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国・県補助活用事業 

【制度の概要】 
 2019年10月から消費税が8％から10％に引上げ予定であり、低所得者・子育て世帯の消費に 
 与える影響を緩和し、地域における消費喚起を促すため、20％のプレミアム相当額を付けた 
 商品券を販売します。《町が発行する『引換券』が必要。》 
 

【対象者】 
 ①低所得者  ⇒ 2019年1月1日時点の高森町住民のうち、2019年度住民税非課税者。 
          （住民税課税者の生計同一の配偶者・扶養親族・生活保護受給者等を除く。） 
 

 ②子育て世帯 ⇒ 2019年6月1日時点の高森町住民のうち、3歳未満が属する世帯の世帯主。 
 

  2019年6月に対象者が確定するため、プレミアム相当額は補正計上予定。 
 

【販売内容】 
 1人につき2万5千円分利用可能な商品券を2万円で販売 
 （子育て世帯は、同一世帯内の3歳未満の子ども数に応じて販売。） 
 

 

●2019年10月の消費増税で消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費喚起 
 を下支えするため、低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付商品券を発行します。 

プレミアム付商品券事業 
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予算書Ｐ43 
事業費 補助額 一般財源 

5,200千円 5,200千円 0円 



国・県補助活用事業 

【目的】 
 南阿蘇鉄道の全線復旧を見据え、沿線地域のにぎわいづくり、観光地としての南阿蘇地域の 
 魅力の発信と向上、誘客活動などについて、南阿蘇村を含めた関係団体と連携して総合的な 
 活動を実施。 
 

【事業内容】 
 全線復旧祈念イベントを開催 
 ⇒熊本県広域連携プロジェクト（スクラムチャレンジ） 
  推進補助金（補助率3/4）を申請予定 
 

【事業費】 
 1,500千円（南阿蘇村と同額）⇒災害基金※充当 
 

 ※災害基金：熊本地震発生後、「南阿蘇鉄道の復興に」というご寄付を多数いただいており、 
  今後も発生し得る南阿蘇鉄道の復旧復興に係る経費に充当していく予定です。 

 
●平成30年度に引き続き、南阿蘇村と連携した南阿蘇鉄道誘客対策と情報発信に関する 
 活動を実施します。 

南阿蘇鉄道復旧支援対策実行委員会補助金 

災害基金 

過去のイベント風景 

①基金残高 
【H31.1月末時点】 

②事業費 ③基金繰入額 
④一般財源 
【②－③】 

⑤基金残高 
【①－③】 

29,014千円 1,500千円 1,500千円 0千円 27,514千円 

災害基金 

予算書Ｐ53 
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国・県補助活用事業 

【現状】 
 昭和54年から継続して40年に亘り国土調査事業を遂行してきた結果、 
 現地調査ベースで約93％の進捗状況であり、残すところ8年ほどで 
 完了を見込んでいる。 
 

【事業内容】 
 早期完了を目指し、平成31年度は大字菅山の26字2.5K㎡の現地調査 
 を予定している。 
 

【事業費】 
 ①地籍調査事業補助金として75％補助（一部除く（協議会費等）） 
 ②交付税措置として町負担分に対し80％措置があるので、 
  町負担は実質5％となっている。   

 
●土地の所有者、地番、地目、境界、面積等を明確化するため、平成31年度は菅山地区 
 の一部を調査します。 

地籍調査事業 
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予算書Ｐ64 
事業費 補助等 一般財源 

81,463千円 60,951千円 20,512千円 
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事業費 補助額 一般財源 

2,942千円 41千円 2,901千円 

 
●女性がん検診の受診体制を整え、早期発見及び受診率の向上に努めます。 

各種検診委託（がん検診） 

【現状と課題】 
 ・国が定めた検診受診率目標値50％に対して、高森町の乳がん検診受診率は18.4％、 
  子宮頸がん検診受診率19.3％と低い。 
 ・それぞれの女性がん検診の受診年齢をみてみると、 
  いずれも好発年齢（乳がん20～39歳、子宮頸がん40～49歳）における受診者数が少ない。 
 

【事業の内容】 
 ・女性がん検診の受診率向上のため、集団検診後に個別受診を実施する。 
 ・子育て世代が受診しやすいよう、子育て支援センターと協力し、 
  集団検診で託児ができるような環境にする。 
 

【事業費】 
 受診勧奨に係る経費や、子宮・乳がんの無料クーポン対象者には、 
 国庫補助より1/2の補助がある。  

予算書Ｐ81 

国・県補助活用事業 



国・県補助活用事業 

【現状と課題】 
 本町の合併浄化槽の整備状況は、約80％となっており、県全体から見てもやや遅れ気味である。  
（熊本県全体平均は約85％） 
 しかし、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】 
 本町に下水道は整備されていないため、合併浄化槽の普及が必須。 
 平成31年度： 5人槽（330千円）15基 
        7人槽（414千円） 8基、 
       10人槽（546千円） 2基の補助を予定。 
 

【事業費】 
 9,354千円 
 うち6,236千円の補助（国1/3、県1/3） 

 
●民間住宅の合併浄化槽設置費用に係る補助を行うことで、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。 

合併浄化槽設置事業 
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予算書Ｐ83 
事業費 補助額 一般財源 

9,354千円 6,236千円 3,118千円 



事業費 補助額 一般財源 

2,800千円 2,100千円 700千円 

 
●環境保全型農業直接支払交付金を活用し、地球温暖化防止や生物多様性保全等に 
 効果の高い環境保全型農業に取り組む農業者を支援します。 

環境保全型農業直接支払交付金 

【概要】 
 化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組みと合わせて行う、 
 「地球温暖化防止」や「生物多様性保全」に効果の高い営農活動を支援する。 
 

【取組みの例】 
 ・カバークロップ（緑肥）の作付け 
  ⇒5割低減の取組みの前後のいずれかにカバークロップの作付けを 
   施用することで、農地に還元されたカバークロップの一部が 
   土壌有機炭素となり、土壌中に貯留され、地球温暖化防止に 
   貢献する。 
 

 ・有機農業 
  ⇒化学肥料・化学合成農薬を使用しない有機農業を行うことによって、 
   様々な生物を地域で育み、生物多様性保全に貢献する。 

国・県補助活用事業 6 

予算書Ｐ85 



国・県補助活用事業 

【事業の目的】 
 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、農業次世代人材投資資金を交付する 
 ことにより、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加を図る。 
 

【主な交付要件】 
 ①独立・自営就農時の年齢が原則として45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の事業を受給していない方 
 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られること。 
 

【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。  

 
●次世代を担う農業者を目指す方を対象に、就農直後（5年以内）の経営確立支援を 
 行います。 

農業次世代人材投資事業（経営開始型） 

事業費 補助額 一般財源 

6,750千円 6,750千円 0円 予算書Ｐ85 
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事業費 補助額 一般財源 

42,783千円 32,087千円 10,696千円 

【概要】 
 多面的機能を支える共同活動や地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る 
 共同活動を支援する。 
 

【支援の内容】 
 農地の法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的 
 保全活動、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、水路、 
 農道、ため池の軽微な補修、植栽による景観形成、施設の長寿命化 
 のための活動等。 
 

【今後の取組み】 
 平成31年度から第2期(1期5年)の取組みが始まる。 
 第1期の活動に加えて、新たな取組みを行い、農業・農村が有する 
 多面的機能の発揮や担い手農家への農地の集積を後押しする。 

国・県補助活用事業 

 
●多面的機能支払交付金を活用し、農業者や地区の方が行う共同活動を支援します。 

多面的機能支払交付金 
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予算書Ｐ85 



事業費 補助額 一般財源 

43,620千円 32,715千円 10,905千円 

 
●中山間地域等直接支払交付金を活用し、農用地を維持・管理していくための農業生産 
 活動等を行う場合に支援を行います。 

中山間地域等直接支払交付金 

【概要】 
 地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地に一定額を交付。 
 第4期目の最終年度となる平成31年度においても地域の取組みを支援する。 
 

【交付金の使途】 
 使途については、あらかじめ協定に定めておく必要があるが、 
 協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に 
 活用できる。 
 

【取組内容の例】 
 ・耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動 
  （泥上げ、草刈り）等の農業生産活動 
 

 ・周辺林地の管理、景観作物の作付け、体験農園、 
  ビオトープの確保等の多面的機能を増進する活動 

国・県補助活用事業 9 

予算書Ｐ86 



国・県補助活用事業 

【事業内容】 
 牧野や中山間地域の耕作放棄地等で放牧を行うために必要な条件整備に係る費用の補助を 
 実施する。 
 

【事業対象】 
 ・隔障物（有刺鉄線・鉄柱・電気牧柵など） 
 ・肥培管理（種子・肥料など） 
 ・放牧施設（簡易給水・ｽﾀﾝﾁｮﾝなど） 
 ・簡易草地更新（永年牧草種子など） 
 

【事業費】 
 8,860千円 
  うち補助額【県：4,430千円（補助率1/2）】、牧野組合負担分 4,430千円  

 
●観光資源としての草原の維持・再生及び耕作放棄地等の再生を図ることを目的として、 

 放牧条件整備費用や放牧牛導入費用の補助を行います。 

放牧活用型草原等再生事業 

事業費 補助額 一般財源 

4,430千円 4,430千円 0円 
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予算書Ｐ86 



国・県補助活用事業 

【目的】 
 既設の林道について、林道内のトンネルや橋梁等の長寿命化を目的として、 
 点検診断、補修及び更新等を実施。 
 

【事業実施箇所】 
 「林道阿蘇東部線」内の上玉来橋（本町は1カ所のみ） 
 

【事業内容】 
 ・点検診断 
  林道台帳に登載された、既設林道の橋梁、トンネル及びその他 
  重要な施設を対象に健全性や耐震性に係る点検診断を実施。 
 

 ・保全整備 
  点検診断等の結果に基づき、測量・設計並びに施設の補修及び 
  更新等を実施。 
 

【事業費】1,286千円 うち補助額595千円（補助率1/2（消費税は含まない）） 

 
●林道内のトンネルや橋梁等の長寿命化のため、点検診断を行います。 

林道阿蘇東部線上玉来橋橋梁点検委託料 

事業費 補助額 一般財源 

1,286千円 595千円 691千円 
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予算書Ｐ91 

上玉来橋 



国・県補助活用事業 

【事業の目的】 
 所有者不明の森林や全く手入れがされていない森林、また、小規模で分散している森林を 
 とりまとめて、一体的に施業等を行う集約化を進めることにより、 
 効率的な林業生産活動につなげていくことを目的として実施する事業。 
 

【事業内容】 
 ①森林経営計画作成促進 
 ②施業集約化の促進 
 ③森林境界の確認 
 ④森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備 
 

【事業費】 
 1,500千円 
  うち補助額【国：750千円（補助率1/2）、県：375千円（補助率1/4）】  

 
●森林所有者等による施業の集約化や、森林施業の実施に不可欠な地域活動を実施する 
 ための経費について、高森町と森林所有者等の協定に基づき支援します。 

森林整備地域活動支援交付金事業 

12 

事業費 補助額 一般財源 

1,500千円 1,125千円 375千円 予算書Ｐ91 



国・県補助活用事業 

【現状と課題】 
 平成20年度より町営住宅の塗装工事を実施しており、平成30年度は下町団地3棟6戸の外壁塗装 
 を実施している。 
 平成6～17年度に建設した住宅はいずれも木造であり、定期的に外壁塗装等のメンテナンスが 
 必要なため、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】 
 駅前団地3棟8戸分を実施予定 
 

【事業費】 
 6,957千円 
 うち2,807千円の補助（社会資本整備総合交付金事業） 

 
●公営住宅に適切な改修工事を施すことで、住宅本体の寿命を延ばし、また町の景観向上 
 を図る。 

駅前団地外壁塗装工事 
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予算書Ｐ103 
事業費 補助額 一般財源 

6,957千円 2,807千円 4,150千円 



国・県補助活用事業 

【事業の目的】 
 平成30年6月の大阪北部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について、 
 除去等に係る費用に対する補助を行い、町の安全を図る。 
 

【事業内容】 
 平成31年度を初年度とし、事業が必要な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】 
 300千円 
 うち150千円の補助（社会資本整備総合交付金事業） 

 
●倒壊の恐れのある民間のブロック塀について、撤去又は撤去後に安全な塀等を立てる 
 費用について補助を行うことで、町の安全確保を図る。 

危険ブロック塀等安全確保支援事業 
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予算書Ｐ103 
事業費 補助額 一般財源 

300千円 150千円 150千円 



国・県補助活用事業 

 
●経年劣化した消防車両を購入します。 

消防車両購入 

【事業内容】 
 前回の更新から20年以上経過している消防車両を年次計画により更新する。 
 

【平成31年度】 
 更新予定：3分団1部（草部北部）、9分団（色見）、12分団（河原） 
 

【今後の予定】 
 3分団2部（草部北部）、7分団1部（南在）、 
 8分団（上色見） 
 

◆熊本県消防施設設備整備費補助金を活用予定 
 ⇒1台あたり500,000円を上限に補助 
 

◆過疎債及び辺地債を活用予定 
 （交付税措置：過疎債（70％）、辺地債（80％）） 

事業費 補助額※ 地方債 一般財源 交付税措置 実質負担額 

21,728千円 500千円 21,100千円 128千円 16,210千円 5,018千円 
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予算書Ｐ105 
※補助額は1台あたり50万円が上限だが、H30採択実績により1台分のみ計上。 



 
●老朽化した防災無線をデジタル化し、再整備します。 

国・県補助活用事業 

デジタル防災行政無線導入工事 

【事業の概要】 
 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 7億2,000万円（H31 3億円、H32 4億2,000万円）の予定 
 

◆緊急防災・減災事業債を活用予定（交付税措置70％） 
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事業費 地方債 一般財源 交付税措置 実質負担額 

300,000千円 300,000千円 0円 210,000千円 90,000千円 
予算書Ｐ106 



ふるさと納税活用事業 

【クラウドファンディング】 
 不特定多数の人がインターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うこと。 
  ※群衆（クラウド）＋資金調達（ファンディング）  
 

【取組内容（予定）】 
 ◆南阿蘇鉄道熊本地震復興関連プロジェクト 
  ※プロジェクト名及び内容の詳細は現在調整中 
 

【事例】 
 北海道根室市 
 ⇒『日本最東端の鉄路「根室本線花咲線」を守ろう！ 
  ～美しい大自然が織り成す絶景、海と大地のグルメ路線～』プロジェクト 

 ⇒目標金額：33,311千円、寄附金額：約297,335千円、支援者数：20,079名 
 

 ※寄付金額が目標金額を超えた場合でも、目的以外の使用はできない。（目的固定） 

 
●2013年に「ふるさとチョイス」が提唱した、ふるさと納税型クラウドファンディング。 
 自治体が抱える問題や課題の解決のため、ふるさと納税の寄附金の使い道を 
 より具体的にプロジェクト化し、共感した方から寄附を募る仕組み。 

ガバメントクラウドファンディング 

寄附目標額 事務経費等 町負担分※ 

10,000千円 5,000千円 0円 
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予算書Ｐ51 
※事務経費等は寄附に対して発生するものであるため、町の負担はない。 



ふるさと納税活用事業 

【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3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６割の額が軽減】 
 

【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 
 

  ・受け入れ拠点の施設選定及び改修工事 
   ⇒町内の空き家等の有効活用 

 
●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する制度。 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制） 

寄附見込額 事業費 町負担分※ 

20,000千円 20,500千円 500千円 
※制度上、事業費を超える寄付を受入れることができないため、町負担分として歳出を500千円計上している。 

予算書Ｐ52 
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ふるさと納税活用事業 

【介護職員初任者研修】 
 介護の仕事を大きく分けると、 
 掃除や洗濯、料理などの「生活援助」と、利用者の身体に触れて食事・入浴・排せつなどの 
 日常生活を支援する「身体介護」の2種類があり、「身体介護」をするためには、 
 必ず介護の資格を保有している必要がある。 
 ⇒介護職員初任者研修は3ヶ月程度で取得が可能なもっとも取得しやすい 
  いわば「介護のスタート資格」。 
 

【対象者】次の①、②のいずれかに該当する方 
 ①県立高森高等学校に在籍している生徒 
 ②高森町に住民票があり、かつ、同一世帯に町税の滞納がないこと。 
 

【補助額】 
 ①受講費用全額 
 ②受講費用の1/2（上限30,000円） 

 
●町内の介護サービス事業所や地域社会で活躍することを支援するため、介護 
 職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）受講費用の全額又は一部を助成します。 

高齢者安心生活支援事業補助金 
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予算書Ｐ70 
事業費 基金繰入額 一般財源 

300千円 300千円 0円 



ふるさと納税活用事業 

 
●家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、堆肥化できる処理容器 
 （コンポスト）の普及を図ります。 

生ごみコンポスト購入助成金 

【補助額】 
 購入金額の1/2 
 ※ただし、上限5,000円（100円未満切捨て） 
 
【申込み方法】 
 ※電話申込み 
  ⇒生活環境課直通（62-2225） 
 
【これまでの実績】 
 平成28年度～平成30年度：35件（104千円） 
 
 ※1世帯について1個限り 

堆肥として 
生まれ変わります。 

事業費 基金繰入額 一般財源 

25千円 25千円 0円 
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予算書Ｐ82 



ふるさと納税活用事業 21 

 
●次世代育成の推進を図るため、不妊・不育治療に係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 

【現状】 
 平成28年度：1件、平成29年度：2件、平成30年度：4件申請。 
 

【補助額】夫婦1組あたり年間20万円まで 
 

【対象者】 
 以下の要件をすべて満たす者。 
 ①高森町に住民票のある夫婦（夫婦ともに） 
 ②婚姻後１年を経過していること 
 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。 
 

【事業費】 
 ふるさと納税活用事業 
 平成30年度より、第2子以降の不妊治療に対しても助成。 

予算書Ｐ83 
事業費 基金繰入額 一般財源 

800千円 800千円 0円 



ふるさと納税活用事業 

【目的】 
 生徒の主体的な判断能力や、社会的・職業的自立を促すキャリア教育の重要性が増しており、  
 起業家精神（チャレンジ精神・情報収集能力）を有する人物育成を図る。 
 

【内容】 
 ①夢を持ち、広げるプロジェクト 
  ⇒卒業生に学ぶ講演会等、具体的な起業目標の計画立案等 
  

 ②具体的な起業体験と金銭教育    
  ⇒起業経験者からの助言、販売ルート学習、 
   遠隔授業システムを活用した販売店舗による講話、 
   クラウドファウンディングによる資本金供託制度の体験等 
 

 ③取組みの評価と持続可能な状況の構築 
 

【事業費】 
  高森中学校306,000円、高森東学園義務教育学校後期課程280,000円 

事業費 基金繰入額 一般財源 

586千円 586千円 0円 予算書Ｐ117、119 
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●高森中学校及び高森東学園義務教育学校後期課程において、企業体験・ 
 学習会等の事業を推進します。 

高森ふるさと学（企業体験・キャリア教育）推進事業助成金 



単独・その他事業 

【事業内容】 
 町民5名以上及び活動実績のある自主的かつ主体的な団体活動等に対して補助金を交付。 
 （特定の企業や団体の利益追求、政治・宗教関連事業等は対象外） 
 

 補助対象となる経費 
 活動等を実施するために直接必要な経費 
 ⇒イベントのポスター等の消耗品費、会場借上料、講師謝礼等 
 ※団体の経常的な活動に要する経費や、構成員の労務に対する費用、 
  飲食や親睦に要する経費は対象外 
 

【補助金交付額】 
 1件あたり5万円の補助金を交付 
 ⇒ただし、継続した活動実績のある活動等には、 
  5年単位の節目に、1件あたり10万円を上限として補助金を交付する。 

 
●町民の自主的かつ主体的な活動による地域の活性化を図るため、地域活動団体が行う 
 地域に根ざした継続的な地域活動に対して、補助金を交付します。 

高森町地域コミュニティ活動推進事業補助金 

事業費 補助額 一般財源 

1,000千円 0円 1,000千円 
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予算書Ｐ44 



単独・その他事業 

【事業内容】 
 町内に拠点を有する町民5名以上の団体等が行う花の植栽に対して補助金を交付。 
 （特定の企業や団体の利益追求、政治・宗教関連事業等は対象外） 
 

【補助対象となる経費】 
 花の植栽に係る種苗・球根や肥料等のほか、 
 スコップ等の消耗品購入に要する経費。 
  
【補助金交付額】 
 1件あたり5万円を上限として交付（15団体分） 
 

【その他】 
 実施前の補助金交付申請が必要 

 
●「日本で最も美しい村」連合に加盟する町としてふさわしい「花のあるまちづくり」を推進する 
 ため、町内団体が人目に付く場所に花の植栽を行う事業に対して、補助金を交付します。 

高森町花のあるまちづくり事業補助金 

事業費 補助額 一般財源 

750千円 0円 750千円 
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予算書Ｐ44 



単独・その他事業 

【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事業。 
 

【事業内容】 
 ①軽度生活支援サービス 
  簡易な日常生活上の援助を行うサービス。 
 

 ②短期宿泊サービス 
  生活習慣等の指導や、体調調整を図るサービス。 
 

 ③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するサービス。 
 

 ④デイサービス 
  閉じこもりの解消、自立生活を支援するサービス。 

 
●ひとり暮らしの高齢者等に対し、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 

事業費 補助額 一般財源 

1,270千円 0円 1,270千円 
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予算書Ｐ69 



単独・その他事業 

【地域包括支援センター】 
 高齢者やその家族からの相談の受付や、高齢者の見守り、心身の状態に合わせた支援を行う 
 高齢者の総合的な相談・サービスの拠点。 
 

【事業内容】 
 軽度（要支援1・要支援2・事業対象者）の方が、 
 自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、 
 ケアプラン（介護予防サービス計画）の作成や、 
 サービス事業所との連絡・調整などを行います。 
 

【これまでの状況】 
 平成29年度より、高森町社会福祉協議会に 
 地域包括支援センターを委託し、各事業を実施。 

 
 
●自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、地域包括支援センターに 
 「指定介護予防支援事業」を委託します。 

地域包括支援センター委託料 
（指定介護予防支援事業分） 
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予算書Ｐ69 
事業費 補助額 一般財源 

3,700千円 0円 3,700千円 



単独・その他事業 

【対象者】 
 高齢者や障がいのある方を対象に、心身機能の維持向上と、 
 生まれ育った地域で安心して暮らし続けることができるよう、 
 各地域の公共施設を拠点として住民の交流を図る。 
 

【事業内容】 
 ①介護予防意識づくり 
 ②地域防犯意識づくり 
 ③地域住民を講師に招いた遊び紹介 
 ④各関係機関（警察・消防・行政）からの情報提供 
 ⑤楽しい雰囲気作り 
  （身の周りにある生活用品での遊び・ゲーム・体操や昔遊び） 
 

【事業実施主体】高森町社会福祉協議会 
  

 
●高齢者の生きがいと健康づくり、介護予防、住民同士のつながりを目的とした事業を実施 
 します。 

在宅老人福祉（サロン）事業助成金 

事業費 補助額 一般財源 

2,697千円 0円 2,697千円 
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予算書Ｐ70 



単独・その他事業 

【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人とする。 
 

 ①要介護4若しくは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もの 
 

 ※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） 
 
【受給額】1人あたり月10,000円（年間12万円） 

 
●日常生活において、常時介護を必要とする寝たきりのお年寄りを在宅介護している者に 
 対して介護者手当を支給し、在宅介護者の精神的、経済的な負担軽減を図ります。 

寝たきり老人等介護者手当支給 
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予算書Ｐ70 
事業費 補助額 一般財源 

1,440千円 0円 1,440千円 



単独・その他事業 

【事業内容】 
 国が2019年10月からの消費増税に伴って実施予定である「保育料の無償化」を 
 高森町では先行して2019年4月から実施。【県内市町村で初めて】 
 

【対象児童】 
 高森町に住所があり、保育園等を希望する 
 平成28年4月1日以前に生まれた児童。（3～5歳児） 
 

 ◆0～2歳児については、国に合わせて10月から無償化予定。 
                    （非課税世帯のみ） 
 

 ◆町外の幼稚園や保育所を利用する場合も対象。 

 
●子育て世帯の負担軽減を目的として、2019年4月から、「保育料の無償化」を実施します。 

幼児教育・保育無償化 
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予算書Ｐ74 



単独・その他事業 

【現状と課題】 
 高齢で後継者のいない小規模畜産農家については、年を追うごとに廃業しているのが現状。 
 

【対策】 
 高森町の肉用牛の改良増殖を促進し、地域産業の発展に資することを 
 目的として、町内で飼育されている肉用牛に対して補助金を交付。 
 
【事業の内容】 
 肉用牛保留奨励関係 
 対象牛：町内で飼育される繁殖登録検査を受検した肉用牛 
    ※補助金として、1頭あたり10,000円を飼養者に交付。 
 

【事業費】 
 137頭(前年度実績頭数)×10,000円＝1,370,000円 
   

 
●繁殖牛の頭数増加を目指し、高森町の畜産振興・発展に寄与するため、一定の条件を 
 満たす肉用牛の飼養者に対し補助金を交付します。 

肉用牛推奨補助金 

事業費 補助額 一般財源 

1,370千円 0円 1,370千円 
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予算書Ｐ86 



単独・その他事業 

【事業の目的】 
 草原維持管理の継続と放牧による畜産振興を目的として実施する事業。 
 

【事業内容】 
 「野焼き」を実施する団体に対し、均等割で35,000円に 
 面積割(1haあたり2,000円)を加えた金額を補助金として交付する。 
 また、それに加え、防火帯設置に係る機械借上げ等の経費について、 
 1/2の補助を行う。 
 

【事業費】 
 1,945,000円 
  ①均等割 35,000円× 13団体＝455,000円 
  ②合計面積  327ha×2,000円＝654,000円 
  ③防火帯補助         836,000円(昨年度実績) 

 
●牛の放牧を目的とした草原維持管理のための「野焼き」を実施する牧野管理団体に対し、 
 補助を行います。 

牧野火入れ補助金 

野焼きの様子 

事業費 補助額 一般財源 

1,945千円 0円 1,945千円 
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予算書Ｐ86 



単独・その他事業 32 

 
●森林環境税を活用し、高森町の森林の集約化や木材利用促進への普及活動などの取組 
 を行います。 

森林環境税 

【森林環境税とは】 
 地方自治体が自ら森林整備事業を行い、その費用負担を幅広く住民に求める目的で導入し、 
 徴収する税。平成36年度から森林環境税（仮称）の課税を開始し、 
 森林環境譲与税（仮称）は平成31年度から県及び市町村に譲与される。 
 

 ◎森林環境譲与税の使途…            ◆平成31年度予算における活用事業 
  森林環境譲与税（仮称）は、 
  市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、 
  木材利用の促進や普及啓発等の森林整備に関する 
  費用に充てなくてはならない。 
 

◆森林環境譲与税の主な使い道 

①意向調査・境界確認等 ⑦専門員の雇用 

②森林整備 ⑧新たな組織の設立 

③森林保護対策 ⑨木造公共建築物の整備等 

④林道・林専道の整備等 ⑩木質バイオマス利用促進 

⑤担い手確保 ⑪森林・林業・木材普及活動等 

⑥林業就業者の育成 ⑫基金積立 

①意向調査（林地台帳ソフト使用料） ２１６，０００円 

⑤担い手確保（協議会への負担金） １，０４０，０００円 

⑪森林・林業・木材普及活動等 
（枝打ち委託、出品手数料、事務局費等） 

４，１６８，０００円 

⑫基金積立 ５，８６６，０００円 

合 計【譲与額】 １１，２９０，０００円 



単独・その他事業 

【ビジターセンターの設置目的】 
 阿蘇山上ビジターセンターの適切な利用及び円滑な運営を図ることにより、 
 阿蘇くじゅう国立公園の適正利用の推進に寄与する。 
 

【事業の概要】 
 熊本県、九州地方環境事務所、阿蘇市、南阿蘇村、高森町等 
 で運営協議会を構成。 
 

【取組内容】 
 ①阿蘇くじゅう国立公園の利用者への自然環境情報及び 
  利用情報の提供 
 ②中央火口丘を中心とした阿蘇地域の自然環境保全 
 ③中央火口丘におけるガイドツアー等の利用推進 

 
●平成31年に阿蘇火山博物館内に「阿蘇山上ビジターセンター」がオープンします。 

阿蘇山上ビジターセンター運営協議会負担金 

事業費※ 熊本県負担 近隣自治体負担金 うち町負担 

16,320千円 1,000千円 2,000千円 100千円 予算書Ｐ94 

※県及び市町村の負担以外の分（13,320千円）は環境省や自然公園財団等が負担。 
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単独・その他事業 

【事業の目的】 
 道路の維持管理、道路愛護精神の啓発及び地域住民の福祉向上を目的として 
 平成9年に創設されたもの。 
 

【事業内容】 
 各駐在区ごとへ町道両側の草刈り、側溝清掃作業に対して 
 補助金を支出する。 
 

【単価】 
 補助創設から20年以上が経過し、燃料費の高騰や担い手不足 
 など環境は大きく変わっていることから、平成29年度に単価 
 の見直しを行った。 
 ⇒「30円／ｍ」⇒「40円／ｍ」 

 
●町道の草刈り等、維持管理活動に対して補助を実施します。 

道路愛護補助金 

事業費 補助額 一般財源 

9,100千円 0円 9,100千円 
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予算書Ｐ101 



地域おこし協力隊 

 
●他地域から高森町に移住し、生活の拠点が高森町にある者を「地域おこし協力隊」として 
 委嘱します。隊員は最大3年間、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこし 
 支援の「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組みです。 

地域おこし協力隊 

事業費 特別交付税対象額※ 一般財源 

32,320千円 32,000千円 320千円 

【平成30年度活動隊員】 8名 
 

 ○吉村 隊員 
   ⇒南郷檜を活用した商品開発及び販売 
 
  
 ○松村 隊員 
   ⇒『 FAMILY TREE 』(通販サイト)を活用した販路開拓 
 
 
 
 ○井上 隊員 
   ⇒自然環境等の地域資源を活用した体験プログラムの企画等 
 
  
 ○平田 隊員 
   ⇒自主放送テレビを活用した情報共有・共感のまちづくり  

 
  
 ○高橋 隊員 
   ⇒草部南部地域の農業を通じた資源の掘り起こし 
 
   
 ○染田 隊員 
   ⇒観光振興と一体となった地域公共交通活性化支援 
 
  
 ○田中 隊員  
   ⇒観光振興と一体となった地域公共交通活性化支援 
 
  
 ○前田 隊員  
   ⇒「子ども達に夢・阿蘇に活力」を創造する企業誘致 
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※地域おこし協力隊活動費 
 一人あたり4,000千円 
  （特別交付税対象） 



地域おこし協力隊 

【平成31年度の新規募集内容】 
 

 ①移住定住インストラクター（1名）：空き家バンクの推進、移住者等との交流会の開催、移住定住相談など 
 

 ②NPO法人阿蘇フォークスクール運営と工芸を活かしたまちづくり（1名）：事務局運営、工芸品開発など 
 

 ③高森町観光振興プロジェクト（1名）：協会事務、イベント企画運営、観光案内など 
 

 ④高森町の自主放送テレビ（TPC）を活用した「情報共有・共感のまちづくり」（2名） 
 

 ⑤高森町農業モデル地域プロジェクト（1名） 
 

 ⑥高森町南阿蘇鉄道復興支援プロジェクト（2名）：鉄道施設の維持管理、南鉄の復興・活性化支援など 
 

 ⑦健康で豊かな暮らしを送れる「町民総スポーツ」によるまちづくりプロジェクト（1名）：「高SPO」運営 
 

 ⑧草部地区埋蔵文化財発掘プロジェクト（1名）：遺跡調査等 
 

（※1）今回の予算では、必要最低限の経費のみ計上し、協力隊の応募があってから、6月補正でその他の経費を計上予定。 
     そのため、特別交付税予算計上額については、0円となっている。（実際は1名あたり400万円が特別交付税対象） 

 
●他地域から高森町に移住し、生活の拠点が高森町にある者を「地域おこし協力隊」として 
 委嘱します。隊員は最大3年間、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこし 
 支援の「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組みです。 

地域おこし協力隊 平成31年度新規募集内容 
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集落支援員 

 
●地域活性化・集落対策の推進に関してノウハウや知見を有した人材が、町から委嘱を受け、 
  町職員と連携し、集落への「目配り」として、集落の巡回状況把握を実施するとともに集落 
  の活性化を図り、集落の維持存続を推進する制度です。 

集落支援員 

事業費 特別交付税対象額※ 一般財源 

3,445千円 3,445千円 0円 

【平成30年度活動支援員】 1名 
 
○大野 支援員 
 
【活動内容】 
 ・草部及び野尻地域における集落点検と住民との話し合いの実施。 
 

 ・地域団体のオリジナル商品の開発や地域資源を活用した体験プログラムの実施。 
  ⇒草部・野尻地域の活動団体が取り組んでいる個々の活動のステップアップを通じ、 
   草部・野尻地域への来訪者数や交流人口を拡大することで地域収入の増加を目標 
   としています。 
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※集落支援員活動費 
 一人あたり3,500千円 
  （特別交付税対象） 


