。
【商工観光部商工振興課】
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⑵

公共交通事業向けの支援

①旅客運送事業者経営維持支援給付金給付事業費
307,800千円
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営を強いられている事業者に対し，バス等の保有台数に応じた事業
継続の支援金を支給します。
【市民協働部くらし・交通安全課】
【給付金額】
車種ごとの単価×台数×５カ月
デマンド型乗合タクシー運行地域数×20万円
<車種ごとの単価> 路線バス ７万円／台，高速バス・貸切バス・路面電車・タクシー ５万円／台
<デマンド型乗合タクシー運行地域 全８地域> 鏡，春野，土佐山，久重，三里，布師田・大津，行川，御畳瀬・浦戸

⑶

農産物加工者や加工品製造事業者などの売上・販路確保支援

①地産地消拡大事業費補助金
6,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響による農林水産物等の需要減少の早期回復を図るため，高知市直販所協議会が実施
する高知市産農林水産品・加工品を景品とするスタンプラリーの開催経費を補助します。
【農林水産部農林水産課】

⑷

市場事業者への支援

①卸売市場事業特別会計繰出金
28,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し，厳しい状況に置かれている卸売業者・仲卸業者・関連店舗事
業者に対し，事業継続のための支援として市場施設使用料等を減額することに伴う歳入の減少分について繰り出します。
【農林水産部市場課】

⑸

民間の保育所・幼稚園等への支援

①病児保育事業継続支援給付金給付事業費
13,314千円
新型コロナウイルス感染症の影響により，事業継続が困難になると思われる高知市が実施する病児保育事業者に対し
て，事業継続に向けた支援給付金を支給します。
【こども未来部子ども育成課】

⑹

介護事業所等サービス継続支援

①障害福祉サービス継続支援事業費補助金
2,708千円
休業要請を受けたり，感染者・濃厚接触者が発生した事業所が障害福祉サービスを継続するため ，別場所での提供や
訪問等によりサービスを行う際のかかり増し経費を補助します。
【健康福祉部障がい福祉課】
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②就労継続支援事業費補助金
40,000千円
雇用契約を結んでいないことにより雇用調整助成金の対象とならない就労継続支援Ｂ型事業所利用者の新型コロナウ
イルス感染症の影響に伴う工賃減に対する支援として，事業所に支援金を支給します。
【健康福祉部障がい福祉課】
③就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業費補助金
3,500千円
生産活動の存続を下支えすることを通じて障害のある人の働く場及び利用者の賃金・工賃の確保を図るため，就労継
続支援事業所の生産活動の再起に向けて必要となる経費の一部を補助します。
【健康福祉部障がい福祉課】

589,597千円

４ 子どもの活動及び家庭学習の支援
⑴

児童・生徒１人１台タブレット端末の整備

①ＧＩＧＡスクール構想推進事業費
364,725千円
現在進めている計画における児童生徒の３分の１の端末整備を前倒し，今年度中に１人１台端末整備を完了させると
ともに，教員用の端末も学級数分整備します。
【教育委員会教育環境支援課】

⑵

夏季休業中における授業日の設定

①職員給与費・会計年度任用職員給与費（調理員，用務員，実習助手）
7,356千円
新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業で不足する授業時間を確保するため，夏休みを短縮し，授業を行う
ことに伴い必要となる調理員及び用務員の人件費を確保します。
【教育委員会教育政策課】
②会計年度任用職員給与費（教員業務支援員・補助員，特別支援教育支援員，図書館支援員，学力向上学習支援員）
夏休みを短縮し，授業を行うために必要な支援員等の人件費を確保します。
8,239千円
【教育委員会学校教育課】
③新型コロナウイルス感染症対策放課後等学習支援員配置事業費
児童生徒の学習の保障に必要な支援員等の人件費を確保します。

54,752千円
【教育委員会学校教育課】

④給食事業費
3,135千円
夏休みを短縮して行う授業日に給食を提供するため，熱中症対策として調理室に可動式スポットクーラーを設置しま
す。
【教育委員会教育環境支援課】
11

⑤学校給食センター運営事業費
7,678千円
夏休みを短縮して行う授業日に給食を提供することなどに伴い，中学校給食センターの給食調理等業務委託料を増額
するとともに，債務負担行為を設定します。
【教育委員会教育環境支援課】
【針木学校給食センター給食調理等業務委託】期間：令和３年度から令和４年度まで
【長浜学校給食センター給食調理等業務委託】期間：令和３年度から令和４年度まで

限度額：7,138千円
限度額：7,478千円

⑥職員給与費・会計年度任用職員給与費（高知商業高校）
1,371千円
夏休み期間を短縮して授業を行うために必要となる時間講師等の人件費を確保します。
【教育委員会高知商業高等学校】

⑶

学校における感染予防対策

①（小・中・義務教育・特別支援学校）学校施設感染拡大防止対策事業費
90,000千円
学校長の判断で迅速かつ柔軟に学校の感染予防対策を講じるため，衛生用品や換気対策物品などの購入費用を各学校
に配当します。
【教育委員会教育環境支援課】

②（商業高等学校）学校施設感染拡大防止対策事業費
3,000千円
学校長の判断で迅速かつ柔軟に学校の感染予防対策を徹底しながら生徒の学習を保障するため，空き教室を活用した
授業や教室の換気等の環境整備とともに，衛生用品の確保を行います。
【教育委員会高知商業高等学校】
③保健事業費
4,284千円
新型コロナウイルス感染予防対策のため，非接触型体温計や消毒液などの衛生用品を購入します。
【教育委員会教育環境支援課】
④スクールバス運行事業費
4,930千円
新型コロナウイルス感染予防対策のため，スクールバスの増便により，乗車密度を減らして感染リスクを低減します。
【教育委員会教育環境支援課】

⑷

再度の臨時休業に備えた対策

①学校教育情報化システム管理費
23,000千円
新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業等，緊急事態時の児童生徒の学びを保障するため，家庭でも学習
できる環境を整備します。
【教育委員会教育環境支援課】

②学校家庭連絡システム整備事業費
17,127千円
学校や児童クラブ，市立保育所において，保護者等への新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等で必要な連絡を
迅速に行うとともに，保護者らの回答を集計するシステムを導入します。
【教育委員会教育環境支援課】
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52,306千円

５ 市役所の感染対策・業務継続対策
⑴

職員及び市民の感染症予防

①市立保育所感染拡大防止対策事業費
5,000千円
市立保育所衛生用品確保事業費
13,013千円
市立保育所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，マスクや手指消毒液などを購入します。
【こども未来部保育幼稚園課】
②母子保健衛生用品確保事業費
1,500千円
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，子育て世代包括支援センターで必要となるマスクや手指消毒液などを
購入します。
【こども未来部母子保健課】

⑵

デジタル技術を活用した働き方の新しいスタイルの実践

①職員テレワーク環境整備事業費
7,658千円
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るとともに，感染者が出た場合でも業務を継続できる体制を構築する
ため，職員のテレワーク環境の整備を段階的に進めます。
【総務部情報政策課】

⑶

廃棄物処理業務の継続

①一般廃棄物処理業務継続用衛生用品等確保事業費
3,573千円
一般廃棄物処理業務の継続のために，現場業務に携わる職員の新型コロナウイルス感染症の感染予防を図るため，マ
スクやゴーグル，化学防護服等の衛生用品を購入します。
【環境部環境政策課】

⑷

災害時の避難所における感染症対策

①避難所衛生用品等確保事業費
2,646千円
風水害等災害時の各避難所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，１施設当たり２個の段ボールベッ
ドを配備します。
【防災対策部防災政策課】
②避難所運営体制整備事業費
18,916千円
南海トラフ地震等大規模災害時の各避難所運営における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，計画的にマス
クや手指消毒液を備蓄します。
【防災対策部地域防災推進課】
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683,334千円

６ 「新たな日常」への対応

①高度情報通信環境整備促進事業費補助金
683,334千円
新型コロナウイルス感染症への対応を図るため，「新たな日常」に必要な情報通信基盤整備として，光ファイバが未
整備の鏡・土佐山地区で民間事業者が行う光ファイバ整備の費用の一部を補助します。
【総務部情報政策課】
②職員テレワーク環境整備事業費（再掲）
（7,658千円）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るとともに，感染者が出た場合でも業務を継続できる体制を構築する
ため，職員のテレワーク環境の整備を段階的に進めます。
【総務部情報政策課】

70,806千円

７ その他

①給食事業費
6,806千円
臨時休業に伴う給食未実施により発注を取り消した牛乳購入に係る違約金を業者に負担するとともに，国の緊急事態
宣言を受けた突発的な登校自粛により提供しなかった給食に係る食材費相当を学校給食会に補てんします。
【教育委員会教育環境支援課】
②救護施設職員慰労金支給事業費補助金
14,000千円
新型コロナウイルス感染症の感染リスクの中，救護施設による必要な支援等を継続的に実施するため，救護施設が職
員に対し慰労金を支出する経費を補助します。
【健康福祉部福祉管理課】
③予備費
予算上緊急対応が必要となるケースに迅速に対応するため，予備費を増額します。

50,000千円
【財務部財政課】

▲52,004千円

８ 減額補正

①特別職給与費（市長・中澤副市長）
▲1,253千円
新型コロナウイルス感染症の影響により市民生活に重大な影響が出ていることから，６月から12月までの給料月額を
10％減額します。
【総務部秘書課】
②議員報酬等
▲6,003千円
新型コロナウイルス感染症の影響により市民生活に重大な影響が出ていることから， 議員の報酬を減額します。
【議会事務局庶務課】
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③放課後等学習支援員配置事業費
▲44,748千円
新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を最大限活用するため，当初予算のうち国の補正予算で対応する分を減額
し，７月補正予算に組み替えます。
【教育委員会学校教育課】

６

予算外議案
１ 条例議案
①高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案
通知カードの廃止に伴い，通知カード再交付手数料を削除するとともに，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全
性の確保等に関する法律の改正に伴う項ずれについて，規定を整備します。
【市民協働部中央窓口センター・健康福祉部地域保健課】

２ 報告
①損害賠償の額の決定についての市長専決処分の報告
交通事故３件，管理瑕疵１件の損害賠償の額を決定しました。
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