
第487回高知市議会定例会提出議案の概要



（単位:千円，％）
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１ 提出議案

※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 12月補正 対前年

予算額 予算額 同期比
(151,443,060) (151,895,060) (80.9)

               151,449,020                      452,000                151,901,020 79.2

               107,487,701                      292,545                107,780,246 113.2

                     818,000  繰越明許費設定                      818,000 127.0

                35,937,000                        37,637                 35,974,637 103.1

                30,861,429  債務負担行為設定                 30,861,429 151.0

                32,645,656                      254,908                 32,900,564 102.6

                11,927,400                                -                 11,927,400 106.4
(20,010,900) (20,010,900) (110.1)

                20,822,100                                -                 20,822,100 105.2
(290,869,061) (291,613,606) (93.3)

               291,686,221                      744,545                292,430,766 92.0

                15,216,711                        -4,564                 15,212,147 104.4
(275,652,350) (276,401,459) (92.8)

               276,469,510                      749,109                277,218,619 91.4

総計

重複額

純計

公共下水道事業会計

区分

  収益事業

補正後の額

一般会計

特別会計

水道事業会計

  介護保険事業

  国民健康保険事業

  卸売市場事業

予 算 議 案 5 件 ●

●

補正予算は，新型コロナウイルス感染症対策として，３回目のワクチン
接種のほか，第６波の感染拡大に備えＰＣＲ検査や入院医療費の自己負
担分を支援する費用など，一般会計で約４億５千万円の増額補正

予算外は，一宮市民会館や秦中央保育園の改築による所在地の変更等に
伴う条例の一部改正議案や，過疎地域持続的発展計画を策定することに
ついて市議会の議決を求める議案などを提出

条 例 議 案 4 件

そ の 他 議 案 7 件

合 計 16 件

報 告 1 件
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４ 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

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 490.4億円

（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

（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
（短期継続融資保証料補助など）

（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ワクチン接種事業費
・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 等

・◎住宅耐震化推進事業費
・◎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 等

・観光客誘致推進事業費補助金
・アマチュアスポーツ合宿誘致事業費補助金 等

・産業廃棄物適正処理施設整備事業費負担金
（令和３～６年度債務負担行為設定 限度額16.2億円）

・○清掃工場⾧寿命化整備事業費

・道路災害復旧費
・河川災害復旧費
・農道・水路災害復旧費

・【収益事業】競輪開催業務等委託
（令和３～７年度債務負担行為設定 限度額1.2億円）

・【介護保険事業】予防給付ケアマネジメント事業費 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 イベント・スポーツ等によるにぎわいの創出

⑹ その他

⑺ 減額補正

⑻ 特別会計

4.1億円

0.6億円

0.4億円

4.8億円

▲7.9億円

2.9億円

⑸ 災害復旧 0.3億円

10月補正予算

9.3億円
（公共交通事業者応援事業費補助など）

12月補正予算

4.1億円
（今回補正）

※端数調整のため計算が合わないことがある。

⑷ 環境負荷の低減 2.3億円



⑴ 新型コロナウイルス対策 414,058千円

５ 補正予算の内容
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③感染症対策事業費
補正額 4,718千円（国１／２）（現予算額 8,658千円）

④新型コロナウイルス検査事業費
補正額 106,130千円（国１／２）（現予算額 211,033千円）

⑤新型コロナウイルス感染症入院医療費
補正額 35,270千円（国３／４，１／２）（現予算額 82,881千円）

新型コロナウイルス感染症の第６波の感染拡大に備え，ＰＣＲ検査に係る医療機関等への委託費や，保健所で実施する
ＰＣＲ検査で使用する試薬等の購入費用，入院医療費の自己負担分を支援するための費用を増額します。

【健康福祉部地域保健課】

増額

①新型コロナウイルスワクチン接種事業費
補正額 142,312千円（国10／10）（現予算額 1,503,609千円）

②新型コロナウイルスワクチン接種事務費
補正額 125,628千円（国10／10）（現予算額 663,350千円）

３回目のワクチン接種が開始されることから，接種に係る医療機関への委託費やコールセンターの運営経費等を増額し
ます。

【健康福祉部地域保健課】

増額

増額

増額

増額
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⑵ 安全・安心なまちづくりの推進 61,766千円

①◎住宅耐震化推進事業費
補正額 52,200千円（国１／２・県１／４， ３／４， １／２ ）（現予算額 404,892千円）

地震に強い安全なまちづくりを目指し，昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅の耐震化を推進するため，木造住
宅耐震設計補助40件，住宅耐震改修補助40件の費用を増額します。

【都市建設部建築指導課】

増額

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助金
補正額 7,566千円（国２／５・県１／５） （現予算額 5,220千円）

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，解体に要する費用を助成します。

【都市建設部建築指導課】

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°

増額

国費の内示等
に伴う補正

③●災害対応型給油所整備促進事業費補助金
補正額 2,000千円（県１／２）

災害時における燃料の安定的な供給源の確保を図るため，災害時の給油所の稼働に必要となる設備を整備する費用を助
成します。

【防災対策部防災政策課】

継続
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⑶ イベント・スポーツ等によるにぎわいの創出 39,800千円
※債務負担行為設定額・減額分は含まない

②アマチュアスポーツ合宿誘致事業費補助金
補正額 1,000千円

陸上競技において箱根駅伝優勝など，全国的に有名な強豪校である青山学院大学陸上競技部の合宿を誘致することによ
り，全国に高知の魅力をＰＲするとともに，市民と交流を行うなど，スポーツへの関心を高め競技力の向上を図ります。

【商工観光部観光振興課】

新規

③【債務負担行為設定】新図書館西敷地利活用事業者選定支援業務委託
期 間 令和３年度から令和４年度まで 限度額 4,523千円

現在契約中の業務について，新型コロナウイルス感染症の影響により事業に大幅に遅れが生じ，契約期間の延⾧と業務
内容の追加による委託金額の増額が必要となることから，債務負担行為を設定します。

【商工観光部商工振興課】

増額

②○清掃工場⾧寿命化整備事業費
補正額 225,000千円（現予算額 139,000千円）

３号ボイラーの水管肉厚に管理値を下回った部分があり，現状のままでは安全管理審査に適合できずボイラー運転がで
きなくなることから，水管減肉部を更新します。

新規

①【債務負担行為設定】産業廃棄物適正処理施設整備事業費負担金
期 間 令和３年度から令和６年度まで 限度額 1,623,334千円

公益財団法人エコサイクル高知が佐川町加茂に建設する管理型産業廃棄物最終処分場について，令和６年度の完成に向
けた整備工事が開始されることから，本市負担金の債務負担行為を設定します。

新規

⑷ 環境負荷の低減 225,000千円
※債務負担行為設定額は含まない

①観光客誘致推進事業費補助金（補助事業の再編及び予算の減額）
補正額 ▲32,175千円（現予算額 130,500千円）
［内訳］ 38,800千円（よさこい祭り及び納涼花火大会に代わる誘客イベントの実施）

▲70,975千円（よさこい祭り及び納涼花火大会の中止による減額補正）
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった，よさこい祭り及び納涼花火大会の関連経費を減額するとともに，
代替イベントとして冬季観光閑散期に「水・光・音楽を融合した噴水エンターテイメントショー」を開催し，観光需要
の創出を図ります。

減額

【商工観光部観光振興課】

【環境部環境施設対策課】

【環境部清掃工場】
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⑸ 災害復旧 26,406千円
増額 ①（道路）◎災害復旧費

補正額 3,377千円（国0.667）
（現予算額 2,000千円）

給与費組替 ▲113千円
令和３年８月豪雨により路側欠損した路側擁壁を
復旧します。

・土佐山４号線

③（河川）◎災害復旧事業費
補正額 6,696千円（国0.667）
給与費組替 ▲254千円

令和３年８月豪雨により決壊した石積護岸を復旧
します。

・有ノ木川
【都市建設部河川水路課】

新規

増額 ④（農業土木施設）○災害復旧費
補正額 4,300千円

（現予算額 23,300千円）
令和３年８月豪雨により崩壊等した農道及び水路
の復旧や崩土撤去等を実施します。

・鏡柿ノ又など19か所
【農林水産部耕地課】

土佐山４号線 路側欠損

鏡柿ノ又 水路底版欠損
L=3.5m W=1m H=0.3m

有ノ木川

領家 農道への倒木

【都市建設部道路整備課】
増額 ②○道路災害復旧費

補正額 12,400千円
（現予算額 20,000千円）
令和３年度に発生した大雨により路側欠損等した
道路を復旧します。

・朝倉147号線など38か所
朝倉147号線 路側欠損 鏡115号線 路側欠損

【都市建設部道路整備課・道路管理課】
土佐山197号線 路側欠損
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476,241千円
※債務負担行為設定額は含まない

③後期高齢者医療広域連合負担金
補正額 5,853千円（現予算額 4,671,808千円）

令和２年度に概算額で負担していた医療給付費の確定に伴い，不足額を負担します。
【健康福祉部保険医療課】

増額

①【債務負担行為設定】北部地域子育て支援拠点事業業務委託
期 間 令和３年度から令和４年度まで 限度額 8,442千円

来年度開設予定で現在工事を進めている（仮称）北部地域子育て支援センターについて，運営業務を委託するための準
備に着手する必要があることから，債務負担行為を設定します。

【こども未来部子ども育成課】

新規

②放課後児童健全育成事業管理運営費
補正額 8,804千円（国１／３・県１／３）（現予算額 178,126千円）

欠員補充に係る臨時支援員の報償費を増額します。
【こども未来部子ども育成課】

増額

④猫不妊去勢手術助成事業費
補正額 3,158千円（現予算額 3,089千円）

飼い主不明猫の不妊去勢手術費用の一部助成について，助成件数の増加に伴い予算が不足することから増額します。
【健康福祉部生活食品課】

増額

⑹ その他

⑥桂浜公園整備基金積立金
補正額 3,296千円

平成11年に募金活動により実施された龍馬像修復工事の工事残金について，資金を管理していた（一財）高知市桂浜公
園観光開発公社より，本市に寄附の申し出があったことから，寄附金を基金に積み立てます。

【商工観光部観光振興課】

新規

⑤鳥獣被害緊急対策事業費
補正額 3,772千円（現予算額 16,472千円）

有害鳥獣の捕獲に対する報償金について，捕獲頭数の増加に伴い予算が不足することから増額します。
【農林水産部農林水産課】

増額

⑦東京オリンピック聖火リレー開催事業費収入
（歳入補正額 6,249千円）

東京2020オリンピック聖火リレー高知県実行委員会から聖火リレー開催経費の一部を受け入れます。
【市民協働部スポーツ振興課】
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返還金 15件 補正額 451,358千円
⑧令和２年度介護保険事業費国庫補助金返還金 補正額 3,898千円

【健康福祉部介護保険課】

⑨令和２年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 補正額 32,952千円
⑩令和２年度障害者自立支援医療費県負担金返還金 補正額 16,476千円
⑪令和２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 32,687千円
【健康福祉部障がい福祉課】

⑫令和２年度保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 補正額 32,419千円
⑬令和２年度子ども・子育て支援交付金返還金 補正額 110,904千円
⑭令和２年度子どものための教育・保育給付等国庫交付金返還金 補正額 105,954千円
⑮令和２年度子どものための教育・保育給付等県負担金返還金 補正額 43,696千円
⑯令和２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 12,195千円
⑰令和２年度子育て支援施設等利用給付費県負担金返還金 補正額 5,103千円

【こども未来部保育幼稚園課】

⑱令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金
補正額 3,687千円

⑲令和２年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 補正額 20,281千円
⑳令和２年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 補正額 3,811千円
㉑令和２年度養育医療費県負担金返還金 補正額 1,906千円

【こども未来部子育て給付課】

㉒令和２年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 補正額 25,389千円
【こども未来部母子保健課】
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⑺ 減額補正 ▲791,271千円
※増額分は含まない

①（議会）一般事務費 補正額 ▲1,200千円（現予算額 59,974千円）
【議会事務局庶務課】

②（秘書）一般管理費 補正額 ▲4,000千円（現予算額 17,831千円）
【総務部秘書課】

③まちを美しくする運動推進費 補正額 ▲1,351千円（現予算額 2,610千円）
【市民協働部地域コミュニティ推進課】

④自治体職員協力交流事業費 補正額 ▲2,500千円（現予算額 2,512千円）
⑤北見市姉妹都市交流事業費 補正額 ▲1,541千円（現予算額 1,541千円）

【総務部総務課】
⑥介護給付費等繰出金 補正額 ▲4,564千円（現予算額4,403,211千円）

【健康福祉部介護保険課】
⑦母子家庭等高等職業訓練促進給付事業費 補正額 ▲13,785千円（現予算額 71,444千円）（国３／４）

【こども未来部子育て給付課】
⑧衛生害虫駆除事業費 補正額 ▲3,020千円（現予算額 11,869千円）

【健康福祉部生活食品課】
⑨企業立地助成金 補正額 ▲5,074千円（現予算額 33,000千円）
⑩れんけいこうち大型船舶寄港誘致推進事業費 補正額 ▲12,321千円（現予算額 20,000千円）
⑪れんけいこうち新市場開拓支援事業費 補正額 ▲11,311千円（現予算額 30,000千円）

【商工観光部商工振興課】
⑫よさこい振興事業費 補正額 ▲5,593千円（現予算額 5,621千円）
⑬桂浜ゴールデンウィーク等渋滞対策事業費 補正額 ▲4,413千円（現予算額 11,405千円）
⑭スーパーよさこい事業費補助金 補正額 ▲1,000千円（現予算額 1,000千円）
⑮よさこい祭り補助金 補正額 ▲9,000千円（現予算額 19,386千円）
⑯観光客誘致推進事業費補助金（再掲） 補正額 ▲32,175千円（現予算額 130,500千円）

［内訳］ 38,800千円（よさこい祭り及び納涼花火大会に代わる誘客イベントの実施）
▲70,975千円（よさこい祭り及び納涼花火大会の中止による減額補正）

⑰種崎海水浴場管理運営補助金 補正額 ▲1,664千円（現予算額 1,747千円）
⑱あったか土佐おもてなし観光事業費 補正額 ▲1,642千円（現予算額 3,819千円）
⑲高知の魅力海外発信事業費 補正額 ▲987千円（現予算額 987千円）

【商工観光部観光振興課】
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⑳◎老朽住宅除却事業費 補正額 ▲2,823千円（現予算額 150,000千円）（県１／４）
【都市建設部建築指導課】

㉑（小学校）○施設整備事業費 補正額 ▲4,543千円（現予算額 13,942千円）
㉒（中学校）○施設整備事業費 補正額 ▲9,909千円（現予算額 27,950千円）

【教育委員会学校環境整備課】
㉓奨学資金 補正額 ▲12,800千円（現予算額 39,100千円）

【教育委員会青少年・事務管理課】
㉔まんさい活性化事業費 補正額 ▲1,455千円（現予算額 2,910千円）

【総務部文化振興課】
㉕元金 補正額 ▲603,800千円（現予算額15,880,376千円）

【財務部財政課】

⑻ 特別会計 292,545千円
※債務負担行為設定額は含まない

【国民健康保険事業特別会計】
①一般管理事務費

補正額 4,637千円（現予算額 146,165千円）
令和４年度から少子化対策として開始される未就学児の均等割保険料の５割軽減に対応するため，システムを
改修します。

【健康福祉部保険医療課】

増額

②令和２年度保険給付費等交付金返還金
補正額 33,000千円

令和２年度特定健康診断の負担金の確定に伴う返還を行います。
【健康福祉部保険医療課】
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【介護保険事業特別会計】
①【歳入組替】電算システム事務費補助金

補正額 4,564千円
②【歳入組替】事務費繰入金

補正額 ▲4,564千円（現予算額 324,652千円）
令和３年度制度改正に伴うシステム改修費用について，国の補助金の交付が決定したことに伴い，歳入予算を組み替え
ます。

【健康福祉部介護保険課】

⑤地域支援事業費償還金
補正額 71,006千円（現予算額 1千円）

令和２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】

増額

③予防給付ケアマネジメント事業費
補正額 9,784千円（現予算額 63,328千円）

ケアプラン作成委託費について，予算が不足することから増額します。
【健康福祉部高齢者支援課】

増額

④償還金
補正額 174,118千円（現予算額 1千円）

令和２年度介護給付費国・県負担金等の精算に伴う返還を行います。
【健康福祉部介護保険課】

増額

【収益事業特別会計】
①（債務負担行為設定）競輪開催業務等委託

期 間 令和３年度から令和７年度まで 限度額 123,395千円
令和４年度に開催予定の記念競輪（GⅢ）に代わり，全日本選抜競輪（GⅠ）を開催することが決定し，
委託業務内容を変更する必要が生じたことから，新たに債務負担行為を設定します。

【商工観光部公営事業課】

継続
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６ 予算外議案
⑴ 条例議案

①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
⾧期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い，⾧期優良住宅建築等計画認定申請手数料等に関する規定を整備し
ます。

【都市建設部建築指導課】

②高知市立市民会館条例の一部を改正する条例議案
一宮市民会館の改築に伴い所在地を変更するほか，新設された貸室の使用料を定めます。

【変更前】高知市一宮西町三丁目22番14号 【変更後】高知市一宮西町三丁目22番16号
【市民協働部人権同和・男女共同参画課】

③高知市立保育所条例の一部を改正する条例議案
秦中央保育園の移転改築に伴い所在地を変更します。

【変更前】高知市北秦泉寺64番地 【変更後】高知市中秦泉寺55番地１
【こども未来部保育幼稚園課】

④高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案
出産育児一時金の支給額について，産科医療補償制度の掛金が１分娩当たり4,000円引き下げられたことに伴い，少子化
対策の観点から同額を本人給付分に加算します。

【健康福祉部保険医療課】

４件

出産育児一時金 産科医療補償制度加入
医療機関で出産

【変更前】 40万4,000円 ＋ １万6,000円 ＝ 42万円
【変更後】 40万8,000円 ＋ １万2,000円 ＝ 42万円
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②指定管理者の指定に関する議案 ５件
下記の施設について，指定管理者を指定します。

施設名 指定管理者 指名･公募 指定期間 担当課

⑴ 高知市市民活動サポートセンター 特定非営利活動法人
ＮＰＯ高知市民会議 公募 ５年間 市民協働部

地域コミュニティ推進課

⑵ 高知市立龍馬の生まれたまち記念館 シダックス大新東ヒューマン
サービス㈱ 公募 ３年間 商工観光部観光振興課

⑶ はりまや橋観光バスターミナル ㈱土佐電ビルサービス 公募 ３年間 商工観光部観光振興課

⑷ 高知市桂浜公園 ㈱はりま家 公募 10年間 商工観光部観光振興課

⑸ 高知市文化プラザ
高知市立中央公民館 高知市文化プラザ共同企業体 指名 １年間 総務部文化振興課

⑵ その他議案 ７件
①高知市過疎地域持続的発展計画策定に関する議案
高知市過疎地域持続的発展計画を策定することについて，過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により
市議会の議決を求めます。

【総務部政策企画課】

③木村会館耐震補強及び大規模改修工事請負契約締結議案
契約金額 171,322,800円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 ㈲有生

【健康福祉部高齢者支援課】

①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３件，管理瑕疵２件の損害賠償の額を決定しました。

⑶ 報告 １件


