
第475回高知市議会臨時会提出議案の概要

令和２年５月 高知市



２ 補正予算の規模

予 算 議 案 3 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，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，一般会計で
25.1億円の増額補正を行うとともに，徴収猶予の特例や国民健康保険において傷
病手当金を支給するための条例改正などを行う。

● 市民の感染拡大防止対策 4.2億円
● 市民生活の支援 7.6億円
● 中小企業等の事業継続に向けた支援 10.6億円
● 子どもの活動及び家庭学習の支援 3.1億円 など

条 例 議 案 6 件

そ の 他 議 案 3 件

合 計 12 件

報 告 2 件

５月専決 現計 ５月補正 対前年

予算額 予算額 予算額 同期比

一般会計   1,475.6      330.0   1,805.6       25.1   1,830.7 123.7

特別会計      950.0            -      950.0         0.6      950.6 100.6

国民健康保険事業      348.5      348.5         0.5      349.0 99.1

国民宿舎運営事業         2.8         2.8         0.1         2.9 84.6

水道事業会計      118.8      118.8      118.8 96.9

公共下水道事業会計      197.7      197.7      197.7 108.4

総計   2,742.1      330.0   3,072.1       25.7   3,097.8 113.5

重複額      148.6      148.6      148.6 99.8

純計   2,593.5      330.0   2,923.5       25.7   2,949.2 114.3

区分
令和２年度

当初予算
補正後の額

（単位：億円，％）
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１ 提出議案



主な対策
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３ 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

１ 市民の感染拡大防止対策
・新型コロナウイルス健康相談センターでの相談業務の実施
・ＰＣＲ検査の推進及び入院医療費の支援
・マスクなどの衛生用品の確保及び調達支援

２ 市民生活の支援
・特別定額給付金支給に向けた迅速な対応
・子育て世帯臨時特別給付金支給に向けた迅速な対応
・住居確保給付金の支給及び体制整備
・児童クラブでの保育の確保

３ 中小企業等の事業継続に向けた支援
・休業等要請事業者への協力金の支給
・持続化給付金の対象とならない事業者への支援
・日曜市新型コロナウイルス感染症対策協力金の支給

４ 子どもの活動及び家庭学習の支援
・児童・生徒１人１台タブレット端末の整備

５ その他
・緊急事態への備えとして予備費の増額，減額補正 等

対策予算の規模 356.1億円（令和元年度対応分0.4億円，令和２年５月１日専決処分330億円及び特別会計含む）

主な対策予算の規模

令和２年度
専決処分

令和２年度
５月補正予算

330億円

25.7億円

総額 356.1億円

4.2億円

338.1億円

10.6億円

3.1億円

▲0.3億円

※主な対策は５月専決及び５月補正予算の合計（令和元年度予備費分0.4億円は含まない。） ※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

（特別定額給付金給付事業・事務費）

（今回補正）

国庫補助金や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
及び減額補正等により財源を確保（令和元年度対応分0.4億円含む）
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1 市民の感染拡大防止対策

①避難所衛生用品等確保事業費
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，非接触型体温計やマスク，手指消毒液，簡

易間仕切りなどを配備します。

②避難所運営体制整備事業費
今後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，マスクなどを備蓄します。

③障害者支援施設衛生用品確保事業費
障害者入所施設において新型コロナウイルス感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等を購入するとと

もに，感染者が発生した場合の消毒費用を補助します。

④高齢者施設衛生用品確保事業費
高齢者入所施設において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等を購入します。

⑤介護保険施設等衛生用品確保事業費
介護保険施設等において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等を購入します。

⑥一時生活支援施設衛生用品確保事業費補助金
一時生活支援施設における新型コロナウイルス感染予防のための衛生用品等の購入費用を補助します。

⑦保護施設衛生用品確保事業費補助金
保護施設における新型コロナウイルス感染予防のための衛生用品等の購入費用や感染者が発生した場合の消

毒費用を補助します。

⑧感染症診査協議会委員報酬
新型コロナウイルス感染症の診査に関する協議会を適宜開催します。

420,313千円

13,650千円

【防災対策部防災政策課】

7,700千円

【 防災対策部地域防災推進課】

6,216千円

【健康福祉部障がい福祉課】

1,818千円

【健康福祉部高齢者支援課】

3,636千円

【健康福祉部介護保険課】

200千円

【健康福祉部福祉管理課】

4,800千円

【健康福祉部福祉管理課】

533千円
【健康福祉部地域保健課】

４ 補正予算の内容（５月専決処分及び５月補正）
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⑨新型コロナウイルス健康相談センター事業費
引き続き，県市合同による相談センターで電話相談を行います。

⑩新型コロナウイルス感染症対策保健所体制強化事業費
新型コロナウイルスの検体搬送や入院勧告・調整，退院後の健康観察などを行う体制を強化します。

⑪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のＰＣＲ検査を推進します。

⑫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の入院医療費の自己負担分を支援します。

⑬民営保育所等衛生用品確保事業費
各保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，市がマスクや手指消毒液などを一括購入

して配布します。

⑭民営保育所等衛生用品確保事業費補助金
民営保育所等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の購入費用を

補助します。

⑮市立保育所衛生用品確保事業費
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。

⑯子育て支援衛生用品確保等事業費補助金
子育て支援施設等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の購入費

用を補助します。

⑰放課後児童クラブ衛生用品確保等事業費
放課後児童クラブ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。

7,718千円
【健康福祉部地域保健課】

4,458千円

【健康福祉部地域保健課】

104,678千円
【健康福祉部地域保健課】

120,682千円
【健康福祉部地域保健課】

22,456千円

【こども未来部保育幼稚園課】

65,000千円

【こども未来部保育幼稚園課】

12,881千円

【こども未来部保育幼稚園課】

5,752千円

【こども未来部子ども育成課】

17,800千円

【こども未来部子ども育成課】
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①特別定額給付金給付事業費
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ，簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行

う特別定額給付金を支給します。

②特別定額給付金給付事務費
特別定額給付金支給のための事務費を確保します。

③住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，離職や休業等により生活に困窮し，住居を喪失又はそのおそれの

ある方の再就職支援を行うとともに，一定期間家賃補助を行います。

32,680,000千円

【総務部特別定額給付金室】

320,000千円
【総務部特別定額給付金室】

162,900千円

【健康福祉部福祉管理課】

２ 市民生活の支援

令和２年５月専決

⑱放課後児童クラブ衛生用品確保等事業費補助金
民間児童クラブ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の購入費用

を補助します。

⑲放課後子ども教室衛生用品確保事業費
放課後子ども教室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。

⑳妊婦用マスク配布事業費
厚生労働省から提供される妊婦用のマスクを配布します。

㉑母子保健衛生用品確保事業費
各母子保健事業の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。

㉒保健事業費
学校再開に向けて手指消毒用アルコールや非接触体温計などを購入します。

㉓総務管理費
文化施設等の再開に向けて手指消毒用アルコールやマスクなどを購入します。

1,605千円

【こども未来部子ども育成課】

384千円

【こども未来部子ども育成課】

1,060千円
【こども未来部母子保健課】

887千円

【こども未来部母子保健課】

2,527千円
【教育委員会教育環境支援課】

13,872千円

【教育委員会教育政策課】

令和２年５月専決

33,812,679千円
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④生活困窮者自立支援事業費
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて支給要件が拡大された住居確保給付金の相談・申請の急増に対応

するため，高知市生活支援相談センターの体制強化を図ります。

⑤介護給付・訓練等給付費
新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に伴い，放課後等デイサービス等の利用増加による保

護者の負担を軽減するため，追加的に生じる利用者負担を免除します。

⑥介護事業所等サービス継続支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染防止のために休業要請を受けた通所介護事業所等が，必要な介護サービスを確保す

るため，代替サービス実施や利用者受入調整に必要な費用を補助します。

⑦（国民健康保険事業特別会計）傷病手当負担金
新型コロナウイルス感染症等により労務に服することができなくなった方に対し，報酬の３分の２に相当す

る額を傷病手当金として支給します。

⑧民営保育所等副食費負担軽減事業費補助金
新型コロナウイルス感染防止のために実施した児童の登園自粛に伴い，発生する副食費の返還費用の補助を

行い，保護者負担の軽減を図ります。

⑨私立幼稚園等副食費負担軽減事業費補助金
新型コロナウイルス感染防止のために実施した児童の登園自粛に伴い，発生する副食費の返還費用の補助を

行い，保護者負担の軽減を図ります。

⑩子育て支援衛生用品確保等事業費補助金（再掲）
子育て支援施設等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の購入費

用を補助するとともに，小学校等の臨時休業によりファミリー・サポート・センターを利用する利用者負担分
を補助することで，利用者負担の軽減を図ります。

⑪放課後児童クラブ衛生用品確保等事業費（再掲）
放課後児童クラブ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す

るとともに，利用自粛に伴う利用者負担金の日割での返還及びそのシステム改修を行います。

7,920千円

【健康福祉部福祉管理課】

3,240千円

【健康福祉部障がい福祉課】

6,000千円

【健康福祉部介護保険課】

50,000千円

【健康福祉部保険医療課】

40,396千円

【こども未来部保育幼稚園課】

2,371千円

【こども未来部保育幼稚園課】

600千円

【こども未来部子ども育成課】

94,743千円

【こども未来部子ども育成課】
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３ 中小企業等の事業継続に向けた支援

①公共交通緊急支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少し，厳しい経営状況におかれているとさでん交通㈱に

対し，事業継続のための支援金を補助します。

②高知県休業等要請協力金負担金
高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等に基づき休業や営業時間短縮要請に応じた事業者に

対し，県が支給する１事業者30万円の協力金のうち10万円を負担します。

③事業者支援給付金給付事業費
新型コロナウイルス感染症により売上が減少したが，国の持続化給付金の対象とならない（前年同月比

20％以上50％未満減少）事業者に対し，中小法人等20万円，個人事業者等10万円の独自の支援を行います。

④日曜市新型コロナウイルス感染症対策協力金給付事業費
日曜市の中止や出店自粛，出店者が行う感染拡大防止等の協力に対し，協力金を支給します。

⑤花き活用拡大支援事業費
新型コロナウイルス感染症の影響による花き需要の低迷や減収など厳しい状況にあるユリ類や洋花などの生

産者を支援するため，公共施設等人目につく場所に花きを展示し，ＳＮＳ等で情報発信することで需要を喚起
します。

1,056,334千円

32,442千円

【市民協働部くらし・交通安全課】

230,000千円

【商工観光部商工振興課】

779,107千円

【商工観光部商工振興課】

11,585千円

【商工観光部産業政策課】

3,200千円

【農林水産部農林水産課】

⑫放課後児童クラブ衛生用品確保等事業費補助金（再掲）
民間児童クラブ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の購入費用

を補助するとともに，小学校等の休校中に臨時に開設する費用を補助します。

⑬子育て世帯臨時特別給付金給付事業費
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため，児童手当を受給する世帯

に対し，児童１人当たり１万円の臨時特別給付金を給付します。

⑭子育て世帯臨時特別給付金給付事務費
子育て世帯臨時特別給付金給付のための事務費を確保します。

14,400千円

【こども未来部子ども育成課】

415,000千円

【こども未来部子育て給付課】

15,109千円
【こども未来部子育て給付課】
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５ その他

①（保育）事務費
新型コロナウイルス感染症の影響により登園を自粛した児童の過年度の保育料を返還します。

②給食事業費
学校の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かかる違約金を負担します。

③（国民宿舎運営事業特別会計）繰上充用金
新型コロナウイルス感染症の影響により国民宿舎桂浜荘の指定管理者からの納付金を減額したことに伴い，

不足する令和元年度への繰上充用金を増額します。

④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。

67,276千円

951千円

【こども未来部保育幼稚園課】

4,444千円

【教育委員会教育環境支援課】

13,881千円

【商工観光部観光振興課】

48,000千円
【財務部財政課】

４ 子どもの活動及び家庭学習の支援

①ＧＩＧＡスクール構想推進事業費
当初４年で整備を計画していた児童生徒１人１台端末整備を前倒します。

310,995千円

310,995千円
【教育委員会教育環境支援課】

６ 財源確保 ▲92,716千円

①れんけいこうち大型船舶寄港誘致推進事業費

②観光客誘致推進事業費補助金
③桂浜ゴールデンウィーク等渋滞対策事業費
④２０２０よさこい応援・普及促進事業費
⑤よさこい祭り補助金
⑥よさこい振興事業費
⑦土佐のまつり補助金

（歳入補正）ふるさと納税寄付金

▲26,916千円
【商工観光部商工振興課】

▲40,000千円
▲9,915千円
▲7,500千円
▲6,500千円
▲1,005千円
▲880千円

【商工観光部観光振興課】
（100,000千円）
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５ 予算外議案

１ 条例議案

①高知市長等の給与，旅費等に関する条例の特例に関する条例制定議案
市長・副市長の給料月額の減額を行います。

②高知市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための手当を新設します。

③高知市税条例の一部を改正する条例議案
新型コロナウイルス感染症対策として，徴収猶予の特例や中小事業者等の固定資産税の軽減措置などの規定

を整備します。

④高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案
新型コロナウイルス感染症等による傷病手当金を支給するため，規定を整備します。

⑤高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案
介護保険法施行令等の改正に伴い，低所得者の保険料軽減を段階的に実施します。

⑥高知市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例議案
高知県後期高齢者医療広域連合が新型コロナウイルス感染症等による傷病手当金を支給するため，規定を整

備します。

【総務部人事課】

【総務部人事課】

【財務部税務管理課】

【健康福祉部保険医療課】

【健康福祉部介護保険課】

【健康福祉部保険医療課】

２ その他議案

①令和２年度一般会計補正予算に係る市長専決処分の承認議案
特別定額給付金の迅速な給付のため，給付事業費及び事務費予算として，33,000,000千円を増額補正する

ことについて，市長専決処分を行いました。 【財務部財政課】
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３ 報告

①調停の申立てについての市長専決処分の報告
市営住宅使用料等滞納者１人に対する市営住宅の滞納使用料等の支払請求及び明渡し請求に関する民事調停

の申立てについて，市長専決処分を行いました。

②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２件の損害賠償の額を決定しました。

②令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算に係る市長専決処分の承認議案
令和元年度の保険給付の伸びに伴い，医療給付費予算に不足が生じたことから，300,000千円を増額補正す

ることについて，市長専決処分を行いました。

③高知市消防団員等公務災害補償条例及び高知市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部を
改正する条例に係る市長専決処分の承認議案
政令の改正に伴い，高知市消防団員等公務災害補償条例及び高知市消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例の一部を改正することについて，市長専決処分を行いました。

【健康福祉部保険医療課】

【消防局総務課】

【都市建設部住宅政策課】


