
第482回高知市議会臨時会提出議案の概要

令和３年２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

８億7,800万円の増額補正を行うとともに，新型コロナウイルスワクチン接種に係

る補正予算の専決についての承認議案や文化プラザ長寿命化整備工事請負契約締結

議案を提出。

条 例 議 案 - 件

そ の 他 議 案 2 件

合 計 5 件

報 告 5 件
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１ 提出議案

区分 12月現計予算額 1月専決予算 ２月補正予算額 補正後の額 対前年同期比

(187,862,685) (188,770,599) (125.8)

       191,675,800                29,914             878,000      192,583,714 100.2

         95,238,884                 2,600        95,241,484 100.3

              644,000                 2,600            646,600 94.5

              418,342  歳入組替            418,342 72.0

         11,208,200                         -                         -        11,208,200 91.4

(18,178,500) (18,178,500) (99.7)

         19,787,800                         -                         -        19,787,800 108.5

(312,488,269) (313,398,783) (113.7)

       317,910,684                29,914             880,600      318,821,198 100.4

         14,568,518               17,093        14,585,611 97.9

(297,919,751) (298,813,172) (114.7)

       303,342,166                29,914             863,507      304,235,587 100.5

卸売市場事業

駐車場事業

総計

重複額

純計

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，％）

※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



❶ 新型コロナウイルス感染対策の推進
○ 上記基本方針の下，５月・７月・９月・12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 2.8億円
新型コロナウイルスワクチン接種に向けた取組や公共施設における空調整備など

・中小企業等の事業継続に向けた支援 2.4億円
事業者の生産性向上のための設備等整備補助や理美容店利用促進事業補助など

・子どもの活動及び家庭学習の支援 2.1億円
ＧＩＧＡスクール構想の推進や学校施設における感染拡大防止対策など

・市役所の感染対策・業務継続対策 0.9億円
消防署空調整備など

・その他 0.6億円
予備費の増額など

○ 新型コロナウイルス対策地方創生臨時交付金の活用

国からの１次・２次配分額40.6億円に３次配分見込額18.7億円を加えた配分見込額は59.4億円

そのうち54.8億円を活用

❷ 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5,000万円増額（補正後3.0億円）

〇 これまで県内限定宿泊助成に0.3億円，インフルエンザ予防接種費用助成に0.5億円，

インフルエンザワクチン接種に0.5億円のほか，指定管理者への減収支援などへ機動的に活用

２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 420.2億円（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・12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）

330.0億円

25.7億円

対策予算総額 420.2億円

（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）

46.2億円

1.3億円

7.9億円
（営業時間短縮要請協力金など）

（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）

５月補正予算

７月補正予算

９月補正予算

12月補正予算

8.8億円
（今回補正）２月補正予算

※端数調整のため計算が合わないことがある。
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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）

3.7億円※

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

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 59.4億円

※国費の交付決定額を基に
配分見込み額を試算

国の第３次補正予算 1.5兆円（R3.1.28成立）

使途
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた対応

・ポストコロナに向けた経済構造の転換・
地域における民需主導の好循環の実現に
向けた対応

１兆円 0.2兆円

臨時交付金予算総額1.5兆円

即時対応分
※

0.3兆円

国庫補助事業地方単独分

３次配分

15.0億円

※営業時間短縮要請等に係る協力金
等の支払に対して，都道府県に交付

感染症対応分
0.5兆円

地域経済対応分
0.5兆円

人口・事業所数を基礎に，感染状
況等に基づき算定

人口・年少者・高齢者の比率，財
政力等に基づき算定

※端数調整のため計算が合わないことがある。



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 3.2億円

公共交通緊急支援・軌道事業者経営維持支援 1.3億円

５月～12月
補正合計
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(0.6億円)
1.3億円

(30.6億円)
30.7億円

(5.1億円)
5.1億円

２月補正
（今回）

(0.5億円)
0.5億円

(2.3億円)
2.3億円

(- 億円)
- 億円

(0.6億円)
1.3億円

(0.1億円)
0.1億円

(0.6億円)
0.6億円

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

高齢者施設等入所前ＰＣＲ検査 0.01億円

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 7.5億円

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

など

など

障害者支援施設等衛生用品確保 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 0.6億円

など

鏡・土佐山地区への光ファイバ整備補助 3.5億円

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

(4.0億円)
4.7億円b

など

(4.2億円)
5.0億円

(1.3億円)
1.3億円

(6.7億円)
6.7億円

(48.6億円)
50.1億円a

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

(52.6億円)

54.8億円

情報セキュリティ強化・保育所ＩＣＴ機器導入等 1.8億円

２月補正までの臨時交付金予算計上額 (a＋ｂ)＝

など

中小企業等生産性向上設備導入事業補助 1.2億円

理美容店利用促進事業補助 0.7億円

ＧｏＴｏ商店街イベント（駐車場無料開放） 0.1億円

土佐山地域農産物集出荷施設等整備事業補助 0.1億円

インフルエンザ予防接種事業 0.3億円

日常生活用具給付事業費 0.2億円

ＧＩＧＡスクール構想推進 1.0億円

衛生用品・換気対策物品予算の学校への配当 0.4億円

衆議院議員選挙における感染症対策 0.1億円

特定不妊治療助成事業 0.1億円
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283,167千円

①◎障害福祉サービス事業所施設整備事業費補助金
社会福祉法人が新型コロナウイルス感染予防対策として実施する施設内部の仕切り壁設置費用の一部を補助します。

1,805千円

【健康福祉部障がい福祉課】

5 補正予算の主な内容

１ 市民の感染拡大防止対策

①【債務負担行為設定】新型コロナウイルスワクチン接種事業
令和３年４月以降に送付する高齢者以外のワクチン接種クーポンの印刷発送業務及び２月から始まることが想定され

る医療従事者向けのワクチン接種業務について，早期に契約し速やかに事務を進めるため，以下の債務負担行為を設定
します。

・新型コロナウイルスワクチン接種業務委託
限度額 1,503,609千円 期間 令和２年度から令和３年度まで

・新型コロナウイルスワクチン市外接種審査支払等業務委託
限度額 21,500千円 期間 令和２年度から令和３年度まで

・新型コロナウイルスワクチン市内接種審査支払等業務委託
限度額 128,900千円 期間 令和２年度から令和３年度まで

・新型コロナウイルスワクチン接種クーポン印刷発送業務委託
限度額 10,000千円 期間 令和２年度から令和３年度まで 【健康福祉部地域保健課】

⑴ 新型コロナウイルスワクチン接種に向けた取組

①日常生活用具給付事業費
網膜色素変性症等による夜盲で日常生活に支障のある方が日常生活の行動範囲を広げ，ガイドヘルパーとの密着を回

避できる「暗所視支援ゴーグル」を支給します。

②インフルエンザ予防接種事業費
高知県が実施した65歳以上の方に対する自己負担分の助成に伴い，増加した予防接種費用を確保します。

19,750千円

【健康福祉部障がい福祉課】

27,810千円

【健康福祉部地域保健課】

⑶ その他の感染拡大防止対策

新規

新規

新規

⑵ 施設等における感染拡大防止対策
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２ 中小企業等の事業継続に向けた支援 236,431千円

①○市民会館整備費
②○ふれあいセンター改修事業費
③（春野あじさい会館）○施設整備事業費
④（春野市民図書館・春野郷土資料館）○施設整備費
⑤○総合運動場施設整備事業費

9,842千円 【市民協働部人権同和・男女共同参画課】
10,371千円 【市民協働部地域コミュニティ推進課】
29,279千円 【健康福祉部障がい福祉課】
44,310千円 【教育委員会生涯学習課】

140,000千円 【教育委員会スポーツ振興課】

⑷ 換気に対応するための空調機能強化

①中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業績が悪化している中小事業者等に対し，生産性を向上させる先端設備等を

取得する費用の一部を補助することにより，地域経済の早期回復及び発展を図ります。
【補助対象経費】先端設備等導入計画で高知市が認定した設備（工業会証明書発行を要件）取得費

【補助率等】３分の２，上限400万円 【想定事業者数】30事業者

②理美容店利用促進事業費補助金
新型コロナウイルス感染症対策を行いながら，市民生活における生活必需サービスの一つである理容業や美容業を

行っている事業者の事業継続支援として，理容及び美容生活衛生同業組合が実施するプレミアムのついた利用クーポン
券発行事業へ補助し，利用促進を図ります。

市内理美容店で使える5,000円分の利用券（1,000円×５枚で１セット）を3,000円で販売（プレミアム率66％）

【想定販売数】25,000セット

③土佐山夢産地パークテレワーク環境整備事業費
新型コロナウイルス感染症を契機に普及が進むテレワークやワーケーションを可能にするため，土佐山夢産地パーク

に通信設備やオフィス環境を整備し，交流人口の拡大を図ります。

120,000千円

【商工観光部商工振興課】

68,000千円

【商工観光部商工振興課】

3,000千円

【農林水産部土佐山地域振興課】

⑴ 経済構造の転換・地域民需主導の好循環の実現

新規

新規

新規

④○農産物集出荷施設等整備事業費補助金
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。

10,000千円

【農林水産部土佐山地域振興課】
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①駐車場事業特別会計繰出金
②【特別会計】（歳入補正）駐車場使用料
③【特別会計】（歳入補正）一般会計繰入金
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８月から12月末まで実施した中央公園地

下駐車場の土日祝日及び年末無料開放に伴う駐車場利用が当初の想定を上回ったため，駐車場使用料に係る一般会計か
らの繰出金を増額します。

14,493千円
（▲14,493千円）

（14,493千円）

【都市建設部都市建設総務課】

⑵ 観光関連・飲食事業者事業向けの支援

新規

①休日夜間急患センター運営事業費
②平日夜間小児急患センター運営事業費
新型コロナウイルス感染症の影響により診療収入が減少したセンターの運営を継続するための支援を行います。

③桂浜公園駐車場運営継続支援金支給事業費
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した駐車場の運営を継続するための支援を行います。

④卸売市場運営費繰出金
⑤【特別会計】卸売市場感染拡大防止対策事業費
新型コロナウイルス感染症対策として，市場内にサーマルカメラを導入するための費用を繰り出します。

5,977千円
3,080千円

【健康福祉部地域保健課】

9,281千円

【商工観光部観光振興課】

2,600千円
（2,600千円）

【農林水産部市場課】

⑴ 事業継続に向けた支援

①ＧＩＧＡスクール構想推進事業費
ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて，通信環境改善のために各学校からのインターネット接続方式を変更するとと

もに，特別支援学校高等部の１人１台端末整備を行います。

60,103千円

【教育委員会教育環境支援課】

214,933千円

⑴ 児童・生徒１人１台タブレット端末の整備

３ 子どもの活動及び家庭学習の支援

新規

②（高知商業高等学校）ＧＩＧＡスクール構想推進事業費
ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて，高知商業高等学校の１人１台端末整備を行います。
購入予定台数：870台

60,000千円

【教育委員会高知商業高等学校】

新規
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②（高知商業高等学校）学校施設感染拡大防止対策事業費
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，換気対策物品などの購入費用を確保します。

③（高知商業高等学校）○施設整備費
新型コロナウイルス感染症対策として，教室に網戸を設置します。

2,400千円

【教育委員会高知商業高等学校】

20,430千円
【教育委員会高知商業高等学校】

86,870千円

①（市立保育所）○施設整備事業費
②○東消防署施設整備事業費

13,540千円 【こども未来部保育幼稚園課】
63,430千円 【消防局総務課】

⑴ 換気に対応するための空調機能強化

⑵ 学校における感染予防対策

①（小中学校等）学校施設感染拡大防止対策事業費
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。

72,000千円

【教育委員会教育環境支援課】

４ 市役所の感染対策・業務継続対策

①○衆議院議員選挙準備事業費
令和３年度に予定されている衆議院議員選挙開票作業における新型コロナウイルス感染症対策として，作業中の密を

避けるため，読取分類機を購入します。

9,900千円

【選挙管理委員会】

⑵ その他の感染症対策

56,599千円７ その他

①特定不妊治療助成事業費
国の第３次補正予算を活用して不妊治療助成制度を拡充します。

②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。

6,599千円
【こども未来部母子保健課】

50,000千円
【財務部財政課】

拡充
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６ 予算外議案

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
新型コロナウイルスワクチン接種に迅速に対応するため，高齢者用の接種券（クーポン）の印刷・発送や，接種に関す

る相談等を受けるコールセンター設置のための人員確保，接種情報を管理するシステムの改修などに係る予算として，
29,914千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。

②高知市文化プラザ長寿命化整備事業請負契約締結議案
契約金額 2,987,600,000円 契約者 大成・荒川電工・エイアンドティ特定事業共同企業体
内 容 ホールの舞台機構・照明・音響設備更新，電気・衛生設備・エレベータ・展示室可動壁更新など

【健康福祉部地域保健課】

【教育委員会生涯学習課】

①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 ３件
・高知市デジタル移動系防災行政無線整備工事

契約金額 【変更前】386,313,400円【変更後】393,500,800円（7,187,400円増額）
変更内容 移動局を整備する位置等の変更により，配管・配線材の追加等を行いました。

・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
契約金額 【変更前】398,343,000円【変更後】399,548,600円（1,205,600円増額）
変更内容 秦ふれあいセンター部分の外壁工事において，施工中に判明したひび割れや欠損部の改修を追加するなどしました。

・（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
契約金額 【変更前】155,464,100円【変更後】146,553,000円（8,911,100円減額）
変更内容 漁港内の航路に台風等の影響により砂が堆積し，当初の計画どおり防波堤本体に水中コンクリートを増し打ちすると漁業活動に

支障となることが判明したことから，事業の進捗を図るため，後年度に予定していた防波堤の上部工に変更しました。

②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，市長が専決処分をしました。

③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，管理瑕疵２件の損害賠償の額を決定しました。

１ 議案

２ 報告

２件

５件


