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【現状と課題】
熊本地震で甚大な被害を受けた南阿蘇鉄道は現在も部分運行が続いている。
⇒トロッコ列車の運行や物販、各種イベント等での集客、
地域おこし協力隊による業務支援等、自助努力や町・団体の支援により、
利用者や観光客が徐々に回復しているものの厳しい経営が続いている。

【事業内容】
現在、高森駅周辺の再開発を進めており、2022年には新駅舎が完成予定。
2023年には全線復旧を予定しており、新駅舎には販売ブースも設置予定だが、
お土産となるような特徴的な商品がないため、
地域資源を活用した新商品の開発が必要。（石鹸等）
⇒地域総合整備財団（ふるさと財団）が行う補助事業を活用。

●地域資源を活用した新製品・新商品の開発に取り組みます。

国・県補助活用事業 1

ふるさとものづくり支援事業

事業費 補助額 一般財源

434万円 390万円 44万円 予算書Ｐ43



【事業の目的】
・多様化するニーズ、地域、集落の問題解決に挑戦する適材適所対応の実現。
・買い物支援、高齢者の困りごと解決支援を実現。
・健康推進員として、保健師や民生委員と情報を共有し見守り活動、生活支援の充実を図る。
・人手不足を考慮し、核となる人材育成を図る。

【活動拠点、事業内容】
社会福祉協議会：4名（高森2名/色見1名/上色見1名）
草部出張所 ：2名（草部北部、南部）
野尻出張所 ：2名（野尻・津留1名/尾下・河原1名）

●地域の細やかな情報収集、住民健診(特定健診)等の受診勧奨
●サロン及び介護予防事業、買い物支援及び自主防災組織の推進及び新規立上げ
●地域のリーダーとして育成（自己研鑽のための研修会等への参加）

国・県補助活用事業 2

●集落支援員制度を活用し、地域に必要な人材を登用します。

地域課題の解決のための集落支援員活用事業

事業費 補助額※ 一般財源

2,732万円 2,732万円 0円 予算書Ｐ43
※特別交付税措置（一人当たり350万円上限）



【これまでの実績】
・昭和54年度に事業着手し、令和元年度末までに調査対象面積166.52㎢に対して、
155.45㎢が完了見込み。
国土調査十箇年計画に基づき、早期完了を目指す。

【事業内容】
・令和2年度は大字菅山地区12字1.23㎢の現地調査を行う。
また、昨年度の大字菅山地区24字2.3㎢は緊急対策事業
(2020年度まで)の為、測量工程から最終閲覧まで行う。

【事業費】
「地籍調査事業補助金（補助率：75％）」を活用。（国費50％、県費25％）
残りの町費分25％のうち8割は交付税措置される。

国・県補助活用事業 3

予算書Ｐ60
事業費 補助額 一般財源

8,400万円 6,300万円 2,100万円

●土地の所有者、地番、地目、境界、面積等を明確化するため、令和2年度は菅山地区の
一部の地籍調査をします。

地籍調査事業



【事業の目的】
すまいるフェスタの各プラグラムや展示コーナーをまんべんなく巡回してもらい、
「人権啓発」「文化振興」「健康づくり」の融合を図る。

（三本の柱）
・文化を愛で創作に勤しむうるおいのある生活
・運動をとおして健康で笑顔の絶えない明るい社会
・人権を尊重し、いじめや差別のない公平な町づくり

【事業内容】
イベントへの集客が、事業目的を果たすことに大きく寄与するため、
以下のプログラムを実施する。
・人権、文化、健康に係る各種表彰
・人権作文発表、合唱、和太鼓演奏
・絵画、写真、書道、生け花等の展示
・基調講演 等

●「人権フェスティバル」、「文化祭」、「健康フェスタ」の3つのイベントを同時に行い、住民が
参加しやすいイベントとして第20回目を開催します。

すまいるフェスタinたかもり

国・県補助活用事業

事業費 補助額 一般財源※

81万円 38万円 43万円
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予算書Ｐ67

過去のイベント風景



【事業の経緯及び目的】
・風しんは、妊婦が妊娠初期に感染すると、「先天性風しん症候群」を持った子どもが
生まれる可能性がある。

・40歳～57歳の男性は、過去に風しん予防接種を受ける機会がまったく無かったため、
関東地方を中心に流行している風しんに罹っている割合が多い実態がある。
⇒抗体値が低いと思われる年代に対し、平成31年度（令和元年度）から3年間、
抗体検査および予防接種を行い、風しんの蔓延を防止する。

【事業内容】
・対象者は風しんの抗体検査を医療機関・健診等で行い、その後、
抗体値が低い方は風しんの予防接種を受ける。

【受け方】
（抗体検査）：クーポン券を持参し医療機関・健診で受診⇒ 窓口負担なし。
（予防接種）：抗体検査の結果、抗体値が低い方のみ予防接種を受ける。

窓口負担なし。

国・県補助活用事業

●40～57歳の男性に対し、風しんの抗体検査ならびに予防接種に係る費用を助成します。

風しんの追加的対策

事業費 補助額※ 一般財源

140万円 51万円 89万円
※抗体検査費用のみ補助制度あり（補助率：1/2）。予防接種費用については交付税措置となる予定。

5

予算書Ｐ77



【事業の経緯】
胃腸炎の予防のために行われるロタウイルスの予防接種は、これまで任意となっており、
自己負担が1回あたり5,000～10,000円発生していた。
⇒令和2年10月より予防接種が定期化されることに伴い、
自己負担なしで接種できるようになった。（ロタリックスは2回、ロタテックは3回接種。）

【対象者】
令和2年8月生まれ以降の子どもが対象となる予定

【その他】
通常の予防接種と同様に、主にかかりつけの小児科で接種を実施する。
接種方法は皮下注射ではなく経口投与（口から飲ませる）となり、
投与が遅れると腫重積※のリスクが高くなるため、
生後6週～14週6日までの接種が推奨されている。

※腸重積（ちょうじゅうせき）：0～2歳の乳幼児に発症することが多い代表的な病気。

国・県補助活用事業

●令和2年10月より、ロタウイルスの予防接種が定期化します。

ロタウイルス予防接種の定期化

事業費 補助額 一般財源

44万円 0円 44万円

6

予算書Ｐ77



●住民健診は病気の早期発見だけでなく、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の予防
のため体の変化を確認できる機会であるため、毎年6、8、10月に分けて実施しています。

各種検診委託（がん検診）

【これまでの取組み】
●がん検診を受診しやすい環境整備
・乳がん個別検診への補助実施（一部の対象者のみ）
・乳がん（超音波）⇒生活習慣の変化により羅患者の低年齢化が進んでいるため、

対象年齢を40歳から30歳に引き下げ。
・乳がん（マンモ）⇒町独自で実施している補助対象年齢を41歳から45歳に変更。

・子宮頸がん⇒集団検診での受診のみ助成していたものを、
個別検診での受診も助成対象とした。

⇒町独自で実施している補助対象年齢を21歳から30歳に変更。

【期待される効果】
①がん検診全体の受診率向上。
②若い世代の検診に対する疎遠感の排除（病気の早期発見）

事業費 補助額 一般財源

618万円 4万円 614万円

7国・県補助活用事業

予算書Ｐ78



【現状と課題】
本町の合併浄化槽の整備状況は約50％となっており、熊本県全体平均は約85％に比べ、
遅れ気味である。
本町は白川・五ヶ瀬川・大野川の上流に位置しており、水質保全は不可避な問題である。

【対策、事業内容】
本町に下水道は整備されていないため、合併処理浄化槽の普及が求められている。
令和2年度は5人槽（補助額：330,000円）15基、

7人槽（補助額：414,000円） 8基、
10人槽（補助額：546,000円） 2基

分の補助を予定している。

【事業費】
令和２年度：9,354,000円

国・県補助活用事業 8

予算書Ｐ80
事業費 補助額 一般財源

936万円 624万円 312万円

●浄化槽の普及を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、民間住宅の
合併処理浄化槽の設置費用を一部助成します。

合併処理浄化槽設置事業



予算書Ｐ83
事業費 補助額 一般財源

1,050万円 1,050万円 0円

9国・県補助活用事業

●次世代を担う農業者となることを志向する方を対象に、就農直後（5年以内）の経営確立を
支援をします。

農業次世代人材投資事業（経営開始型）

【目的】
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、農業次世代人材投資資金を交付することで、
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図る。

【主な交付要件】
①独立・自営就農時の年齢が原則として50歳未満の認定新規就農者で、
次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。

②独立・自営就農であること。
③就農する市町村の「人・農地プラン」に位置付けられていること。
④生活保護等、生活費を支給する国の他事業を受給していないこと。
⑤農家の子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク
（新たな作物の導入、経営多角化等）を負うと市町村が認めること。

【交付額】
150万円／年（最長5年間）※所得に応じて交付額が変動する。



予算書Ｐ88

10国・県補助活用事業

●河地地区の基幹用水路を整備し、水管理の省力化・農業用水の安定供給を図ります。

河地地区用水路整備事業

【現状と課題】
・河地地区の用水路は、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・補修に常時取り組んでいるが、その労力や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る。

【事業の概要】
地域内の老朽化した用水路の改修を行い、
主要作物である水稲に加え飼料作物の作付面積の拡大を図り、
地区内農業の安定的な経営に取組む。

【事業費】
「団体営農業農村整備事業」を活用予定。

（補助率：国55％、県14％、町26％、地元負担：5％）

事業費 補助額※ 起債借入額 交付税措置 実質町負担

3,115万円 2,070万円 1,040万円 832万円 213万円
※登記手数料は補助対象とならないため、事業費総額から補助額を算出したものではない。

現在の用水路



予算書Ｐ88
事業費 補助額※ 一般財源

734万円 0円 734万円

11国・県補助活用事業

●法律の施行により義務付けられた防災重点ため池（芝原、別所、含蔵寺）のハザードマップ
を作成します。

高森地区ハザードマップ作成業務委託

【目的】
農村地域の防災・減災対策のため、大規模地震や豪雨により災害が発生した際に、
下流域の住宅密集地に二次災害の恐れがある防災重点ため池のハザードマップを作成し、
①地域住民の防災意識の向上、②災害時における住民の適正な避難誘導、
③ため池災害における被害の未然防止等を図る。

【事業の内容】
農業用ため池の管理及び保全に関する法律（令和元年7月1日施行）
により、防災重点ため池のハザードマップの作成及び公表が
義務付けられた。
⇒未作成である芝原、別所、含蔵寺のハザードマップを作成。

【補助事業】国の「農業水路等長寿命化・防災減災事業」を活用予定。
（補助率：100％）

※当初予算で歳入は計上せず、交付決定時期等を踏まえて予算化する予定。



【事業内容】
令和元年10月に南小国町と連携し、「日本で最も美しい村連合 阿蘇支部」を設立。
⇒阿蘇の南北に位置する2町のスケールメリットと「日本で最も美しい村」ブランドを活用し、
両町への交流人口の増加を目的とした事業を展開する。

【具体的な事業内容】
①リアル宝さがしイベント【令和2年度新規事業】
②ビンゴラリー
③町民交流事業
④フォトツアー【令和2年度新規事業】

【補助事業】
熊本県「広域連携プロジェクト（スクラムチャレンジ）推進事業補助金」
を活用予定（補助率3/4）

●昨年度設立した「日本で最も美しい村連合 阿蘇支部」において、観光施策に取り組みます。

「日本で最も美しい村連合阿蘇支部」観光誘客事業

国・県補助活用事業

事業費 補助額 南小国町 一般財源

900万円 600万円 150万円 150万円 予算書Ｐ93
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【事業の目的】
平成20年度より町営住宅の塗装工事を実施しており、令和元年度は駅前団地3棟8戸の外壁塗装
を実施している。
平成6～17年度に建てた住宅はいずれも木造であるため、定期的に外壁塗装等のメンテナンス
が必要であり、住宅の長寿命化と町の景観向上のために実施する。

【事業内容】
令和2年度は旭Ａ団地3棟6戸分を予定

【事業費】
9,778,000円
国の「社会資本整備総合交付金」を活用予定

事業費 補助額 一般財源

978万円 432万円 546万円

13国・県補助活用事業

予算書Ｐ101

●公営住宅に適切な改修・改善工事を施すことで、住宅本体の寿命を延ばし、また、町の
景観向上を図ります。

公営住宅等ストック総合改善事業



【事業の目的】
2018年6月に大阪府で発生した地震により倒壊したブロック塀の下敷きになり死亡者が出たこと
を受けて、本町における民間所有の倒壊の恐れのあるブロック塀等の除去等に係る費用に
ついて補助を行い、町の安全を図る。

【事業内容】
令和元年度を初年度とし、事業の必要が無いと判断されるまで、
当面補助を続ける必要がある。
･ブロック塀等除去：費用の10/10（上限20万円）
･除去後、安全な塀等を設置：費用の1/2（上限10万円）

【事業費】
900,000円
国の「住宅社会資本整備総合交付金」を活用予定

国・県補助活用事業 14

予算書Ｐ101
事業費 補助額 一般財源

90万円 35万円 55万円

●倒壊の恐れのある民間のブロック塀について、安全確保を目的として撤去又は撤去後に
新たに塀を建てる費用について助成します。

危険ブロック塀等安全確保支援事業



【事業の目的】
高森町の伝統ある文化財であるにわかを記録調査し、後世に残せる記録を作成する。

【事業内容】
高森のにわかを中心に、風鎮祭（造り物、仮装行列等）
についても調査を行う。

【事業費】
総事業費（3年）：13,100,000円
うち令和2年度 ： 4,600,000円

国の「民俗文化財調査事業」を活用予定。（補助率：1/2）

予算書Ｐ119

15国・県補助活用事業

●平成31年3月に国選択の無形民俗文化財となった「高森のにわか」を記録・調査します。

高森のにわか記録調査事業

事業費 補助額 一般財源

460万円 230万円 230万円



【現状と課題】
・議会会議録作成は外部委託しているが、年間約200万円の経費と3カ月程度の時間が必要。
・議会以外でも様々な会議を開催する機会が増えているが、職員が作成した場合、
会議時間の2倍以上の時間を必要とするため、大きな事務負担となっている。

【導入機器】
・音声データをリアルタイムで文字変換するため、会議終了と同時に議事録素案を作成。
⇒1月臨時会で実証した際は、素案の精度も高く、10分程度の手直しで完成した。

・学習機能があるため、方言や固有名詞等を学習させることで
更なる精度向上が見込める。

・発言者の「声」を学習することで、発言者を分けて作成することが可能。

【導入効果】
・導入費用450万円、年間保守費用約40万円。外部委託費用200万円が不要となり、
3年以上の使用でコスト軽減となる。また、会議録完成までの期間を大幅に短縮できる。

・議会以外でも幅広く活用できるため、職員の大幅な事務負担軽減となる。

●議会や様々な会議等の会議録作成システムを導入します。

単独・その他（ＡＩ/ＲＰＡ）事業 16

予算書Ｐ36

会議録システム導入

事業費 補助額 一般財源

490万円 0円 490万円



【目的】
「エンターテインメント業界と連携したまちづくりと地域の新産業創出の協同事業実施に
関する協定」により、国内外の人材を招き入れることで地域経済を振興し、
地域資源を更に有効活用することのできる『自立したまち・地域づくり』に寄与するため、
公立日本語学校設置プロジェクトに着手する。

【事業内容】
①日本初の公立日本語学校を有する北海道東川町の運営状況把握のための研修
②同町における「多文化共生」の効果（雇用、経済循環、くらし等）の視察
③実施時期（期間）：10～11月（東京オリンピック終了後）（1週間程度）

【事業費】
研修旅費：324,000円

予算書Ｐ42

17単独・その他事業

●日本で2番目の公立日本語学校設置に向けたプロジェクトに着手します。

「公立日本語学校」設置構想先進地視察研修

事業費 補助額 一般財源

33万円 0円 33万円



【現状と課題、事業の目的】
町道区画線が経年劣化等により見えにくくなっており交通事故の原因となる。

【事業内容】
新たに区画線を設置する。

【事業費】
5,000,000円

【これまでの実績】
平成30年度

15路線：486万円

令和元年度
9路線：489万円

令和元年度取組事例

18

予算書Ｐ48

単独・その他事業

事業費 補助額 一般財源

500万円 0円 500万円

●経年劣化等で見えにくくなった区画線を設置し直し、安心・安全な交通を確保します。

高森町内交通安全施設区画線設置



【現状と課題】
一度に多くの納付書や通知等を発送する定型業務は、役場全体で38業務、年間156回程度発生し、
延べ事務従事時間は1550時間を超える状況となっている。

【導入機器】
紙・封筒を配置することにより自動で紙折、封入、のり付けまで完了する機器

【導入効果】
事務従事時間を1000時間以上削減可能であり、削減時間を他の業務に活用することができる。

●納付書や文書発送に係る事務軽減のため、封入封緘機・紙折機を導入します。

単独・その他事業 19

予算書Ｐ52
事業費 一般財源 5年総額

91万円 91万円 455万円

封入封緘機・紙折機導入（5年リース）

事務従事時間
474時間

事務従事時間
1,554時間

1,080時間削減



【事業の目的】
在宅での自立と生活の質の確保を図るとともに、
生きがいや健康づくり等に資することを目的として実施する。

【内容】
①外出支援サービス
一般の交通機関を利用できない方または下肢が不自由な方等を支援。

②軽度生活支援サービス
簡易な日常生活上の援助を実施。

③短期宿泊サービス
生活習慣等の指導や、体調調整を図る。

④デイサービス
閉じこもりの解消、自立生活を支援。

20単独・その他事業

予算書Ｐ65
事業費 補助額 一般財源

107万円 0円 107万円

●ひとり暮らしの高齢者の方々等に対し、要介護状態にならないための予防サービス、生活
支援サービス等を提供します。

高森町介護予防・地域支え合い事業



【事業概要】
令和元年6月から実施している「町内及び南阿蘇村の一部の温泉施設入浴料を一部助成」
の廃止（町内：月廻り温泉、南阿蘇村：瑠璃、四季の森、ウィナス）

【注意事項】
・令和2年5月15日（金）までの受付・販売をもって制度を廃止します。
・お持ちの入浴券の払い戻しは致しません。
・5月申込分については、入浴券を後日送付致します。
・お持ちの入浴券については、事業廃止後もご利用いただけます。

【お問い合わせ】
住民福祉課 福祉係 0967-62-2911（直通）

予算書Ｐ66
事業費 補助額 一般財源

180万円 0円 180万円

21単独・その他事業

●町内在住の高齢者の入浴料一部助成を廃止します。

高齢者入浴料一部助成事業の廃止



【事業の目的】
①草部・野尻地区の買い物環境の向上を図る。

②販売先をサロン会場や地域の公民館等とすることで、サロン参加者の増加、
地域ごとに茶話会や体操等を行う「通いの場」を推進し、介護予防に取組む。

③移動販売による見守り活動、地域住民同士の見守り活動につなげる。

【事業内容】
サロンが行われている場所や公民館等を訪問し、
約300品目の商品を販売。

【事業費】
町負担金：800,000円

単独・その他事業 22

予算書Ｐ66
事業費 補助額 一般財源

80万円 0円 80万円

●大手コンビニチェーンと連携し、草部・野尻地区で移動販売を実施します。

山間地域買い物支援事業



【事業の目的】
在宅介護者の精神的、経済的な負担軽減を図る。

【受給資格者】
介護手当の受給を受けることができる者は次のいずれかに該当し、
かつ、おおむね65歳以上で町内に住所を有する者と同一世帯で、
3ヶ月以上在宅介護しているもの1名とする。

①要介護4もしくは5の認定を受けた者
②要介護3の認定を受けた者で認知症の状態にある者
③要介護の認定を受けた者で、特に町長が必要と認めた者

※1ヶ月あたり、15日以上在宅で介護を受けていること。
（病院入院や介護施設のショートステイ利用は在宅介護日数に含まない）

単独・その他事業 23

予算書Ｐ66
事業費 補助額 一般財源

144万円 0円 144万円

●日常生活において常時介護を必要とする寝たきりの方を在宅介護している方に対して、
手当を支給します。

寝たきり老人等介護者手当



【使い方】
・予防接種のスケジュール管理
・ご家族とお子さんの成長や写真の共有
・災害時に母子手帳を紛失した際のバックアップ 等

【登録方法】
インターネットで「母子モ」で検索するか、
QRコードで読み込んでダウンロード可能。
⇒令和元年11月より導入済みのため、既に登録可能。

【事業費】
132,000円
令和2年9月までは無料での使用期間のため、10月分からの利用分
として予算計上。

【お問い合わせ】健康推進課健康推進係 0967-62-2910（直通）

●母子手帳アプリ「たかもりっこ」を導入します。

24

予算書Ｐ80

母子健康手帳「たかもりっこ」委託

単独・その他事業

事業費 補助額 一般財源

14万円 0円 14万円



【補助対象事業】
商品開発・サービス向上又は販路開拓のための取組み

【補助対象者】
町内に事業所又は工場を有し、創業から3年以内であり、次のすべてを満たす者。
①町内の個人事業主又は法人
②平成29年4月1日以降に法人を設立していること。

（個人事業主の場合は事業を開始）
③中小企業基本法に規定する中小企業者であること。

【補助率及び補助上限額】
補助率：1/2以内（補助上限額：100万円）

【補助対象経費】
謝金、旅費、直接人件費、庁費、
事業経費（原材料費、マーケティング調査費、展示会出展費、委託費等）等

●町内における「起業」の更なる促進に向けて、技術・サービスに高い将来性が見込める
企業の取組みを支援します。

単独・その他事業 25

予算書Ｐ91
事業費 補助額 一般財源

200万円 0円 200万円

スタートアップ支援事業補助金



予算書Ｐ91
事業費 補助額 一般財源

500万円 0円 500万円
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●「小規模事業者持続化補助金」の採択者に対し、補助金交付決定額と同額を無利子で
貸し付けます。

小規模事業者持続化補助金貸付金

【目的】
小規模事業者の事業実施に伴う初期投資費用の負担を軽減し、業務効率化の取組みを支援する
ため、全国商工会連合会の「小規模事業者持続化補助金」の採択者に対し、
補助金が交付されるまでの救済措置として、交付決定額と同額を無利子で貸し付けるもの。

※小規模事業者持続化補助金とは…
小規模事業者が商工会の助言を受けて経営計画を作成し、
地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助するもの。
（補助上限額：50万円）

【貸付金の返還期限】
小規模事業者持続化補助金の交付日から2週間以内

単独・その他事業



【事業の目的】
近年増加している外国人観光客も見据え、観光消費額及び観光客数の増加、観光産業の基幹
産業化を目指す。

【事業対象者】
国内外の観光客の誘致促進に取組む町内の民間事業者、観光協会商工会及び協議会等

【補助率及び補助上限額】
補助率：補助対象経費の1/3以内（補助上限額：100万円）

【対象となる事業】
・新たな消費機会を創出する観光コンテンツの制作やサービスであること。
・テーマ性があること。
（ナイト・早朝、グルメ、伝統・文化、自然体験、スポーツ等）

・翌年度以降も継続が認められる事業であること
（単発的なイベントは不可）

・情報発信のみの事業ではないこと。

●民間事業者等が取組む観光商品及びメニュー等の開発を支援します。

ビジネスチャレンジ支援事業補助金

事業費 補助額 一般財源

200万円 0円 200万円
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予算書Ｐ93

単独・その他事業



【事業の目的】
外国人観光客の受入基盤整備の充実を図るため、受入環境整備を通じた訪問時及び滞在時の
利便性向上を図るための取組みを加速させる。

【対象者及び対象施設】
町内における宿泊施設、観光施設、飲食施設、その他外国人観光客が観光目的で利用できる
施設を有する民間企業等（商店街組織を含む）又は個人事業主のうち、高森町観光協会及び
高森町商工会にいずれかの会員で町税の滞納がない者。

【補助率及び補助上限額】
補助率：補助対象経費の1/2以内（補助上限額：20万円）

【対象となる事業】
施設内のWi-Fi整備、施設内の案内表示の多言語化、
クレジットカード等決済端末の整備など

単独・その他事業 28

予算書Ｐ93
事業費 補助額 一般財源

100万円 0円 100万円

●外国語表記等の整備など新たに取組む事業者の初期投資の一部を助成します。

外国人観光客受入基盤整備事業補助金



【補助対象経費】
本町に訪れる観光客の利便性を向上させる観光施設の整備事業に必要と認められる経費
（例：駐車場のコンクリート舗装、階段の手すり設置など）

【補助対象者】
・観光施設の代表者
・観光施設を有する地区の代表者

【補助率及び補助上限額】
補助対象経費の1/2以内（補助上限額：100万円）

【補助対象とならない経費】
・土地の取得又は借上げに要する経費
・移転に要する経費
・維持管理費に要する経費

●観光客誘致を促進するため、観光客の利便性を向上させる観光施設の整備を支援します。

単独・その他事業 29

予算書Ｐ93
事業費 補助額 一般財源

200万円 0円 200万円

観光施設整備事業補助金



【事業の目的】
観光協会が実施する「観光コーディネーター養成講座」に助成し、
観光客と地域資源のある地域をつなぐため、調整役で対外的な窓口にもなる人材を育成する。

【概要】
全5回のカリキュラムを受講
⇒高森町観光コーディネーターに認定。

【講座内容】
町の歴史・文化、町の食、町の名所・旧跡、フィールドワーク、
観光コンテンツの造成 など

【募集人員】20名程度

●「観光コーディネーター養成講座」を通し、知識及び接遇向上等、おもてなし能力向上の
ための官民連携の人材育成を支援します。

単独・その他事業 30

予算書Ｐ93
事業費 補助額 一般財源

20万円 0円 20万円

観光コーディネーター養成講座助成金



【現状と課題】
道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、
道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因となる。

【対策、事業内容】
支障木の撤去を実施し、
明るいまちづくり

（景観向上）、安心・安全な
まちづくりに寄与する。

【事業費】
15,000,000円

【令和元年度の実績】
3地区17路線：1,437万円
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予算書Ｐ98

単独・その他事業

事業費 補助額 一般財源

1,500万円 0円 1,500万円

令和元年度取組事例

●町道の景観向上と安全対策を目的に、支障木等の撤去を実施します。

町道景観向上対策



【現状と課題】
現在の消防詰所は、私有地にあり老朽化の影響で屋根の瓦も落ちている。
また、駐車場もなく路上駐車により車の通行に支障をきたしているとともに、
トイレもないため消防詰所としての機能をはたしていない。

【事業内容】
指定避難所である色見総合センターの一画に、新たに消防詰所
を新設することにより、災害時や年末警戒の際にも役立つ。

【事業費】1,375万円（うち1割が地元負担）

◆過疎債を活用予定（交付税措置70％）

●9分団（色見地区）の消防詰所を新設します。

現在の詰所
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予算書Ｐ103

消防団第9分団格納庫及び詰所新設工事

事業費 地元負担 起債借入額 交付税措置 実質町負担

1,375万円 138万円 1,230万円 861万円 376万円

単独・その他事業



【事業概要】
熊本地震により災害時における防災無線の重要性、必要性が再認識された。
⇒デジタル化することで、屋外でもよりクリアな音質で届けることが可能。

【これまでの経緯】
平成29年度中に方式選定精査を行い、平成30年度に設計・発注の予定としていたが、
本町の複雑な地形において、「全世帯に確実に情報を届ける」ための設計に時間を要し、
平成30年度に有識者による調査・設計を行った。

【継続費】
市町村が行う事業のうち、2ヶ年以上にわたって執行しなければ、
その目的が達成されない事業について、期間、事業費総額等における
各年度ごとの支出総額を定めておき、予め認めるもの。
⇒現時点で2年総額 6億7,000万円（R1 3億円、R2 3億7,000万円）の予定

◆緊急防災・減災事業債を活用予定（交付税措置70％）

予算書Ｐ104
事業費 起債借入額 交付税措置 実質町負担

3億7,000万円 3億7,000万円 2億5,900万円 1億1,100万円
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●老朽化した防災行政無線をデジタル化し、再整備します。

デジタル防災行政無線導入工事【2年目】

単独・その他事業



【事業の目的】
情報通信基盤整備が完了している強みを活かし、平野部と山間部での情報取得格差を是正
できるよう、タブレットにより子どもたちや町民の方々に電子書籍の貸し出しができる
「タブレット図書館」の設置に向けた実証。

【事業内容】
令和2年度上半期で1人1台のタブレット配備が完了している児童生徒に対し、
利用頻度や購読書籍を把握する。
⇒授業等でのサブ教材として使用するなど、実際に利用し、利用頻度等の
把握を行う。

将来的に身の丈にあった図書館を設置し、タブレットを配備し、
町民への貸し出しを行う。

【事業費】
10,863,000円（令和2年度）

※企業版ふるさと納税制度を活用できるよう、地域再生計画の認定業務を行う予定。

予算書Ｐ118

単独・その他事業 34

●電子書籍を購読できるタブレット図書館を設置に向け、児童生徒への実証を行います。

タブレット図書館設置事業

事業費 補助額 一般財源

1,087万円 0円 1,087万円



【事業の目的】
既存の町史から約40年経過しており、高森を取り巻く状況は大きく変化しているため、
高森の歴史を後世に伝えていけるよう記録整備を行う。

【事業内容】
町史編さん委員が各地区の資料や歴史、文化、自然等を調査。
令和2年度からは原稿執筆に向けた体制を整えていく。

【事業費】
総事業費：44,880,000円（令和2年度：5,983,000円）

予算書Ｐ119

単独・その他事業 35

●高森町の歴史を後世に残していくための記録整備を行います。（平成30年度事業開始）

事業費 補助額 一般財源

598万円 0円 598万円

高森町史編さん事業



昨年度も、全国各地から大変多くの御寄附を頂きました。
また、新たに「楽天」及び「ANA」ふるさと納税サイトでの募集を開始し、更にＰＲを実施しました。
令和元年度より、運用体制の変更及び返礼品数の増加に取り組み、
令和元年12月時点で昨年度寄付金額を超える寄付が集まっています。
令和２年度では、前年度の取組みをさらに強化し、さらなる寄付増加を目指します。

●寄附額（R1は12月時点）及び積立額

H27末 H28末 H29末 H30末 R1.12末時点

寄附額 1億9,705万円 9,121万円 7,666万円 6,239万円 1億3,548万円

積立額 9,031万円 3,703万円 6,116万円 2,512万円 5,281万円

H30末時点
（R1.5.31）

R1積立見込額
R1活用事業
歳出見込額

R1末基金残高
（見込み）

3,499万円 7,478万円 1,514万円 9,463万円＋ － ＝

ふるさと応援寄附金の状況 36

●ふるさと応援基金の残高



【制度の概要】
平成28年度に創設された制度で、国が認定した自治体の地方創生プロジェクトに対し、
企業が寄付を行った場合に、従来の寄付による税額控除（寄付額の3割）に加えて、
特例措置として寄付額の6割を当該企業の法人関係税から税額控除する制度。
（寄付額の９割の額が軽減）⇒令和2年の税制改正予定の割合

【取組内容】
●エンタメ業界と連携したまちづくりプロジェクト
・くまもと国際マンガCAMPの開催
⇒クリエイターを円滑に受け入れるために、高森町での生活体験や

地域と密着した交流を実施。
⇒クリエイターの受け入れに向けた課題整理

・受け入れ拠点等のクリエイト活動の環境整備
⇒リビングコストの負担や機材等の整備

●国が認定した自治体が行う地方創生に係るプロジェクトに賛同する企業からの寄付金を
募り、その寄付金を財源に事業を実施します。

ふるさと納税活用事業 37

エンタメ業界連携プロジェクト（企業版ふるさと納税）

事業費 寄付額 一般財源

2,000万円 2,000万円 0円 予算書Ｐ53



ふるさと納税活用事業

予算書Ｐ66
事業費 基金繰入額 一般財源

400万円 400万円 0円

38

【事業の経緯、目的】
今後、急増する高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が
可能な限り、住み慣れた地域で日常生活を送ることができるよう、
地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、
県の「介護基盤緊急整備特別対策事業補助金」に取り組んできた。

⇒事業を通じて、公民館トイレのバリアフリー化や手すりの取り付け、
空調整備等を実施してきた。

◆TPCで放送する「なんさま体操」等を介護予防に活用していただくため、
テレビ等を導入し、介護拠点施設の充実を図るもの。

【事業対象】同事業に取り組んだ地区

●ふるさと納税を活用し、町内の介護拠点（公民館等）にテレビ等を導入します。

介護拠点施設テレビ等購入



【事業実績】
平成28年度 1件、平成29年度 2件、平成30年度 4件、令和元年度 3件申請。

【事業内容】
以下の用件を満たす夫婦1組あたり、年間20万円を上限に治療費の補助をします。
①高森町に住民票のある夫婦
②婚姻後１年以上経過していること
③同一世帯に町税等の滞納がないこと
④国民健康保険又は各種社会保険に加入していること
⑤妻の年齢が43歳未満であること

【その他】
熊本県特定不妊治療助成事業との併用が可能です。
特定不妊治療以外の不妊関連治療に対しても助成しています。
平成30年度より第2子以降の不妊治療に対しても補助を行います。

ふるさと納税活用事業 39

予算書Ｐ80
事業費 基金繰入額 一般財源

80万円 80万円 0円

●次世代育成の推進を図るため、「不妊・不育治療」にかかる医療費負担を軽減します。

高森町こうのとり支援事業助成金


