高知市移住・定住促進計画（令和元年度改訂版）

（２）「住まい」に関する事業・施策
【住まい】 ①快適な住環境の整備支援
2019（令和元）年度
実施事業・施策

三世代同居等Ｕターン支援
事業

こうちらいふ体験滞在拠点
「いっく」の管理・運営
二段階移住ＰＲ事業
二段階移住支援事業費
補助金

高知市新庁舎の建設
かがみ暮らし体験滞在施設
「しいの木」の管理・運営

概

要

子育て支援や老後の不安解消など，お互いに助け合いながら暮らせる安
心のまちづくりを目指して，三世代同居等となる子育て世帯の県外からの
転入費用や定住費用に対して上限 15 万円を支援。
【令和元年度からの補助要件】
・過去に 5 年以上，本市に住んだことがある子育て世帯
・子育て世帯の住居と親世帯の住居の距離は概ね 2 キロメートル以内
など
高知県と連携して，体験滞在拠点「いっく」を管理・運営し，県内への移住
希望者の二段階移住等を支援（平成 29 年度に 1 号室，平成 30 年度に
新たに 2 号室を貸出）。
大都市圏の潜在的な移住希望者を対象に，二段階移住の取組をＰＲす
るために，情報発信ツールの製作や広告・広報活動などのプロモーション
を委託し実施する。（れんけいこうち広域都市圏関連事業）
県内への移住希望者を対象に，一段階目となる高知市への移住・滞在
（お試し移住）に係る初期費用に対する補助（実費・上限 20 万円），及び
市町村を巡る際のレンタカー利用に対する補助（実費の１/２・上限２万
円）を実施。（れんけいこうち広域都市圏関連事業）
市民の安全・安心な暮らしを支える庁舎，市民に分かりやすく，利用しや
すい庁舎，市民に親しまれ，愛着を持てる庁舎，環境に配慮した自然に
やさしい庁舎，効率性・機能性を重視した，経済的な庁舎を目指す。
本市に移住を希望している方が，地域での暮らしを体験できる「かがみ暮
らし体験滞在施設」の管理・運営を行い，移住・定住の促進と地域の活性
化を図る。

担当課

政策企画課（移住・定住
促進室）

政策企画課（移住・定住
促進室）
政策企画課（移住・定住
促進室）
政策企画課（移住・定住
促進室）

新庁舎建設事務所
鏡地域振興課
政策企画課（移住・定住
促進室）

高知市中山間地域空き家 中山間地域内にあり，所有者が移住希望者に賃貸する意思のある空き 鏡地域振興課
家物件に関する情報を提供する（登録制）。
土佐山地域振興課
情報バンク制度
中山間地域活性化住宅
整備事業
デマンド型乗合タクシーの
利便性向上及び利用促進
公共交通マップの作成

公共交通の再生と活性化

空き家の少ない中山間地域において，交流人口の増加や，地域活性化
を図るため，市営住宅の整備を実施（令和元年度は，旧土佐山健康交
流センター及び旧土佐山へき地診療所跡地について，敷地造成等を実
施）。
路線バスに代わる公共交通として導入を行ってきたデマンド型乗合タク
シーについて，地域のニーズに即した利便性の確保や効率的な運行とな
るよう見直しを行いながら引き続き利用促進を図る。
来外者（転入者，観光客）向けに，市内の公共交通（ 路線バス，路面電
車，デマンド型乗合タクシー）の路線図や利用方法などを分かりやすく周
知するために，公共交通マップを作成する。
市民の日常生活における移動手段を確保するために，バス，電車，鉄
道，タクシーなど，多様な公共交通ネットワークの最適化を図り，地域の
実情に応じた公共交通体系の構築と公共交通促進策に取り組む。

土佐山地域振興課

くらし・交通安全課

くらし・交通安全課

くらし・交通安全課

新築住宅の固定資産税軽 一定の要件を満たす新築住宅を対象に，新築後一定期間 120 平方メー
資産税課
トルまでの部分に相当する固定資産税額を２分の１に減額。
減
地震発生時の家具等の転倒防止対策を推進するために，家具等の転倒

家具等転倒防止対策に関
防止器具購入費用の見積り，取付け等を本市が委託した事業所が代 地域防災推進課
する補助
行，支援。

鏡川清流保全事業

浄化槽設置補助制度

本市のシンボルでもある鏡川は，源流域から河口までの流域全体が一つ
の市域に含まれる全国的にも珍しい川で，天然アユが数多く遡上するな
ど清廉な水環境を誇り，2008（平成 20）年には平成の名水百選にも選ば
れた清流である。この鏡川の清流を保全するために必要な各種施策を実
施する。
下水道計画区域外で，現在，くみ取り便所や単独処理浄化槽を使用中
の一般住居にお住まいの方を対象に，高度処理型合併処理浄化槽の設
置・配管の費用や，単独処理浄化槽・くみ取り便槽撤去の費用を補助。
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環境政策課

環境保全課
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【住まい】 ①快適な住環境の整備支援
2019（令和元）年度
実施事業・施策

省エネルギー機器導入事
業費補助金

量販店の駐輪場を活用した
サイクル＆ショップライド

環境教育の推進

NEW

自家消費型新エネルギー
導入促進事業費補助金

概

要

高知市内の事業所の省エネ促進と温室効果ガス削減のため，自己の所
有する事業所の既設機器の入替えをする場合において，省エネ効率の
高い照明や空調機器などの購入費用の 1/3（上限 50 万円）を補助す
る。補助対象者は，高知市内又は市外において過去 3 年以上継続して
事業を行う中小企業者（会社または個人事業主）。
自家用車を利用した通勤・通学から，自転車と公共交通（バス・電車）を
利用した通勤・通学への転換を推進するために，連携協定を結んでいる
量販店の駐輪場に自転車を止め，公共交通を利用しやすい仕組みづくり
を行い，環境にやさしい低炭素型交通を推進する。
学校やイベント会場等において，自然保護や省エネ，新エネルギーの普
及啓発を含めた環境教育を実施し，環境負荷の低減の意義や必要性に
ついて意識啓発を行う。また，地球温暖化対策のための国民運動「COOL
CHOICE（＝賢い選択）」の啓発事業として，高知ならではの資源を活用し
た「よさこい×COOL CHOICE」など，市民・事業者・行政が連携した取組を
展開する。
地球温暖化対策の推進及び災害時の事業継続性の向上を図るために，
高知市内の事業所の ZEB(ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾋﾞﾙ)化を行い，自家消費
型の太陽光発電システムを導入する事業について，太陽光発電設備の
導入に係る設計費，設備費，工事費の合計額の 1/3 を補助する。

担当課

新エネルギー推進課

新エネルギー推進課

新エネルギー推進課

新エネルギー推進課

公衆街路灯維持費補助金

町内会等の自治組織が維持管理する公衆街路灯電気料を一部補助。

地域コミュニティ推進課

公衆街路灯設置費補助金

町内会等の自治組織が維持管理する公衆街路灯の新規設置又はＬＥＤ
灯への取替経費を一部補助。

地域コミュニティ推進課

コミュニティ集会所等施設
町内会等の集会所等の建設及び改修に係る経費の 60％を補助。
整備事業

地域コミュニティ推進課

飲料水供給施設整備事業
費補助金

地域コミュニティ推進課

住宅耐震化推進事業
①耐震診断士派遣
②改修設計・改修助成

老朽住宅等除却事業

都市公園整備事業
公園施設長寿命化整備
事業

市営住宅

優良建築物等整備事業

中山間地域における飲料水供給施設の改修又は布設替に係る経費の一
部を補助（高知県中山間地域生活支援総合事業補助金を活用）。
地震に強い安全な住まいづくりを進めるため，旧耐震基準（1981（昭和
56）年５月以前）で建築された住宅の耐震改修計画・改修工事に対して
助成。木造住宅については，耐震診断士の無料派遣も実施。
・改修計画作成費用：１棟あたり 20.5 万円まで（非木造は 30 万円まで）
（共同住宅・長屋の場合で４戸以上は 41 万円まで（非木造は 60 万円ま
で））
・改修工事費用：１棟あたり補助対象経費の８割で 100 万円まで
（法人その他団体以外は 10 万円加算）
避難路の確保や市街地の防災安全性を確保するため，避難路の沿道に
位置する又は住宅等が立ち並ぶ地域に位置する，老朽化した住宅及び
建築物の除却の費用を一部助成。
都市計画決定された都市公園・都市緑地の整備を実施。
弥右衛門公園（4.0ha，～令和元年度），竹島公園（1.1ha，～令和元年
度）
2012（平成 24）～2014（平成 26）年度に策定した公園施設長寿命化計
画に基づき，老朽化した都市公園・都市緑地の建物及び遊具その他の
工作物の改築・更新を行う。2014（平成 26）年度～2025 年度にかけ
て，計 67 公園を対象に実施を予定。
入居者の募集に当たり，特定目的住宅「子育て世帯向け住宅」を設定。
子育て世帯が入居できる市営住宅を増やし，市内中心部への子育て世
帯の誘導を図る。
都市機能誘導区域内で，10 戸以上の共同住宅及び都市機能誘導施設
との複合施設となる優良建築物等の整備を行う事業者に建設費用の一
部を助成。
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建築指導課

建築指導課

みどり課

みどり課

住宅政策課

都市計画課
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【住まい】 ①快適な住環境の整備支援
2019（令和元）年度
実施事業・施策

概

要

担当課

水洗便所改造資金助成
制度

くみ取り式又は浄化槽を使用した,既設の便所を水洗便所に改造する際
に要する費用を助成。

上下水道局お客さま
サービス課

水洗便所改造資金利子
補給制度

水洗化工事費の借入れを希望される方に対して，市の指定する金融機
関への融資あっせんと利子補給を行う。

上下水道局お客さま
サービス課

公共下水道グループ接続
助成金制度

ご近所同士でグループとなって同時に下水道接続工事を行う場合に，工
事費用の一部を助成する。

上下水道局お客さま
サービス課

水道事業南海地震対策

公共下水道事業雨水対策
公共下水道事業汚水対策
「オーテピア高知図書館」・
「高知みらい科学館」・「オー
テピア高知声と点字の図書
館」の開館
NEW

オーテピア高知図書館
「移住×地域展」コーナー
（再掲）

高知市水道ビジョン 2017（H29 年策定）及び南海地震対策基本計画
（H25 年策定）に基づき，水道基幹施設・基幹管路の耐震対策の推進，
応急活動体制の強化等による南海トラフ地震対策を進める。
中心市街地の排水能力向上，未整備地域への整備等による浸水リスク
の軽減を図り，市民，事業者等が安心・安全と感じられる生活の場をつく
る。
汚水整備を速やかに図り，公共用水域の水質向上及び生活環境の改善
により，快適な生活を提供する。
地方に居ながら，首都圏と同等の資料に触れられる日本でも有数の規模
の「オーテピア高知図書館」，コンパクトながら体験重視型の展示が充実
し，プラネタリウムも併設され，子どもから大人までが利用できる「高知み
らい科学館」，録音図書や点字図書など，様々な読みにくさを抱えた方へ
の資料が揃っており，障害のある方も様々な情報に触れられる「オーテピ
ア高知声と点字の図書館」が平成 30 年 7 月 24 日に開館した。
高知移住を考えるきっかけや、移住者を受け入れる側の地域づくりを応
援する目的として、オーテピア高知図書館３階で、これからの働き方、地
域デザイン、高知暮らしの魅力を紹介する本や、移住に関する高知県の
取組みや制度に関するパンフレットなどを集めた常設展示コーナーを設
置。
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上下水道局総務課
上下水道局下水道整備
課
上下水道局下水道整備
課

声と点字の図書館
図書館・科学館課

図書館・科学館課

