
令和４年６月 高知市

第490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

予 算 議 案 2 件 ●

●

補正予算は，コロナ禍における原油価格や物価高騰による影響への支援
策として，給食費の高騰対応や，水道料金の減免等，市民の負担軽減を
図るとともに，団体旅行客誘致促進給付やウインターナイトキャンペー
ン等の実施による旅行閑散期対応を行う等，経済活性化を図るため，一
般会計で15億9,900万円の増額補正

予算外は，子育て世帯生活支援特別給付金等に係る一般会計補正予算の
市⾧専決処分の承認議案や，中小企業・小規模企業の振興についての施
策を総合的かつ計画的に推進するための条例制定議案などを提出

条 例 議 案 8 件

そ の 他 議 案 11 件

合 計 21 件

報 告 14 件

※１ 子育て世帯生活支援特別給付金など

当初 5/16専決 ６月補正 対前年
予算額 予算額 ※1 予算額 同期比

(103.4)
           151,000,000          530,000                1,599,000            153,129,000 103.4

           106,181,000                    -                             -            106,181,000 104.9

             13,864,200                    -                      1,000              13,865,200 116.3
(20,883,180) (20,883,180) (104.4)

             21,901,100                    -                             -              21,901,100 105.2
(291,928,380) (294,058,380) (104.6)

           292,946,300          530,000                1,600,000            295,076,300 104.6

             15,158,450                    -                  462,000              15,620,450 103.0
(276,769,930) (278,437,930) (104.7)

           277,787,850          530,000                1,138,000            279,455,850 104.7

総計

重複額

純計

公共下水道事業会計

区分 補正後の額

一般会計

特別会計

水道事業会計
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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

１）市民生活の支援
・学校・保育所等の給食費負担軽減
・水道料金の減免

２）中小企業等の事業継続に向けた支援
・公共交通事業者応援事業補助金
・団体旅行客誘致促進給付金給付事業費
・ウインターナイトキャンペーン開催事業費
・よさこい祭り補助金
・観光客誘致推進事業費補助金
・事業用クリーンエネルギー自動車等導入支援事業費 等

・中小企業・小規模企業振興推進事業費
・中小企業・小規模企業振興基金積立金 等

・特定不妊治療助成事業費
・子宮頸がん予防ワクチン接種事業費

・産業廃棄物適正処理施設整備事業費負担金
（令和５～７年度債務負担行為設定 限度額15.0億円）

・本庁舎等総合管理業務委託
（令和５～９年度債務負担行為設定 限度額6.6億円）
・個人番号カード交付事業費 等

３ 補正予算の概略

⑴ 新型コロナウイルス対策 13.5億円

※端数調整のため計算が合わないことがある。

主な対策予算の規模

令和２年度
計

令和３年度
計

420.2億円

199.4億円

対策予算総額 673.9億円
※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）

令和４年度
当初予算

35.5億円

６月補正予算

13.5億円
（今回補正）

（新型コロナウイルスワクチン接種事業など）

（広告活用販売促進支援事業費など）

補正予算
（５月16日専決処分）

5.3億円
（子育て世帯生活支援特別給付金など）

⑶ 子ども・子育て支援の充実等

⑵ 中小企業等の振興

1.3億円

⑸ その他

0.4億円

⑷ 環境負荷の低減

0.8億円



［ 令 和 ４ 年 度 ］R4.4月 内示分

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

⑴ 国の予算及び本市への配分額
［ 令 和 ２ 年 度 ］

第１次補正予算 １兆円
（R2.4.30成立）
〇地方単独事業 0.7兆円
〇国庫補助事業 0.3兆円

10.4億円

１次配分

3.6億円

３次配分

第２次補正予算 ２兆円
（R2.6.12成立）

〇事業継続・雇用維持 １兆円
〇地域経済活性化 １兆円

２次配分

30.2億円

国予算 高知市配分額

第３次補正予算 1.5兆円
（R3.1.28成立）

〇地方単独事業 １兆円
〇即時対応分（県分）0.2兆円
〇国庫補助事業 0.3兆円

３次配分

15.0億円

高知市配分額 小計 59.2億円

［ 令 和 ３ 年 度 ］

令和２年度から
３年度への繰越分

0.1兆円

R3.8配分

1.2億円

高知市配分額国予算

国庫補助事業

R3.8配分

3.5億円
事業者支援分

補正予算 6.8兆円
（R3.12.20成立）

〇地方単独分 1.2兆円
（うち１兆円）

〇国庫補助事業 0.3兆円
〇協力要請推進枠・

即時対応（県）５兆円
〇検査促進枠分（県）

0.3兆円

15.0億円
R3.12配分

4.3億円
R4.3配分

高知市配分額 小計 24億円

新型コロナウイルス感染
症対策予備費等１兆円

（R4.４.28閣議決定）

〇R3→R4繰越 0.2兆円
〇R４予備費 0.8兆円

3.0億円
R4.４内示

8.8億円
R4.４内示

地方単独事業

原油価格・
物価高騰対応分

高知市内示額 小計 11.８億円

⑵ 令和４年度活用可能額の算出
47.5億円

16.4億円

令和４年度
臨時交付金 活用可能額

【 令和３年度 】

11.7億円 8.2億円
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【 令和２年度 】

国予算

R2～４年度 交付金累計 95億円

4.6億円R3→R4繰越(執行中)  2.4億円

執行済額 17.5億円 R4当初(執行中）
11.2億円

R3合計 19.9億円 R4合計 15.8億円 令和４年６月補正 ▲13.5億円
差引残額（予算ベース） 2.9億円

執行済額 47.5億円

15.8億円



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
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6月補正
（今回）

(0.0億円)
0.0億円

(3.8億円)
3.8億円

(6.2億円)
6.2億円

(0.0億円)
0.0億円

(0.5億円)
0.5億円

(3.0億円)
3.0億円

⑶ 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。

(13.5億円)
13.5億円c

(99.７億円)
106.0億円

令和２・3
年度合計

(1.8億円)
3.0億円

(52.2億円)
52.6億円

(5.5億円)
5.6億円

(5.1億円)
7.1億円

(1.6億円)
2.2億円

(10.1億円)
10.9億円

(76.3億円)
81.3億円

令和４年度
現計

(0.7億円)
1.4億円

(5.7億円)
5.9億円

(0.0億円)
0.0億円

(0.6億円)
0.7億円

(0.4億円)
0.5億円

(2.5億円)
2.7億円

(10.0億円)
11.2億円b

6月補正までの
臨時交付金
予算計上額

a+b+c

a

など

保育所等の給食費負担軽減 0.9億円

団体旅行客誘致促進給付金 1.0億円

よさこい祭り補助 0.1億円

ウインターナイトキャンペーン開催事業 0.5億円

観光客誘致推進事業補助 0.5億円

就労継続支援事業補助 0.05億円

公共交通事業者応援事業補助 0.2億円

電算管理費 0.5億円

予備費 3.0億円

団体旅行客誘致促進給付金 1.0億円

中小企業等生産性向上設備導入支援事業補助 1.1億円

ウェディング支援給付金給付事業 0.6億円

広告活用販売促進支援事業 1.1億円

TSUNAGUマーケット開催事業 0.4億円

学校給食畜産物提供推進事業補助 0.4億円

民営保育所等副食費負担軽減 0.03億円

インフルエンザ予防接種費用助成 0.4億円

民営保育所等衛生用品確保等 0.4億円

放課後児童クラブ等感染拡大防止 0.2億円

オンライン学習環境整備 0.4億円

ＧＩＧＡスクール運営支援 0.1億円

スクールバス運行事業 0.1億円

など

など

など

感染症対策のための共用パソコンの廃止等 0.4億円
など

予備費 2.5億円 など

小中学校等の給食費負担軽減 0.7億円

水道料金減免 4.6億円

事業用クリーンエネルギー自動車等導入支援事業 1.4億円

高騰

高騰

高騰

高騰

高騰
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⑴ 新型コロナウイルス対策 1,347,295千円

6 補正予算の内容

②扶助費（※市立保育所等に係る給食費の負担軽減）
市立保育所費 補正額 14,336千円（現予算額 368,937千円）
かがみ保育所費 補正額 108千円（現予算額 3,149千円）
とさやま保育所費 補正額 234千円（現予算額 5,948千円）
久重分園運営費 補正額 54千円（現予算額 1,959千円）

③民営保育所等給食費物価高騰対策給付金給付事業費 補正額 66,351千円

④私立幼稚園等給食費物価高騰対策給付金給付事業費 補正額 2,555千円
新型コロナウイルス感染症の影響等による食材費の高騰に対して，保育所等に係る子育て世帯の給食費の負担を軽減す
るため，必要な費用を増額します。

【こども未来部保育幼稚園課】

新規

１）市民生活の支援 618,186千円

新規

①給食事業費（給食費の負担軽減）
市立小中学校等分 補正額 72,000千円（現予算額 407,674千円）
特別支援学校分 補正額 548千円（現予算額 514千円）

新型コロナウイルス感染症の影響等による食材費の高騰に対して，小中学校等に係る子育て世帯の給食費の負担を軽減
するため，必要な費用を増額します。

【教育委員会教育政策課】

新規

新規
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②団体旅行客誘致促進給付金給付事業費
補正額 100,000千円（現予算額 100,000千円）

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
泊する団体旅行を誘致し，市内への誘客を図ります。なお，本予算の対象期間は令和４年12月から令和５年２月頃まで
に行われる旅行を想定しています。

【商工観光部観光企画課】

２）中小企業等の事業継続に向けた支援 378,359千円

・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

増額

①公共交通事業者応援事業費補助金
補正額 20,000千円

公共交通の利用促進のため，市内小学校の児童に，夏休み期間中の電車・バスが乗り放題となる「サマーキッズパス
ポート」を配布する取組を支援します。

【市民協働部交通戦略課】

R3年度
１月補正

R4年度
当初

R4年度
6月補正

100,000千円
（20,000人泊）

100,000千円
（20,000人泊）

100,000千円
（20,000人泊）

①令和３年度補正予算，②令和４
年度当初予算と組み合わせて実施

※①②に残余があった場合は，
③と合わせて執行R4.5.9～R4.8.1旅行対象 R4.12月～R5.2月

旅行対象※

① ② ③

⑤一般会計負担金（※水道料金の減免に要する費用への負担金）
補正額 462,000千円（現予算額 10,000千円）

⑥水道事業会計
業務委託費 補正額 1,000千円（現予算額 331,583千円）
（収入）給水料金 補正額 ▲461,000千円（現予算額 6,420,635千円）
（収入）一般会計負担金 補正額 462,000千円（現予算額 18,848千円）

コロナ禍において，物価高騰の影響を受けている市民生活を支援するため，水道を利用される方のうち，水道メーター
口径13㎜または20㎜の契約者（一部事業者含む）に対し，基本料金の80％を４か月間減免します。

・減免対象者・・・水道メーター口径13㎜または20㎜の契約者（共同住宅等の特例を含む）
・減免対象・・・基本料金の80％（従量料金は減免対象外）
・減免対象期間・・・令和４年９月～令和４年12月検針分
※ 減免相当額及び料金システム改修に係る業務委託費については，一般会計から繰り出します。

【財務部財政課・上下水道局お客さまサービス課】

継続

新規

新規

新規

新規
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新規

増額

⑥事業用クリーンエネルギー自動車等導入支援事業費
補正額 140,000千円

新型コロナウイルス感染症等の影響により燃料費等が高騰していることから，市内事業者がクリーンエネルギー車等を
導入する際の支援金を設け，経費を圧縮しつつ経営体力を温存し，事業環境の回復を見据えた先行投資を促し，間接的
に事業活動の支援を行います。

【商工観光部商工振興課】

④よさこい祭り補助金
補正額 11,759千円（現予算額 19,386千円）

第69回よさこい祭り（令和４年）は，新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考慮して中止となったが，「よさこい鳴
子踊り特別演舞」として，通常開催に近い形での開催が決定されたことから，主催者であるよさこい祭振興会へ，感染
防止安全計画に沿った感染拡大防止対策を実施する経費を補助するため，増額を行います。

【商工観光部観光魅力創造課】

⑤観光客誘致推進事業費補助金
補正額 51,000千円（現予算額 137,957千円）

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ高知観光誘客の推進や，宿泊施設の利用促進，中心市街地の活性化
のため，既存の事業に加えて，秋にナイトタイムエコノミーを活性化させる「水・光・音楽を融合したエンターテイメ
ントショー」を開催し，観光需要の創出を図ります。

【商工観光部観光魅力創造課】

増額

・対象事業者 本市に本社又は主たる事業所のある法人格を有する中小事業者
・支援対象 燃料電池車（FCV），電気自動車（EV），プラグインハイブリット車（PHEV），ハイブリット車（HV），

クリーンディーゼル車，LPG車の新車及び中古車
・支援額（例） FCV（新車:1,900千円），EV（新車:600千円），PHEV（新車:400千円），HV（新車:200千円）

※中古車は新車の半額

③ウィンターナイトキャンペーン開催事業費
補正額 50,000千円

新型コロナウイルス感染症の影響により，本市の観光関連産業等が大きな打撃を受けているため，観光客受入れの閑散
期にあたる冬季において，クリスマスをテーマにした新規イベントの開催や，冬イベントの包括的なPR動画の制作を行
い，本年度のみの集客ではなく，今後の誘客にも活かします。

【商工観光部観光企画課】

新規
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増額 ①電算管理費
補正額 50,750千円（現予算額 1,132,102千円）

令和３年度より本格利用を開始したRPAツールについて，より高度な利用環境の構築や適用範囲事業の拡大を行うた
めに必要な費用を増額します。

【総務部情報政策課】

３）市役所の感染対策・業務継続対策 50,750千円

４）その他 300,000千円

①予備費
補正額 300,000千円（現予算額 300,000千円）

新型コロナウイルス感染症への対応等，不測の事態へ対応するため，予備費の増額を行います。
【財務部財政課】

増額

⑦就労継続支援事業費補助金
補正額 5,600千円

雇用契約を結んでいないことにより雇用調整助成金の対象とならない就労継続支援Ｂ型事業所利用者の新型コロナウイ
ルス感染症の影響に伴う工賃減に対する支援として，事業所に支援金を支給します。

【健康福祉部障がい福祉課】

継続

⑵ 中小企業等の振興

新規 ①中小企業・小規模企業振興審議会委員報酬 補正額 303千円
②中小企業・小規模企業振興推進事業費 補正額 3,800千円
③中小企業・小規模企業振興基金積立金 補正額 35,030千円
高知市中小企業・小規模企業振興条例及び高知市中小企業・小規模企業振興基金条例の制定に合わせ，条例に定める審
議会に係る委員報酬や戦略プランの作成費用について増額すると共に，戦略プランに登載された事業等を総合的かつ計
画的に推進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

39,133千円

新規
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①特定不妊治療助成事業費
補正額 30,000千円（現予算額 38,788千円）

不妊治療の保険適用に伴う経過措置として，年齢が43歳以上の方が令和４年度に始めた保険適用外の治療についても，
年度内に治療が終了する場合は助成対象とするため，必要な費用を増額します。

【こども未来部母子保健課】

⑷ 環境負荷の低減

133,800千円

増額

②子宮頸がん予防ワクチン接種事業費
補正額 103,800千円（現予算額 39,964千円）

子宮頸がん予防ワクチンの定期接種について，積極的な勧奨を差し控えていた期間の対象者（平成９年度から平成17年
度生まれの方）に対して，接種機会の確保の観点から，定期接種対象年齢を超えて接種を可能とするため，必要な費用
を増額します。

【こども未来部母子保健課】

増額

⑶ 子ども・子育て支援の充実等

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５年度から令和７年度まで 限度額 1,501,025千円

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，新型コロナウイルス感
染症の影響に伴い，工事の完成予定が令和６年度から令和７年度へ遅れることから，本市負担金の債務負担行為を再度
設定します。

【環境部環境施設対策課】

継続

総額 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

令和３年12月設定時 1,623,334

今回の設定 1,623,334 122,309

1,623,334

1,501,025

※本市の負担総額の変更なし。令和４年度当初予算額を除いた後年度の負担額について，工期の延⾧に合わせて再度設定するもの。

（単位:千円）
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継続

⑸ その他 78,772千円

②個人番号カード交付事業費
補正額 11,341千円（国１0／10）（現予算額 46,670千円）

民間の広告宣伝による集客力や接客力を利用し，出張申請及び同会場におけるマイナポイント申し込み支援を効率的に
行うことにより，マイナンバーカード交付促進の体制強化，窓口の混雑緩和を図るため，必要な費用を増額します。

【市民協働部中央窓口センター】

増額

①【債務負担行為設定】本庁舎等総合管理業務委託
期 間 令和５年度から令和９年度まで 限度額 659,441千円

本庁舎，第二庁舎，たかじょう庁舎等において，常駐施設管理や施設警備，来庁者駐車場管理等を総合的に委託するこ
とにより，管理業務の品質や利用者の利便性向上，管理コストの縮減を図るため，債務負担行為を設定します。

【総務部総務課】

⑤地籍調査事業費
補正額 10,668千円（国１／２・県１／４）（現予算額 100,000千円）

国費・県費の交付決定額に合わせて増額します。 【市民協働部地籍調査課】

増額

④〇桂浜公園整備事業費
補正額 57,000千円

桂浜公園内に設置されているキュービクル式高圧受電設備について，老朽化しているとともに新たなテナントを受け入
れるに当たって十分な容量を有していないことから，重要な公共インフラとして，更新工事を行います。

【商工観光部観光企画課】

③狂犬病予防対策事業費
補正額 ▲237千円（現予算額 3,486千円）

（歳入）補正額 ▲2,250千円（現予算額 10,101千円）※狂犬病予防手数料
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い，犬猫等の販売業者へのマイクロチップの装着・情報登録の義務化
がなされることにあわせて，鑑札の交付事務などの一部が不要となることから，対象予算を減額します。

【健康福祉部生活食品課】

減額

新規
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7 予算外議案

⑴ 条例議案 ８件

①高知市中小企業・小規模企業振興条例制定議案
中小企業・小規模企業の振興についての施策を総合的かつ計画的に推進し，本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与す

るため，条例の制定を行います。 【商工観光部産業政策課】

②高知市中小企業・小規模企業振興基金条例制定議案
本市の中小企業及び小規模企業の成⾧発展に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため，高知市中小企業・小規模企

業振興基金条例の制定を行います。 【商工観光部産業政策課】

③高知市産業活性化条例の一部を改正する条例議案
高知市中小企業・小規模企業振興条例の制定に伴い，条例の一部の規定を整備します。 【商工観光部産業政策課】

④高知市税条例等の一部を改正する条例議案
地方税法の一部改正等に伴い，個人住民税の住宅ローン控除の見直しや，上場株式等に係る配当所得の課税方式を所得税

と一致させること等の見直しを行います。 【財務部税務管理課】

⑤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
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い，犬猫等の販売業者へのマイクロチップの装着・情報登録の義務化が

なされることから，狂犬病予防法に基づく登録手数料について，規定を整備します。
【健康福祉部生活食品課】

⑥高知市児童福祉施設の設備及び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
⑦高知市幼保連携型認定こども園の設備及び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

民法の一部を改正する法律の施行に伴い，成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから，規定を整備します。
【こども未来部保育幼稚園課】

⑧高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案
新たに追加となる春野町弘岡産業団地地区計画の区域内における建築物等について，条例による制限を行うため，規定を

整備します。 【都市建設部建築指導課】
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①令和３年度高知市一般会計補正予算についての市⾧専決処分の承認議案
新型コロナウイルスのＰＣＲ検査に係る医療機関等への委託費や，入院医療費の自己負担分への支援に迅速に対応する

費用として，70,000千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。

【健康福祉部地域保健課】

②令和４年度高知市一般会計補正予算についての市⾧専決処分の承認議案
低所得のひとり親子育て世帯等に対して，子育て世帯生活支援特別給付金を迅速に給付するため，給付事業費及び事務

費予算として，530,000千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。

【こども未来部子育て給付課】

③高知市税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
地方税法の一部改正に伴い，商業地等に係る土地の固定資産税についての負担調整措置や，省エネルギー改修を行った

既存住宅に対する固定資産税の減税措置等について，市⾧専決処分を行いました。
【財務部税務管理課】

④高知競輪場走路改修工事請負契約締結議案
契約金額 430,426,700円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 株式会社NIPPO・泉建設工業株式会社・土佐新高建設株式会社

高知競輪場走路改修工事特定建設工事共同企業体

【商工観光部公営事業課】

⑵ その他議案 11件

事業名 予算 （千円）

新型コロナウイルス検査事業費 35,000

新型コロナウイルス感染症入院医療費 35,000

事業名 予算 （千円）

ひとり親世帯生活支援特別給付金（事務費含む） 304,500

子育て世帯生活支援特別給付金（事務費含む） 225,500
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⑤（令和４年度）令和３年度漁強化第１－２号春野漁港施設機能強化工事請負契約締結議案
契約金額 292,490,000円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 新創・大旺新洋特定建設工事共同企業体

【農林水産部農林水産課】

⑥大型水槽車（南４号）購入契約締結議案
契約金額 51,610,600円（消費税及び地方消費税，非課税・不課税取引額含む）
契約者 有限会社四国消防機材

⑦水槽付消防ポンプ自動車（旭１号）購入契約締結議案
契約金額 54,355,700円（消費税及び地方消費税，非課税・不課税取引額含む）
契約者 株式会社中村防災サービス

⑧非常備消防ポンプ自動車CD－I型（高知市消防団江ノ口分団）購入契約締結議案
契約金額 27,955,680円（消費税及び地方消費税，非課税・不課税取引額含む）
契約者 株式会社藤島

【消防局警防課】

⑨塵芥収集車（回転板式標準キャブ）購入契約締結議案（４台）
契約金額 26,221,760円（消費税及び地方消費税，非課税・不課税取引額含む）
契約者 いすゞ自動車中国四国株式会社四国支社高知支店

【環境部環境業務課】

⑩塵芥収集車（回転板式ワイドキャブ）購入契約締結議案（３台）
契約金額 20,543,640円（消費税及び地方消費税，非課税・不課税取引額含む）
契約者 高知日野自動車株式会社

【環境部環境業務課】

水槽付消防ポンプ自動車大型水槽車 非常備消防ポンプ自動車



14

①令和３年度繰越計算書の報告 12件
・令和３年度高知市一般会計継続費繰越計算書
・令和３年度高知市一般会計繰越明許費繰越計算書
・令和３年度高知市一般会計事故繰越し繰越計算書
・令和３年度高知市卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書
・令和３年度高知市駐車場事業特別会計繰越明許費繰越計算書
・令和３年度高知市産業立地推進事業特別会計継続費繰越計算書
・令和３年度高知市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書
・令和３年度高知市水道事業会計継続費繰越計算書（２件）
・令和３年度高知市水道事業会計予算繰越計算書
・令和３年度高知市公共下水道事業会計継続費繰越計算書
・令和３年度高知市公共下水道事業会計予算繰越計算書

【財務部財政課・上下水道局企画財務課】

②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 １件
・仁ノ地区排水路整備工事（その２）

契約金額総額 【変更前】162,165,300円【変更後】164,351,000円（2,185,700円増額）
変更内容 令和４年３月から適用した公共工事設計労務単価の運用（請負工事）に係る特例措置に基づき，増額変更を行いました。

【農林水産部耕地課】

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３件，管理瑕疵３件，過失１件の損害賠償の額を決定しました。

⑶ 報告 14件

⑪和解に関する議案
高知市立小学校の校外学習において発生した事故に関する損害賠償の請求に関して，相手方と和解します。

【教育委員会学校教育課】


