
第481回高知市議会定例会提出議案の概要

令和２年12月 高知市



・職員テレワーク環境整備事業費
・新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等支援金給付事業費
・桂浜公園観光施設等整備事業費 等

・緊急輸送道路等沿道建築物耐震対策緊急促進事業費
・がけ地近接等危険住宅移転等事業費補助金 等

・布師田産業団地開発事業費
・消防指令システム共同運用整備事業費 等

・道路災害復旧費
・農地，農道・水路災害復旧費

・認定こども園運営費，民間保育所運営費
・予備費 等

・【介護保険事業】予防給付ケアマネジメント事業費
・【後期高齢者医療事業】一般管理事務費 等

現計 12月補正 対前年
予算額 予算額 同期比

(187,621,685) (188,109,685) (125.3)
 191,434,800     488,000  191,922,800 99.9

   95,169,869     158,194    95,328,063 100.4

        362,000      ▲8,519         353,481 44.9

   31,920,000     161,631    32,081,631 103.9

     5,383,000         5,082      5,388,082 100.8

   11,208,200    11,208,200 91.4
(18,178,500) (18,178,500) (99.7)
   19,787,800    19,787,800 108.5

(312,178,254) (312,824,448) (113.5)
 317,600,669     646,194  318,246,863 100.2

   14,616,913            935    14,617,848 98.1
(297,561,341) (298,206,600) (114.4)
 302,983,756     645,259  303,629,015 100.3

総計

重複額

純計

区分

 うち介護保険事業

 うち産業立地推進事業

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

 うち後期高齢者医療事業

（単位:千円，％）
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１ 提出議案
予 算 議 案 4 件 ●

●

補正予算は，新型コロナウイルス対策や国費の内示に伴う補正，消防指令シ
ステム共同運用整備事業など，一般会計で約４億９千万円の増額補正

予算外議案は，土佐市と消防指令システムを共同運用する協議会設置に関す
る議案や指定管理者の指定議案などを提出

条 例 議 案 15 件
そ の 他 議 案 10 件
合 計 29 件

２ 補正予算の概略
⑴ 新型コロナウイルス対策

⑷ 災害復旧

⑵ 国費の内示等に伴う補正

⑸ その他

4.7億円

0.8億円

4.8億円

※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

⑶ 事業内容の変更に伴う補正

1.3億円

▲2.1億円

⑹ 減額補正 ▲4.6億円

⑺ 特別会計 1.6億円



❶ 新型コロナウイルス感染対策の推進
〇 上記基本方針の下，５月・７月・９月補正予算に引き続き取組を推進

・市民の感染拡大防止対策 0.1億円（斎場感染拡大防止対策事業）
・中小企業等の事業継続に向けた支援 3.6億円（新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等支援金 等）
・市役所の感染対策・業務継続対策 0.9億円（常備消防活動衛生用品等確保，職員テレワーク環境整備）
・その他 5.4億円（桂浜公園整備，市立保育所ＩＣＴ機器導入 等）
・減額補正による交付金の有効活用▲5.4億円（事業者支援給付金減額補正 等）

〇 新型コロナウイルス対策地方創生臨時交付金を最大限活用
国からの１次・２次配分額40.6億円に３次配分見込み額4.2億円を加えた44.8億円を全て活用

❷ 減額補正による補正財源の確保
12月補正における補正財源の確保等のため，不要不急の支出を見直すなど経費の節減に努め，

48事業 ▲4.6億円を減額（一般財源▲2.2億円）
○ （議員活動費）一般事務費 ▲9,000千円
○ 夏季大学講座事業費 ▲9,000千円
○ プロ野球キャンプ対策強化事業費 ▲8,000千円
○ 高知龍馬マラソン開催事業費補助金 ▲6,000千円 など

❸ 予備費の活用と追加計上
〇 感染拡大防止対策，経済対策等に迅速に対応するため，予備費を1億円増額（補正後2.5億円）

〇 これまで県内限定宿泊助成に0.3億円，ＥＣサイト等利用促進支援補助に0.1億円，
インフルエンザ予防接種費用助成に0.5億円など，機動的に活用

12月補正予算のポイント
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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

対策予算の規模 408.3億円（令和元年度予備費，令和２年度５月専決予算，５月・７月・９月補正予算を含む）

主な対策予算の規模

補正予算
（５月１日専決処分）

５月補正予算

330.0億円

25.7億円

対策予算総額 408.3億円
※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・事務費）

（令和元年度予備費対応分0.4億円含む）

７月補正予算

46.2億円

９月補正予算

1.3億円

12月補正予算

4.7億円
（今回補正）

（事業者支援給付金給付事業など）

（宿泊事業継続支援給付金給付事業など）

（国民宿舎運営事業特別会計繰出金など）
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４ 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

国の第１次補正予算 １兆円（R2.4.30成立）

国庫補助事業

地方単独事業 国庫補助事業

（地方負担分） （国費分）

臨時交付金予算総額１兆円

7,000億円

10.4億円

（市町村分） （都道府県分）

4.2億円※

国の第２次補正予算 ２兆円（R2.6.12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

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

１兆円 １兆円

臨時交付金予算総額２兆円

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

人口，年少者・高齢者の比率，
財政力等に基づき算定

事業継続・雇用維持 地域経済活性化

１次配分 ２次配分

3,000億円
（３次配分）

３次配分予定

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

30.2億円

14.6億円 15.6億円

⑴ 国の補正予算及び本市への配分額

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

高知市への臨時交付金配分見込み総額 44.8億円

※国費の交付決定額を基に配分見込み額を試算



市 民 の
感 染 拡 大 防 止
対 策

市 民 生 活 の
支 援

中 小 企 業 等 の
事 業 継 続 に
向 け た 支 援

子 ど も の
活 動 及 び
家庭学習の支援

市 役 所 の
感 染 対 策 ・
業 務 継 続 対 策

そ の 他

マスクなどの衛生用品の確保及び調達支援等 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

休業等要請事業者への協力金 1.9億円

事業者支援給付金 7.8億円

公共交通緊急支援事業補助 0.3億円

５月～９月
補正合計
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(0.6億円)
1.2億円

(28.6億円)
28.6億円

(5.1億円)
5.1億円

12月補正
（今回）

(0.1億円)
0.1億円

(▲1.2億円)
▲1.2億円

(- 億円)
- 億円

(- 億円)
- 億円

(0.9億円)
0.9億円

(1.8億円)
1.8億円

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

定員50％制限で行う文化活動の施設使用料支援 0.1億円

ひとり親世帯臨時特別給付金の上乗せ給付 3.0億円

妊産婦への支援（プレママ応援給付） 1.6億円

宿泊事業継続支援給付金 7.7億円

観光リカバリー事業補助・ＧｏＴｏ商店街イベント 5.7億円

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

など

障害者支援施設衛生用品確保 0.2億円

など

ＧＩＧＡスクール構想推進 3.6億円

衛生用品・換気対策物品予算の学校への配当 0.5億円

オンライン学習環境整備 0.2億円

夏休み短縮による授業日等学びの確保 0.4億円

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

職員テレワーク環境整備 0.1億円 など

鏡・土佐山地区への光ファイバ整備補助 3.5億円

給食キャンセルへの対応 0.1億円

※上段（ ）書きは地方単独事業分の臨時交付金予算計上額
※端数調整のため合計が合わないことがある。

(1.6億円)
1.6億円b

など

(4.2億円)
5.0億円

(0.4億円)
0.4億円

(3.6億円)
3.6億円

(42.5億円)
43.9億円a

斎場感染拡大防止対策 0.1億円

新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等支援金 2.6億円

常備消防活動衛生用品等確保 0.5億円

(44.0億円)
45.5億円

事業者支援給付金 ▲4.6億円

軌道事業者経営維持支援給付金 1.0億円

宿泊事業継続支援給付金 ▲0.2億円

職員テレワーク環境整備 0.5億円

市立保育所ＩＣＴ機器導入 0.8億円

高齢者施設等入所前ＰＣＲ検査 0.01億円

情報セキュリティ強化対策 1.0億円

介護施設等衛生用品確保 ▲0.05億円

12月補正までの臨時交付金予算計上額 (a＋ｂ)＝



自宅等

テレワーク用端末
ノートパソコン 等
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⑴ 新型コロナウイルス対策 466,429千円
新規・増額 1,003,006千円
減額 ▲536,577千円

５ 補正予算の内容

①職員テレワーク環境整備事業費
補正額 46,000千円（現予算額 7,658千円）

全庁でのテレワーク本格運用に向けて，国の実証実験を活用し，
職員のテレワーク環境を整備します。

【総務部情報政策課】
②情報セキュリティ強化対策事業費

補正額 100,000千円
新型コロナウイルスの影響等によるデジタル化の急速な進展に伴い，
情報漏洩等のリスクが増加するため，庁内ネットワークにおける情報
セキュリティ対策を強化します。

【総務部情報政策課】
③新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等支援金給付事業費

補正額 260,000千円
新型コロナウイルスの影響によって減収し，一定の要件を満たす中小事業者等の事業継続と雇用維持を支援するため，
支援金を給付します。

【財務部税務管理課】
④軌道事業者経営維持支援給付金給付事業費

補正額 100,000千円
市民生活に密着した路面電車の運行を維持するため，路面電車運行事業者へ支援金を給付します。

【市民協働部くらし・交通安全課】

増額

新規

新規

庁舎

庁内システム

自宅等の端末で，庁内パソコンからインターネットを
経由して転送された画面をリモートコントロールして
業務を行う。

画面転送

リモート
コントロール

【内容】
・テレワーク用パソコンを購入（200台） 等

自宅インターネット回線
（データは暗号化）

【対象事業者】令和２年２月～10月の連続する３か月の収入が対前年比30％以上減少した事業者
【支 援 額】事業所税（資産割）を対象に，売上50％以上減少は納税額全額，売上30％以上50％未満減少は納税額の２分の１を支援。

ただし上限は300万円。

新規

新規・増額

【内容】
・ＩＣカード等を利用したパソコンログイン
・庁内ネットワークに接続する機器を許可端末に限定
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⑤斎場感染拡大防止対策事業費
補正額 10,000千円

待合ロビーの新型コロナウイルス感染症対策として，消毒作業や出し入れがしやすいテーブルや椅子等を購入するとと
もに，パーティション等を設置します。 【市民協働部斎場】

⑥●龍馬の生まれたまち記念館整備事業費
補正額 1,700千円（県２／３）

新しい生活環境に対応したウェブ会議等が行えるようにふれあいホールのWi-Fi環境を整備するとともに，利便性向上
のため館内Wi-Fiのリニューアルを行います。 【商工観光部観光振興課】

⑦●桂浜公園観光施設等整備事業費
補正額 360,000千円（県２／３）

新しい生活様式や社会構造の変化に対応する屋外観光施設の整備等に対する県補助金が創設されたため，予定していた
桂浜公園の公的面整備を前倒しします。

【商工観光部観光振興課】

新規

新規

観光案内所・バス待合所整備 68,000千円
・案内所・バス待合所の内外装の改修，空調の改修による換気機能の向上
・情報コーナー，コンセント付カウンターの設置
・自動ドア，テレビモニターの設置

休憩所整備 45,000千円
【本浜休憩所】・ゆっくりと海を眺められるビュースポットを整備

（１階休憩所，２階屋上展望台）

公衆トイレ整備 163,000千円
・公衆トイレ５箇所の洋式便器の整備
・多目的トイレの機能の充実（オストメイト対応等）
・内装及び外装の整備

サイン整備 23,000千円
・入口総合案内板（５か所程度），誘導板（40か所程度）の設置
・歴史資源解説板の設置（15か所程度），避難経路表示
・デザイン統一，多言語表示（QRコードの活用），ピクトグラムの活用

園路整備 56,000千円
・船着き場からの動線の舗装 ・龍馬像への園路，本浜のカラー舗装
・転落防止柵の設置・補修

Wi-Fi整備 5,000千円
・エントランスエリア，龍馬像周辺，本浜休憩所，周辺の公衆無線LANの整備
・エリア表示

新規

観光遊覧船船着き場
整備予定地（R2県事業）
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⑧市立保育所ＩＣＴ機器導入事業費
補正額 75,240千円

各保育室に業務端末を配置するとともにWi-Fiを整備することで，業務のＩＣＴ化を進め，保育士業務の負担軽減及び
保育の質の向上を図ります。 【こども未来部保育幼稚園課】

⑨高齢者施設等入所前ＰＣＲ検査事業費
補正額 2,321千円（国１／２）

新型コロナウイルス感染症拡大や重症化防止に加え，高齢者施設等におけるクラスターの発生リスクを軽減させるため，
施設に新規入所する在宅居住の高齢者等の方が希望してＰＣＲ検査を受ける費用を助成します。

【健康福祉部高齢者支援課】

⑩保護施設等事業継続支援事業費補助金
補正額 1,000千円（国10／10）

新型コロナウイルス感染症対策のため，他施設への職員応援派遣や消毒作業などを実施した際のかかり増し経費を補助
します。 対象:２施設 【健康福祉部福祉管理課】

⑪土佐山地域振興事務費
補正額 466千円（現予算額 7,360千円）

新型コロナウイルスによる影響で業務需要が激減したゆずの需要回復・販売促進のため，高知県ゆず振興対策協議会が
実施する販売促進活動費用を高知県及び協議会会員市町村で負担します。 【農林水産部土佐山地域振興課】

⑫常備消防活動衛生用品等確保事業費
補正額 46,279千円

要救助者と接触する場合の感染予防策として，サージカルマスクや感染防止衣などを購入します。
【消防局救急課・警防課】

新規

増額

新規

新規

新規

減 額

⑬旅客運送事業者経営維持支援給付金給付事業費
補正額 ▲2,650千円（現予算額 307,800千円）

給付対象事業者の精査等に基づき不用見込み額を減額します。 【市民協働部くらし・交通安全課】

減額
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⑭介護保険施設等衛生用品確保事業費
補正額 ▲2,248千円（現予算額 3,636千円）

入札減に伴う不用額を減額します。 【健康福祉部介護保険課】

⑮高齢者施設衛生用品確保事業費
補正額 ▲1,168千円（現予算額 1,818千円）

入札減に伴う不用額を減額します。 【健康福祉部高齢者支援課】

⑯障害者支援施設衛生用品確保事業費
補正額 ▲2,000千円（現予算額 74,918千円）

入札減に伴う不用額を減額します。 【健康福祉部障がい福祉課】

⑰住居確保給付金
補正額 ▲51,065千円（現予算額 163,900千円）

申請状況に基づき不用見込み額を減額します。 【健康福祉部福祉管理課】

⑱宿泊事業継続支援給付事業費
補正額 ▲20,725千円（現予算額 772,000千円）

宿泊施設の廃業及び給付要件の精査等申請状況に基づき不用見込み額を減額します。 【商工観光部観光振興課】

⑲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
補正額 ▲1,055千円（現予算額 11,585千円）

申請状況に基づき不用額を減額します。 【商工観光部産業政策課】

⑳事業者支援給付金給付事業費
補正額 ▲455,666千円（現予算額 779,107千円）

申請状況に基づき不用見込み額を減額します。 【商工観光部商工振興課】

減額

減額

減額

減額

減額

減額

減額
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⑵ 国費の内示等に伴う補正 128,796千円
新規 ①障害者支援機器導入事業費補助金

補正額 1,791千円（国10／10）
障害者支援施設が睡眠等見守り機器や移乗介護ロボットを導入する費用の一部を補助します。

対象:２施設 【健康福祉部障がい福祉課】

②◎緊急輸送道路等沿道建築物耐震対策緊急促進事業費
補正額 118,712千円（国１／３，県１／４・１／５）（現予算額 217,540千円）

補助対象者の増加に伴い，予算を増額します。 【都市建設部建築指導課】

③◎がけ地近接等危険住宅移転等事業費補助金
補正額 8,293千円（国１／２，県１／４）

がけ地の崩壊等により生命に危険を及ぼすおそれのある区域から住宅の移転を行う方に対し，費用の一部を補助します。
対象:１戸

【都市建設部建築指導課】

増額

新規

⑶ 事業内容の変更等に伴う補正 ▲208,914千円
特別会計▲8,519千円は含まない①介護給付費等繰出金

補正額 935千円（現予算額 4,333,050千円）
令和３年４月の介護保険制度改正に対応するため，システムのオプショナルライセンスを購入します。

【健康福祉部介護保険課】
②◎民間保育所施設整備事業費補助金

補正額 4,861千円（国１／２）（現予算額 33,171千円）
民間保育所の整備内容変更に伴い，予算を増額します。 【こども未来部保育幼稚園課】

増額

増額

【補助対象】
・危険住宅の除却に要する経費 975,000円／戸
・危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する費用 4,650,000円／戸
・土地の取得に要する費用 2,060,000円／戸
・敷地造成に要する費用 608,000円／戸
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③布師田産業団地開発事業
補正額 下表のとおり

詳細設計を進める中で生じた工事内容の変更に基づき，以下のとおり
事業費を変更します。

【補正前】

【補正後】 【補正額】

【商工観光部産業団地整備課】
④【債務負担行為変更】新食肉センター整備事業費負担金

期 間 【補正前】令和３年度 → 【補正後】令和３年度から令和４年度まで
限度額 169,317千円（変更なし）

新食肉センター建設スケジュールの遅延に伴い，期間を変更します。
【農林水産部農林水産課】

⑤【債務負担行為変更】新食肉衛生検査所整備業務委託
期 間 【補正前】令和３年度 → 【補正後】令和３年度から令和４年度まで
限度額 28,582千円（変更なし）

新食肉センター建設スケジュールの遅延に伴い，期間を変更します。 【健康福祉部生活食品課】

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 248,430 664,900 299,400 1,212,730
●布師田産業団地公共施設整備事業 591,900 676,200 125,900 1,394,000
●布師田産業団地関連施設整備事業 75,800 61,300 44,600 181,700

計 916,130 1,402,400 469,900 2,788,430

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 346,725 270,600 286,048 903,373

総合計 1,262,855 1,673,000 755,948 3,691,803

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 248,430 381,600 318,100 948,130
●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

令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費
- ▲283,300 18,700 ▲264,600

▲430,800 ▲73,400 ▲37,000 ▲541,200
66,600 101,000 ▲34,500 133,100

▲364,200 ▲255,700 ▲52,800 ▲672,700

令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費
▲8,519 ▲130,100 ▲34,400 ▲173,019

▲372,719 ▲385,800 ▲87,200 ▲845,719

【変更内容】
・南側法面に設置する集水井戸の見直し
・南側法面の植生工の変更
・開発区域の変更に伴う調整池の変更
・開発区域の変更に伴う水路整備事業の変更
・分譲地内に設置する擁壁の基礎工法の変更

増額
減額

減額

減額

（仮称）高知布師田団地

令和５年度 分譲開始予定
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増額 ⑥ ○中山間地域活性化住宅整備事業費
補正額 10,000千円（現予算額 170,000千円）

実施中の造成工事において，当初想定していなかった地下埋設物が確認されたため，撤去及び廃棄物処理費用等を増額
します。 【農林水産部土佐山地域振興課】

⑦○市単道路改良費
補正額 99,667千円（現予算額 478,889千円）
給与費組替 ▲2,667千円

江ノ口１号線高欄取替工事発注過程における２度の入札不調により年度内の工事完了が見込めなくなったため，確保し
ていた前年度からの繰越予算を不用とし，見合いの予算を増額して翌年度への繰越事業として実施します。

【都市建設部道路整備課】
⑧○住宅整備事業費

補正額 23,000千円（現予算額 18,450千円）
令和２年１月の火災で全焼した居室の復旧工事を行います。 【都市建設部住宅政策課】

⑨○消防指令システム共同運用整備事業費
補正額 12,540千円

平成22年度の設置から10年を経過する消防通信指令システムの全体更新に向けて，土佐市と共同運用する新システムに
係る実施設計を行います。

【消防局総合指令課】
⑩◎防火水槽設置費

補正額 6,950千円（現予算額 34,000千円）
防火水槽を設置する一宮逢坂平児童遊園地の地盤が岩盤層であったことから，工事費を増額します。 【消防局警防課】

増額

新規

増額

増額
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⑷ 災害復旧 79,865千円
増額 ①◎農地災害復旧費

補正額 2,668千円（国50％，分担金25％）
（現予算額 1,000千円）
令和２年７月梅雨前線豪雨により崩壊した
農地を復旧します。

行川など３か所
【農林水産部耕地課】

②（農業土木施設）○災害復旧費
補正額 7,600千円

（現予算額 22,400千円）
令和２年７月梅雨前線豪雨により崩壊した
農道及び水路を復旧します。

重倉など23か所
【農林水産部耕地課】

③（道路）◎災害復旧費
補正額 54,352千円

（現予算額 6,000千円）
給与費組替 ▲2,567千円

令和２年７月梅雨前線豪雨により崩壊及び
路肩欠損した道路を復旧します。

鏡１号線など２か所
【都市建設部道路整備課】

④○道路災害復旧費
補正額 19,000千円

（現予算額 26,000千円）
給与費組替 ▲1,188千円

令和２年７月梅雨前線豪雨等により路肩欠損した
道路の復旧や崩土撤去等を実施します。

土佐山132号線など49か所 【都市建設部道路管理課・道路整備課】

増額

増額

増額

行川吉井農地（畑）
練積ブロック工 L=7.0ｍ

重倉農地（畑）
練積ブロック工 L=2.6ｍ

横浜農地（畑）
練積ブロック工 L=4.0ｍ

薊野農道
路肩復旧工 Ｗ=0.9ｍ

重倉水路
護岸復旧修繕

鏡大利宮ノ前水路
水路浚渫

鏡１号線
法面吹付枠 Ｈ=41.8ｍ×Ｌ＝23.0ｍ

土佐山103号線
路側擁壁 Ｈ=2.6ｍ×Ｌ＝7.0ｍ

朝倉69号線
倒木撤去

土佐山132号線
岩石及び崩土撤去 Ｌ＝８ｍ

朝倉39号線
路肩欠損 Ｌ＝６ｍ
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②【債務負担行為設定】居住安定確保支援事業費
期 間 令和２年度から令和５年度まで
限度額 42,803千円（国３／４）

単身高齢者や家賃を滞納する生活保護者に対し，家賃の代理収納と生活状況の見守りを行う業務を継続して実施するた
め，債務負担行為の設定をします。 【健康福祉部福祉管理課】

③身体障害児育成医療費
補正額 23,208千円（国１／２，県１／４）（現予算額 8,177千円）

医療費の増加に伴い，予算を増額します。 【こども未来部子育て給付課】

増額

継続

④民間保育所運営費 補正額 35,375千円（国１／２，県１／４） （現予算額 6,967,977千円）
⑤認定こども園運営費 補正額 62,153千円（国１／２，県１／４，１／２）（現予算額 2,581,959千円）
⑥小規模保育施設運営費 補正額 3,323千円（国１／２，県１／４） （現予算額 365,181千円）
⑦事業所内保育施設運営費 補正額 1,943千円（国１／２，県１／４） （現予算額 94,006千円）
公定価格の単価増及び加算の拡充等に伴い，予算を増額します。 【こども未来部保育幼稚園課】

⑧認可外保育施設利用給付事業費
補正額 1,635千円（国１／２，県１／４）（現予算額 25,104千円）

給付見込みの増加に伴い，予算を増額します。 【こども未来部保育幼稚園課】

⑨○再生資源処理センター整備事業費
補正額 3,300千円（現予算額 15,000千円）

水銀含有一般廃棄物中間処理業務で使用する蛍光灯破砕機に不具合が生じているため，新たな機器を購入します。
【環境部環境業務課】

増額

増額

増額

増額

増額

477,527千円
※債務負担行為設定額は含まない

⑸ その他
①令和元年度後期高齢者医療広域連合負担金返還金収入
（歳入補正額 18,099千円）
令和元年度に超過支出していた後期高齢者医療広域連合負担金の還付を受けます。 【健康福祉部保険医療課】

増額
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⑩予備費
補正額 100,000千円（現予算額 150,000千円）

感染拡大防止対策，経済対策等に迅速に対応するため，予備費を増額します。 【財務部財政課】

返還金 10件 補正額 246,590千円
⑪令和元年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金 補正額 22,171千円
⑫令和元年度障害児入所給付費等県費負担金返還金 補正額 11,076千円
⑬令和元年度障害者総合支援事業費国庫補助金返還金（新型コロナウイルス対策事業分）

補正額 6,163千円
【健康福祉部障がい福祉課】

⑭令和元年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 補正額 5,356千円
【こども未来部子育て給付課】

⑮令和元年度子ども・子育て支援交付金返還金 補正額 103,383千円
⑯令和元年度子どものための教育・保育給付国庫交付金返還金 補正額 32,211千円
⑰令和元年度子どものための教育・保育給付県負担金返還金 補正額 13,858千円
⑱令和元年度子育てのための施設等利用給付国庫交付金返還金 補正額 13,755千円
⑲令和元年度保育所等整備交付金等返還金 補正額 35,649千円

【こども未来部保育幼稚園課】

⑳令和元年度多面的機能支払交付金返還金 補正額 2,968千円
【農林水産部農林水産課】

⑹ 減額補正 48件 ▲455,703千円
①（議員活動費）一般事務費 ▲9,000千円（現予算額 13,691千円）
②（議会運営費）一般事務費 ▲4,000千円（現予算額 22,130千円）

【議会事務局】

増額
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③（秘書一般管理費）一般管理費 ▲4,000千円（現予算額 16,778千円）
【総務部秘書課】

④蕪湖市友好都市交流事業費 ▲1,000千円（現予算額 1,929千円）
【総務部総務課】

⑤防災訓練事業費 ▲6,000千円（現予算額 8,354千円）（県１／２）
【防災対策部防災政策課】

⑥まちを美しくする運動推進費 ▲1,719千円（現予算額 2,758千円）
【市民協働部地域コミュニティ推進課】

⑦地域公共交通推進事業費 ▲2,392千円（現予算額 39,450千円）
【市民協働部くらし・交通安全課】

⑧放課後児童健全育成事業管理運営費 ▲10,646千円（現予算額 187,570千円）（国・県１／３）
⑨放課後児童健全育成事業運営委託費 ▲15,915千円（現予算額 39,733千円）（国・県１／３）
⑩放課後子ども教室管理運営費 ▲2,401千円（現予算額 16,533千円）（国・県１／３）
⑪放課後学習室運営事業費 ▲5,715千円（現予算額 43,721千円）（国・県１／３）

【こども未来部子ども育成課】
⑫妊婦一般健診事業費 ▲20,000千円（現予算額 233,538千円）（県１／２）
⑬１歳６か月健診事業費 ▲1,030千円（現予算額 11,608千円）

【こども未来部母子保健課】
⑭民営保育所等一時預かり利用給付事業費 ▲37,625千円（現予算額 51,561千円）（国１／２等）
⑮私立幼稚園等利用給付事業費 ▲3,899千円（現予算額 74,483千円）（国１／２等）
⑯私立幼稚園等一時預かり利用給付事業費 ▲16,060千円（現予算額 26,578千円）（国１／２等）
⑰○民間保育所施設整備費元利償還金補助金 ▲15,960千円（現予算額 149,257千円）
⑱◎認定こども園施設整備事業費補助金 ▲33,144千円（現予算額 102,434千円）（国１／２等）
⑲医療的ケア児通園支援事業費 ▲4,439千円（現予算額 7,152千円）（県１／２）
⑳（市立保育所費）扶助費 ▲1,534千円（現予算額 367,600千円）（国１／２等）

【こども未来部保育幼稚園課】
㉑ペットボトル拠点回収委託費 ▲7,664千円（現予算額 17,000千円）

【環境部環境業務課】
㉒地産外商推進事業費 ▲2,253千円（現予算額 3,600千円）
㉓れんけいこうち大型船舶寄港誘致推進事業費 ▲17,829千円（現予算額 41,854千円）（国１／２）
㉔れんけいこうち新市場開拓支援事業費 ▲4,749千円（現予算額 26,544千円）

【商工観光部商工振興課】
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㉕よさこい振興事務費 ▲4,121千円（現予算額 4,616千円）
㉖２０２０よさこい応援・普及促進事業費 ▲5,715千円（現予算額 5,715千円）（国１／２）
㉗スーパーよさこい事業費補助金 ▲1,000千円（現予算額 1,000千円）
㉘よさこい祭り補助金 ▲2,500千円（現予算額 7,500千円）
㉙種崎海水浴場管理運営補助金 ▲1,247千円（現予算額 1,747千円）
㉚よさこいデー観光宣伝事業費 ▲2,200千円（現予算額 2,200千円）
㉛プロ野球キャンプ対策強化事業費 ▲8,000千円（現予算額 12,000千円）
㉜プロゴルフトーナメント開催支援事業費 ▲1,500千円（現予算額 2,500千円）
㉝インバウンド観光推進事業費 ▲1,886千円（現予算額 2,511千円）（国１／２）
㉞高知の魅力海外発信事業費 ▲2,000千円（現予算額 2,000千円）（国１／２）
㉟れんけいこうちインバウンド観光推進事業費 ▲5,445千円（現予算額 37,252千円）

【商工観光部観光振興課】
㊱れんけいこうち日曜市出店事業費 ▲1,359千円（現予算額 16,170千円）

【商工観光部産業政策課】
㊲れんけいこうち６次産業化推進事業費 ▲529千円（現予算額 529千円）
㊳れんけいこうち合同就農相談会運営事業費 ▲3,000千円（現予算額 3,000千円）
㊴●園芸用ハウス整備事業費補助金 ▲4,232千円（現予算額 5,570千円）（県１／２等）
㊵春野漁港機能保全計画策定事業費 ▲2,000千円（現予算額 4,500千円）

【農林水産部農林水産課】
㊶◎住宅耐震化推進事業費 ▲149,132千円（現予算額 545,599千円）（国１／２等）

【都市建設部建築指導課】
㊷○消防通信施設整備事業費 ▲5,342千円（現予算額 34,000千円）

【消防局総合指令課】
㊸学校プール開放事業費 ▲3,861千円（現予算額 3,861千円）

【教育委員会教育政策課】
㊹文化祭事業費 ▲3,660千円（現予算額 7,187千円）
㊺まんさい活性化事業費 ▲1,500千円（現予算額 3,000千円）
㊻夏季大学講座事業費 ▲9,000千円（現予算額 9,866千円）

【教育委員会生涯学習課】
㊼高知龍馬マラソン開催事業費補助金 ▲6,000千円（現予算額 10,000千円）
㊽東京オリンピック・パラリンピック事前合宿招致事業費▲1,500千円（現予算額 1,500千円）

【教育委員会スポーツ振興課】
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⑺ 特別会計 158,194千円

【産業立地推進事業特別会計】
①布師田産業団地開発事業費

補正額 ▲8,519千円（現予算額 346,725千円）
【商工観光部産業団地整備課】

【介護保険事業特別会計】
②電算システム事務費

補正額 1,870千円（国１／２）（現予算額 69,636千円）
令和３年４月の介護保険制度改正に対応するため，システムのオプショナルライセンスを購入します。

【健康福祉部介護保険課】

③予防給付ケアマネジメント事業費
補正額 5,166千円（現予算額 57,166千円）

ケアプラン作成数の増加に伴い，予算を増額します。 【健康福祉部高齢者支援課】

④地域支援事業費償還金 補正額 25,216千円
令和元年度地域支援事業国・県交付金の精算に伴う返還を行います。 【健康福祉部高齢者支援課】

⑤償還金 補正額 129,379千円（現予算額 1千円）
令和元年度介護給付費国庫負担金・県負担金の精算を行います。 【健康福祉部介護保険課】

【後期高齢者医療事業特別会計】
⑥一般管理事務費

補正額 5,082千円（現予算額 29,608千円）
令和３年度向け所得・課税情報の見直しに伴い，システム改修を行います。 【健康福祉部保険医療課】

減額

増額

増額

増額
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６ 予算外議案
⑴ 条例議案

①高知市事務分掌条例の一部を改正する条例議案
②高知市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定議案
③高知市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定議案
④高知市職員定数条例の一部を改正する条例議案

市⾧部局において，文化及びスポーツの振興を政策的に推進する体制を整備するとともに，教育委員会において，ＧＩ
ＧＡスクール構想など新たな時代にふさわしい学校教育の実現に向けた組織体制を整備するため，関係規定を整備します。

併せて，機構の変更に伴う職員定数を変更します。
【改正前】 【改正後】 【定数】

教育委員会 総務部 教育委員会 ▲45人
生涯学習課 生涯学習に関する事項 文化振興課 市⾧事務部局 ＋45人
民権・文化財課 自由民権運動に関する事項 民権・文化財課

文化財に関する事項 市民協働部
スポーツ振興課 スポーツに関する事項 スポーツ振興課

【総務部行政改革推進課】

⑤高知市収入証紙条例の一部を改正する条例議案
斎場における火葬又は分骨証明書の交付手数料について，現金による収入を可能にするため，規定を整備します。

【市民協働部斎場】
⑥高知市債権管理条例の一部を改正する条例議案

相続人全員が相続放棄した場合及び相続人が存在しない場合における債権放棄を可能にするため，規定を整備します。
【財務部税務管理課】

⑦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 【財務部財政課】
⑧高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案 【健康福祉部保険医療課】
⑨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 【健康福祉部保険医療課】
⑩高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案 【健康福祉部介護保険課】
⑪高知市団地下水道条例の一部を改正する条例議案 【環境部東部環境センター】
⑫高知市下水道条例の一部を改正する条例議案 【上下水道局お客さまサービス課】
⑬高知広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例議案

【上下水道局お客さまサービス課】
租税特別措置法の改正に伴い，「特例基準割合」の呼称を「延滞金特例基準割合」に変更する等，規定を整備します。

15件
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⑭高知市火災予防条例の一部を改正する条例議案
省令の改正に伴い，対象火気設備等のうち急速充電設備の全出力の上限を200キロワットに拡大する等，規定を整備し

ます。 【消防局予防課】

⑮高知市立高等学校授業料等に関する条例の一部を改正する条例議案
災害等で被災した生徒の就学機会を迅速に確保する観点から，入学者選抜の受検手数料及び入学料を免除する規定を追

加します。 【教育委員会高知商業高等学校】

①高知市・土佐市消防指令業務共同運用協議会の設置に関する議案
複雑・多様化する消防需要に広域的に対応し，消防サービスの高度化及び消防力の強化を図るため，地方自治法第252

条の２の２の規定に基づき，土佐市と共に消防指令業務を共同管理及び執行する協議会を設置します。
【消防局総合指令課】

②指定管理者の指定に関する議案 ６件
下記の施設について，指定管理者を指定します。

⑵ その他議案 10件

施設名 指定管理者 指名･公募 指定期間 担当課

⑴ 高知市江ノ口コミュニティセンター及び江ノ
口市民図書館 高知市江ノ口コミュニティセンター運営委員会 指名 ３年間 市民協働部地域コミュニティ推進課

教育委員会図書館・科学館課
⑵ 高知市東部健康福祉センター，高知市南部健

康福祉センター，高知市障害者福祉センター，
高知市土佐山健康福祉センター及び高知市春野
あじさい会館

社会福祉法人高知市社会福祉協議会 指名 ３年間 健康福祉部障がい福祉課

⑶ 高知市生活支援ハウス及び高知市高齢者共同
生活住宅 医療法人山村会 指名 ３年間 健康福祉部高齢者支援課

⑷ 高知市土佐山弘瀬あすなろの里 高知市土佐山弘瀬区 指名 ３年間 健康福祉部高齢者支援課

⑸ 高知市桂浜公園駐車場 公益財団法人高知市都市整備公社 公募 １年間 商工観光部観光振興課

⑹ 高知市青年センター 一般社団法人高知市青年センターサークル協議会 公募 ５年間 教育委員会生涯学習課
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③高知市文化プラザ電気設備改修工事請負契約締結議案
契約金額:315,792,400円 契約者 高知クリエイト・高知ダルマ電機特定建設工事共同企業体
内 容:中央監視設備，火災報知設備等更新

【教育委員会生涯学習課】
④高知市立学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託契約の一部変更議案

現地調査の結果，追加が必要となったネットワーク機器等の整備費用を増額します。
変更後契約金額:809,600,000円（34,100,000円増額）

【教育委員会教育環境支援課】
⑤調停の申立てについて

市営住宅使用料等滞納者３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】


