
第494回高知市議会定例会提出議案の概要

令和４年12月 高知市



（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 ８ 件 ●

●

補正予算は，原油価格高や物価高騰への支援策として，畜
産農家の負担軽減を図るための飼料高騰緊急対策給付金の
ほか，全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てが
できることを目的とした出産・子育て応援給付金など，一
般会計で13億2,600万円の増額補正
予算外は，給与改定に伴う関係条例の改正や，木村会館の
大規模改修に伴い新たに開設する高知市旭コミュニティセ
ンターの条例制定議案などを提出

条 例 議 案 20 件

そ の 他 議 案 14 件

合 計 42 件

報 告 ４ 件

現計 12月補正 対前年
予算額 予算額 同期比

(104.3)
         162,228,000             1,326,000          163,554,000 104.3

         109,582,538                149,892          109,732,430 101.9

               689,000 20,565                709,565 86.7

           35,308,000 32,854            35,340,854 98.3

               327,614 1,336                328,950 77.3

               272,100 ▲ 192,313                  79,787 51.8

               364,600 4,101                368,701 101.6

               217,000 1,589                218,589 83.4

           32,866,000 281,760            33,147,760 100.8

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

           21,901,100                          -            21,901,100 105.2
(306,560,918) (308,036,810) (103.9)

         307,578,838             1,475,892          309,054,730 104.0

           15,852,950 ▲ 27,777            15,825,173 104.5
(290,707,968) (292,211,637) (103.9)

         291,725,888             1,503,669          293,229,557 103.9

総計

重複額

純計

区分

  卸売市場事業

  駐車場事業

  産業立地推進事業

  農業集落排水事業

  母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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

  国民健康保険事業
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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

３ 補正予算の概略

※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

420.2億円

199.4億円

対策予算総額 738.1億円

※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）

35.5億円

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など）

5.3億円
（子育て世帯生活支援特別給付金など）

3.2億円
（農業用肥料高騰緊急対策給付金給付事業など）

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）

2.2億円

12月補正予算

2.2億円

（価格高騰緊急支援給付金給付事務費）

（飼料高騰緊急対策給付金給付事業など）

・中山間地域飲料水供給施設物価高騰対策臨時特例給付金給付事業費
・障害児通所支援等物価高騰対策臨時特例給付金給付事業費
・観光プロモーション事業費
・飼料高騰緊急対策給付金給付事業費
・医療施設等物価高騰緊急対策支援事業費
・指定管理者への支援金 など

・出産・子育て応援給付金給付事業費 など

・◎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 など

・○道路災害復旧費 など

・布師田産業団地開発事業
・◎新規就農者住宅整備事業費 など

・電気料等の不足対応
・国費等返還金 など

⑴ 新型コロナウイルス対策 2.23億円

⑹ その他

⑶ 安全・安心なまちづくりの推進 0.37億円

12.87億円

⑷ 災害復旧 0.10億円

⑵ 子ども・子育て支援の充実等

⑸ 産業の振興等 ▲3.50億円

⑺ 人件費補正

3.49億円

35.6億円
（価格高騰緊急支援給付金給付事業など）

11月補正予算

補正予算
(10/11専決処分)

9月補正予算

７月補正予算

６月補正予算

補正予算
（５/16専決処分）

令和４年度
当初予算

令和３年度
計

令和２年度
計

▲0.52億円



［ 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

R3合計 19.9億円 R4合計 47.4億円

執行済額 47.5億円

15.8億円

6月補正
13.5億円

【 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

新型コロナウイルス感染症及び
原油価格・物価高騰対策予備費

（R4.９.20閣議決定）0.6兆円 7.6億円

R4.９内示分

９月補正
6.3億円

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。

11月補正
11.0億円

計 45.2億円(執行中) 

12月補正
2.2億円

(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

第２次補正予算 0.75兆円
（R4.11.8閣議決定）

⑴国庫補助事業 0.45兆円
⑵検査促進枠分（県のみ）0.3兆円

〔未確定〕

［ 令 和 ３ 年 度 ］



⑴ 新型コロナウイルス対策 222,765千円

６ 補正予算の内容
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２）市民生活の支援 27,712千円

①中山間地域飲料水供給施設物価高騰対策臨時特例給付金給付事業費
補正額 5,730千円

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，上水道の給水区域外の区域において,３戸以
上が利用する飲料水供給施設等の維持管理を行う団体に対し，維持管理費の一部を支援する費用について補正します。

【市民協働部地域コミュニティ推進課】

・支援対象 市内中山間地域において，飲料水供給施設等の維持管理を行っている団体
・支援額 １戸当たり3,000円

②障害児通所支援等物価高騰対策臨時特例給付金給付事業費
補正額 14,020千円

コロナ禍において，物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため，障害児通所支援サービス等の令和４年７
月～12月分の利用者負担金のうち，最大４か月分を支援する費用について補正します。

【健康福祉部障がい福祉課】

・支援対象 障害児に対する療育支援等を行う児童福祉法に規定するサービス等の利用世帯のうち，利用者負担がある世帯
（児童発達支援，医療型児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援，居宅訪問型児童発達支援 他）

・支援額 月額4,600円（上限）・・・所得割28万円未満の市民税課税世帯
月額37,200円（上限）・・・市民税課税世帯のうち上記以外の世帯

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相談体制等の確保に係る人材派遣業務
期 間 令和４年度から令和５年度 限度額 240,000千円

新型コロナウイルスワクチンの接種に係るコールセンター運営や窓口業務について人材派遣を受けるため，債務負担行
為を設定します。

【健康福祉部地域保健課】
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③民営保育所等副食費負担軽減事業費補助金
補正額 7,962千円（現予算額 24,727千円）

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より，児童が欠席した日数に応じ，給食の提供に係
る副食費の保護者負担分を施設に対して補助を行い，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】

①観光プロモーション事業費
補正額 5,434千円（現予算額 20,000千円）

令和５年春には，桂浜公園のリニューアルオープンをはじめ，連続テレビ
小説「らんまん」の放送開始や，博覧会の開催が予定されていることから，
利用客の多い大阪府や近隣県のJR駅などにおいて，県外観光客誘致のため
の周知・PRを行います。

【商工観光部観光魅力創造課】

３）連続テレビ小説「らんまん」の放送に合わせた観光振興 5,434千円

４）中小企業等の事業継続に向けた支援 189,619千円

①飼料高騰緊急対策給付金給付事業費
補正額 65,196千円

コロナ禍において，飼料価格の高騰の影響を受けた畜産農家の経営安定と食料の安定供給を図るため，全畜種を対象と
した支援を行います。

【農林水産部農林水産課】

【支援対象】本市に農場のある畜産物販売額50万円以上の畜産経営体
【支援額】 家畜の種類ごとに定める単価に飼養頭羽数を乗じた額（※上限20,000千円）
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④公衆浴場物価高騰対策臨時特例給付金給付事業費
補正額 300千円

コロナ禍において，原油や物価高騰の影響を受けた一般公衆浴場の負担軽減を図るため，支援を行います。

【健康福祉部生活食品課】

【支援対象】一般公衆浴場 ４か所（営業８時間２か所，４時間２か所）
【支援額等】一般公衆浴場 営業８時間 100千円

営業４時間 50千円

③医療施設等物価高騰緊急対策支援事業費
補正額 18,900千円

コロナ禍において，物価高騰に伴う医療材料費高騰の収束が見込めないことから，医療施設等に対する光熱費等の支援と
合わせ，経費に占める材料費の割合が高い無床診療所に対して，物価高騰分として追加支援を行います。

【健康福祉部健康福祉総務課】

【支援対象】 無床診療所 378施設（医科189施設，歯科189施設）※無床診療所のうち，保険医療機関のみを対象
【支援額】 １施設当たり50千円

※9月補正:１施設当たり150千円（訪問診療あり） ⇒ 本補正額との合計 １施設当たり200千円
100千円（訪問診療なし） ⇒ 〃 150千円

⑤就労継続支援給付金給付事業費
補正額 2,000千円

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して支援します。

【健康福祉部障がい福祉課】

②土地改良区物価高騰対策給付金給付事業費
補正額 183千円

コロナ禍において，電気代高騰の影響を受けた土地改良区の負担軽減を図るため，燃料費調整額の一部を支援します。

【農林水産部耕地課】

【支援対象】土地改良区 ８地区（燃料調整額２千円以上の土地改良区）
【支援額】 電気料金のうち燃料費調整額（令和４年４～12月実績のうち，任意の6か月合計額の最大）の１／２以内
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⑥指定管理者への支援金 18件 補正額 103,040千円（件数は事業数，補正額は重複削除後）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う令和４年度の利用料金収入の減少や，物価高騰等の影響により電気代
等の光熱費の負担が大きくなっている指定管理者に対して支援を行います。

№ 部局名 事業名称 利用料金
収入減

電気代
高騰等 補正額

1総務部文化振興課 文化プラザ指定管理者支援金支給事業費 ○ 6,034 
2総務部文化振興課 春野文化ホールピアステージ指定管理者支援金支給事業費 ○ 2,413
3総務部民権・文化財課 自由民権記念館指定管理者支援金支給事業費 ○ 481 
4市民協働部地域コミュニティ推進課 江ノ口コミュニティセンター指定管理者支援金支給事業費 ○ ○ 1,151

5市民協働部地域コミュニティ推進課 弥右衛門ふれあいセンター指定管理者支援金支給事業費 ○ ○ 506

6市民協働部スポーツ振興課 総合運動場等指定管理者支援金支給事業費 ○ ○ 75,190
7健康福祉部高齢者支援課 福寿園指定管理者支援金支給事業費 ○ 922
8健康福祉部高齢者支援課 春野デコの里指定管理者支援金支給事業費 ○ ○ 1,108
9環境部清掃工場 ヨネッツこうち指定管理者支援金支給事業費 ○ 9,009

10商工観光部観光企画課 桂浜公園指定管理者支援金支給事業費 ○ 434

11商工観光部観光企画課 龍馬の生まれたまち記念館指定管理者支援金支給事業費 ○ 351

12商工観光部観光企画課 はりまや橋観光バスターミナル指定管理者支援金支給事業費 ○ 168

13農林水産部鏡地域振興課 鏡文化ステーションRIO指定管理者支援金支給事業費 ○ 1,563
14農林水産部土佐山地域振興課 オーベルジュ土佐山指定管理者支援金支給事業費 ○ 1,567
15都市建設部都市建設総務課 駐車場事業特別会計繰出金 ※特会予算同額 ○ 1,336
16教育委員会青少年・事務管理課 青年センター指定管理者支援金支給事業費 ○ 689
17教育委員会青少年・事務管理課 工石山青少年の家指定管理者支援金支給事業費 ○ 118

一般会計 計 103,040
18都市建設部都市建設総務課 高知市駐車場指定管理者支援金支給事業費 ※№15と重複 ○ 1,336

駐車場事業特別会計 計 1,336
重複削除 ▲1,336

合計 103,040

（単位:千円）※支援対象に「〇」を記載
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⑵ 子ども・子育て支援の充実等 349,436千円

①出産・子育て応援給付金給付事業費
補正額 237,500千円（国２／３・県１／６ ・市１／６ ）

②出産・子育て応援給付金給付事務費
補正額 1,665千円（国２／３・県１／６ ・市１／６ ）

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるように，妊娠届出や出産届出を行った妊婦等に対し，出産育
児関連用品の購入費や子育て支援サービスの利用負担等の経済的負担を軽減するため，支援します。

【こども未来部母子保健課】

【支援対象】
①令和４年４月～12月出産
②令和５年１月以降出産

【支援額】
①新生児１人当たり10万円
②新生児１人当たり妊娠届出時５万円，出生届出時５万円

③民間保育所運営費
補正額 34,210千円（国１／２・県１／４）（現予算額 6,917,144千円）

民間保育所に対して，当初の見込み児童数の実績減や，令和３年度及び令和４年度の人事院勧告等（処遇改善含む）に
よる公定価格増額に伴う追加給付を行うため増額します。

【こども未来部保育幼稚園課】

④認定こども園運営費
補正額 51,688千円（国１／２・県１／４，１／２）（現予算額 2,722,606千円）

認定こども園に対して，当初の見込み児童数の実績減や，令和３年度及び令和４年度の人事院勧告等（処遇改善含む）
による公定価格増額に伴う追加給付を行うため増額します。

【こども未来部保育幼稚園課】
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⑤私立幼稚園特別支援事業費補助金
補正額 1,750千円（現予算額 16,184千円）

私立幼稚園において，特別支援が必要な園児の受入れのために専任の教員を雇用する費用への補助に係る予算が不足す
るため増額します。

【こども未来部保育幼稚園課】

⑥私立幼稚園等一時預かり利用給付事業費
補正額 1,988千円（国１／２・県１／４）（現予算額 9,740千円）

私立幼稚園の一時預かり事業において，施設等利用給付認定子どもの利用費への給付費に係る予算が不足するため増額
します。

【こども未来部保育幼稚園課】

⑦放課後児童健全育成事業管理運営費
補正額 19,579千円（国１／３・県１／３）（現予算額 182,826千円）

加配支援員の欠員補充に係る短期支援員の報償費が不足するため増額します。
【こども未来部子ども育成課】

⑧放課後児童健全育成事業費補助金
補正額 1,056千円（国１／３・県１／３）（現予算額 47,253千円）

民間の放課後児童クラブ支援員の処遇改善に係る費用への補助に係る予算が不足するため増額します。
【こども未来部子ども育成課】
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⑶ 安全・安心なまちづくりの推進 37,494千円

①◎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 8,593千円（国１／２・県１／４，国２／５・県１／５）（現予算額 157,944千円）

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°

②【債務負担行為設定】ゼロ市債（道路改良工事，道路舗装工事）
公共工事の施工時期の平準化を目的として，令和５年度当初予算で執行する予定の道路改良工事８件，道路舗装工事３
件について，早期発注（４～６月の工事稼働）を進めるために債務負担行為を設定します。

【都市建設部道路整備課】

事業名，期間 工事名 限度額

○市単道路改良費
【期間】
令和４年度から
令和５年度

下知169号線道路改良工事 8,000

朝倉774号線道路改良工事 5,500

旭街934号線道路改良工事 10,000

鴨田39号線道路改良工事 6,000

大津２号線道路改良工事 7,000

⾧浜３号線道路改良工事 8,000

⾧浜80号線道路改良工事 6,500

東秦泉寺農道整備工事 16,000

計 67,000

事業名，期間 工事名 限度額

○市単道路舗装費
【期間】
令和４年度から
令和５年度

旭街４号線舗装工事 8,000

春野町10号線舗装工事 15,000

春野町735号線外舗装工事 9,000

計 32,000

（単位:千円） （単位:千円）
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【都市建設部みどり課】

⑷ 災害復旧 10,400千円

【都市建設部道路整備課】

①○道路災害復旧費
補正額 8,467千円（現予算額 68,800千円）

令和４年９月台風14号などにより被害を受けた
道路側溝等を復旧します。

・鏡115号線など36か所

②○公園施設災害復旧費
補正額 1,933千円

令和４年９月台風14号により倒木などの被害を受け
た公園を復旧します。

・城西公園など８か所

③●商店街施設地震対策事業費補助金
補正額 1,901千円（県１／３）（現予算額 22,107千円）

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】

④○市有地保全事業費
補正額 27,000千円（現予算額 10,000千円）

春野町弘岡中地区の市有地において，既設防護柵の改修及び擁壁設置工事を行います。
【財務部管財課】
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⑸ 産業の振興等 ▲350,636千円

①【債務負担行為設定】桂浜渋滞対策臨時駐車場等運営業務委託
期 間 令和４年度から令和５年度 限度額 17,578千円

ゴールデンウィークにおいて，桂浜公園駐車場の混雑に伴う渋滞発生の防止や観光客の安全を確保するため，高知競馬
場に臨時駐車場を設置し，無料の送迎バスを運行するとともに，警備員による誘導等を行うことについて委託するため，
債務負担行為を設定します。

【商工観光部観光魅力創造課】

②【債務負担行為設定】れんけいこうちインバウンド観光推進業務委託
期 間 令和４年度から令和９年度 限度額 102,990千円

③【債務負担行為設定】れんけいこうち観光案内所建物賃借
期 間 令和４年度から令和９年度 限度額 16,800千円

れんけいこうち広域都市圏ビジョンに基づき，連携中枢都市である本市において，外
国人観光客の利便性及び満足度向上を図るとともに，連携市町村への周遊促進及び観
光客の増加に伴う観光消費額の増加など，広域インバウンド観光を推進するため，外
国人観光客対応の観光案内所の運営について委託するとともに，観光案内所に使用す
る建物を賃借するため，債務負担行為を設定します。

【商工観光部観光魅力創造課】
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④布師田産業団地開発事業
補正額 下表のとおり

工事の進捗に伴い，工事期間を延⾧することとし，以下のとおり事業費を補正します。

【補正前】

【補正後】

【補正額】

【商工観光部産業団地整備課】

一般会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 総事業費
◎布師田産業団地公共施設整備事業 248,430 381,600 207,361 55,656 893,047
●布師田産業団地公共施設整備事業 161,100 602,800 0 88,868 852,768
●布師田産業団地関連施設整備事業 142,400 162,300 0 51,686 356,386

計 551,930 1,146,700 207,361 196,210 2,102,201

特別会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 総事業費
●布師田産業団地開発事業 338,206 140,500 65,435 192,313 736,454

総合計 890,136 1,287,200 272,796 388,523 2,838,655

国50％，県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

一般会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 総事業費
◎布師田産業団地公共施設整備事業 - - ▲55,656 55,656 -
●布師田産業団地公共施設整備事業 - - ▲88,868 88,868 -
●布師田産業団地関連施設整備事業 - - ▲51,686 51,686 -

計 - - ▲196,210 196,210 -

（仮称）高知布師田団地

令和５年度 分譲開始予定

一般会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費
◎布師田産業団地公共施設整備事業 248,430 381,600 263,017 893,047
●布師田産業団地公共施設整備事業 161,100 602,800 88,868 852,768
●布師田産業団地関連施設整備事業 142,400 162,300 51,686 356,386

計 551,930 1,146,700 403,571 2,102,201

特別会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 総事業費
●布師田産業団地開発事業 338,206 140,500 257,748 736,454

総合計 890,136 1,287,200 661,319 2,838,655

国50％，県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

【工期延期の主な理由】
・南側法面の工事について，調整池の掘削
土を流用しているものの，一部が硬岩質で
あったことから，掘削期間が延⾧
・工事個所に希少植物が植生していたこと
から，保全に関する協議や調査に時間を要
したこと

（単位:千円）

（単位:千円）

（単位:千円）

特別会計 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 総事業費
●布師田産業団地開発事業 - - ▲192,313 192,313 -

総合計 - - ▲388,523 388,523 -

国50％，県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等

県市１／２等
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⑤鳥獣被害緊急対策事業費
補正額 1,887千円（現予算額 18,600千円）

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】

⑥◎新規就農者住宅整備事業費
補正額 36,000千円（国１／２・県１／４）

用途廃止を行った市営住宅の空き家（春野関脇市営住宅のうち１棟２戸）について，新規就農者の確保・育成を目的と
した新規就農者住宅（本市独自の住宅種別）として整備します。

【農林水産部春野地域振興課】

【主な入居要件】
・市の認定を受けた認定新規就農者のうち現に就農している者
・就農準備資金（国補助金）又は担い手支援事業費補助金（県・市補助金）
を受給し，就農に向けた実践研修を受けている者

⑹ その他 1,286,843千円

①地方創生移住支援金交付事業費
補正額 8,400千円（県３／４）（現予算額 4,000千円）

コロナ禍における地方移住の高まりやテレワーク移住希望者が増加しており，東京23区在住者等が本市へ移住し就業等
する場合の支援金について，増額します。

【総務部地域活性推進課】

改修予定の春野関脇市営住宅
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④○施設整備事業費（自由民権記念館）
補正額 1,000千円（現予算 10,298千円）

自由民権記念館のエレベーターの老朽化に伴い，改修工事の設計を行います。
【総務部民権・文化財課】

②文化プラザリニューアルオープン記念事業費補助金 ※債務負担行為設定あり
補正額 2,375千円

【債務負担行為設定】期 間 令和５年度 限度額 17,636千円
⾧寿命化整備により休館中の高知市文化プラザ「かるぽーと」において，令和５年４月以降，施設ごとに順次開館して
いくタイミングに合わせたリニューアルオープンイベントを高知市文化振興事業団への補助事業で実施します。

【総務部文化振興課】

予定事業 ①まんが館企画展「細田守の世界（仮称）」
②シエナ・ウインド・オーケストラ高知公演
③市民ミュージカル

③【継続費設定】◎旧関川家住宅整備事業費
期 間 令和４年度から令和９年度 総額 450,000千円（国１／２）

国指定重要文化財「旧関川家住宅」 の保存修理工事を行うため，６か年（令和４年度～令和９年度）の継続費を設定し
ます。

【総務部民権・文化財課】

事業名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 総事業費

旧関川家住宅
整備事業費 - 51,000 100,000 100,000 100,000 99,000 450,000

（単位:千円）
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⑧【歳入補正】令和３年度後期高齢者医療広域連合負担金返還金収入
補正額 59,171千円

令和３年度に高知県後期高齢者医療広域連合に概算で負担していた医療給付費の確定に伴い，超過負担分について返還
を受けます。

【健康福祉部保険医療課】

⑥○斎場整備事業費
補正額 90,000千円（現予算 27,300千円）

斎場待合棟の屋上防水工事や，厨房の増改修工事を行います。
【市民協働部斎場】

⑤東部環境センター管理費
補正額 22,000千円（現予算額 218,324千円）

東部環境センターについて，⾧寿命化整備によるし尿処理系列の切替に伴う点検時に，当初の予定を上回る細砂が堆積
していることが判明したため，早期に汚水処理槽内を洗浄除去する費用について，増額します。

【環境部東部環境センター】

⑦高知龍馬マラソン開催事業費補助金
補正額 8,000千円（現予算 10,000千円）

コロナ禍による参加者数の減少により収支不足が見込まれることから，実行委員会に対する補助を増額します。
【市民協働部スポーツ振興課】

【介護保険事業特別会計 7,030千円】

⑨予防給付ケアマネジメント事業費
補正額 7,030千円（現予算額 67,273千円）

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。
【健康福祉部基幹型地域包括支援センター】
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⑩電気料等の不足対応に係る補正 30件 補正額 218,274千円（件数は事業数，補正額は重複削除後）

№ 部局名 事業名称 補正額
1総務部総務課 施設管理費（本庁舎等） 15,000
2総務部文化振興課 三里文化会館管理運営費 1,097
3総務部文化振興課 総務管理費（公民館等） 2,013
4市民協働部人権同和・男女共同参画課 施設管理費（市民会館等） 1,924
5市民協働部斎場 施設管理運営費（斎場） 8,622
6健康福祉部高齢者支援課 西部健康福祉センター管理費 1,099
7こども未来部保育幼稚園課 扶助費（市立保育所） 18,520
8こども未来部保育幼稚園課 運営管理費（かがみ幼稚園） 472
9環境部清掃工場 清掃工場運転管理費 13,500

10農林水産部耕地課 農地管理費（堰・揚水機・水門等） 624
11農林水産部耕地課 機場維持管理費 6,456
12農林水産部土佐山地域振興課 土佐山夢産地パーク管理運営費 733
13農林水産部春野地域振興課 春野地域振興事務費（防犯灯等） 727
14農林水産部春野地域振興課 施設管理費（春野庁舎等） 106
15農林水産部市場課 卸売市場運営費繰出金 ※特会不足額の30％ 2,400
16農林水産部春野地域振興課 農業集落排水事業特別会計繰出金 ※特会不足額 3,196
17都市建設部道路管理課 施設管理費（街路灯等） 2,634
18都市建設部河川水路課 排水機維持管理費 3,729
19都市建設部河川水路課 都市下水路ポンプ場維持費 1,186
20都市建設部みどり課 公園管理費 8,166
21都市建設部みどり課 管理運営費（アニマルランド） 5,150
22教育委員会学校環境整備課 学校管理費（小学校） 73,266
23教育委員会教育政策課 学校給食センター運営事業費 9,149
24教育委員会学校環境整備課 学校管理費（中学校） 24,165
25教育委員会高知商業高等学校 校舎等施設管理費（商業高校） 4,997
26教育委員会学校環境整備課 学校管理費（特別支援学校） 3,087
27教育委員会人権・こども支援課 児童館管理費 442
28教育委員会人権・こども支援課 集会所管理費 214

一般会計 計 212,674
29農林水産部市場課 維持管理費（卸売市場） ※№15と一部重複 8,000

卸売市場事業特別会計 計 8,000
30農林水産部春野地域振興課 処理施設維持管理費（農業集落排水施設）※№16と重複 3,196

農業集落排水事業特別会計 計 3,196
重複削除 ▲5,596

合計 218,274

（単位:千円）
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⑪国費等返還金 17件 補正額 1,034,633千円（重複削除なし）

会計 № 部局名 事業名称 補正額

一般会計

1健康福祉部障がい福祉課 令和３年度障害者自立支援医療費等国庫負担金返還金 33,375

2健康福祉部障がい福祉課 令和３年度障害者自立支援医療費等県負担金返還金 16,688

3健康福祉部障がい福祉課 令和３年度障害者総合支援事業費国庫補助金返還金 2,715

4健康福祉部障がい福祉課 令和３年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金 61,717

5健康福祉部障がい福祉課 令和３年度障害児入所給付費等県負担金返還金 30,859

6健康福祉部障がい福祉課 令和３年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 63,961

7健康福祉部障がい福祉課 令和３年度障害者自立支援給付費県負担金返還金 31,981

8こども未来部保育幼稚園課 令和３年度保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 68,700

9こども未来部保育幼稚園課 令和３年度子ども・子育て支援交付金返還金 37,498

10こども未来部保育幼稚園課 令和３年度子どものための教育・保育給付等国庫負担金返還金 152,378

11こども未来部保育幼稚園課 令和３年度子どものための教育・保育給付等県負担金返還金 54,514

12こども未来部子育て給付課 令和３年度ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業費等国庫補助金返還金 49,548

13こども未来部子育て給付課 令和３年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費等国庫補助金返還金 79,804

14農林水産部農林水産課 多面的機能支払交付金返還金 2,647

一般会計 計 686,385
国民健康保険
事業特別会計 15健康福祉部保険医療課 令和３年度保険給付費等交付金返還金 48,551

国民健康保険事業特別会計 計 48,551

介護保険事業
特別会計

16健康福祉部介護保険課 償還金 227,756

17健康福祉部基幹型地域包括
支援センター 地域支援事業費償還金 71,941

介護保険事業特別会計 計 299,697

合計 1,034,633

（単位:千円）
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⑫減額補正 ９件 補正額 ▲104,869千円

№ 部局名 事業名称 補正額 現計予算

1総務部秘書課 一般管理費 ▲ 1,000 18,213

2総務部文化振興課 文化祭事業費 ▲ 1,000 9,681

3市民協働部中央窓口センター 住民票等コンビニ交付導入事業費 ▲ 5,226 18,546

4市民協働部スポーツ振興課 ホストタウン推進事業費 ▲ 1,083 1,083

5商工観光部商工振興課 企業立地助成金 ▲ 66,848 180,748

6商工観光部商工振興課 れんけいこうち大型船舶寄港誘致推進事業費 ▲ 11,578 29,000

7商工観光部商工振興課 れんけいこうち新市場開拓支援事業費 ▲ 7,049 28,000

8商工観光部観光魅力創造課 種崎海水浴場管理運営補助金 ▲ 1,665 1,747

9教育委員会青少年・事務管理課 奨学資金 ▲ 9,420 29,080

合計 ▲ 104,869

（単位:千円）
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⑺ 人件費等補正⑺ 人件費等補正

補正額 ▲225,600千円

職員給与費職員給与費

会計年度任用職員給与費など会計年度任用職員給与費など

▲52,633千円（重複削除後）

議員報酬等議員報酬等

補正額 963千円

区 分
補正額

新陳代謝等 給与改定
一 般 会 計 ▲342,197 145,337 ▲196,860
特 別 会 計 ▲34,515 5,775 ▲28,740

内

訳

卸 売 市 場 事 業 11,909 656 12,565
国 民 健 康 保 険 事 業 ▲23,274 2,829 ▲20,445
農 業 集 落 排 水 事 業 856 49 905
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 1,552 37 1,589
介 護 保 険 事 業 ▲25,558 2,204 ▲23,354

合 計 ▲376,712 151,112 ▲225,600

【主な給与改定の内容（行政職）】
①給与改定

平均改定率 0.22％
※給与改定に伴う増分は，若年層を中心とした増額

②期末・勤勉手当
区 分 ６月期 12月期

４年度 期末手当
勤勉手当

1.20月(支給済)
0.95月(支給済)

1.20月(改定なし)
1.05月(現行0.95月)

５年度 期末手当
以降 勤勉手当

1.20月
1.00月

1.20月
1.00月

市議会議員 期末手当年間支給率 3.25月 ⇒ 3.30月

職員の新陳代謝等及び給与改定に伴い，職員給与費を補正します。

職員給与費や会計年度任用職員給与費に係る繰出金（重複削除額）職員給与費や会計年度任用職員給与費に係る繰出金（重複削除額）

補正額 一般会計 ▲36,239千円 上記の特別会計の職員給与費及び会計年度任用職員給与費の補正に伴い，一般会計繰出金を補
正するとともに，一般会計の重層的支援体制整備事業の職員給与費及び会計年度任用職員給与
費の補正に伴い，介護特会から一般会計への繰出金を補正します。

区 分
補正額

新陳代謝等 給与改定
一 般 会 計 72,586 97,813 170,399
特 別 会 計 ▲1,539 3,144 1,605
内

訳

国 民 健 康 保 険 事 業 4,023 725 4,748
介 護 保 険 事 業 ▲5,562 2,419 ▲3,143

合 計 71,047 100,957 172,004

補正額 172,004千円

期末手当年間支給率 2.4月 ⇒ 2.5月

会計年度任用職員の新陳代謝等及び給与改
定に伴い，会計年度任用職員給与費を補正
します。

補正額 介護特会 1,530千円
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7 予算外議案

⑴ 条例議案 20件

①高知市議会議員及び高知市⾧の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例議案
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い，令和５年１月１日以降に期日が告示される選挙から選挙運動

用自動車の使用の公営，選挙運動用ビラの作成の公営及び選挙運動用ポスターの作成の公営における選挙公営限度額の
一部を引き上げるため，規定を整備します。

【選挙管理委員会】

②高知市事務分掌条例の一部を改正する条例議案
高知県及び高知市で構成する高知県競馬組合の高知県における所管である農業振興部とのより円滑な連携を図るため，

競馬に関する事項の所管を現行の商工観光部から農林水産部へ変更します。
【総務部行政改革推進課】

③高知市個人情報保護法施行条例制定議案
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）が改正され，地方公共団体の保有する個人情報の取扱いが，令和５年４月から法を根拠とした全国統一的な保護
水準による運用となることから，現行の高知市個人情報保護条例を廃止し，新たに法を根拠とした条例を制定します。

【総務部広聴広報課】

④高知市個人情報保護運営審議会条例制定議案
高知市個人情報保護法施行条例の改廃や関係規程の制定・改廃について審議等を行うため，高知市個人情報保護運営

審議会を設置することについて，条例を制定します。
【総務部広聴広報課】

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
都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における，共同住宅や複合

建築物の認定評価方法の改正に伴い，認定申請手数料について，規定を整備します。
【都市建設部建築指導課】

【参考】今後の選挙日程
・高知県議会議員選挙 令和５年４月９日
・高知市議会議員選挙 令和５年４月23日
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⑥高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案
一般職の給与改定に伴い，特定任期付職員の給与改定を行います。

⑦高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案
一般職の給与改定に伴い，市議会議⾧等の期末手当の改定を行います。

⑧高知市⾧等の給与，旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案
一般職の給与改定に伴い，市⾧等の特別職の期末手当の改定を行います。

⑨高知市職員給与条例等の一部を改正する条例議案
一般職等の給与改定を行います。

⑩高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案
一般職の給与改定に伴い，会計年度任用職員の期末手当の改定を行います。

【総務部人事課】

⑪高知市職員の退隠料等に関する条例の一部を改正する条例議案
⑫高知市職員退職給付等条例の一部を改正する条例議案

年金制度の機能強化のための国民年金等の一部を改正する法律の施行に伴い，株式会社日本政策金融公庫が行う恩給
担保金融に関する法律が一部改正され，同社の恩給担保貸付事業から本市が支給する退隠料及び退職給付等について，
令和４年４月１日以降，除外されることになったため，規定を整備します。

【総務部人事課】

区分等 改正内容

⑥特定任期付職員 ・給料月額の引上げ
・期末手当年間支給率 現行 3.25月 ⇒ 3.30月（＋0.05月）

⑦市議会議⾧等 ・期末手当年間支給率 現行 3.25月 ⇒ 3.30月（＋0.05月）

⑧市⾧等の特別職 ・期末手当年間支給率 現行 3.25月 ⇒ 3.30月（＋0.05月）

⑨一般職 ・給料月額の引上げ 平均改定率 ＋0.22％
・勤勉手当の改定 現行12月期 0.95月 ⇒ 1.05月（＋0.1月）

⑨再任用職員 ・勤勉手当の改定 現行12月期 0.45月 ⇒ 0.50月（＋0.05月）

⑩会計年度任用職員 ・給料又は報酬月額の引上げ
・期末手当年間支給率 現行 2.4月 ⇒ 2.5月（＋0.1月）
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⑬高知市旭コミュニティセンター条例制定議案
市民の自主的なコミュニティ活動及び社会福祉活動並びに地域の防災及び減災に関する様々な活動を推進することに

より，地域への愛着を育むとともに，市民相互の交流を深め，地域文化の向上と連帯感あふれる豊かな地域社会の形成
を目指すことを目的として，木村会館１階へ旭コミュニティセンターを設置するため，条例を制定します。

【市民協働部地域コミュニティ推進課】

⑭高知市木村会館条例の一部を改正する条例議案
木村会館の１階部分について，大規模改修に伴い，これ

までの60歳以上の市民に利用者が限定される旭老人福祉セ
ンターを廃止し，新たに旭コミュニティセンターとして供
用するため，規定を整備します。

【市民協働部地域コミュニティ推進課】

⑮高知市老人福祉センター条例の一部を改正する条例議案
旭老人福祉センターの廃止に伴い，規定を整備します。

【健康福祉部高齢者支援課】

⑯高知市立児童遊園条例の一部を改正する条例議案
旭木村会館児童遊園の廃止に伴い，規定を整備します。

【都市建設部みどり課】

⑰高知市立公民館条例の一部を改正する条例議案
高知市立梅ノ木公民館の廃止に伴い，規定の整備を行うとともに，木村会館の大規模改修に伴い面積が縮小する高知

市立旭文化センターの実習室の使用料を改定します。
【総務部文化振興課】

【現在】※大規模改修中
木村会館内の設置施設

１階 旭老人福祉センター

２階 旭市民図書館，
旭文化センター

３階 旭文化センター

【開館後】
木村会館内の設置施設

１階 旭コミュニティセンター

２階 旭市民図書館，
旭文化センター

３階 旭文化センター

令和５年６月１日開館予定
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⑱高知市集落活動センター条例制定議案
集落の維持及び強化，交流人口の拡大，住民生活の支援を目的として，集落活動センター梅の木と集落活動センター

仁ノ万葉の里を設置するため，条例を制定します。

【総務部地域活性推進課】

⑲高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案
市営住宅に，新規就農者の確保・育成を目的とした住宅を追加することに伴い，入居者資格や入居期間及び使用料等

について，規定を整備します。
【農林水産部春野地域振興課】

⑳高知市立高等学校授業料等に関する条例の一部を改正する条例議案
令和５年４月１日から，高知商業高等学校の定時制の課程を単位制に改編するため，規定を整備します。

【教育委員会学校教育課】

集落活動センター「仁ノ万葉の里」集落活動センター「梅の木」
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⑵ その他議案 14件

①指定管理者の指定に関する議案 ９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 高知市文化プラザ及び高知市立中央公民館 高知市文化プラザ共同企業体 公募 ５年間 総務部文化振興課

⑵ 高知市春野文化ホールピアステージ，高知市
春野郷土資料館及び春野市民図書館 株式会社四国舞台テレビ照明 公募 ５年間 総務部文化振興課

⑶ 高知市弥右衛門ふれあいセンター 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 公募 ５年間 市民協働部地域コミュニティ推進
課

⑷ 高知市総合運動場，高知市東部総合運動場，
高知市城ノ平運動公園，高知市土佐山運動広
場及び高知市針木運動公園

高知市スポーツ振興事業団グループ 公募 ５年間 市民協働部スポーツ振興課

⑸ 高知市春野デコの里 特定非営利活動法人春野町高齢者福祉
をすすめる会 指名 ３年間 健康福祉部高齢者支援課

⑹ 高知市春野西諸木公会堂 西諸木自治会 指名 ３年間 健康福祉部高齢者支援課

⑺ 高知市鏡文化ステーションRIO，高知市立鏡
公民館，高知市ギャラリー白雲及び高知市立市
民図書館鏡分室

特定非営利活動法人ワーカーズコープ 公募 ５年間 農林水産部鏡地域振興課

⑻ 高知市中島町駐車場，高知市中央公園地下駐
車場，高知市県庁前通り地下駐車場，高知市鏡
小浜堂メン駐車場，高知市鏡小浜ニカキヤマ駐
車場，高知市高知駅北口駐車場及び高知市南御
座駐車場

株式会社高知市中心街再開発協議会 公募 ５年間 都市建設部都市建設総務課

⑼ わんぱーくこうち 公益財団法人高知市都市整備公社 公募 ５年間 都市建設部みどり課
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②高知市清掃工場１号ボイラー水管等更新工事請負契約締結議案
契約金額 238,700,000円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店

【環境部清掃工場】

③災害用マンホールトイレ上部構造物購入契約締結議案
契約金額 36,630,000円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 株式会社中村防災サービス

【防災対策部地域防災推進課】

④高知市文化プラザ折り畳みステージ購入契約締結議案
契約金額 22,528,000円（消費税及び地方消費税含む）
契約者 株式会社岡村文具

【総務部文化振興課】

⑤（仮称）高知布師田団地の共同開発に係る団地整備業務委託契約の一部変更議案
契約金額 【変更前】1,832,715,500円 【変更後】1,986,513,000円（153,797,500円増額）
変更内容 物価スライド条項及び法面の施工方法変更等に伴う費用について増額します。

【商工観光部産業団地整備課】

⑥和解に関する議案
高知市立中学校の授業中における事故に起因する損害賠償等の請求に関し，相手方と和解します。

【教育委員会学校教育課】
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②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１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

・木村会館耐震補強及び大規模改修工事
契約金額 【変更前】171,322,800円【変更後】180,622,200円（9,299,400円増額）
変更内容 耐震壁形状の変更や外壁改修の範囲変更及び施工条件の変更による工期の延⾧に伴い，増額変更を行い

ました。
【健康福祉部高齢者支援課】

・（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
契約金額 【変更前】292,490,000円【変更後】308,616,000円（16,126,000円増額）
変更内容 施工に支障となる砂や破損したコンクリートブロックの堆積が判明したことから，支障物の撤去及び

処分等に伴い，増額変更を行いました。
【農林水産部農林水産課】

・高知市文化プラザ⾧寿命化整備事業
契約金額 【変更前】3,023,006,764円【変更後】3,039,113,000円（16,106,236円増額）
変更内容 照明器具等の仕様変更及びスプリンクラー配水管漏水対策等の追加に伴い，増額変更を行いました。

【総務部文化振興課】

４件


