
第485回⾼知市議会定例会提出議案の概要

令和３年９⽉ 高知市 木村会館完成予想図



（単位︓千円，％）
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１ 提出議案
予 算 議 案 9 件 ●

●

補正予算は，新型コロナウイルス感染症対策として，PCR検査の推進や
⼊院医療費の⾃⼰負担分の⽀援を継続するとともに，中⼩企業等の事業
継続に向けた⽀援を⾏うほか，国費の内⽰等に伴う旭駅周辺地区住宅市
街地総合整備事業費の増額，木村会館の耐震補強整備に係る継続費の設
定など，一般会計で24億４千万円の増額補正
予算外は，住⺠票の写し等のコンビニ交付に伴う⼿数料並びに延滞⾦条
例の一部改正や国⺠宿舎桂浜荘の指定管理者の指定の一部変更議案など
を提出

条 例 議 案 9 件

そ の 他 議 案 8 件

合 計 26 件

報 告 5 件

※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

２ 補正予算の規模
現計 ９月補正 対前年

予算額 予算額 同期比
(148,070,060) (150,510,060) (80.2)

               148,076,020                   2,440,000                150,516,020 78.6

               101,198,000                   6,289,701                107,487,701 112.9

                     817,000                         1,000                      818,000 127.0

                35,937,000  歳入組替                 35,937,000 102.8

                24,604,000                   6,257,429                 30,861,429 150.7

                     417,000                         8,298                      425,298 101.7

                     357,000                        14,318                      371,318 109.3

                32,637,000                         8,656                 32,645,656 102.3

                11,920,400                         7,000                 11,927,400 106.4
(20,008,100) (20,010,900) (110.1)

                20,819,300                         2,800                 20,822,100 105.2
(281,196,560) (289,936,061) (92.9)

               282,013,720                   8,739,501                290,753,221 91.5

                15,171,309                        45,402                 15,216,711 104.1
(266,025,251) (274,719,350) (92.3)

               266,842,411                   8,694,099                275,536,510 90.9

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

  介護保険事業

  国⺠宿舎運営事業

  国⺠健康保険事業

総計

重複額

純計

区分

  卸売市場事業

  駐⾞場事業

  収益事業
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４ 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
市⺠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，市⺠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，市⺠
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

主な対策予算の規模

令和２年度
計

令和３年度
当初予算

420.2億円

30.3億円

対策予算総額 476.9億円
※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など）

補正予算
（４⽉１日専決処分）

3.4億円

６月補正予算
（その１〜その３）

12.6億円

（今回補正）

（新型コロナウイルスワクチン接種事業など）

（⼦育て世帯生活⽀援特別給付⾦給付事業）

９月補正予算

10.4億円
（今回補正）

（⼦育て世帯生活⽀援特別給付⾦給付事業など）

・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⼊院医療費
・新型コロナウイルス感染症対策短期継続融資保証料補助⾦
・新型コロナウイルス感染症対策短期継続融資基⾦積⽴⾦

【令和４〜８年度の信⽤保証料・利⼦補助の財源】
・団体旅⾏客誘致促進給付⾦給付事業費
・農業共済収⼊保険加⼊促進事業費補助⾦
・○農産物集出荷施設等整備事業費補助⾦ 等

・◎旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業費
・◎中須賀⼟地区画整理事業費
・◎既設市営住宅改善事業費 等

・○木村会館耐震補強整備事業費
【令和３〜５年度継続費設定 総額5.1億円】

・◎認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費補助
⾦ 等

・○東部総合運動場施設整備事業費
・●漁船導⼊⽀援事業費補助⾦ 等

・【収益事業】⾞券売上げ増に伴う増額補正 等

３ 補正予算の概略
⑴新型コロナウイルス対策

⑵安全・安心なまちづくりの推進

⑶社会福祉の充実等に伴う補正

⑷ その他

⑸ 減額補正

⑹ 特別会計等

10.4億円

10.4億円

0.9億円

2.9億円

▲0.2億円

62.9億円
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５ 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）

3.6億円

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

住⺠生活の⽀援

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

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

住⺠生活の⽀援

30.2億円

14.6億円 15.6億円

⑴ 国の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 60.4億円

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・

地域における⺠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。

R3.8配分

1.2億円

国の令和２年度から３年度への繰越分

国庫補助事業等（令和３年
１⽉以降に交付決定等され
る令和２年度第１次補正分、
第２次補正分、第３次補正
分及び予備費分）の地方負
担額を基礎として算定



市 ⺠ の
感 染 拡 ⼤
防 ⽌ 対 策

市⺠⽣活の
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
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９月補正
（今回）

(- 億円)
- 億円

(6.1億円)
6.3億円

(0.4億円)
0.4億円

(- 億円)
- 億円

(0.1億円)
0.1億円

(1.5億円)
1.5億円

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

※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。

(8.2億円)
8.3億円

(12.4億円)
14.4億円

令和２年度
合計

(1.1億円)
1.8億円

(33.2億円)
33.3億円

(5.1億円)
5.1億円

(4.8億円)
6.3億円

(1.4億円)
1.4億円

(7.3億円)
7.3億円

(52.9億円)
55.1億円

令和３年度
現計

(0.7億円)
1.2億円

(2.0億円)
2.2億円

( - 億円)
0.1億円

(0.3億円)
0.4億円

( - 億円)
0.2億円

(1.3億円)
2.1億円

(4.2億円)
6.2億円 b

⺠営保育所等衛⽣⽤品確保等 0.4億円

飲食店業態転換支援事業補助 0.4億円
ＥＣサイト開設支援事業補助 0.2億円

感染症対策環境整備支援事業補助 0.6億円

よさこい祭り等観光関連事業感染対策 0.3億円

ＧＩＧＡスクール構想推進 0.2億円

スクールバス運⾏事業 0.04億円

保育所・児童クラブ等における感染症対策 0.2億円

住⺠票等コンビニ交付導⼊事業 0.2億円

子育て支援拠点等オンライン相談体制整備 0.1億円

高齢者施設等⼊所前ＰＣＲ検査 0.1億円

営業⾃粛店舗支援⾦ 0.1億円
⺠営保育所等ＩＣＴ化推進事業補助 0.2億円

ＲＰＡ導⼊等 0.1億円

就労継続支援補助 0.2億円

オンライン学習環境整備 0.1億円

短期継続融資保証料補助等 3.8億円
団体旅⾏誘致促進給付⾦ 1.6億円

国⺠健康保険料減免繰出⾦ 0.3億円

介護保険料減免繰出⾦ 0.1億円

常備消防活動衛⽣⽤品等確保 0.1億円

広告等販売促進支援 0.6億円

農業共済収⼊保険助成事業補助 0.2億円
など

R2交付決定額
47.5億円

など

など

など

令和３年度
臨時交付⾦
予算計上額

a+b

R3交付決定額
12.9億円

予備費 1.5億円

a

など

など



⑴ 新型コロナウイルス対策 1,042,187千円

６ 補正予算の内容
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1）市⺠の感染拡⼤防⽌対策
①感染症対策事業費

補正額 4,671千円（国１／２）（現予算額 3,987千円）
新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査で使⽤する試薬や検体採取に必要な備品等を購⼊します。

【健康福祉部地域保健課】

増額

②新型コロナウイルス健康相談センター事業費
補正額 999千円（県10／10）（現予算額 3,384千円）

県市合同による相談センターで電話相談を⾏います。
【健康福祉部地域保健課】

増額

③新型コロナウイルス検査事業費
補正額 183,097千円（国１／２）（現予算額 27,936千円）

新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査を推進します。
【健康福祉部地域保健課】

増額

④新型コロナウイルス感染症入院医療費
補正額 68,484千円（国３／４，１／２）（現予算額 14,397千円）

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。
【健康福祉部地域保健課】

増額

257,251千円

２）市⺠⽣活の支援
①国⺠健康保険事業特別会計繰出⾦

補正額 30,000千円（現予算額 3,190,349千円）
新型コロナウイルス感染症の影響により，主たる生計維持者の収⼊減少が⾒込まれる世帯等の国⺠健康保険料を減免す
ることに伴う減収分に対して，一般会計から繰り出します。

【健康福祉部保険医療課】

新規

44,478千円
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②新型コロナウイルス感染症対策保険料減免繰出⾦
補正額 11,520千円

新型コロナウイルス感染症の影響により，主たる生計維持者の収⼊減少が⾒込まれる第一号被保険者の介護保険料を減
免することに伴う減収分に対して，一般会計から繰り出します。

【健康福祉部介護保険課】

新規

③⺠営保育所等副⾷費負担軽減事業費補助⾦
補正額 2,701千円（現予算額 17,172千円）

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等に伴い，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。

【こども未来部保育幼稚園課】

④私⽴幼稚園等副⾷費負担軽減事業費補助⾦
補正額 257千円（現予算額 1,112千円）

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等に伴い，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。

【こども未来部保育幼稚園課】

増額

増額

３）中⼩企業等の事業継続に向けた支援 694,520千円

②新型コロナウイルス感染症対策短期継続融資基⾦積⽴⾦
補正額 358,333千円

高知市新型コロナウイルス感染症対策短期継続融資の信⽤保証料・利⼦への補助⾦の財源として適正に執⾏するため，
基⾦に積み⽴てます。

【商工観光部産業政策課】

新規

①新型コロナウイルス感染症対策短期継続融資保証料補助⾦
補正額 16,667千円

新型コロナウイルス感染症対策として，事業者の資⾦繰りの改善を⽀援するため，新たな融資制度として創設する短期
継続融資の信⽤保証料の一部補助を⾏います。

【商工観光部産業政策課】

新規



③団体旅⾏客誘致促進給付⾦給付事業費
補正額 160,000千円

新型コロナウイルス感染症の影響により利⽤が落ち込んでいる旅館ホテルの宿泊需要の回復を図るため，高知市内で宿
泊するバスツアーを誘致し，市内への誘客を図ります。

【商工観光部観光振興課】

新規

7

【対象事業者】旅⾏業者
【対象ツアー】募集型企画旅⾏（１⾏程あたりの宿泊人員８名以上）
【交 付 ⾦】5,000円／人泊
【交付予定数】32,000人泊

④広告活⽤販売促進支援事業費
補正額 64,367千円

新型コロナウイルス感染症の影響により売上げの低迷が⻑期化している来店型店舗における年末年始の売上確保を図る
ため，市内中⼩企業者等が⾏う広報の取組を⽀援します。

【商工観光部商工振興課】

新規

【委 託 先】広告代理店
【事 業 内 容】テレビＣＭ等広告費⽤の3/4（上限あり）を⽀援
【⽀ 援 上 限】300千円
【⽀援予定数】200者

歳末・新春大売り出しの
告知ＴＶＣＭ

新聞広告・新聞折り込み・
フリーペーパー広告

⑤⺠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 1,100千円（国１／２）

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】

継続
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⑥農業共済収入保険加入促進事業費補助⾦
補正額 15,000千円

新型コロナウイルス感染症による農業経営への影響や災害などによる市場価格の低下など，農業者の経営努⼒では避け
られない様々なリスクによる収⼊の減少を補償する農業共済収⼊保険の保険料の一部を⽀援することにより，加⼊を促
進するとともに，新たな生産活動への取組の促進や生産体制の強化など持続的な農業経営の安定を図ります。

【農林水産部農林水産課】

新規

⑦○農産物集出荷施設等整備事業費補助⾦
補正額 48,665千円

新型コロナウイルス感染症の影響の中，農産物の流通及び販売体制の維持・強化を図るため，集出荷施設等における設
備等の整備や施設の改修に要する経費の一部を補助します。

【農林水産部⼟佐⼭地域振興課】

継続

⑨障害福祉サービス事業所等ＩＣＴ機器導入支援事業費
補正額 29,560千円（国２／３）

障害福祉分野におけるＩＣＴの活⽤により，新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌や事業所における生産性の向上を推進
するため，ＩＣＴ機器を導⼊する経費の一部を補助します。

【健康福祉部障がい福祉課】

新規

⑧◎障害者支援機器導入事業費補助⾦
補正額 828千円（国２／３）

ロボット技術の活⽤により介護の負担軽減等を図り，新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌や働きやすい職場環境づくり，
安全・安心な障害福祉サービスの提供等を推進するため，介護ロボット等を導⼊する経費の一部を補助します。

【健康福祉部障がい福祉課】

継続
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①常備消防活動衛⽣⽤品等確保事業費
補正額 7,000千円

新型コロナウイルス感染症対策として，各種訓練や研修時に使⽤する機器等を購⼊します。
【消防局総務課】

②○救急⾼度化推進事業費
補正額 11,500千円（現予算額 40,850千円）

新型コロナウイルス感染症対策として，救急⾞両⽤資機材を購⼊します。
【消防局総務課】

増額

継続

4）子どもの活動及び家庭学習の支援 8,500千円
①（商業⾼等学校）○更⾐室整備事業費

補正額 8,500千円
新型コロナウイルス感染症対策のため，プール更⾐室として使⽤するユニットハウスを設置します。

【教育委員会高知商業高等学校】

新規

５）その他 37,438千円

③住⺠票等コンビニ交付導入事業費
補正額 1,738千円（現予算額 19,539千円）

マイナンバーカードを活⽤してコンビニ等で住⺠票の写しや印鑑登録証明書が取得できるサービスを開始することに伴
い，使⽤するシステムの運⽤に必要な費⽤を補正します。

【市⺠協働部中央窓口センター】

増額
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⑥○ふれあいセンター改修事業費
補正額 8,700千円（現予算額 34,584千円）

新型コロナウイルス感染症対策として，弥右衛門ふれあいセンターの空調設備の改修を⾏います。
【市⺠協働部地域コミュニティ推進課】

増額

⑤ ○土佐山夢産地パーク施設整備事業費
補正額 3,600千円

新型コロナウイルス感染症対策として，トイレの洋式化等を⾏います。
【農林水産部⼟佐⼭地域振興課】

新規

④○公衆無線ＬＡＮ環境整備事業費
【鏡 地 域】補正額 2,200千円
【土佐山地域】補正額 2,700千円

防災機能の充実を図り，中⼭間地域の住⺠が安心・安全に暮らせる地域づくりにつなげるため，災害時の情報収集や情
報発信のためのインフラ整備の一環として，庁舎等に公衆無線ＬＡＮを整備します。

【農林水産部鏡地域振興課・⼟佐⼭地域振興課】

新規



①

②

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

③

④ （③ブロック）
建物等移転補償

換地設計等委託業務
街路等築造⼯事

（④ブロック）
家屋調査

至 旭町一丁目電停

11

増額

増額

⑵ 安全・安心なまちづくりの推進 1,044,837千円

②◎中須賀土地区画整理事業費
補正額 565,550千円（国55％，国50％）（現予算額 1,000,000千円）
給与費組替 ▲26,931千円

安全・安心なまちづくりのための密集住宅
地の解消の早期完成を目指し，移転補償13
件，家屋調査12件等の費⽤を増額します。

【都市建設部市街地整備課】

①

②

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

③

④
（③ブロック）
建物等移転補償

（④ブロック）
家屋調査

至 旭町一丁目電停

①◎旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業費
補正額 43,353千円（国50％）（現予算額 160,000千円）
給与費組替 ▲2,064千円

安全・安心なまちづくりのための密集住宅
地の解消の早期完成を目指し，移転補償２
件，家屋調査１件等の費⽤を増額します。

【都市建設部市街地整備課】

国費の内⽰等
に伴う補正

国費の内⽰等
に伴う補正



増額 ④◎中心市街地都市公園整備事業費
補正額 11,300千円（国50％）（現予算額 100,000千円）
給与費組替 ▲539千円

周辺環境に配慮した憩いの場の機能を確保するために⾏う公園のリノベーションの
早期完成を目指し，丸ノ内緑地の園路整備工事等の費⽤を増額します。

【都市建設部みどり課】

⑤○わんぱーくこうち施設整備事業費
補正額 15,000千円（現予算額 1,600千円）

擬岩パネルの陥没や剥離が確認されるなど危険な状態であることから，利⽤を停⽌しているわんぱーくこうちの滝の運
⽤再開を⾏うため，危険個所の撤去及び部分改修を⾏います。

【都市建設部みどり課】

12

［再整備イメージ］

［現況］ ［内部状況］

丸ノ内緑地

増額 ③◎既設市営住宅改善事業費
補正額 436,580千円（国１／２）（現予算額 200,000千円）
給与費組替 ▲30,313千円

⽼朽化が進む市営住宅の適正な維持管理を⾏うために必要な修繕工事等の費⽤を増額を⾏います。
【都市建設部住宅政策課】

新規

国費の内⽰等
に伴う補正

国費の内⽰等
に伴う補正
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⑥◎緊急輸送道路等沿道建築物耐震対策緊急促進事業費補助⾦
補正額 5,220千円（国１／２・県１／４）

県が指定する緊急輸送道路等の沿道にある耐震診断義務付け建築
物について，耐震診断に要する費⽤を助成します。

【都市建設部建築指導課】
⑦●商店街施設地震対策事業費補助⾦

補正額 10,381千円（県１／３）（現予算額 8,672千円）
⽼朽化が進んでいる商店街のアーケードや街路灯等の耐震化や改修工事，撤去工事等に要する費⽤の一部を補助します。

【商工観光部商工振興課】

増額

⑧○忠霊施設整備事業費
補正額 7,500千円

鷹匠町忠霊塔敷地内の⽯垣やコンクリート擁壁に⻲裂が発生し危険な状態であることから，改修工事に係る設計を⾏い
ます。

【健康福祉部健康福祉総務課】

新規

高さ６ｍ

高さ
（Ｌ／２）ｍ

道路４ｍ

45°

前⾯道路（Ｌ）ｍ

中央

６ｍ

②前⾯道路の幅員が12ｍ以下の場合
道路境界線から６ｍ離れた位置から45度
のラインを引きそれにかかる建築物

①前⾯道路の幅員が12ｍを超える場合
幅員の1/2の位置から45度のラインを
引きそれにかかる建築物

45°

継続

⑨【債務負担⾏為設定】消防指令システム共同運⽤整備業務委託
限度額 1,441,923千円 期間 令和３年度から令和５年度まで

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の
整備に係る業務委託を⾏います。

【消防局総合指令課】

新規
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【水道事業会計】
⑩上下水道局本庁舎等移転整備事業（本庁舎建築⼯事等）

継続費総額 2,250,000千円（令和３年度年割額7,000千円）
期 間 令和３年度から令和４年度まで

津波による⻑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，災害時における⻑期間の庁舎機能
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。

【上下水道局総務課】
【公共下水道事業会計】

⑪上下水道局本庁舎等移転整備事業負担⾦（本庁舎建築⼯事等）
補正額 2,800千円
債務負担⾏為設定 ・限度額 897,200千円 ・期間 令和４年度

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

新規

局新庁舎建設⽤地

新規

R3 R4 計
-                  2,007,000         2,007,000

建築工事                   -      1,427,000     1,427,000
電気設備工事                   -         310,000        310,000
空調設備工事         180,000        180,000
給排水衛生設備工事                   -           90,000          90,000

-                  210,000               210,000
建築工事                   -         168,000        168,000
電気設備工事                   -           22,000          22,000
機械設備工事                   -           20,000          20,000

            7,000 26,000                   33,000
7,000            2,243,000         2,250,000

資機材倉庫

工事監理（本庁舎）
計

事業
本庁舎

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

針木浄水場

管理本館

学校給食センター

資機材倉庫建設⽤地

【スケジュール】



①○木村会館耐震補強整備事業費
継続費総額 510,000千円（令和３年度年割額38,000千円）
期 間 令和３年度から令和５年度まで

昭和55年の竣工から41年が経過し，施設の⽼朽化や利⽤者ニーズの変化に対応した整備の必要性が生じているほか，
地震発生時には建物が倒壊⼜は崩壊する危険性が高いことから，令和３年10⽉から令和５年５⽉まで休館し，耐震補強
及び⼤規模修繕を⾏います。

【スケジュール】

【健康福祉部高齢者⽀援課】

15

新規

⑶ 社会福祉の充実等に伴う補正 94,781千円

起債
R3           38,000           17,500           20,500
R4         470,200         344,400         125,800
R5             1,800                   -             1,800
計        510,000        361,900        148,100

年度 年割額 特定財源 一般財源

（単位︓千円）
R2 R3 R4 R5

実施設計

⼯事
 引越
 供⽤開始 R5.6⽉〜

事業内容

 建築・設備



継続

④◎介護施設水害対策強化事業費補助⾦
補正額 8,992千円（国１／２） 【健康福祉部介護保険課】

⑤◎⾼齢者施設水害対策強化事業費補助⾦
補正額 15,592千円（国１／２） 【健康福祉部高齢者⽀援課】

利⽤者等の安全性確保を⾏うため，社会福祉法人が実施する水害対策等に要する費⽤の一部を補助します。

継続

国費の内⽰等
に伴う補正

施設区分 施設数 事業内容 補助予定額
特別養護⽼人ホーム １ 給水設備の高所への移設 8,992
軽費⽼人ホーム １ 給水設備の高所への移設 15,592

合計 2 24,584

（単位︓千円）

16

国費の内⽰等
に伴う補正

②◎認知症⾼齢者グループホーム等防災改修等事業費補助⾦
補正額 24,559千円（国10／10） 【健康福祉部介護保険課】

③◎⾼齢者施設防災改修等事業費補助⾦
補正額 2,552千円（国10／10） 【健康福祉部高齢者⽀援課】

利⽤者等の安全性確保を⾏うため，株式会社等が実施する防災改修等に要する費⽤の一部を補助します。

継続

施設区分 施設数 事業内容 補助予定額
認知症高齢者グループホーム 2 非常⽤⾃家発電設備の整備 11,329
認知症高齢者グループホーム 2 冷暖房設備の改修 13,230
介護予防拠点施設 １ 床及び台所の改修 2,552

合計 5 27,111

国費の内⽰等
に伴う補正

新規

（単位︓千円）

国費の内⽰等
に伴う補正
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新規 ⑦◎⾼齢者施設換気設備設置事業費補助⾦
補正額 １,364千円（国10／10）

利⽤者等の安全性確保を⾏うため，有限会社が実施する換気対策等に要する費⽤の一部を補助します。

【健康福祉部高齢者⽀援課】

施設区分 施設数 事業内容 補助予定額

有料⽼人ホーム １ 換気設備の設置 1,364

（単位︓千円）

国費の内⽰等
に伴う補正

⑥◎介護施設給水設備整備事業費補助⾦
補正額 2,640千円（国１／２）

利⽤者等の安全性確保を⾏うため，有限会社が実施する停電・断水対策等に要する費⽤の一部を補助します。

【健康福祉部介護保険課】

施設区分 施設数 事業内容 補助予定額

認知症高齢者グループホーム １ 給水設備（井⼾）の整備 2,640

（単位︓千円）

国費の内⽰等
に伴う補正

新規
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⑨地域支援事業等繰出⾦
補正額 1,082千円（現予算額 307,011千円）

介護保険の基準緩和型サービス事業を新たに実施することに伴い，繰出⾦を増額します。
【健康福祉部高齢者⽀援課】

増額

⑧【債務負担⾏為設定】障害者相談支援等業務委託
限度額 200,205千円 期間 令和３年度から６年度まで

引き続き東⻄南北４か所の障害者相談センターを設置するとともに，障害⽀援区分認定調査業務の一部を委託します。

【健康福祉部障がい福祉課】

継続
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⑷ その他 288,388千円

①○東部総合運動場施設整備事業費
補正額 90,000千円（現予算額 254,012千円）

令和４年度に全国高等学校総合体育⼤会（インターハイ）
の開催を予定しているくろしおアリーナの音響設備及び競
泳⽤タッチプレートで経年劣化による不具合が生じている
ため，設備の改修及び更新を⾏います。

【市⺠協働部スポーツ振興課】

新規

③○鏡川清流保全対策施設整備事業費
補正額 4,620千円

宗安寺公衆便所のし尿処理施設に機能不全が確認されたため，設備の更新を⾏います。
【環境部新エネルギー・環境政策課】

音響操作卓 音響架 競泳⽤タッチプレート

②会計年度任⽤職員給与費（マイナンバーカード交付体制整備）
補正額 4,070千円（国10／10）（現予算額 142,607千円）

マイナンバーカードの出張申請業務を強化し，申請を促進するための体制を整備します。
【市⺠協働部中央窓口センター】

増額

新規

新規 ④地域活性化起業⼈制度活⽤事業費
補正額 8,500千円

本市の観光分野等の課題に対して，新たな視点から施策の企画・⽴案をするため，国の地域活性化起業人制度を活⽤し，
航空会社から専門的知識や経験，人脈等を有する人材を受け⼊れます。

【総務部人事課】
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⑦地域林業総合支援事業費補助⾦
補正額 1,063千円（県10／10）

特⽤林産業の振興としいたけ生産を通じた雇⽤の創出を図るため，県内産のしいたけ原木を利⽤し，しいたけ栽培を⾏
う法人を⽀援します。

【農林水産部鏡地域振興課】

新規

⑧中山間地域農村集落活性化対策事業費
補正額 717千円（現予算額 64,317千円）

中⼭間地域等直接⽀払制度の対象農⽤地の増加及び新たな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

⑥●漁船導入支援事業費補助⾦
補正額 5,346千円（県１／20）（現予算額 4,076千円）

水産業の競争⼒強化の取組を実践するため，一般社団法人高知県漁業就業⽀援センターが⾏う漁船リース事業に必要な
エンジンの積み替え等に係る経費の一部を補助します。

【農林水産部農林水産課】

増額

⑨中心市街地活性化基本計画検討委員会委員報酬
補正額 188千円

本市の中心市街地の都市機能の増進及び経済活⼒の向上を総合的かつ一体的に推進する第三期高知市中心市街地活性化
基本計画（令和５〜９年度）を策定するため，検討委員会を設置します。

【商工観光部商工振興課】

継続

⑤○土佐神社保存整備事業費補助⾦
補正額 1,524千円（現予算額 6,975千円）

⼟佐神社が実施する本殿等国指定重要⽂化財の保存修理工事において，構造補強工事等の追加が必要となったため，全
体事業費増にあわせて補助⾦を増額します。

【総務部⺠権・⽂化財課】

増額



⑬【債務負担⾏為設定】基幹業務システム調達仕様書等作成支援業務委託
限度額 16,841千円 期間 令和３年度から令和４年度まで

令和３年５⽉の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の成⽴に伴い，令和元年度に契約済の委託契約の対象
システムの拡⼤及び契約期間の延⻑等が必要となったため，契約変更を⾏います。

【総務部情報政策課】
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⑪健康管理システム改修事業費
補正額 2,340千円（国２／３，１／２）

健康増進法等の改正に伴い，各種がん検診及び成人⻭周病検診の検診情報について，他市町村から照会があった場合に
対応するため，システムの改修を⾏います。

【健康福祉部健康増進課】

新規

⑫農地制度実施円滑化事業費
補正額 990千円（国10／10）（現予算額 310千円）

現在使⽤している農地台帳システムのサポート終了に伴い，新たな農地台帳システムを導⼊します。
【農業委員会】

増額

継続

⑭【債務負担⾏為設定】新⾷肉衛⽣検査所整備業務委託
限度額 74,269千円 期間 令和３年度から令和４年度まで

現在整備中の新⾷⾁センター建設工事費⽤の増額に伴い，債務負担⾏為を設定します。
【健康福祉部生活⾷品課】

継続

⑮予備費
補正額 150,000千円（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】

増額

⑩○清掃⼯場整備事業費
補正額 19,030千円（現予算額 505,970千円）

各電源負荷を接続する気中遮断器が推奨交換時期を経過し，今後不具合が発生する可能性が高いため，設備の更新を⾏
います。

【環境部清掃工場】

増額
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⑸ 減額補正 ▲20,393千円

①教職員研修推進事業費 ▲1,309千円（現予算額 1,384千円）
【教育委員会学校教育課】

②学校プール開放事業費 ▲3,700千円（現予算額 3,901千円）
【教育委員会学校教育課】

③（⼩学校）○施設整備事業費 ▲11,068千円（現予算額 25,010千円）
【教育委員会学校環境整備課】

④日中一時支援事業費 ▲4,316千円（国１／２・県１／４）（現予算額 42,817千円）
【健康福祉部障がい福祉課】

⑹ 特別会計等 6,289,701千円

【卸売市場事業特別会計 1,000千円】
①減債基⾦積⽴⾦

補正額 1,000千円
令和２年度の決算剰余⾦の一部を減債基⾦に積み⽴てます。

【農林水産部市場課】
減額 ②【歳入組替】雑入

補正額 ▲34,386千円（現予算額 36,110千円）
③【歳入組替】減債基⾦繰入⾦

補正額 34,386千円（現予算額 23,493千円）
令和２年度決算確定後の基⾦残高を確保できたことから，歳⼊予算を組み替えます。

【農林水産部市場課】

増額

継続
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【国⺠健康保険事業特別会計】
①【歳入組替】保険料

補正額 ▲50,000千円（現予算額 5,340,995千円）
②【歳入組替】特別交付⾦

補正額 20,000千円（国４／10）（現予算額 684,305千円）
③【歳入組替】一般会計繰入⾦

補正額 30,000千円（現予算額 2,644,728千円）
新型コロナウイルス感染症の影響により，主たる生計維持者の収⼊減少が⾒込まれる世帯等の保険料を減免することに
伴い，歳⼊予算を組み替えます。

【健康福祉部保険医療課】

増額

減額

新規

【収益事業特別会計 ６,257,429千円】
①競輪開催事業
補正額 6,401,583千円（現予算額 18,978,319千円）

新型コロナウイルス感染症対策等による巣ごもり需要の影響により⾞券の売上げが⼤幅に伸びていることから，普通競
輪事業収⼊及び収⼊に連動して増加する経費の増額等を⾏います。

【商工観光部公営事業課】
増額 ②施設等整備基⾦積⽴⾦

補正額 200,000千円（現予算額 200,315千円）
今後の施設整備に伴い，積⽴⾦の増額を⾏います。

【商工観光部公営事業課】

増額

③繰上充⽤⾦
補正額 ▲344,154千円（現予算額 5,240,000千円）

令和２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】

減額

【歳⼊】 【歳出】
補正前 補正額 補正後

普通競輪事業収⼊ 9,598,330 ６,964,923 16,563,253
施設整備等協賛競輪事業収⼊ 4,345,786 ▲363,340 3,982,446
雑⼊ 5,209,500 ▲344,154 4,865,346

計 19,153,616 6,257,429 25,411,045

補正前 補正額 補正後
普通競輪開催事業費 9,776,574 6,757,751 16,534,325
施設整備等協賛競輪開催事業費 4,212,195 ▲356,168 3,856,027
施設整備等積⽴⾦ 200,315 200,000 400,315
繰上充⽤⾦ 5,240,000 ▲344,154 4,895,846

計 19,429,084 6,257,429 25,686,513
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【駐⾞場事業特別会計 8,298千円】
①○駐⾞場整備事業費

補正額 22,000千円（現予算額 34,000千円）
県庁前通り地下駐⾞場エレベーターの主要部品の供給が平成28年に停⽌されており，在庫が枯渇し保守が困難となるた
め，エレベーターの更新を⾏います。

【都市建設部都市建設総務課】
減額 ②繰上充⽤⾦

補正額 ▲13,702千円（現予算額 264,269千円）
令和２年度決算確定に伴い，繰上充⽤⾦予算の減額を⾏います。

【都市建設部都市建設総務課】

新規

【国⺠宿舎運営事業特別会計 14,318千円】
①国⺠宿舎損失補償費

補正額 28,500千円
国⺠宿舎桂浜荘の休館に伴い，指定管理者である一般財団法人高知市桂浜公園観光開発公社が雇⽤する従業員に対して
⾏う再就職に⾄るまでの⽀援に係る費⽤及びリース契約の解約による損失を⽀援します。

【商工観光部観光振興課】

新規

減額 ②繰上充⽤⾦
補正額 ▲14,182千円（現予算額 237,000千円）

令和２年度決算確定に伴い，繰上充⽤⾦予算の減額を⾏います。
【商工観光部観光振興課】
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【介護保険事業特別会計 8,656千円】
①【歳入組替】保険料

補正額 ▲19,200千円（現予算額 5,340,995千円）
②【歳入組替】調整交付⾦

補正額 7,680千円（国４／10）（現予算額 1,774,494千円）
③【歳入組替】新型コロナウイルス感染症対策保険料減免繰入⾦

補正額 11,520千円
新型コロナウイルス感染症の影響により，主たる生計維持者の収⼊減少が⾒込まれる第一号被保険者の保険料を減免す
ることに伴い，歳⼊予算を組み替えます。

【健康福祉部介護保険課】

新規

増額

④第１号訪問事業費
補正額 480千円（国0.20・0.05，県0.125）（現予算額 311,793千円）

⑤第１号通所事業費
補正額 5,876千円（国0.20・0.05，県0.125） （現予算額 525,914千円）

⑥介護予防ケアマネジメント事業費
補正額 140千円（国0.20・0.05，県0.125） （現予算額 37,334千円）

⑦こうち笑顔マイレージ推進事業費
補正額 2,160千円（国0.20・0.05，県0.125） （現予算額 11,620千円）

新たに基準緩和型サービス事業を導⼊することにより，利⽤者のニーズにあったサービス提供体制を構築します。
【健康福祉部高齢者⽀援課】

増額

減額

増額

増額

増額
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７ 予算外議案
⑴ 条例議案

①⾼知市個⼈情報保護条例の一部を改正する条例議案
「⾏政⼿続における特定の個人を識別するための番号の利⽤等に関する法律」の改正に伴い，条ずれ等の所要の改正を

⾏います。
【総務部広聴広報課】

②⾼知市個⼈番号の利⽤及び特定個⼈情報の提供に関する条例の一部を改正する条例議案
「⾏政⼿続における特定の個人を識別するための番号の利⽤等に関する法律」の改正に伴い，条ずれ等の所要の改正を

⾏います。
【総務部情報政策課】

③⾼知市桂浜公園整備基⾦条例の一部を改正する条例議案
桂浜公園の包括的な指定管理制度導⼊に伴う納付⾦及び坂本龍⾺像修復のための寄附⾦を受け⼊れるため，規定を整備

します。
【商工観光部観光振興課】

④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
マイナンバーカードを活⽤した住⺠票の写しや印鑑登録証明書のコンビニ交付を令和４年３⽉から開始することに伴い，

交付に係る⼿数料を定めます。また，「⾏政⼿続における特定の個人を識別するための番号の利⽤等に関する法律」の改
正に伴い，個人番号カードの再交付⼿数料を削除するほか，「⾷品衛生法」の改正に伴い，氷雪製造業許可申請⼿数料か
ら「⾃動角氷製造機に係るもの」を削除します。

【市⺠協働部中央窓口センター・健康福祉部生活⾷品課】

⑤⾼知市印鑑条例の一部を改正する条例議案
マイナンバーカードを活⽤した印鑑登録証明書のコンビニ交付を令和４年３⽉から開始することに伴い，印鑑登録証明

書をコンビニ等の多機能端末機で発⾏できるよう規定を整備します。
【市⺠協働部中央窓口センター】

９件
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⑥⾼知市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議
案

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定⼦ども・⼦育て⽀援施設等の運営に関する基準及び⼦ども・⼦
育て⽀援法施⾏規則の一部を改正する府令の施⾏に伴い，利⽤者等への説明や記録の保存，交付等を書⾯に代えて電磁的
記録等により⾏うことについて，規定を整備します。

【こども未来部保育幼稚園課】

⑦⾼知市新型コロナウイルス感染症対策短期継続融資基⾦条例制定議案
新型コロナウイルス感染症対策として，事業者の資⾦繰りの改善を⽀援するため，新たな融資制度として創設する短期

継続融資の信⽤保証料・利⼦への補助⾦の財源として適正に執⾏するため，基⾦を設置します。
【商工観光部産業政策課】

⑧第三期⾼知市中心市街地活性化基本計画策定検討委員会条例制定議案
本市の中心市街地の都市機能の増進及び経済活⼒の向上を総合的かつ一体的に推進する第三期高知市中心市街地活性化

基本計画（令和５〜９年度）を策定するため，検討委員会を設置します。
【商工観光部商工振興課】

⑨⾼知市学校支援地域本部事業推進委員会条例の一部を改正する条例議案
学校・家庭・地域連携協⼒推進事業費補助⾦実施要領の改正に伴い，「学校⽀援地域本部」を「地域学校協働本部」に

変更する等，規定を整備します。
【教育委員会学校教育課】

⑵ その他議案 ８件
①市域内にあらたに⽣じた土地の確認議案

市域内にあらたに生じた⼟地を確認することについて，地方⾃治法の規定により市議会の議決を求めます。
あらたに生じた⼟地の所在 高知市仁井田字新港4712番２地先
⾯ 積 51,941.52平方メートル

【総務部政策企画課】

②町及び字の区域の画定議案
市域内にあらたに生じた⼟地の町及び字の区域を画定することについて，地方⾃治法の規定により市議会の議決を求め

ます。
あらたに生じた⼟地の所在 高知市仁井田字新港4712番２地先
あらたに定める町及び字の名称 仁井田字新港

【総務部政策企画課】
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③指定管理者の指定の一部変更議案
指定管理者の指定の一部を変更します。

施 設 名 桂浜荘
指定管理者 一般財団法人高知市桂浜公園観光開発公社
指定の期間 【変更前】令和７年３⽉31日まで 【変更後】令和３年９月30日まで

【商工観光部観光振興課】

④東部総合運動場テニスコート改良⼯事請負契約締結議案
契約⾦額 207,541,400円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 ミタニ・⼤旺新洋・泉特定建設工事共同企業体

【市⺠協働部スポーツ振興課】

⑤市⽴保育所等モバイルパソコン購入契約締結議案
契約⾦額 28,820,000円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 有限会社ファーストメディカル

【こども未来部保育幼稚園課】

⑥テレワーク⽤パソコン等購入契約締結議案
契約⾦額 32,417,000円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 ワールドビジネスシスコム株式会社

【総務部情報政策課】

⑦放課後児童クラブ⽤庁内事務⽤パソコン，プリンタ購入契約締結議案
契約⾦額 16,877,080円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 株式会社高知事務機

【こども未来部⼦ども育成課】

⑧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⺠事調停を申し⽴て

ます。
【都市建設部住宅政策課】
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③損害賠償の額の決定についての市⻑専決処分の報告
交通事故２件，管理瑕疵１件，過失１件の損害賠償の額を決定しました。

②⼯事請負契約の一部変更についての市⻑専決処分の報告 １件
・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

契約⾦額 【変更前】399,548,600円 【変更後】405,276,300円（5,727,700円増額）
変更内容 園庭砂が風により敷地外へ⾶散しないよう対策を講ずるため，園庭改良工法の変更等を⾏いました。

【こども未来部保育幼稚園課】

⑶ 報告 ５件

①継続費の精算報告 ３件
・令和２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２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】
・令和２年度高知市公共下水道事業会計継続費の精算報告 【上下水道局企画財務課】


