
令和４年11月 高知市

第493回高知市議会臨時会提出議案の概要



（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，コロナ禍の中，ウクライナ情勢や急速な円安による原油価
格高や物価高騰への支援策として，小中学校や保育所などの給食費等や
保育料等の免除等のほか，水道料金の減免等により，市民の負担軽減を
図るとともに，利用者が減少し，厳しい経営におかれているとさでん交
通㈱の支援など，一般会計で36億4,500万円の増額補正

予算外は，高知市放課後児童健全育成条例の一部を改正する条例議案や，
価格高騰緊急支援給付金給付事務に係る一般会計補正予算の市⾧専決処
分の承認議案を提出

条 例 議 案 １ 件

そ の 他 議 案 １ 件

合 計 ４ 件

報 告 １ 件

※１ 価格高騰緊急支援給付金給付事務費

現計 10/11専決 11月補正 対前年
予算額 予算額※１ 予算額 同期比

(107.1)
         158,365,000                218,000             3,645,000          162,228,000 107.1

         109,582,538                          -                          -          109,582,538 101.9

           13,865,200                          -                    2,000            13,867,200 116.3
(20,883,180) (20,883,180) (104.4)

           21,901,100                          -                          -            21,901,100 105.2
(302,695,918) (306,560,918) (105.4)

         303,713,838                218,000             3,647,000          307,578,838 105.4

           15,620,450                          -                232,500            15,852,950 104.2
(287,075,468) (290,707,968) (105.5)

         288,093,388                218,000             3,414,500          291,725,888 105.5

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

総計

重複額

純計

区分
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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
・価格高騰緊急支援給付金給付事業費
・学校・保育所等の給食費等の負担軽減
・保育所・認定こども園等の保育料等の負担軽減
・水道料金の減免
・公衆街路灯物価高騰対策臨時特例事業費補助金

２）社会福祉施設等の事業継続に向けた支援
・介護保険施設等衛生用品確保事業費
・高齢者施設衛生用品確保事業費
・高齢者施設等集中的検査事業費

３）中小企業等の事業継続に向けた支援
・公共交通緊急支援事業費補助金
・○鉄道軌道輸送対策緊急支援事業費補助金
・○農産物集出荷施設等整備事業費補助金

４）市役所の感染対策・業務継続対策
・斎場感染拡大防止対策事業費
・常備消防活動衛生用品等確保事業費

・○施設整備事業費（小学校）
・◎空調設備整備事業費（特別支援学校）

・○中学校施設災害復旧費

３ 補正予算の概略

⑴ 新型コロナウイルス対策 35.55億円

※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 735.9億円

※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
（水道料金の減免など）

（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
（５/16専決処分）

5.3億円
（子育て世帯生活支援特別給付金など）

７月補正予算

3.2億円
（農業用肥料高騰緊急対策給付金給付事業など）

⑵ 安全・安心な教育環境の整備 0.87億円

⑶ 災害復旧 0.03億円

9月補正予算

21.0億円
（社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金給付事業など）

補正予算
(10/11専決処分)

2.2億円

11月補正予算

35.6億円
（価格高騰緊急支援給付金給付事務費）

（価格高騰緊急支援給付金給付事業など）



［ 令 和 ４ 年 度 ］

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配分

8.8億円
R4.４配分

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 20億円

⑵ 令和４年度活用可能額の算出

47.5億円 令和４年度 臨時交付金 活用可能額
35.8億円

【 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 103.2億円

R3→R4繰越(執行中)  2.4億円

執行済額 17.5億円 当初
11.2億円
(執行中）

R3合計 19.9億円 R4合計 45.2億円

執行済額 47.5億円

15.8億円

6月補正
13.5億円
(執行中）

【 令和４年度 】

令和３年度から
４年度への繰越分

〇国庫補助事業 0.3兆円の内数 0.6億円

R4.６配分

7月補正
3.2億円
(執行中）

11月補正
11.0億円

(今回の補正）

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援地方交付金 7.6億円

R4.９内示分

９月補正
6.3億円
(執行中）

高知市配分額（内示含む）

（臨時交付金配分額については，全額予算化）
※ 臨時交付金事業は，今後，執行不用も想定されることから，臨時交付金

を有効活用するため，予算は配分額以上に措置している。
※ 現時点で臨時交付金の令和５年度への繰越は認められていない。



⑴ 新型コロナウイルス対策 3,555,000千円

６ 補正予算の内容
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1）市民生活の支援

①価格高騰緊急支援給付金給付事業費
補正額 2,800,000千円（国10／10）
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ，特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯

等）に対して１世帯当たり５万円の現金を給付します。

【健康福祉部非課税世帯等臨時特別給付課】

3,435,918千円

【支給額】１世帯当たり５万円
【対象世帯（想定世帯数）】

①非課税世帯（約52,000世帯）
令和４年９月30日（基準日）において，本市の住民登録を有し，世帯の全員について令和４年度住民税均等割が非課税である世帯

②家計急変世帯（約4,000世帯）
申請時点において，本市の住民登録を有する住民税非課税世帯以外のうち，予期せず令和４年１月から12月の家計が急変し，非課

税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
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②市立小中学校等の学校給食費の負担軽減 軽減額 235,330千円
市立小中学校等の令和４年12月～５年３月の給食費（１食当たり250円～326円）を免除します。

【教育委員会教育政策課】

③保育所・幼稚園等の副食費の負担軽減 軽減額 95,083千円
保育所・幼稚園等の令和４年12月～５年３月の副食費（月4,500円）を免除します。

【こども未来部保育幼稚園課】

区分 軽減額 事業名 補正額
市立小中学校 235,000千円 学校給食物価高騰対策臨時特例事業費負担金 235,245千円
市立特別支援学校 330千円 学校給食物価高騰対策臨時特例事業費 347千円

計 235,330千円

原油価格高や物価高騰の影響に対する今年度限定の臨時特例措置として，子育て世帯を支援するため
保育料や給食費などの負担を軽減するなどの支援策を実施します。

区分 軽減額 事業名 補正額

市立保育所 12,744千円
（財源組替）市立保育所副食費収入 ▲12,528千円
（財源組替）とさやま保育所副食費収入 ▲216千円
（財源組替）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 12,744千円

民営保育所等 76,032千円 民営保育所等副食費物価高騰対策臨時特例給付金給付事業費 76,032千円
市立幼稚園 133千円 市立幼稚園副食費物価高騰対策臨時特例事業費 133千円
私立幼稚園等 6,174千円 私立幼稚園等副食費物価高騰対策臨時特例給付金給付事業費 6,174千円

計 95,083千円

【対象 ※推計】
小学校・義務教育学校（前期） 11,138人
中学校・義務教育学校（後期） 3,217人
特別支援学校 27人

【対象 ※推計】
市立保育所 計708人
市立幼稚園（かがみ）10人

民営保育所等 計4,224人
民営保育所 2,725人
認定こども園 1,499人

私立幼稚園等 343人
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④保育所・認定こども園等の保育料の負担軽減 軽減額 314,222千円
保育所・認定こども園等の令和４年12月～５年３月の保育料を免除します。

【こども未来部保育幼稚園課】

区分 軽減額 事業名 補正額

市立保育所 63,868千円

（財源組替）市立保育所運営費負担金 ▲62,620千円
（財源組替）かがみ保育所負担金 ▲692千円
（財源組替）とさやま保育所負担金 ▲556千円
（財源組替）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 63,868千円

民営保育所 175,059千円
（財源組替）民間保育所運営費負担金 ▲175,059千円
（財源組替）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 175,059千円

認定こども園 57,608千円 認定こども園物価高騰対策臨時特例事業費負担金 57,608千円
小規模保育施設 12,305千円 小規模保育施設物価高騰対策臨時特例事業費負担金 12,305千円
事業所内保育施設 5,382千円 事業所内保育施設物価高騰対策臨時特例事業費負担金 5,382千円

計 314,222千円

⑤放課後児童クラブの保護者負担金の負担軽減 軽減額 97,451千円
放課後児童クラブの令和４年12月～５年３月の保護者負担金（月8,100円）を免除します。

【こども未来部子ども育成課】

区分 軽減額 事業名 補正額

市立児童クラブ 92,882千円
（財源組替）放課後児童健全育成事業収入 ▲92,882千円
（財源組替）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 92,882千円

民営児童クラブ 4,569千円 放課後児童クラブ物価高騰対策臨時特例事業費補助金 4,569千円
計 97,451千円

【対象 ※推計】
市立児童クラブ 延べ12,191人（月 約3,047人）
民営児童クラブ 延べ564人（月 141人（定員））

【対象 ※推計】
市立保育所 計468人 民営保育所等 計1,821人

民営保育所 1,279人，認定こども園 424人
小規模保育所 82人，事業所内保育所 36人



⑥一般会計負担金（※水道料金の減免に要する費用への負担金）
補正額 232,500千円（現予算額 472,000千円）

⑦水道事業会計
業務委託費 補正額 2,000千円（現予算額 332,583千円）
（収入）給水料金 補正額 ▲230,500千円（現予算額 5,959,635千円）
（収入）一般会計負担金 補正額 232,500千円（現予算額 480,848千円）

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２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５年１月～令和５年２月検針分（※R4年6月補正時（9月～12月検針分）から２か月延⾧）
※ 減免相当額及び料金システム改修等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】
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⑧公衆街路灯物価高騰対策臨時特例事業費補助金
補正額 5,623千円
町内会等が管理する公衆街路灯の電気料への一部補助について，コロナ禍における電気料高騰による町内会等の負担

増を軽減するため，緊急対策として，高知市町内会連合会を通じて行う１灯当たり補助の上乗せに必要な費用を補正し
ます。

【市民協働部くらし・交通安全課】

・契約電力10Wまでのもの（LED）【現行】１灯当たり1,100円 → 【補正後】１灯当たり1,300円（200円増額）
・契約電力10Wを超えるもの 【現行】１灯当たり2,000円 → 【補正後】１灯当たり2,400円（400円増額）

４か月間の基本料金を減免 ※対象は上記参照
（令和４年９月～令和４年12月検針分）

２か月間の基本料金を減免 ※対象は上記参照
（令和５年１月～令和５年２月検針分）

R4年6月補正予算対応分 本補正対応分



③高齢者施設等集中的検査事業費
補正額 2,700千円
高齢者施設等の従事者に対する集中的検査を実施するため，国から無償配布される抗原定性検査キットを高齢者施設

等へ配布を行います。
【健康福祉部高齢者支援課】
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①介護保険施設等衛生用品確保事業費
補正額 5,647千円
介護保険施設等において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等を配付する費用を補正

します。 【健康福祉部介護保険課】

２）社会福祉施設等の事業継続に向けた支援 10,868千円

【対象施設】介護・高齢者施設，障害者施設，医療機関等

②高齢者施設衛生用品確保事業費
補正額 2,521千円
高齢者入所施設において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等を配付する費用を補正

します。 【健康福祉部高齢者支援課】

３）中小企業等の事業継続に向けた支援 49,143千円

①公共交通緊急支援事業費補助金
補正額 25,385千円
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による利用者減少により，とさでん交通㈱の路線バス事業が非常に厳し

い状況に置かれていることから，県内複数市町村にまたがる国庫補助系統と県補助系統を対象に，県・沿線市町と協調
して，現行の補助の枠外となる事業者負担分の一部について支援を行います。 【市民協働部交通戦略課】

②○鉄道軌道輸送対策緊急支援事業費補助金
補正額 18,800千円
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による利用者減少により，とさでん交通㈱の軌道事業が非常に厳しい状

況に置かれていることから，軌道事業の安心安全輸送に係る施設整備に要する費用の事業者負担分の一部について，
県・沿線市町と協調して，緊急支援を行います。 【市民協働部交通戦略課】
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③○農産物集出荷施設等整備事業費補助金
補正額 558千円（大津地区）
補正額 4,400千円（鏡地区）
コロナ禍における新たな生活様式に対応するため，農産物の流通及び加工体制等の維持及び強化に必要となる，集出

荷施設等における改修及び機械，器具等の整備に要する経費に対して支援を行います。

【農林水産部農林水産課・鏡地域振興課】

【対象施設】
①オクラ梱包機の整備（大津地区）
②加工所の作業者同士のソーシャルディスタンスを確保するための施設拡張（鏡地区）

【支援額】
①整備費用670千円×補助率５/６＝558千円
②整備費用5,280千円×補助率５/６＝4,400千円

②常備消防活動衛生用品等確保事業費
補正額 57,071千円（現予算額 581千円）
傷病者と接触する場合の新型コロナウイルス感染症の感染対策として，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】

４）市役所の感染対策・業務継続対策 59,071千円

①斎場感染拡大防止対策事業費
補正額 2,000千円（現予算額 200千円）
利用者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として抗菌座布団を購入します。

【市民協働部斎場】

⑥ シューズカバー

③ ディスポ手袋

⑤ 感染防止衣（下衣）

④ 感染防止衣（上衣）

① サージカルマスク
及び ② Ｎ９５マスク

購入物品（例）



①○施設整備事業費（小学校）
補正額 17,000千円（現予算額 62,700千円）
高須小学校中舎の屋上防水について，劣化が著しく漏水による二次災害の発生の恐れがあるため，改修費用を増額し

ます。
【教育委員会学校環境整備課】
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⑵ 安全・安心な教育環境の整備 87,000千円

②◎空調設備整備事業費（特別支援学校）
補正額 70,000千円（国１／３）
高知特別支援学校の空調設備について，故障により使用不能となったことから，設計及び改修費用を補正します。

【教育委員会学校環境整備課】

⑶ 災害復旧 3,000千円

①○中学校施設災害復旧費
補正額 3,000千円
令和４年９月台風14号により破損

した横浜中学校屋内運動場の原状復
旧工事の設計を行います。

【教育委員会学校環境整備課】

※屋内運動場の屋上防水の破損による雨漏りの影響

で，床材や電気設備等について復旧が必要
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7 予算外議案

⑴ 条例議案 １件

①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
住民税非課税世帯等に対して価格高騰緊急支援給付金を迅速に給付するため，給付事務費予算として，218,000千円

を増額補正することについて，令和４年10月11日に市⾧専決処分を行いました。

【健康福祉部非課税世帯等臨時特別給付課】

①損害賠償の額の決定についての市⾧専決処分の報告
管理瑕疵１件，過失１件の損害賠償の額を決定しました。

⑶ 報告 １件

事業名 予算

価格高騰緊急支援給付金給付事務費 218,000千円

⑵ その他議案 １件

①高知市放課後児童健全育成条例の一部を改正する条例議案
放課後児童クラブの令和４年12月分から令和５年３月分までの保護者負担金を徴収しないこととするため，条例の一

部を改正します。
【こども未来部子ども育成課】


