
令和2年度

高森町一般会計補正予算（第６号）
概要書



「０９６Ｋ熊本歌劇団」と連携したまちづくりプロジェクト
・TPCの更なる活性化 隊員自らの企画番組や劇団活動等の情報発信（YouTube配信連携）
・福祉事業連携 高齢者教室等との交流活動（介護拠点整備施設活用）
・人材教育連携 学校行事・課外活動との連携（エンタメ業界との触れ合い機会の創出）
・国内外へのＰＲとネームバリュー向上

熊本城・城彩苑にて舞台 ｢前田慶次 かぶき旅」での国内外旅行者への情報発信

有名漫画キャラクターとタイアップした地場産業活性化＆ふるさと納税返礼品拡充プロジェクト
・令和２年度ふるさと納税寄附目標金額３億円の実現に向けての取組強化（自主財源獲得強化）
・漫画コンテンツと地場産品の連携強化 漫画、映像、劇団等のコンテンツと地場産品との相乗効果創出
・コロナ時代に合わせたＥビジネスへの取組 日本全国へメイドイン高森を展開する仕組み作り
・吉祥寺とのタイアップ 東京屈指の「住みたい街」の力を存分に活かした発信基地としてのタイアップ企画

国・県補助活用事業 １

●地域おこし協力隊制度を活用し、エンタメ業界と連携したまちづくり事業を
実施します。

予算書Ｐ１５

エンタメ業界と連携したまちづくり事業

事業費 特別交付税 一般財源

4,008万円 4,008万円 0円

【事業の目的】
新たに25名（予定）の地域おこし協力隊員を招き、
地域協力活動を通して地域力の維持・強化を図る。

オクロック

【事業内容】



国・県補助活用事業 ２

●国制度により民間企業の人材を受入れ、エンタメ業界と連携したまちづくりと
新産業創出に関する協定事業の取り組みを推進します。

予算書Ｐ１６

地域おこし企業人交流プログラム

事業費 特別交付税 一般財源

560万円 560万円 0円

【制度概要】
・三大都市圏に所在する企業等の社員を自治体に一定期間受入れ、
民間が有するノウハウや知見を活かして、地域独自の魅力や
価値向上につなげる取組

・受入期間 ６ヵ月以上３年以内
・特別交付税措置 企業人の受入の期間中に要する経費

上限額５６０万円／人・年（１企業２名以内）
【事業内容】
・企業人受入予定人数：２名
・派遣元企業名：株式会社じぞう屋 （東京都吉祥寺）

※株式会社コアミックスのグループ企業
（都内で飲食事業、ビル管理事業等を展開）

・地域おこし企業人の本町での活動
①コアミックスグループとの連携協定事業のマネージメントによる協定目標達成に向けての取組
②営業の専門知識や都内での人脈と経験を活かした、地域ブランドの東京都市圏のＰＲと販路開拓等



【事業目的】
宿泊者による空き家改修や地域交流を行うことで、空き家問題の解消及び
移住に向けたファーストステップとする。

【事業内容】
100組の宿泊者と共に空き家を民泊施設へ改修する体験事業。
宿泊費を無料にし、代わりに「民泊にあったらいいなと思うもの」を
プレゼントしてもらい、100泊後に民泊施設として完成。
宿泊の模様を動画化し、YouTubeやTPCで配信中。

【これまでの実績】
令和2年7月より開始し、5組宿泊済（R2.8.25現在）
YouTubeにて3泊目まで動画配信中。

【財源】
人材ネットワーク活用事業等補助金（お試しふるさとワーキングホリデー推進事業）：補助率50％

国・県補助活用事業

●県補助を活用し、100組の宿泊者と「空き家」を民泊化する就業体験を実施し、
空き家の有効利活用及び移住に向けたファーストステップとします。

予算書Ｐ１６

100泊で完成する民泊（お試しふるさとワーキングホリデー推進事業）

３

（ブロック塀の塗装）

（囲炉裏づくり）

事業費
（当初+補正3号+補正6号）

補助額 特別交付税 一般財源

507万円 63万円 440万円 4万円



国・県補助活用事業 ４

●国外転出者によるマイナンバーカード等の利用の実現のために必要となる
住民基本台帳システム等の機能の整備を図ります。

予算書Ｐ１８

社会保障・税番号制度システム改修

【事業背景】
国外の長期滞在者の増加やデジタル化が進展しているなか、
国外への転出者は、住民票を基礎としたマイナンバーカードや公的個人認証制度を
利用できない。（転出時に住民票が削除されるため）

【事業内容】
国外転出後も利用可能な
「戸籍の附票」を個人認証の基礎として活用し、
マイナンバーカード・公的個人認証（電子証明書）
の海外での継続利用のためシステム改修を行います。

【事業費】
・住基システム改修 222万円
・戸籍附票システム改修 484万円
・全額国庫補助（10/10）

事業費 補助額 一般財源

706万円 706万円 0円



国・県補助活用事業 ５

●介護予防拠点として改修等を実施した各地区の公民館・集会所にノートパソコン等の
情報通信環境を整備します。

予算書Ｐ１９

集落サポートプロジェクト事業

【事業目的】
約２か月間の新型コロナウイルス感染症対策の活動自粛期間を経て、
各地区で順次開催されている「１００歳体操」「サロン事業」に併せ、
公民館や集会所に情報通信環境を整備し、多世代の住民が利用する
『通いの場』の充実、コミュニティ推進と集落の活性化、
新しい生活様式に応じた地域間交流を図ります。

【実施内容】
①ノートパソコン＋遠隔通信用機器の設置（各拠点施設に１台）
②遠隔通信網（Wi-Fi）の整備（光ネットワーク）
★今後は集落支援員の活動の一環としても活用していく予定
（地域間交流など）

【補助事業】
県の「集落サポートプロジェクト事業補助金」を活用予定（上限額500万円、補助率100％）

事業費 補助額 一般財源

506万円 500万円 6万円



国・県補助活用事業 ６

●町内保育施設等において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行います。

予算書Ｐ２０

子ども・子育て支援交付金（特例措置分）

【事業内容】
・高森町子ども・子育て支援事業計画「第２期 たかもり 新 風まるプラン」に従って、
延長保育や放課後児童健全育成事業などを実施する町内保育施設等に対し、
特例措置として、1事業あたり上限50万円（国庫補助率10/10）の交付金を
活用し、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行います。
（令和元年度実施分を含む）

【実施内容】
本町で実施している下記の地域子ども・子育て支援事業において、
消毒液やマスク、体温計や空気清浄機等の購入等により対策を行う。
・利用者支援事業、乳幼児家庭全戸訪問事業（高森町役場）
・地域子育て支援拠点事業（高森子育て支援センター）
・延長保育事業（高森保育園）
・放課後児童健全育成事業、一時預かり事業（高森幼稚園）

事業費 補助額 一般財源

142万円 142万円 0円



国・県補助活用事業 ７

●安心して子どもを育む環境づくりのため、保育所等における新型コロナ
ウイルス感染症防止対策を行います。

予算書Ｐ２０

保育対策総合支援事業

【事業概要】
・地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、
子どもを安心して育てることができる環境整備を
目的とした事業

・保育所等における新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策に係る経費について、1施設あたり上限50万円
（国庫補助率10/10）が交付される。
（令和元年度実施分を含む）

【実施内容】
消毒液やマスク、体温計や空気清浄機等の購入
＜対象事業所＞

色見保育園・高森東保育園・高森保育園
※高森幼稚園は、別事業にて直接助成される。

事業費 補助額 一般財源

47万円 47万円 0円



事業費 補助額 一般財源 地元負担

200万円 100万円 90万円 10万円

国・県補助活用事業 ８

●菅山地区の基幹水路を整備し、水管理の省力化・農業用水の安定供給を
図ることにより、地区内農業の安定的な経営に取り組みます。

予算書Ｐ２２

菅山地区水路改修工事

【現状と課題】
・未整備区域や老朽化が原因で漏水が顕著である。
・土地改良組合で、維持管理・補修を常時取組んでいるが、
その労力・負担は非常に大きく、担い手の高齢化や後継者
不足が進行し、耕作放棄地の発生が懸念されている。

【事業の目的】
・老朽化した水路の改修を行い、
水管理の省力化・農業用水の安定供給を図ることにより、
主要作物である水稲の安定的な経営に取組む。

【補助額】
・県の「農業農村整備推進交付金特認事業」を活用 ※事業費の1/2補助



事業費 補助額※ 起債借入額 交付税措置 実質負担額

9,082万円 2,588万円 5,840万円 4,088万円 2,406万円

国・県補助活用事業 ９

●学校施設環境改善交付金を活用して、町立学校施設の特別教室に空調機を整備
します。

予算書Ｐ２５

高森町立学校空調整備事業

【事業の背景】
学校施設は、地震等の災害発生時には地域住民の避難場所としての
役割も果たすことから、その安全性を確保することは極めて重要で
あるため、学校施設環境改善交付金を活用して環境を整備する。

【事業概要】
・平成30年度、国の経済対策により
普通教室にエアコンを整備した。

・本年度は、学校施設改善交付金を活用して
特別教室にエアコンを整備する。

【事業内容】
・高森中央小学校 約2,731万円
・高森中学校 約3,601万円
・高森東学園 約2,750万円
補助裏には、過疎債を活用予定（充当率：90％、交付税措置率：70％）

※事務費を含む

平成30年度
普通教室
エアコン整備



１０

●新型コロナウイルス感染症対策として、給水車を購入します。

予算書Ｐ１６

給水車購入事業（2台）

【現状】
・令和2年7月豪雨により本町は7月11日に町内の一部地域に避難勧告を発令したが、
高齢者の運転等による自力避難が困難であり、実際に避難した町民も少なかった。

・平成28年熊本地震の際には自衛隊等による給水活動を実施するとともに、
その他の災害時に町で各地区の避難所に給水タンクを設置した。

【課題】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、有事の際でも「密を避ける」
ために自宅避難を促す必要がある。

・山間部は民家も点在しており、自力で移動することが困難な
高齢者も多いため、給水車による各戸への巡回給水も必要。

【事業内容】
新型コロナ時代における「有事の際の水の確保」のため
給水車を購入する。

事業費 補助額 一般財源

4,000万円 0円 4,000万円

単独・その他事業

地方創生臨時交付金 活用予定



事業費 補助額 町補助額 地元負担

280万円 0円 100万円 180万円

単独・その他事業 １１

●令和2年7月豪雨により被災した農業用施設の災害復旧工事を実施します。

予算書Ｐ２２

農地等災害復旧事業

【事業の目的】
令和２年７月豪雨により被災した農業用施設で、二次災害の危険性が高く緊急を要する
箇所のため、公共的施設整備事業（町単独）にて災害復旧を行う。
※農地等災害復旧事業（国補助）の要件に非該当のため、町単独で補助

【補助額】高森町公共的施設整備事業費補助金
事業費に対し、2分の1の補助額（上限額100万円）

【事業内容】
農道①
道路下に民家があり、二次災害の恐れあり
事業費：160万（補助額50万）

農道②
通学路としての利用もあり、通行に支障を来すため。
事業費：120万（補助額50万）



公共土木施設の災害復旧 １２

●令和2年7月豪雨により被災した公共土木施設の災害復旧工事を行います。

予算書Ｐ２７

公共土木施設災害復旧事業

【被害状況】

津留・林線 土砂流出 戸ノ下線 土砂流出永野・山付線 土砂流出 下切川 護岸裏の吸い出し

大戸ノ口・本河原線 路肩決壊 山ノ口・蔵地線 舗装損傷 大切畑・下切線 路肩決壊 村山川 護岸基礎部の洗掘

事業費
起債額 一般財源

修繕費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費

610万円 250万円 250万円 50万円 1,160万円 0円

※一般単独災害復旧事業債（公共土木施設）を活用予定
（起債充当率：100％、交付税措置率：財政補正係数により算出される（47.5～85.5％））


