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【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。） 
  ※申請受付後、所得状況を確認し、対象者に『引換券』を発行。 
 
 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 
        （2016年4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主。） 
  ※該当する世帯主宛に、9月頃『引換券』を発行。 
 

【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。 
 （子育て世代は、同一世帯内の3歳未満の子どもの数に応じて販売。） 
 

※商品券は、5千円相当商品券（500円商品券10枚綴り）を、 
 期間内に4千円で5回に分けて購入できます。 

国・県補助活用事業 1 

 
●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 

事業費 補助額 一般財源 

11,085千円 11,085千円 0円 予算書Ｐ15 



【事業の目的】 
 ・地方や東京圏の転入・転出の均衡及び地域の担い手不足の解消 
 

【事業内容】 
 条件を満たす移住者に対し、移住支援金を交付する。 
 ①1世帯：上限 100万円 
 ②単身 ：上限  60万円 
 

【支援対象者】 
 ・東京23区に直近5年以上在住した者 
 ・東京圏に直近5年以上在住し、 
  且つ、東京23区に所在する事業所に直近5年以上通勤した者 
 ・熊本県が運営するマッチングサイトに掲載されている企業に就職した者 
 ・仕事を1年以上継続且つ高森町に5年以上住む者。 

 
●移住者の金銭的負担を軽減して、高森町への移住を促進するため、条件を満たす対象者 
 に移住に必要な経費を支給します。 

移住支援事業 

国・県補助活用事業 2 

予算書Ｐ15 
事業費 補助額 一般財源 

1,000千円 750千円 250千円 



【概要】 
 ・7月に実施予定の参議院議員通常選挙について、 
  必要な備品を購入する。 
 

【購入備品】 
 ①投票用紙分類機増設ユニット 
  投票用紙に書かれた候補者名や政党名などの手書き文字を 
  識別しながら、予め指定した棚に自動分類するもの。 
 

  ⇒候補者が多い選挙の場合など、必要に応じて本体に 
   増設ユニットを連結して分類する棚を増やす。 
 

 ②投票用紙自動交付機 
  投票用紙を1票1票、確実に交付し、二重交付を防ぐもの。 
 

 ③パソコン 
  投開票速報用、期日前投票用、開票支援システム用 計5台 

国・県補助活用事業 3 

 
●選挙に伴う投開票時の事務効率化のため、必要な経費を計上します。 

参議院議員通常選挙費 

事業費 補助額 一般財源 

2,354千円 2,354千円 0円 予算書Ｐ17 
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【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、 
  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、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。（平成31年度（令和元年度）から3年間） 
 

【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。 
 

【助成方法】 
 （抗体検査）：医療機関・健診で受診（クーポン券持参）⇒自己負担なし 
 （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 
        ⇒自己負担なし  

 
●40歳～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 

※抗体検査費用のみ補助（1/2）あり。予防接種費については交付税措置となる予定。 
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事業費 補助額※ 町負担額 

976千円 374千円 602千円 

国・県補助活用事業 

予算書Ｐ19 



国・県補助活用事業 

【概要】 
 ・地域内食材をはじめとした県産食材の流通システムづくりを進めるための取組に必要な 
  専門的・実践的な知識、経験を有する専門家を招聘して実施する県産食材活用推進に資する 
  経費を補助する。 
 

【事業の内容】 
 ①学校給食における地域産農林水産物の流通システムの構築に 
  向けた連携会議の設置及び開催 
 ②学校の地産地消に係る現状分析及び目標設定 
 ③学校給食における地域産農林水産物の流通システムの構築 
  に係る専門的な助言を与えるアドバイザーの招聘 
 ④地域産農林水産物を使ったメニュー・加工品等の開発 
 ⑤地域産農林水産物を使ったメニュー・加工品等の導入実証  

 
●学校給食における地産地消を推進するため、地域内食材をはじめとした県産食材の流通 
 システムのモデルづくりを支援します。 

くまもとの未来を築く子どもたちへの学校給食支援事業 
（アドバイザー招聘支援事業） 

事業費 補助額 一般財源 

500千円 500千円 0円 
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予算書Ｐ19 

町長政策集 
【挑戦④ 目標⑥】 



国・県補助活用事業 

【概要】 
 ・農業経営費の増加や外国産農産物との競争等から、園芸を取りまく環境が厳しさを増す中、 
  熊本県農業の成長をけん引する「攻めの園芸」を展開するため、生産力を強化し、 
  国内外との競争に打ち勝つ産地づくりの構築を図る。 
 

【事業内容】 
 ①品質・生産力向上・コスト削減の最適化のための支援 
  収量向上施設・機械、さく井・潅水施設、小規模土地基盤整備 
  病害虫防除施設・機械、省力生産施設・機械、省エネ生産施設機械等 
 

 ②気象災害に強い産地づくりのための支援（気象災害対策) 
  耐風性ハウスの導入、果樹強化棚の導入、ハウス補強 

 
●地域の担い手となる農家組合が行う小規模土地基盤整備、機械導入等に対して支援 
 します。 

攻めの園芸生産対策事業 

予算書Ｐ19 

6 

町長政策集 
【挑戦④ 目標⑦】 

事業費 県補助額 町補助額 受益者負担 

9,149千円 3,678千円 708千円 4,763千円 



国・県補助活用事業 

【概要】 
 ・TPP等の国際環境の変化にも対応できる収益力の高い産地づくりを進めるため、 
  産地が地域の営農戦略として「産地パワーアップ計画」を定めることにより、 
  その計画に参加する意欲ある農業者等が行う高収益な作物・栽培体系への転換などを 
  図るための施設の整備、機械・資材の導入等を総合的に支援する。 
 

【事業内容】 
 ①コスト削減に向けた高性能な農業機械のリース導入・取得 
 ②雨よけハウス等、高付加価値化に必要な生産資材の導入 
 ③果樹の競争力のある品種について、同一品種での改植等 

 
●地域一丸となった戦略に基づいて、産地を支える担い手が行う地域全体の収益力強化に 
 向けた取り組みを支援します。 

予算書Ｐ19 
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産地パワーアップ事業（生産支援事業） 
町長政策集 
【挑戦④ 目標⑦】 

事業費 県補助額 町補助額 受益者負担 

28,241千円 12,418千円 0円 15,823千円 



【現状と課題、事業の目的】 
 ・中山間地域の農業においては、生産基盤の条件が悪く、 
  スケールメリット（規模拡大によって得られる様々な効果）を活かした競争力強化が 
  困難であり、高齢化による担い手の減少が深刻な問題となっている。 
 

  ⇒これらの課題を解決するため、地域自らが策定した 
   「モデル地区農業ビジョン」に基づき総合的に支援を行う。 
 

【事業メニュー】 
 ①簡易な基盤整備 
 ②施設導入（簡易ハウスや機械等） 
 ③ビジョン策定に係る経費 
 

【その他】 
 ・平成29年度から3年間の時限事業 
 ・県のモデル地区として草部南部地区が認定 

 
●中山間地域の農業に様々な課題を解決するため、基盤整備や施設導入等の支援を 
 行います。 

中山間農業モデル地区支援事業 

事業費 県補助額 町補助額 受益者負担 

18,500千円 7,000千円 500千円 11,000千円 

国・県補助活用事業 8 

予算書Ｐ19 

町長政策集 
【挑戦④ 目標⑦】 



【現状と課題】 
 ・アグリセンターの開設から17年になり、開設当初に購入した機械等も経年劣化が進んでおり、 
  毎年、多額の修繕料が発生している。 
 

【対策、事業内容】 
 ・環境保全型農業総合支援事業補助金（補助率1/2）を活用 
 

  ⇒平成30年度も「ホイルローダー」の購入に対し、 
   同補助金を活用しているため、今年度の採択は難しい 
   状況であったが、今年度も採択を受けることができた。 
 

 ※今後も、各車輌の経年劣化により更新が必要となってくるため、 
  補助金以外の財源も検討しつつ、計画的に更新していく。 

 
●アグリセンターで使用しているダンプが経年劣化のため、補助事業を活用して、新たに 
 購入します。 

4ｔダンプ購入（アグリセンター） 

国・県補助活用事業 9 

予算書Ｐ20 
事業費 補助額 一般財源 

10,416千円 4,500千円 5,916千円 



国・県補助活用事業 

【現状と課題】 
 ・横山第2地区及び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】 
 ・地域内の老朽化した用水路の改修を行い、 
  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に加え、飼料作物の作付け面積拡大を 
  図り、地区内農業の安定的な経営に取組む。 

 
●横山第2地区（草部）及び河地地区（野尻）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。 

横山第2地区・河地地区用水路整備事業 

予算書Ｐ20 
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事業費 補助額 辺地債 一般財源 交付税措置 実質負担額 

27,500千円 18,630千円 8,800千円 70千円 7,040千円 1,830千円 

町長政策集 
【挑戦④ 目標⑦】 



事業費 補助額 南小国負担 町負担額 

12,948千円 9,462千円 1,743千円 1,743千円 
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●「日本で最も美しい村連合 阿蘇支部」を設立し、観光施策に取り組みます。 

「日本で最も美しい阿蘇（MBA）」 
キャンペーンの実施 

【事業概要】 
 ・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連合」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クイズラリー 
 ②里山あるき 
 ③イベント 
  ⇒「日本で最も美しい温泉」「日本で最も美しい水」等の 
   キャッチフレーズを使ったイベントを実施 
 ④PR映像の制作 
  ⇒TPCと南小国町のケーブルテレビの連携（協定締結予定） 
 

【補助】 
 ・熊本県夢チャレンジ事業を活用予定：補助率3/4 

町長政策集 
【挑戦① 目標④】 

国・県補助活用事業 

予算書Ｐ21 



【現状の課題、事業の目的】 
 ・町立の各学校から、充実した理科教育のために機材購入を要望されるが、 
  理科教育機材は高額であるために負担が大きく購入できていない。 
 

  ⇒「理科教育設備整備費等補助金」を活用することで、安価に、効率的に機材を購入し、 
   理科教育の充実を図る。 
 

【事業内容】 
 ・高森中央小学校  購入額  50,000円（補助額 24,000円） 
 ・高森中学校    購入額 668,000円（補助額 309,000円） 
 ・高森東学園（前期）購入額 13,000円（補助額  6,000円） 
 ・高森東学園（後期）購入額 55,000円（補助額 25,000円） 
 

【補助対象】 
 小学部については取得価格1万円以上 
 中学部については取得価格2万円以上の機材が補助対象となる。 

 
●理科教育の更なる充実を図るため、機材を購入します。        

国・県補助活用事業 12 

理科教育設備整備費等補助金 

事業費 補助額 一般財源 

786千円 364千円 422千円 予算書Ｐ23、24 



【目的】 
 ・「南阿蘇鉄道沿線地域公共交通網形成計画」に基づく、 
  南阿蘇鉄道の始発・終発点である高森駅を、「定住」「観光」「防災」による 
  これからの地域・まちづくりの最重要拠点施設として再整備する為の詳細設計を実施。 
 

【事業内容】 
 ・建築設計（床面積600㎡）及び外構設計一式 
 ・委託期間は発注から12ヶ月を予定 
 

【その他】 
 2022年度中の南阿蘇鉄道全線復旧を見据えて実施していく予定。 
 

 
●くまもとアートポリスプロジェクトにより作成した「南阿蘇鉄道高森駅周辺再開発グランド 
 デザイン」の詳細設計に着手します。 
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事業費 過疎債 一般財源 交付税措置 実質負担額 

47,150千円 47,100千円 50千円 32,970千円 14,180千円 

南阿蘇鉄道高森駅周辺再開発実施設計 

予算書Ｐ14 

町長政策集 
【挑戦① 目標①】 

単独・その他事業 



【目的】 
 ・「高森町長政策集」に掲げられている政策等の確実な執行を基本ベースに、 
  各課・局が所管し行政運営を行っている諸計画との整合性を持つ、 
  「新高森町総合計画（R1年度～R4年度）」を策定する。 
 

【事業内容】 
 ・総合計画策定に資するコンサルティング業務 
 （計画書構成、文章レイアウト、パブリックコメントの実施、印刷のコンサルティング） 
 

 ※総合計画策定の内容に関する作業や実務作業については全職員体制により実施 
 

【事業費】 
 ・3,000千円 
 

 
●町長政策集と他計画を整合した、行政運営の総合的な指針となる「高森町総合計画 
 （４ヵ年）」を策定します。 

単独・その他事業 

高森町総合計画策定業務委託 

事業費 補助額 一般財源 

3,000千円 0円 3,000千円 
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予算書Ｐ14 

町長政策集 
【挑戦③ 目標①】 



【現状と課題、事業の目的】 
 ・少子高齢化による人口減少や、野尻地区においてはJAや給油所の撤退等、 
  過疎化に拍車がかかっている。 
 

 ・役場の職員数の減少など様々な諸課題や、 
  出張所の利便性を含め、地域住民の意見をまとめ、 
  今後の方向性を検討する。 
 

【事業内容】 
 ・有識者、駐在嘱託員、民生委員、職員等による 
  ｢出張所あり方検討委員会｣を設置 
 

 ・自治体と郵便局の連携等の検討 
 

【事業費】 
 ・委員の費用弁償（委員会を4回開催予定） 
  96,000円（2,000円×12名×4回） 

 
●人口減少化時代における｢持続可能な地域実情に沿った出張所｣を検討します。 

出張所のあり方検討委員会 

事業費 補助額 一般財源 

96千円 0円 96千円 

15 単独・その他事業 

予算書Ｐ15 

町長政策集 
【挑戦③ 目標②】 



【現状と課題、事業の目的】 
 ・近年、「女性がもっと活躍できる社会」にしようという動きが見られるなか、 
  2015年8月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律｢女性活躍推進法｣が成立。 
 

 ・女性職員の個性と能力を十分に発揮できるよう、女性活躍推進に向けた数値目標を 
  盛り込んだ行動計画の策定・公表を行う。 
 

【事業内容】 
 ・女性活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析 
 ・状況把握、分析を踏まえ、定量的目標や取組むことを内容とする 
  ｢行動計画｣の策定・公表 
 
【事業費】 
 ・高森町女性活躍推進計画協議会費用弁償（協議会3回開催予定） 
  18,000円（2,000円×3名×3回） 

 
●女性職員の意見を反映させる形づくりを推進するため、女性活躍推進法に基づく行動計画 
 を策定します。 
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町長政策集 
【挑戦③ 目標④】 女性活躍推進法に基づく行動計画策定 

事業費 補助額 一般財源 

18千円 0円 18千円 予算書Ｐ15 



単独・その他事業 

【現状と課題】 
 町道の区画線が、経年劣化により見えにくくなっており交通事故の原因となる。 
 

【対策、事業内容】 
 見えにくくなった区画線を新たに設置する。 
 （路側線、停止線、横断歩道予告線） 
 

【事業実施箇所】 
 緊急性の高い路線から優先的に 
 設置。 
 

【事業費】 
 5,000千円 
 ⇒交通安全対策に関する経費は、 
  普通交付税で500万円程度が 
  毎年措置されている。 

 
●見えにくくなった区画線を整備し、安心安全な交通を確保します。 

高森町町内交通安全施設区画線設置 

        工事前                 工事後 

 平成30年度の取組事例 

事業費 補助額 一般財源 

5,000千円 0円 5,000千円 

17 

予算書Ｐ15 



【現状及び事業目的】 
 ・現在TPCで放送している内容は、すべてTPC事務局において編集作業を行っている。 
  ⇒より多くの情報を発信していくため、各課・局に編集用のパソコンを配置する。 
 

  これにより… 
  各課・局とTPC事務局が連携し、 
  「わかりやすさ・笑顔あふれる発信」に徹した情報発信サービス 
  を更に充実させていく。 
 

【事業内容】 
 ①編集用パソコン購入            1,300千円 
 ②編集用パソコンインターネット環境整備委託 2,754千円 
  （Wi-Fi環境の整備） 
 

 ※TPC（ケーブルテレビ）に係る経費は特別交付税が措置される。 
                       （交付税措置50％） 

 
●TPCを通して役場からの情報をより多く発信するため、各課・局に編集専用のデスクトップ 
 パソコンを配置します。 

TPC編集用パソコン購入（各課・局） 
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予算書Ｐ16 

町長政策集 
【挑戦② 目標②】 

事業費 補助等 一般財源 交付税措置 実質負担額 

4,054千円 0円 4,054千円 2,027千円 2,027千円 

単独・その他事業 



 
●新たな観光客誘致策として、南阿蘇鉄道の新駅設置に係る基本設計を実施します。 

南阿蘇鉄道新駅整備基本設計 

【概要】 
 ・南阿蘇鉄道の熊本地震からの創造的復興を図り、将来にわたり持続可能な鉄道とするため 
  「南阿蘇鉄道沿線地域公共交通活性化協議会」において、公共交通網形成計画を策定。 
  その中で、南阿蘇地域の新たな観光客誘致策として、新駅設置に着手することとしている。 
 

 ・新駅設置は国の補助制度（補助率1/3）を活用予定。 
  ⇒補助事業の採択に必要な公共交通網計画に事業実施の位置付け 
   及び事業効果の確認は、H30までに実施済。 
 

【今年度の事業内容】 
 ・基本設計：起債の対象とならないため、 
       熊本地震復興基金交付金（枠配分）を充当予定。 
 
 
 
 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 

新駅整備 
効果検討 

基本設計 
（測量、地質調査） 

詳細設計 
認可等 

（用地買収） 
建設工事完了 
【全線復旧】 
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町長政策集 
【挑戦① 目標①】 

① 

枠配分残高※ 

② 

事業費 
③ 

補助額 
④（②－③） 

一般財源 
⑤（①－④） 

枠配分残高 

12,288千円 6,996千円 0円 6,996千円 5,292千円 

高森町復興基金 高森町復興基金 

予算書Ｐ16 
※枠配分総額（33,094,726円）からグランドデザイン作成経費（H30実施分）を差し引いた額。 



【目的】 
 ・草部、野尻地区の、買い物環境の向上を図る。 
 

 ・現在行われているサロンや、公民館等に出向くことにより、サロン参加者の増加、 
  新たな通いの場の推進を図り、介護予防を推進する。 
 

 ・地域住民同士の交流の場が増えることにより、共助による見守り活動にもつなげる。 
 

【内容】 
 ・サロンが行われている場所や、地域住民が集まる公民館等を 
  訪問し、約300品目の商品を販売する。 
 

【事業費】 
 ・822千円 
  （うち町負担200千円（車両にかかる維持費等を負担。）） 

 
●草部・野尻地域で大手コンビニチェーンと連携し、買い物支援事業（移動販売）を実施 
 します。 

山間地域買い物支援事業（実証実験） 

事業費 事業者負担 一般財源 

822千円 622千円 200千円 

町長政策集 
【挑戦⑥ 目標②】 

予算書Ｐ17 
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単独・その他事業 

【現状と課題、事業の目的】 
 ・熊本県の伝統野菜である「ヒゴムラサキ」「鶴の子芋」、 
  大正10年に本町で発見された「みさを大豆」等を、産地と消費者の交流やメニュー開発、 
  ブランディング、マーケティングにより「地域の宝」として再認識し、伝統継承と販売拡大 
  を目指す。 
 

【事業費】 
 ①協議会構成員旅費 90千円 
 ②委託料     3,875千円 
 

 （委託料の内訳） 
  産地と消費者の交流促進、メニュー（レシピ）開発、 
  ブランディング計画、マーケティング計画、広報資材政策、        450千円 
  企画・事業管理運営・諸経費、農産物販売促進 等 
 

【財源】山村活性化交付金を活用予定（全額） 

 
●高森町の農林畜産物をブランド化し、伝統継承と農業所得向上を目指します。 

高森町農林畜産業ブランド化協議会 

事業費 補助額 一般財源 

3,965千円 0円 3,965千円 
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予算書Ｐ19 

町長政策集 
【挑戦④ 目標③】 



単独・その他事業 

【目的】 
 ・町道七合・御成山線（通称：九十九曲がり）は、3月下旬から4月上旬の桜の開花時期に 
  2週間程度「桜まつり」を開催しているが、それ以外の時期は利用しておらず、 
  車の通行もほとんどないのが現状である。 
 

 ⇒そこで、九十九曲がりを有効活用するための協議会を 
  設置し、新たな活用方法を検討する。 
 

【構成員（案）】 
 観光協会長、商工会長、農協高森支所長、森林組合 
 高森支所長、駐在嘱託員、議会 など  
 

【事業内容】 
 ・年5回程度の会議を開催予定 

 
●新たに「九十九曲がり活用検討委員会」（仮称）を立ち上げ、今後の九十九曲がりの活用を 
 検討します。 

九十九曲がり活用検討協議会 

事業費 補助額 一般財源 

75千円 0円 75千円 
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予算書Ｐ21 

町長政策集 
【挑戦① 目標④】 



【現状】 
 ・「高森町観光立町推進計画」は、平成25年6月に施行された高森町観光立町推進基本条例に 
  基づいて平成26年3月に策定されたものである。 
  ⇒この計画は、 
   平成26年度から平成30年度までの5年間を「基盤整備期」、 
   平成31年度から平成33年度までの3年間を「進展期」 
   としていたが、熊本地震による阿蘇大橋や南阿蘇鉄道等の 
   交通インフラ被害による観光客の減少などによって多くの施策が 
   計画どおり進んでいない。 
 

【事業内容】 
 ・「基盤整備期」の5年間が終わったことから、これまでの取り組みの 
  進捗状況や社会情勢の変化等を踏まえ、計画の見直しを行う。 

 
●観光立町推進計画を具体性かつ実効性があるものとするため、観光立町推進計画の 
 見直しを行う。 
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観光立町推進計画策定業務 

事業費 補助額 一般財源 

2,200千円 0円 2,200千円 予算書Ｐ21 

高森町観光立町推進計画 

町長政策集 
【挑戦① 宣言】 



【現状と課題】 
 ・熊本地震から3年が経過し、阿蘇地域共通の課題である創造的復興に対し、 
  本町では南阿蘇鉄道高森駅周辺を「定住」「観光」「防災」の拠点として再開発すること 
  を計画している。 
 

  ⇒その計画区域内にある商工会館は、建設から年数が経過し老朽化が進んでおり、 
   今後起こり得る地震等の災害に対する安全性が懸念される。 
 

【事業の目的】 
 ・観光交流センターは、町中心部の商店街に位置し、 
  商工業者の利便性に優れているが、今回の改修箇所は 
  年に数回のイベント時しか使われておらず、その有効活用 
  のためにも施設を整備し、商工会事務所として中小企業の 
  育成や企業の促進を図る。 
 

 ※令和元年度内に完成予定 

 
●観光交流センター（食のスペース）を、高森町商工会事務所とするため改修します。 

単独・その他事業 24 

事業費 過疎債 一般財源 交付税措置 実質負担額 

15,000千円 15,000千円 0円 10,500千円 4,500千円 
予算書Ｐ21 

観光交流センター改修工事 

観光交流センター 



【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。 
 
【これまでの実績】 
 町道21路線（34,477千円） 
 

【事業費】 
 15,000千円 

 
●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。 

町道景観向上対策事業 

事業費 補助額 一般財源 

15,000千円 0円 15,000千円 

        工事前                 工事後 

 平成30年度の取組事例 
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予算書Ｐ21 

単独・その他事業 



【現状と課題】 
 ・国道265号は一部、脆弱な道路構造（地震後の落石や大雨時の出水など）となっており、 
  救急医療や観光、農業面など各分野に影響し、将来的な地域づくりの面においても 
  阻害要因となっている。 
 ・現在、計画されている路線（中九州横断道路、国道57号等）が実現した場合、 
  交通量の激減に伴う観光客の減少等、更に問題が深刻化する恐れがある。 
 

【検討内容】 
 ①地域の現況・交通現況・熊本地震時の状況を把握し、 
  現況の課題について検討 
 ②優先的に整備が必要なルートを検討 
 ③期待される計画交通量や定量的な効果の試算 
 

【期間】 
 令和元年度  ：道路事業整備計画策定（3月完了予定） 
 令和2年度以降：事業化に向け協議等の手続きに着手 

 
●高森町内の交通現況や熊本地震時の状況を踏まえ、道路ネットワークの課題を整理し、 
 整備が必要な路線の検討を行います。 

高森町道路事業整備計画 

予算書Ｐ21 
事業費 補助額 一般財源 

7,000千円 0円 7,000千円 
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町長政策集 
【挑戦③ 目標①】 

単独・その他事業 



【現状と課題】 
 ・高度成長期以降に整備された社会資本（道路・橋梁等）について、建設後50年以上経過する 
  施設の割合が加速度的に高くなる。 
 ・維持管理・更新費は20年後に約1.3倍、30年後にも更に約1.3倍増加する見込（国交省見込） 
  であり、持続可能なインフラメンテナンスの実現が必要である。 
 

【検討内容】 
 ①構想路線や高森町総合計画を基に道路の位置付けや必要性を整理 
 ②見直し候補の路線や区間の抽出 
 ③見直し候補の路線や区間の交通量調査 
 ④見直しする路線や区間の決定 
 

【期間】 
 令和2年度まで：道路網再編計画策定（3月完了予定） 
 令和3年度以降：路線の廃止･変更の手続きに着手 

 
●急激な社会情勢の変化・交通情勢の変化に対し総合的評価を行い、高森町管内の道路 
 網見直しについて検討を行います。 

事業費 補助額 一般財源 

7,000千円 0円 7,000千円 
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町長政策集 
【挑戦③ 目標①】 

予算書Ｐ22 

単独・その他事業 

高森町管内道路網再編計画 
（国土強靭化地域計画） 



 
●含蔵寺ため池の漏水調査及び設計（平成30年度）を受け、改修工事を行います。 

含蔵寺ため池改修工事 

【現状】 
 ・漏水が著しく、通常1.5m以上なければならない水深が20cm程度しかない。 
 

  放置すれば… 
  ⇒ポンプの電気料が超過し、 
   農業用水特別会計を圧迫する恐れがある。 
 

  ⇒ため池付近で火災等が発生した際に、 
   十分な水を確保することができない恐れがある。 
 

【事業内容】 
 ・ため池の漏水解消だけでなく、 
  有事の際に緊急車両が停車できるよう、道路拡張も実施。 
 

【財源】 
 ・全額、「緊急防災・減災事業債」を活用予定（交付税措置70％） 

事業費 緊防債 一般財源 交付税措置 実質負担額 

37,195千円 37,100千円 95千円 25,970千円 11,225千円 

含蔵寺ため池 
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予算書Ｐ23 

単独・その他事業 



ふるさと応援寄付金の状況 

 
62,390千円 

②寄附金 
（H30）  

73,574千円 

①基金残高 
（H29末時点）  

100,971千円 

③歳出 
（H30活用事業＋返礼品＋経費） + - 

 
34,993千円 

④基金残高 
（H30末時点） 

 
1,711千円 

⑤活用額 
（H31当初予算）  

13,424千円 

⑥活用額 
（R1補正予算） +  

15,135千円 

⑦活用額 
（R1現時点） 

④34,993千円－⑦15,135千円＝ 19,858千円（基金残高（予定）） 
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ふるさと納税活用事業 

事業名 事業費 内容 
コンポスト購入助成金 25,000 生ごみコンポストの購入助成 

高森町こうのとり支援事業助成金 800,000 不妊治療に係る経費を助成 

高齢者安心生活支援事業補助金 300,000 介護職員初任者研修費用を助成 

高森ふるさと学 586,000 
町内中学生に起業体験やキャリア 
教育を開催 

ロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇運営補助金 
及びロアッソ熊本と連携した高森町農産物PR 

1,955,000 

「ロアッソ熊本ジュニユース阿蘇」の活動を通じた 
阿蘇地域への交流人口を拡大する活動を展開 
及び初の本町出身ユース選手昇格を契機にプロ
球団の発信力をフル活用した町農産品のPR 

第2回くまもと国際マンガCAMP 5,565,000 
マンガを通じた「熊本・阿蘇・高森」情報の世界発信
の活動を展開 

大隈塾U-18 in阿蘇開催補助金 1,300,000 
早稲田大学生が主催する「大隈塾」による、都市部 
と変わらないハイクオリティのキャリア教育を実施 

ゴミ収集所整備事業補助金 1,500,000 
今年度に限り補助率を1/2から3/4に嵩上げして 
実施（昨年度の街路灯補助と同スキーム） 

畜産振興補助金 2,000,000 

「高森にわか」国選択無形民俗文化財登録イベント助成金 500,000 風鎮祭で「台本コンクール」等のイベントを実施 

高森中学校吹奏楽部楽器購入 292,000 

高SPO補助金 312,000 社会人バスケチームユニフォーム購入 

合 計 13,424,000 

当
初 

補
正
2
号 
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【目的】 
 ・平成30年4月にロアッソ熊本と締結した協定により、今年4月に設立された「ロアッソ熊本 
  ジュニユース阿蘇」の活動を支援し、阿蘇全域での官民連携による取組みとなるよう持続 
  可能な仕組みづくりを支援する。 
 

 ・初の本町出身ユース選手昇格を機に、プロ球団の情報発信力を活用した町農産品のPRを行う。 
 

【事業内容】 
 ①「ロアッソ熊本ジュニユース阿蘇」の活動を通じた阿蘇地域への交流人口を拡大する 
  ための活動 
 ②プロ球団が持つ発信力を活用した阿蘇地域の情報発信活動 
 （HP、SNS連携、農産品PR） 
 

【事業費】 
 ①クラブチーム運営補助金     1,784千円 
 ②ロアッソ熊本と連携した町農産品PR 171千円 

 
●ロアッソ熊本との連携による阿蘇地域の子ども達のスポーツ環境の整備と活動を通じ、 

 阿蘇全域の人々と共に、子ども達に夢と希望を、スポーツによる活力の創造を支援します。 

事業費 基金繰入額 町負担額 

1,955千円 1,955千円 0円 
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ロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇運営補助金 
及びロアッソ熊本と連携した高森町農産物PR 

予算書Ｐ14 

町長政策集 
【挑戦⑤ 目標⑥】 



【目的】 
 ・『世界から熊本に！熊本から世界へ漫画を発信！熊本をマンガの聖地に！高森を漫画家の 
  シリコンバレーに』をコンセプトに、世界各国よりマンガクリエーターを招致し、 
  日本のみならず世界中に対する地域情報の発信を通してインバウンドの交流拡大を促進する。 
 

【事業内容（令和元年10月28～11月1日予定）】 
 ①フィールドワーク『高森町で暮らそう！』開催 
 ②有名漫画家＆編集者によるマンガ教室開催 
 ③郷土の食、文化、芸能体験イベントの開催 
 ④マンガ制作を通じた「熊本・阿蘇・高森」情報の世界発信 
 ⑤「サイレントマンガ」原作の実写版映画の一般公開（町民向け） 
 ⑥クリエーター渡航費用の補助 等 
 

・平成31年度「地域づくり夢チャレンジ推進補助金」及び 
 ふるさと応援寄付金※を活用予定。 
 
※ふるさと応援寄付金のうち「エンタメ業界と連携したまちづくり事業」 
 に活用することを希望されている分を充当。（平成30年度寄付額：約1,000万円） 
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予算書Ｐ15 

 
●海外クリエーターの居住誘致に向けたキックオフと継続した魅力ある地域情報の世界発信 
 による地域活性化に取り組みます。 

第２回くまもと国際マンガＣＡＭＰ 

ふるさと納税活用事業 

町長政策集 
【挑戦④ 目標①】 

事業費 県補助額 基金繰入額 町負担額 

14,588千円 9,023千円 5,565千円 0 円 



【目的】 
 ・現役の早稲田大学生によるキャリア教育を、高森高校生をはじめとした阿蘇郡市管内の 
  高校生を対象に開催することで、地域に誇りを持った担い手を育成すると同時に、 
  熊本地震からの復旧・復興情報を若者の手法で全国に向けての発信し、震災復旧における 
  地域課題解決に向け、若い視点からの本町への「政策提案」を引き出す。 
 

【事業内容】 
 ①ワークショップの開催や県出身経済人の講演会開催を通じた 
  地域貢献意識向上の機会創出 
 

 ②イベント開催を通じた大学生・高校生による阿蘇地域の情報発信 
  （震災被害風化防止、阿蘇地域の魅力発信） 
 

 ③大隈塾生による地域リサーチと、課題の整理・分析力が可能にする 
  本町へ政策提案の実現 
 

 ※次年度以降、小国町でも開催予定。（横展開） 
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事業費 基金繰入額 町負担額 

1,300千円 1,300千円 0 円 

 
●早稲田大学生が主催する「大隈塾」による都市部と変わらないハイクオリティのキャリア 
 教育を通じ、近い将来に地域を担う人材育成をバックアップします。 

予算書Ｐ15 

町長政策集 
【挑戦⑤ 目標①】 

キャリアアップ教育企画開催補助金 
（大隈塾 U-18 in阿蘇の開催） 



ふるさと納税活用事業 

【現状と課題、事業目的】 
 ・町内のゴミ収集所は、未だ下置きの箇所も多く、景観や環境の保全を損ねているため、 
  これまでの今年度に限り補助率を嵩上げ※（1/2 ⇒ 3/4）し、ゴミ収集所の整備を促進する。 
 

 ※昨年度は同スキームで「街路灯」の整備に係る経費を補助 
 

【事業内容】 
 ・ゴミステーションの購入補助（補助上限75,000円） 
  ⇒購入代金の上限額は100,000円 
 

【事業費】 
 ・75,000円×20台＝1,500,000円 
 

 ※当初予算にて既に200,000円を計上しているため、 
  今回1,300,000円を追加計上する。 

 
●町内のゴミ収集所の清潔な運営を促進し、小動物（カラス等）からの被害を食い止めること 
 により環境保全を図るため、ごみ収集所の整備に対し、補助金を交付します。 

ゴミ収集所整備事業補助金 

事業費 基金繰入額 受益者負担 

2,000千円 1,500千円 500千円 
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予算書Ｐ19 



ふるさと納税活用事業 

 
●本町の畜産振興を図るため、要件を満たす対象者に補助金を交付します。 

【補助額】 
 ・肥育素牛：１頭あたり20,000円（落札価格400,000円以上） 
 

【補助対象者】 
 ・町内に住所を有し、肉用牛の肥育に意欲的で、 
  本町内で生産された生後12ヶ月以内の肥育素牛を家畜市場において購入された方。 
 

【これまでの成果と今後について】 
 ・近年のあか牛価格の高騰もやや落ち着き傾向にあり、 
  本補助金の目的は達成されつつある。 
 

 ・あか牛価格が高騰する事は、ふるさと応援寄附金の返礼品において 
  満足な量を提供することが困難となり、寄附金の減額要因となりかねない。 
 

 ・現在、ふるさと納税の返戻品における「あか牛」の割合が下降しているため、 
  30,000円を20,000円に減額。 
 

  ⇒翌年度以降は、これまでの成果も考慮し事業継続の有無について検討。 

畜産振興補助金 
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事業費 基金繰入額 町負担額 

2,000千円 2,000千円 0円 予算書Ｐ20 



ふるさと納税活用事業 

【経緯】 
 ・毎年8月の風鎮祭で演じられる「高森にわか」が、 
  記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択された。 
  （平成31年2月文化庁答申） 
 

  ⇒国選択民俗文化財としては県内12番目の事例であり、 
   「にわか」としては、全国で3例目。 
 

【目的】 
 ・風鎮祭で無形民俗文化財選択の記念イベントを実施し、 
  高森にわかを町内外に広くアピールする。 
 

【事業】 
 ①台本コンクールの実施 
 ②台本コンクール最優秀作品での向上会競演 
 ③向上会OBによる高森にわか披露 

 
●「高森にわか」が国選択無形民俗文化財に登録されたことを記念して、令和元年風鎮祭 
 で登録記念イベントを行う。 

国選択無形民俗文化財登録「高森にわか」助成金 

事業費 基金繰入額 町負担額 

500千円 500千円 0円 
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予算書Ｐ21 

町長政策集 
【挑戦④ 目標⑩】 


