
第479回高知市議会定例会提出議案の概要

令和２年９月 高知市



・農産物集出荷施設等整備事業費補助金
・国民宿舎運営事業特別会計繰出金
・テレワーク導入支援事業費補助金 等

・横内小学校教室整備事業費
・（継続費設定）文化プラザ長寿命化整備事業費
・総合運動場施設整備事業費

・中須賀土地区画整理事業費
・老朽住宅除却事業費
・上下水道局本庁舎移転整備事業
・農業水利施設危機管理対策事業費 等

・介護給付・訓練等給付費

・上水道安全対策負担金 等

・送水幹線二重化事業
・（債務負担行為）競輪開催業務等包括委託 等

現計 ９月補正 対前年

予算額 予算額 同期比

(187,490,685) (187,621,685) (125.6)

    191,303,800      131,000     191,434,800 128.2

      95,076,223         93,646       95,169,869 100.7

      34,895,000         49,953       34,944,953 99.2

      20,476,000             ▲23       20,475,977 100.0

            295,881         43,716             339,597 97.1

      11,877,200   ▲669,000       11,208,200 91.4

(18,160,900) (18,178,500) (99.7)

      19,770,200         17,600       19,787,800 108.5

(312,605,008) (312,178,254) (113.8)

    318,027,423   ▲426,754     317,600,669 115.8

      14,912,097   ▲295,184       14,616,913 98.2

(297,692,911) (297,561,341) (114.7)

    303,115,326   ▲131,570     302,983,756 116.8

　うち国民宿舎運営事業

　うち国民健康保険事業

総計

重複額

純計

区分

　うち収益事業

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

（単位：千円，％）
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１ 提出議案

予 算 議 案 6 件
●

●

補正予算は，新型コロナウイルス対策や文化プラザ「かるぽーと」の長寿
命化整備に係る継続費の設定，国費の内示等に伴う中須賀土地区画整理事
業費の増額など，一般会計で約１億３千万円の増額補正

予算外議案は，秦中央保育園新築工事及び秦ふれあいセンター改修工事の
契約締結議案などを提出

条 例 議 案 3 件

そ の 他 議 案 6 件

合 計 15 件

報 告 3 件

２ 補正予算の概略

⑴ 新型コロナウイルス対策

⑵ 教育の充実・文化スポーツ拠点整備

⑶ 安全・安心なまちづくりの推進

⑹ 特別会計等

1.3億円

1.4億円

▲6.2億円

※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

⑷ 福祉の充実

1.5億円

0.1億円

⑸ その他 ▲2.3億円
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⑴ 新型コロナウイルス対策 125,469千円

３ 補正予算の内容

①市立幼稚園感染拡大防止対策事業費

補正額 500千円（県10／10）

かがみ幼稚園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等します。
【こども未来部保育幼稚園課】

②民間母子生活支援施設感染拡大防止対策事業費補助金

補正額 2,200千円（国10／10）（現予算額 1,000千円）

母子生活支援施設において，新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者に対応した職員に支払う手当（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】

③ウェブ活用就職支援事業費

補正額 9,419千円

新型コロナウイルス感染への不安から就職活動を控える動きも見られる中，労働需要が高い業種を中心に働きがいや新
型コロナウイルス感染症対策の現状についてのＰＲ動画を作成・ＷＥＢ発信し，雇用のマッチングを図ります。

【商工観光部産業政策課】

④テレワーク導入支援事業費補助金

補正額 10,000千円

新しい生活様式への対応を促進するため，高知市が実施する
テレワーク導入に関するセミナーを受講した市内中小企業等
に対して，テレワーク導入経費の一部を補助します。

【商工観光部産業政策課】

⑤高知県休業等要請協力金負担金

補正額 ▲42,000千円（現予算額 230,000千円）

高知県の要請に基づき，休業や営業時間の短縮に協力した事業者に対し，高知県が支給する１事業者当たり30万円の協
力金の一部（10万円）を市が負担するもので，実績に基づく不用額を減額します。 【商工観光部商工振興課】

新規

減額

新規

新規

【補助率】１／２
【上限額】50万円
【補助対象経費】
・テレワーク用通信機器の導入・運用に

係る経費
・外部専門家による導入のためのコンサ

ル経費 等

新規
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⑥国民宿舎運営事業特別会計繰出金

補正額 43,716千円

新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理者の利用料金の大幅な減収に対し，特別会計から支援金を支出するた
め繰り出します。 【商工観光部観光振興課】

⑦農産物集出荷施設等整備事業費補助金

補正額 42,156千円（県２／３）：ＪＡ高知市（春野地域以外）

補正額 34,994千円（県２／３）：ＪＡ高知県（春野地域分）

新しい生活様式への対応として農産物の流通及び販売体制を維持・強化するため，
集出荷施設等における機械・器具の購入や施設の改修経費の一部を補助します。

【農林水産部農林水産課・春野地域振興課】

⑧鏡文化ステーションＲＩＯ換気設備等整備事業費

補正額 14,500千円

不特定多数が利用するレストラン及び入浴施設における新型コロナウイルス感染症対策として，換気・空調設備の改修
を行います。

【農林水産部鏡地域振興課】

⑨会計年度任用職員給与費（教員業務支援員）

補正額 7,490千円（県３／５）（現予算額 407,303千円）

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い臨時休業した市立小中学校において，授業準備や事務作業などの教員補助業
務を行うための支援員を増員します。 【補正前】16人配置 → 【補正後】26人配置（＋10人）

【教育委員会学校教育課】

⑩オーテピア高知図書館感染拡大防止対策事業費負担金

補正額 2,494千円

非来館型サービスの充実を図ることを目的として，インターネットサービス利用時のパスワードをオンライン申請によ
り発行するために県が実施するシステム改修経費の２分の１を負担します。

【教育委員会図書館・科学館課】

新規

新規

増額

新規

新規

ピーマン選果機 コンテナ自動洗浄機



4

⑵ 教育の充実・文化スポーツ拠点整備 136,500千円

新規 ①文化プラザ長寿命化整備事業費

継続費総額 4,000,000千円

期 間 令和２年度から令和５年度まで
平成13年の竣工から18年を経過し，電気設備やホールの舞台照明設備等，また，建物の劣化による大規模改修が必要と
なっているため，令和４年４月～令和５年６月に全館休館して長寿命化整備を行います。

【教育委員会生涯学習課】

②横内小学校教室整備事業費

補正額 109,000千円

児童数の増加により不足する普通教室を増設します。
22教室 → 24教室（校舎２階部分を普通教室２室及びミーティングルームに改修）

【教育委員会教育政策課】

【整備方針】
令和元年度の劣化度調査の結果や利用者のニーズを踏まえ，
①安全性の確保，②催事・サービスの安定運営，③既存不適格の改善
を目的とした整備を設計施工一括方式で実施する。

【主な整備内容】
・外部改修（外壁及び目地の部分補修，屋根防水等）
・小ホール及び展示室可動壁更新
・舞台機構，舞台音響，舞台照明更新
・消防設備，衛生設備，電気設備，エレベータ等更新

国・県支出金 起債

R2                   -                   -                   -                   -

R3           49,000                   -           44,100             4,900

R4      3,754,000                   -      2,815,500         938,500

R5         197,000                   -         147,700           49,300

計     4,000,000                   -     3,007,300        992,700

年度 年割額
特定財源

一般財源

（単位：千円）
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増額

増額

③総合運動場施設整備事業費

補正額 12,000千円（現予算額 9,800千円）

定期点検により直流電源盤の蓄電池設備に故障が確認された
ため，設備の更新を行います。

【教育委員会スポーツ振興課】

④東部総合運動場施設整備事業費

補正額 15,500千円（現予算額 68,000千円）

故障したくろしおアリーナの冷温水発生器の改修工事等を行
います。

【教育委員会スポーツ振興課】

直流電源盤外観 内部蓄電池設備

冷温水発生器２号機

新規 ⑤【債務負担行為設定】児童生徒心臓検診業務委託

期 間 令和２年度から令和３年度まで 限度額 6,853千円

令和３年度当初から実施する高知市立学校の心臓検診について，業務実施に係る準備期間を適切に確保するため，債務
負担行為を設定します。 【教育委員会教育環境支援課】

⑥【債務負担行為設定】児童生徒尿検査業務委託

期 間 令和２年度から令和３年度まで 限度額 7,010千円

令和３年度当初から実施する高知市立学校の尿検査について，業務実施に係る準備期間を適切に確保するため，債務負
担行為を設定します。 【教育委員会教育環境支援課】

新規



6

⑶ 安全・安心なまちづくりの推進 150,042千円

増額

（②ブロック）
建物等移転補償
街路等築造工事

（③ブロック）
家屋調査

至 旭町一丁目電停

①中須賀土地区画整理事業費

補正額 41,800千円（国55％，国50％）（現予算額 500,000千円）

給与費組替 ▲2,056千円
国費の内示増に合わせて増額します。

【都市建設部市街地整備課】

増額 ②老朽住宅除却事業費

補正額 23,416千円（国１／２，県１／４）（現予算額 130,000千円）

倒壊の危険性のある空き家住宅等の除却費用の一部を補助します。
【補正前】72件 → 【補正後】87件（＋15件）

【都市建設部建築指導課】

③防災対策啓発事業費

補正額 7,296千円

市民に南海トラフ地震などの自然災害に対する理解を深めてもらい，
一人ひとりの備えに対する意識を高めてもらうため，高知県が今年度
改訂する予定の啓発冊子「南海トラフ地震に備えちょき」を市内全戸
に配布します。

【防災対策部防災政策課】

【配布部数】166,000部

【改訂内容】
・南海トラフ地震臨時情報
・避難所についての注意事項

（感染症対策，分散避難等）
・要配慮者への支援

（福祉避難所，個別計画）
・警戒レベルについて 等

※公営企業会計分61,600千円含む
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④上下水道局本庁舎移転整備事業（基本・実施設計）

補正額 22,000千円（下記債務負担行為と合わせて総額88,000千円）

⑤（債務負担行為設定）上下水道局本庁舎移転整備事業（基本・実施設計）

期 間 令和３年度 限度額 66,000千円

⑥上下水道局本庁舎移転整備事業（地質調査・用地測量）

補正額 22,000千円

津波による長期浸水エリア内にある現庁舎を浸水エリア外である
針木浄水場敷地に移転整備し，災害時における長期間の庁舎機能
喪失などの災害リスクを排除するとともに，発災時の初動対応力
の確保を図ります。

【スケジュール】

【上下水道局総務課】

⑦上下水道局本庁舎移転整備事業負担金（基本・実施設計）

補正額 8,800千円

⑧（債務負担行為設定）上下水道局本庁舎移転整備事業負担金（基本・実施設計）

期 間 令和３年度 限度額 26,400千円

⑨上下水道局本庁舎移転整備事業負担金（地質調査・用地測量）

補正額 8,800千円

公共下水道事業会計から水道事業会計に対する負担金を支払います。
【上下水道局総務課】

新規

新規

局本庁舎建設用地

針木浄水場

R2 R3 R4 R5

 基本設計・実施設計

 工事

 引越

 供用開始  R5.4月～

事業内容

 建築・設備

学校給食センター

管理本館

新規

新規

新規

新規



⑩商店街施設地震対策事業費補助金

補正額 1,986千円（県１／２）

老朽化が進んでいる商店街施設の地震対策として，愛宕商店街振興組合が実施するアーケード撤去工事費用の一部を補
助します。

【商工観光部商工振興課】

⑪農業水利施設危機管理対策事業費

補正額 16,000千円（国10／10）

通学路等に隣接し，過去に転落事故が発生した農業用水路の安全対策のため，転落防止柵などの安全施設を設置します。
施工＝２か所（⒜ 屋頭地区，⒝ 春野町弘岡上地区）

⒜ 屋頭地区 ⒝ 春野町弘岡上地区

【農林水産部耕地課】

8

青柳中学校

絶海池

高須

五台山

屋頭
春野西小学校

春野町弘岡上

新規

新規
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①介護給付・訓練等給付費（ 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業）

補正額 10,920千円（県１／２）（現予算額 7,871,240千円）

医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児（者）等の自宅に看護師が出向き，一定時間，
家族に代わって医療的ケア等の支援を行うことで，当該家族の休養（レスパイト）を図
ります。

【健康福祉部障がい福祉課】

②介護施設等ブロック塀改修事業費補助金

補正額 1,060千円（国２／３）

災害によるブロック塀等の倒壊事故を防ぐため，介護施設等における安全上対策が必要なブロック塀等の改修費用の一
部を補助します。 【健康福祉部介護保険課】

⑷ 福祉の充実 11,980千円

増額

新規

▲231,391千円⑸ その他

②令和元年度プレミアム付商品券発行事業費国庫補助金返還金

補正額 126,726千円

事業終了による精算により生じた国費の超過交付額を返還します。 【商工観光部商工振興課】

③地籍調査事業費

補正額 ▲34,336千円（国１／２，県１／４）（現予算額 94,197千円）

国費・県費の交付決定額に合わせて減額します。 【市民協働部地籍調査課】

減額

①中山間地域農村集落活性化対策事業費

補正額 6,404千円（現予算額 61,551千円）

中山間地域等直接支払制度の改正による交付単価の10割の交付を受ける協定数及び加算措置に取り組む協定数の増加に
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

新規
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④会計年度任用職員給与費（戸籍住民台帳費）

補正額 11,815千円（国10／10）（現予算額 57,947千円）

⑤個人番号カード利用促進事業費

補正額 68千円（国10／10）（現予算額 196千円）

国のマイナポイント事業実施に当たって，マイナンバーカードの取得促進とともに，事業内容の説明やポイント付与を
行う決済手段とマイキーIDとの紐づけ支援などを行うため，人員体制の強化と支援用機器のリースを行います。

【市民協働部中央窓口センター】

⑥窓口センター管理費

補正額 14,432千円（国10／10）（現予算額 110,997千円）

オンライン申請時に行うマイナンバーカードの公的本人認証では，国外転出時に削除される住民票を基礎としているた
め，基礎データを戸籍の附票に変更するシステム改修を行うことで，国外転出者のオンライン申請を可能にします。

【市民協働部中央窓口センター】

増額

増額

増額

マイナンバー
カードの取得

スマホやパソコンから
マイナポイントを
予約・申込

選んだ決済サービスで
チャージ or
お買い物

STEP1 STEP2 2020年9月～

⑦上水道安全対策事業負担金

補正額 ▲356,500千円（現予算額 605,700千円）

水道事業会計が，送水幹線二重化事業の進捗遅れに伴い，継続費の年割額を変更することから，繰出金を減額補正しま
す。 【財務部財政課】

減額

付与

を

中央窓口センターにマイキーID設定窓口を
設置し，きめ細やかなサポートを行います。
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⑺ 特別会計等 ▲619,354千円

【国民健康保険事業特別会計 49,953千円】
①特定健康診査未受診者対策事業費

補正額 3,465千円（現予算額 28,580千円）

令和２年度から拡充された国の国保ヘルスアップ事業として，被保険者を対象とした特定健診結果説明会を実施します。
【健康福祉部保険医療課】

②還付金

補正額 32,000千円（現予算額 27,000千円）

新型コロナウイルス感染症の影響による収入が減となった世帯について，令和２年２月及び３月納期限の保険料を減免
したことに伴い，保険料を還付します。 【健康福祉部保険医療課】

③令和元年度保険給付費等交付金返還金

補正額 14,488千円

令和元年度特定健康診査の負担金確定に伴い，超過受入れした国費を返還します。
【健康福祉部保険医療課】

【収益事業特別会計 ▲23千円】
④繰上充用金

補正額 ▲23千円（現予算額 5,240,000千円）

令和元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】

⑤（債務負担行為設定）競輪開催業務等委託

期 間 令和２年度から令和７年度まで 限度額 2,840,000千円

競輪事業の継続及び収支改善のため，開催業務等を委託します。
【商工観光部公営事業課】

増額

増額

減額

継続

※再掲分61,600千円除く
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【水道事業会計 ▲713,000千円】※再掲分44,000千円除く

⑦送水幹線二重化事業（４工区）

補正額 ▲713,000千円（現予算額 821,000千円）

工事の進捗遅れに伴い，継続費の年割額を変更するとともに，
期間を延長します。

【上下水道局水道整備課】

⑧上下水道局本庁舎移転整備事業（基本・実施設計）（再掲）

補正額 22,000千円

⑨（債務負担行為設定）上下水道局本庁舎移転整備事業（基本・実施設計） （再掲）

期 間 令和３年度 限度額 66,000千円

⑩上下水道局本庁舎移転整備事業（地質調査・用地測量） （再掲）

補正額 22,000千円 【上下水道局総務課】

【公共下水道事業会計】※再掲分17,600千円

⑪上下水道局本庁舎移転整備事業負担金（基本・実施設計） （再掲）

補正額 8,800千円

⑫（債務負担行為設定）上下水道局本庁舎移転整備事業負担金（基本・実施設計） （再掲）

期 間 令和３年度 限度額 26,400千円

⑬上下水道局本庁舎移転整備事業負担金（地質調査・用地測量） （再掲）

補正額 8,800千円 【上下水道局総務課】

新規

減額

新規

年度 現年割額 補正額 補正後年割額

H29     189,000                -     189,000

H30     729,000                -     729,000

R元     621,000                -     621,000

R2     821,000  ▲713,000     108,000

R3                -     713,000     713,000

計   2,360,000                -   2,360,000

新規

新規

新規

新規

（単位：千円）

【国民宿舎運営事業特別会計 43,716千円】
⑥国民宿舎運営継続支援金支給事業費

補正額 43,716千円

新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理者の利用料金の大幅な減収に対し，支援金を支出します。
【商工観光部観光振興課】

新規



13

４ 予算外議案

⑴ 条例議案

①高知市立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例議案
政令の改正に伴い，規定を整備します。

【教育委員会教育環境支援課】

②高知市印鑑条例の一部を改正する条例議案
政令等の改正に伴い，住民基本台帳に記録されている旧氏又は氏名若しくは旧氏の一部を組み合わせたもので表されて

いる印鑑を登録することができるようにするとともに，規定を整備します。
【市民協働部中央窓口センター】

③高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び
高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
の一部を改正する条例議案
省令の改正に伴い，居宅介護支援事業所の管理者要件の緩和等について，規定を整備します。

【健康福祉部介護保険課】

①高知市公設水産地方卸売市場条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案
活魚槽使用料の追加等に係る条例改正について，市長専決処分を行いました。

【農林水産部市場課】

②秦中央保育園新築工事及び秦ふれあいセンター改修工事請負契約締結議案
契約金額 398,343,000円
契約者 ミタニ建設工業株式会社

【こども未来部保育幼稚園課・地域コミュニティ推進課】

⑵ その他議案

完成イメージ

３件

６件
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③（令和２年度）令和元年度漁強化第１－１号春野漁港施設機能強化工事外１件請負契約締結議案
契約金額 ⒜ 155,464,100円（（令和２年度）令和元年度漁強化第１－１号春野漁港施設機能強化工事）

⒝ 86,535,900円（令和２年度漁強化第１－１号春野漁港施設機能強化工事）

契約者 大旺新洋株式会社高知土木本店 ※２件一括発注

【工事場所】高知市春野町甲殿
【工事概要】⒜ 防波堤工事 L=127.7m（本体・上部・基礎等工事，消波ブロック製作）

⒝ 防波堤工事 L=95.3m（撤去工事，消波ブロック据付）

【農林水産部農林水産課】

④（仮称）高知布師田団地の共同開発に係る団地整備業務委託契約締結議案
契約金額 1,993,964,500円
契約者 高知県
【工事場所】高知市布師田字金山外
【開発面積】約19.0ha
【造成面積】約9.0ha

【商工観光部産業団地整備課】

⑤訴訟の提起について
住宅新築資金等償還金滞納者に対し，償還金等の支払請求に関する訴訟を提起します。

【市民協働部人権同和・男女共同参画課】

（仮称）高知布師田団地

⑥調停の申立てについて
市営住宅使用料等滞納者２人に対し，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を申し立て

ます。
【都市建設部住宅政策課】
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⑶ 報告

①継続費の精算報告 ２件
・令和元年度高知市一般会計継続費の精算報告 【財務部財政課】
・令和元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】

②損害賠償の額の決定についての市長専決処分の報告
オーテピア駐車場における管理瑕疵１件の損害賠償の額を決定しました。 【教育委員会図書館・科学館課】

３件


