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令和２（２０２０）年度 

予算案の概要 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

令和 2 年 3 月 2 日 

 長野県高森町 

令和２年度から第７次まちづくり

プランがスタートします！ 

通称「まちプラ」は、毎年の予算

に反映されます。 
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１．令和２年度予算の編成方針と概要について 

 

（１）令和２年度予算編成方針 

平成 30 年度決算における健全化判断比率は「実質公債費比率」が 12.9％（前年比▲1.8％、

早期健全化基準 25％）、「将来負担比率」が 79.4％（前年比▲23.0％、早期健全化基準 350％）

と回復基調にあります。今後も真に必要な事業を進めつつ、地方債現在高を縮減しながら、将

来に備える基金の積み立てに努め、財政の健全化の取組みを継続します。 

このような状況を踏まえ、令和２年度予算においては、令和 2 年度から始まる第７次まちづ

くりプラン（振興総合計画）の 10 年後の目指す将来像「なりたい『あなた』に会えるまち～日

本一のしあわせタウン高森～」の具現化を目指すとともに、より多くの町長公約の実現と充実

を目指して編成を行っています。具体的には、将来像を実現するための高森町の人口目標（2045

年に 11,200 人）やそれを達成するための重要項目、さらに政策施策に基づく取り組みが計画的

に推進できるよう、これまで実施してきた事業を適正に評価・検証した上で、長期的な視点か

ら直近の課題を解決することを念頭に諸施策を立案し、事業費を計上しています。 

 

（２）令和２年度予算案の概要 

 令和２年度予算の一般会計予算の総額は 63 億 6,300 万円、対前年比 4 億 6,700 万円の減額で

す。主な減額の要因は、工業団地等整備事業を新たに設置する地域開発事業特別会計へ移管し

たことに伴う減額（▲6 億 3,906 万円）、介護施設等整備事業の減額（▲8,528 万円）となって

います。一方、防災用無線通信施設維持管理事業（1 億 6,163 万円）、町単道路整備事業（5,061

万円）、橋梁整備事業（4,907 万円）、歴史民俗資料館「時の駅」改修整備事業（4,752 万円）が

増額となっています。 

予算には壬生町長の公約に基づくまちづくりの方針を全施策に加えるとともに、地域に根差

した人材育成・人づくりを軸として、時代にあった改善を図っています。町の新たな魅力の発

信につながる地域の若者の活動を応援するほか、町民住民税の１％分を助成する町民主体のま

ちづくり活動支援事業の充実、さらに異業種・地域間・世代間交流の起点となる熱中小学校を

軸に、地域課題の解決や新たなまちづくりを目指す団体を支援します。 

子育て・教育分野においては、保育の質を上げ、保育士の業務改善につなげるため、町立保

育園におけるＩＣＴ環境を整備するほか、地域全体で子どもの学びや成長を応援するために実

施してきた「コミュニティスクール」の充実や、新たに「高森町子ども読書支援センター」を

立ち上げ、公共図書館と学校図書館の機能強化を図ります。 

福祉分野においては、Ｒ01 よりスタートした「寿タクシー」について、病院に通院する場合

は時間に関係なく利用できるなどの充実を図るほか、高齢者の誤発進を防止し、安全運転支援

装置の普及を促進するため、後付け装置導入の補助を実施します。 

高森町土地利用計画で工業ゾーンとして位置づけられた下市田産業用地における、リニア中

央新幹線のガイドウェイ製作保管ヤードの用地についても、地権者、地元などのご理解を得な

がら土地の購入や造成工事を実施します。また天竜川の水辺空間を活用し、防災と賑わい創出

を融合した拠点の実現を目指す「天竜川かわまちづくり事業」について、令和２年度は運営の

担い手を発掘する社会実験や用地取得を行うなど、本格実施に向けた取り組みを行います。 
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２．各種会計の予算規模 

（単位：千円・％） 

会計名 

予算額 前年度比較 繰出金等 

Ｒ02 年度 Ｒ01 年度 増減額 前年比 Ｒ02 年度 Ｒ01 年度 増減額 

一般会計 6,363,000 6,830,000 ▲467,000  ▲6.8 ▲764,922 ▲763,964 958 

特別会計 3,988,774 3,083,705 905,069 29.4 513,161 513,678 ▲517 

 国民健康

保険事業 
1,314,134 1,224,513 89,621 7.3 76,073 77,964 ▲1,891 

 後期高齢

者医療 
175,874 156,384 19,490 12.5  38,943 33,126 5,817 

 介護保険 1,398,209 1,365,808 32,401 2.4 198,684 188,837 9,847 

 農業集落

排水事業 
272,178 337,000 ▲64,822 ▲19.2 159,461 213,751 ▲54,290 

 地域開発

事業 
828,379 ― 828,379 皆増 40,000 ― 40,000 

公共下水道

事業 
911,310 633,000 ― ― 249,121 249,076 45 

水道事業 393,957 970,770 ▲576,813 ▲59.4 2,640 1,210 1,430 

  

※参考 
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３．令和２年度 一般会計予算案のあらまし 

（１）歳入の内訳                                （単位：千円・％） 

区分 
予算額 増減 

主な増減理由 
Ｒ02 年度 構成比 Ｒ01 年度 増減額 前年比 

1 町税 1,417,100 22.3 1,379,800 37,300 2.7  

 個人町民税 558,200 ― 541,000 17,200 3.2 給与所得の増 

 法人町民税 68,050 ― 68,050 0 0.0  

 固定資産税 652,000 ― 635,000 17,000 2.7 設備投資に伴う償却資産の増 

 軽自動車税 53,850 ― 48,750 5,100 10.5 環境性能割分の増 

 町たばこ税 67,000 ― 69,000 ▲2,000 ▲2.8  

 入湯税 18,000 ― 18,000 0 0.0  

2 地方譲与税 74,902 1.2 72,400 2,502 3.5 

Ｒ01 決算見込みの他、国・

県の財政推計による 

3 利子割交付金 1,000 0.0 1,500 ▲ 500 ▲ 33.3 

4 配当割交付金 4,000 0.1 4,000 0 0.0 

5 株式譲渡所得割交付金 2,800 0.0 3,000 ▲ 200 ▲ 6.7 

6 法人事業税交付金 7,000   7,000 皆増 

7 地方消費税交付金 290,000 4.6 245,800 44,200 18.0 

8 ゴルフ場利用税交付金 10,000 0.2 10,000 0 0.0 

9 自動車環境性能割交付金 6,000 0.1 11,100 ▲ 5,100 ▲ 45.9 

10 地方特例交付金 6,000 0.1 18,900 ▲ 12,900 ▲ 68.3 

11 地方交付税 2,070,000 32.5 2,035,000 35,000 1.7 

 普通交付税 1,940,000 ― 1,905,000 35,000 1.8 

 特別交付税 130,000 ― 130,000 0 0.0 

〔一般財源計〕 3,888,802 61.1 3,781,500 107,302 2.8   

12 交通安全対策特別交付金 1,200 0.0 1,500 ▲ 300 ▲ 20.0   

13 分担金及び負担金 130,701 2.1 175,605 ▲ 44,904 ▲ 25.6 保育所保護者負担金 ▲49,840 

14 使用料及び手数料 111,462 1.8 117,546 ▲ 6,084 ▲ 5.2 ケーブルテレビ放送使用料 ▲6,611 

15 国庫支出金 566,995 8.9 556,065 10,930 2.0 

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業 補 助 金 

▲18,269/ 保 育 所 運 営 費 負 担 金 

14,966 

16 県支出金 335,604 5.3 414,770 ▲ 79,166 ▲ 19.1 
地域医療介護総合確保基金補助金 

▲85,283 

17 財産収入 15,069 0.2 568,855 ▲ 553,786 ▲ 97.4 不動産売払収入 ▲556,400 

18 寄 付 金 300,100 4.7 330,100 ▲ 30,000 ▲ 9.1 
ふ る さ と 元 気 づ く り 寄 付 金 

▲30,000 

19 繰 入 金 131,366 2.1 236,984 ▲ 105,618 ▲ 44.6 
財政調整基金 ▲72,184/ふるさ

と元気づくり基金 ▲34,800 

20 繰 越 金 235,183 3.7 198,000 37,183 18.8 
 

21 諸 収 入 174,418 2.7 123,275 51,143 41.5 土木費雑入 68,745 

22 町   債 472,100 7.4 325,800 146,300 44.9 

公共事業等債 ▲13,500/緊急防

災・減災事業債 164,800/地域活

性化事業債 42,700/臨時財政対

策債 ▲25,000 

計 6,363,000 100.0 6,830,000 ▲ 467,000 ▲ 6.8 
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（２）目的別歳出の内訳と主な増減理由                 （単位：千円・％） 
 

区分 

予算額 増減 

主な増減理由 
Ｒ02 年度 構成比 Ｒ01 年度 増減額 前年比 

1 議会費 73,754 1.2 71,757 1,997 2.8 
 

2 総務費 1,051,783 16.5 1,164,409 ▲ 112,626 ▲ 9.7 

ふるさと元気づくり寄附事業 ▲62,072 

情報事務機器管理事業 ▲15,438 

住民記録管理事務 ▲27,500 

公共交通整備・運行事業 15,413 

3 民生費 1,829,080 28.7 1,910,596 ▲ 81,516 ▲ 4.3 
プレミアム付商品券事業 ▲18,269 

介護施設等整備事業 ▲85,283 

4 衛生費 760,995 12.0 794,599 ▲ 33,604 ▲ 4.2 

自然環境調査事業 ▲7,362 

広域連合負担金（ごみ処理施設）12,679 

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 

▲54,290 

5 労働費 3,799 0.1 3,777 22 0.6   

6 農林 

水産業費 
283,660 4.5 290,600 ▲ 6,940 ▲ 2.4 

農業経営基盤強化促進事業 ▲13,593 

県営中山間総合整備事業 ▲15,575 

農地耕作条件改善事業 15,575 

私有林整備支援事業 11,130 

林道維持管理事業 12,860 

7 商工費 183,443 2.9 774,991 ▲ 591,548 ▲ 76.3 
工業団地等整備事業 ▲639,064 

地域開発事業特別会計繰出金 40,000 

8 土木費 569,242 8.9 457,529 111,713 24.4 

町単道路整備事業 50,614 

町道 1-6 号線▲37,912 

町道 7290 号線 10,533 

橋梁整備事業 49,073 

天竜川かわまちづくり事業 36,681 

9 消防費 403,139 6.3 256,533 146,606 57.1 

消防団運営事業 ▲23,852 

防 災 用 無 線 通 信 施 設 維 持 管 理 事 業 

161,628 

10 教育費 616,719 9.7 553,715 63,004 11.4 

歴史民俗資料館「時の駅」改修整備事業 

47,520 

学校給食センター管理運営事業 16,571 

12 公債費 528,034 8.3 525,253 2,781 0.5 
町債償還元金 5,313 

町債償還利子 ▲2,532 

14 予備費 59,352 0.9 26,241 33,111 126.2   

計 6,363,000 100.0 6,830,000 ▲ 467,000 ▲ 6.8   
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４．令和２年度の事業内容 

（１）令和２年度の主な事業 

 

まちづくり 

コミュニティ組織育成支援事業 公約 5,500 千円 総務課 

町民主体のまちづくり活動を応援するため、令和元年度よりスタートした「１％システム」につい

て、「地区主体型」「みんなで経営型」の追加など内容を拡充し、より使いやすい制度に見直します。 

わかもの活躍推進事業 公約 878 千円 総務課 

わかもの特命係をはじめ、町の新たな魅力の発信につながる地域の若者の活動を応援します。 

総合計画・総合戦略推進事業  5,042 千円 総務課 

令和 2 年度より新たなまちづくりプランの計画期間がスタートします。各施策の評価の様子を町

民の皆さまにわかりやすく伝える仕組みを検討します。 

議会運営事業  60,620 千円 議会事務局 

議会提案に基づく議会活動における研修費の充実や、タブレット端末導入によるペーパーレス化を

推進します。 

 

地方創生 

UI ターンと地元就職促進事業 公約 11,271 千円 産業課 

定住促進のため、これまで実施してきた固定資産税の課税免除に代わる「住宅取得等助成金（仮称）」

を新設します。また令和元年度に引き続き、中学校保護者向け進学・就活セミナーの開催や、国・

県の補助金を活用した移住就業・起業支援事業補助金を実施します。 

熱中小学校プロジェクト事業 公約 17,801 千円 産業課 

大人の社会塾を起点とした人材育成 に取り組む熱中小学校は、4 月から第 5 期が始まります。運

営は（一社）熱中たかもりが行い、町はその活動を支援します。 

働き方改革推進事業 公約 2,929 千円 産業課 

令和元年度に策定した「働き方改革推進事業計画」に基づき、セミナーやアンケート調査を実施し

「働きやすい町」を目指して、働き方改革を推進します。 

女性の就業応援事業 公約 325 千円 産業課 

あったかてらすのコワーキングスペースを活用したクラウドソーシング・ワーキングチームへの委

託業務の発注など、取り組みを応援します。 

 

子育て 

町立保育園一般経費（ＩＣＴ環境の整備）  2,273 千円 教育委員会 

保育の質を上げ、保育士の業務改善につなげるため、町立保育園におけるＩＣＴ環境を整備します。 

女性活躍子ども子育て拠点施設運営事業  9,582 千円 教育委員会 

平成 30 年度に完成した切れ目のない子ども子育て支援の拠点「あったかてらす」について、施設

を活用した各種事業を展開します。 

産前産後ケア事業  11,276 千円 健康福祉課 

出産後の母子を対象に医療機関または助産所で体の管理や育児指導、相談を宿泊や日帰りで受けた

場合の費用を助成します。 

※各事業の予算額は事業全体の金額であり、説明欄記載の個別の取り組みに対する金額ではございません。 
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教育 

ＩＣＴ教育推進事業  11,147 千円 教育委員会 

令和 2 年度から小学校にて必修化される「プログラミング教育」や小中学校ＧＩＧＡスクールへ

の対応を行うなど、さらなるＩＣＴ教育を推進します。 

高森町コミュニティスクール運営事業 公約 541 千円 教育委員会 

地域全体で子どもの学びや成長を応援するために実施してきた「コミュニティスクール」について、

町内３校の学校運営協議会の立ち上げなど、より学校や地域、行政が一体となって地域の子どもの

成長を支える取り組みを推進します。 

子ども読書支援センター運営事業 公約 274 千円 教育委員会 

公共図書館と学校図書館の機能強化をし、乳幼児期～学童期～生涯学習を段階的に支援するため

「高森町子ども読書支援センター」を設立します。特に学校教育と図書館連携強化を行います。 

中学校要・準要保護生徒就学援助事業  6,990 千円 教育委員会 

中学校入学時の準備に係る町独自の経済的な支援について、1 人あたり 2 万円増額します。 

歴史民俗資料館「時の駅」改修整備事業  47,520 千円 教育委員会 

歴史民俗資料館「時の駅」に空調設備（エアコン）を設置します。 

学校給食センター管理運営事業  69,687 千円 教育委員会 

更なる安全・安心で充実した学校給食の提供と効率的な給食運営を図るため、4 月より調理業務を

外部委託します。 

 

福祉 

公共交通整備・運行事業 公約 26,478 千円 総務課 

現在実証実験中の公共交通について、10 月から本格運行を開始します。 

タクシーを利用した外出支援事業 公約 10,304 千円 健康福祉課 

令和元年度よりスタートした「寿タクシー」について、町外の指定病院へは片道最大負担 2,000

円で通院でき、また病院に通院する場合には時間に関係なく利用できるなど、より 77 歳以上で運

転免許証のない方が外出できるよう支援します。 

交通安全施設維持管理整備事業  3,446 千円 総務課 

高齢者の誤発進を防止し、安全運転支援装置の普及を促進するため、後付け装置導入の補助を実施

します。 

 

健康 

働く女性のための食生活応援事業 公約 647 千円 健康福祉課 

㈱タニタヘルスリンクの協力や食育活動グループ「食育 MOGMOG」の協力により、朝食習慣の推

進や季節の食事など、健康づくりや生活習慣病予防のきっかけづくりとしての食育を実践します。 

健康ポイント事業  710 千円 健康福祉課 

町民の皆さまや高森町の事業所に勤務する方を対象に、運動習慣を身に着けるための健康マイレー

ジ事業を引き続き実施します。 

総合健診事業 公約 6,935 千円 健康福祉課 

令和 2 年度より尿検査の精度を高め、腎臓病予防に力を入れるなど、より町民の健康保持・増進

に取り組んでいきます。 
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産業 

ふるさと元気づくり寄附推進事業  149,199 千円 産業課 

令和 2 年度のふるさと納税の寄付見込額は 3 億円です。高森町の魅力発信につなげる新たな返礼

品の開発などを行います。 

タウンプロモーション事業 公約 5,474 千円 産業課 

タウンプロモーション計画に基づく「関係人口の増加」を目指し、メディア等への広告展開やイベ

ントへの参加による町のＰＲを行います。 

商工会による商工業振興活動支援事業  12,614 千円 産業課 

商工会が実施する「製造業の付加価値を上げるための専門家派遣事業」や「高齢者の安心安全な住

環境整備事業」の経費等に対し、補助金を交付します。 

天竜川かわまちづくり事業 公約 41,064 千円 建設課 

天竜川の水辺空間を活用し、防災と賑わい創出を融合した拠点の実現を目指し、令和 2 年度は運

営の担い手を発掘する社会実験や、用地取得を行います。 

下市田産業用地整備事業  

※地域開発事業特別会計（新規） 

公約 783,482 千円 産業課 

下市田産業用地における約 11 ヘクタールのリニアガイドウェイ製作保管ヤードのための土地の購

入や造成工事などを行います。 

 

自然・環境 

一般廃棄物収集処理事業  61,033 千円 環境水道課 

ごみ出しの利便性を向上させるため、これまで平日（火・金曜日の午前）に開設していたリサイク

ルステーションについて、４月から月に１度土曜日（午前）に開設します。 

地球温暖化防止実行計画推進事業  4,950 千円 環境水道課 

高森町の中長期的な地球温暖化対策に関する調査・研究を行います。 

森林環境譲与税活用事業 公約 5,000 千円 産業課 

森林整備の財源として国から譲与される森林環境贈与税を活用し、段丘林整備を実施します。令和

2 年度は吉田古城・本城の竹林整備を実施します。 

有害鳥獣駆除等事業  20,471 千円 産業課 

有害鳥獣対策として、電気柵の設置や柵沿いの緩衝帯整備を実施します。また住民で組織する「オ

ウンジャー」による有害鳥獣の追い払い等、新たな対策に取り組みます。 

 

消防・防災 

防災・減災対策事業  9,867 千円 総務課 

安全・安心な地域・経済社会を構築するため、国土強靭化基本法に基づく「国土強靭化計画」を策

定します。 

防災用無線通信施設維持管理事業  172,850 千円 総務課 

新たな「デジタル移動系防災行政無線システム」を構築するための整備工事を実施します。 
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インフラ 

町単道路整備事業  61,516 千円 建設課 

快適な道路環境整備のため、地区計画に基づく舗装工事に加え、幹線道路の傷んだ舗装の計画的な

修繕に着手します。 

町道Ⅰ－３号線歩道設置事業  69,276 千円 建設課 

令和元年度より引き続き、主要幹線道路での歩行者の安全確保のため、上市田東信号機から牛牧方

面への歩道設置工事を進めます。令和 3 年度末の完成を目指します。 

町道７２９０号線拡幅改良事業  126,451 千円 建設課 

農免農道から県道市田停車場線までの供用開始を目指します。明神橋交差点には、町内初のラウン

ドアバウト（環状交差点）が設けられます。 

橋梁整備事業  81,591 千円 建設課 

町内に 226 橋ある橋梁の安全な維持と長寿命化を図るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁

の定期点検を進め、修繕工事（矢原橋他）を行います。 

下水道事業  1,183,488 千円 環境水道課 

公共下水道事業が新たに公営企業法の適用を受け、公営企業会計へ移行します。農業集落排水事業

の統合に向けた管路工事を実施します。 

水道事業  393,957 千円 環境水道課 

上水道地域の水源確保に向け、新水源となる井戸掘削工事等に取り組み、将来にわたり安定した水

量の確保を図ります。 

 

町民サービスの向上 

町県民税賦課事務 公約 4,283 千円 税務会計課 

４月の納付書発行分より、町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税及び上下水道料金が

コンビニで納付できるようになります。 

住民記録管理事務 公約 11,830 千円 健康福祉課 

住民票や印鑑証明書、所得証明書や戸籍等の証明書が、2 月よりコンビニで取得できるようになり、

利便性が向上しています。 

広報誌発行事業  3,736 千円 総務課 

1 月からリニューアルした広報誌ですが、さらに特集や町の魅力を伝えるページを増やし、行政情

報のお知らせを集約化します。 

総務一般経費（時間外受付管理業務）  2,667 千円 総務課 

宿直業務をシルバー人材センターに委託し、職員の業務改善につなげます。 

庁舎改修整備事業 公約 6,087 千円 総務課 

庁舎外壁の老朽化への対応や公民館北側駐車場の拡張を行います。またサービスの質を上げる役場

づくりを目指し、庁舎レイアウトの変更を検討します。 

予算の編成と執行管理事務 公約 6,728 千円 総務課 

町民の皆さまに行財政経営をご理解いただけるよう、予算決算広報やホームページ、まちづくり懇

談会などでより分かりやすい説明に努め、見える行財政経営を進めます。 
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（２）ふるさと元気づくり基金充当事業 

令和２年度予算ではふるさと納税を積み立てた「ふるさと元気づくり基金」から、それぞれ

目的にあった事業の財源として 7 千万円を充当しています。 
 

基金の目的 充当先事業及び事業費 目的別合計 

①子育て教育 

□町立保育園食育推進事業（賄材料費）   11,200 千円 

□ＩＣＴ教育推進事業（タブレット導入）  9,900 千円 

□北小学校施設改修事業          2,200 千円 

□南小学校施設改修事業          1,600 千円 

□出生祝金支給事業            1,900 千円 

□産前産後ケア事業            9,100 千円 

□公園管理事業（公園管理委託料）     6,200 千円 

□子どものインフルエンザ予防接種補助事業 2,700 千円 

□中学校スクールバス運行事業       1,600 千円 

□外国語指導助手招致事業         3,500 千円 

□キャリア教育推進事業          2,300 千円 

52,200  千円 

③環境保全 

□地球温暖化防止実行計画推進事業     4,400 千円 

□私有林整備支援事業           2,000 千円 
6,400  千円 

⑦その他 

□緑のまちづくり事業           1,000 千円 

□天竜川かわまちづくり事業        10,400 千円 
11,400  千円 

 合計： 70,000  千円 
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（３）令和 2 年度予算編成における議会提言と予算措置について 
 

令和２年度予算編成にあたり、高森町議会より令和元年 12 月 4 日付けで「次年度予算編成

における提言」がなされました。その内容（要旨）と予算措置及び対応は以下のとおりです。 

提言① 町民グラウンドの改修・改善・管理について 

町民グラウンドは島岡吉郎旗少年野球大会をはじめ、

老若男女問わず多くの方が利用しているが、経年劣化

により補修等の必要部分が散見される。利用者が良い

環境で利用できるよう次の項目について提言する。 

①フェンスの改修・改善（強風対策） 

②グラウンド内にあるベンチ及びイスの補修 

③排水溝へ砂が入らないよう対策 

④B コートのダッグアウトの改善 

⑤排水溝の土上げ、グラウンド内の除草等の管理委託

の仕方検討 

予
算
措
置
・
対
応 

社会体育施設維持管理事業 
506 千円（施設維持修繕料） 

60 千円（備品購入費） 

①④は令和 2 年度にて改修工事を行います。 

②は令和 2 年度にグラウンドベンチを 3 脚購入し、翌

年度以降定期的に購入を進めていきます。 

③⑤については対策方法及び管理方法の検討を行いま

す。その他、防球ネット増設工事等はスポーツ振興く

じ成金への申請を並行して行います。 

提言② 高齢者による自動者安全運転の確保について 

全国的に高齢ドライバーによる交通事故が後を絶え

ず、当町においてもその危険性は例外ではない。運転

免許返納は交通事故抑制対策としては有効ではあるも

のの、当町においては地勢上の制約、また地域性等か

ら他の交通手段で全てを補うことは難しい。高齢ドラ

イバーの利用する自動車に事故防止装置を講ずること

により、安全運転に寄与が見込める為、次の項目につ

いて提言する。 

①高齢ドライバーに対し、事故防止装置の購入、据付

費用を助成するための予算措置を講ずること 

予
算
措
置
・
対
応 

交通安全施設維持管理整備

事業 
1,000 千円（サポカー補助金） 

①65 歳以上を対象に「高齢者安全運転支援装置設置促

進事業補助金（仮称）」を設置します。補助金額は 2 分

の 1 以内（上限 25,000 円）とし、後付け装置導入時の

みが対象となります。 

提言③ 上下水道等ライフラインの防災対策充実について 

本年 10 月の台風 15 号、19 号等の豪雨により、日本各

地に甚大な被害が発生した。過日の災害において、各

地で上水道の断水、下水道の汚染水の氾濫等が発生し

たと報道されている。今後起こりうる自然災害に備え

て、町民のライフライン確保のため、下記の事項につ

いて提言する。 

①堂所浄水場は土砂災害警戒区域のイエローゾーンに

指定されており、土石流や地滑り被害が心配される。

施設の更新時期も近づいており、移転新築を含め、

災害に強い上水場となるよう調査研究を行うこと。 

②下市田公共下水道週末処理場は、防災ハザードマッ

プによれば、0.5ｍ~1ｍの浸水地域となっている。災

害に対するハード、ソフト両面からの調査研究を行

うこと。 

予
算
措
置
・
対
応 

水道建設改良事業 1,903 千円（業務委託料） 

公共下水道建設改良事業 5,280 千円（業務委託料） 

①令和 2 年度は、長野県より公表された調査データに

基づき、現地踏査及び被害想定調査の検討を行い、関

係機関等と協議も進め、今後の対応について研究を行

う。 

②令和 2 年度は 1,000 年に 1 度規模の大雨が出た際、

町の下水道処理施設にどのような影響が出るか調査を

行います。上記の調査を踏まえ、浸水対策についての

研究を進めます。 

提言④ 町の魅力と関係人口創出等に関する事項について 

当町には文化・風土・歴史・景観・特産品・人情など

多彩な魅力が数多くある。リニア到来を見据え、これ

らの町の魅力や資源を町内外に広く発信すると共に、

今までにない新たな魅力や価値を掘り起こすことが肝

要。関係人口の創出を目的として、次の事項について

提言する。 

①町の魅力発信コンテストの開催と、PR・情報発信な

どの強化 

②市田柿発祥の里を活かした賑わいづくりと活性化

（市田柿工房周辺の活用など） 

③信州高森温泉や森の家などの、観光や関係人口の拠

点機能の向上 

予
算
措
置
・
対
応 

タウンプロモーション推進

事業 
5,474 千円（事業全体） 

①タウンプロモーション計画に基づき、関係人口づく

りを進めます（あったかもり町自慢活動他ほか）。 

②昨今の気候変動を踏まえ、市田柿だけでなく高森町

の農業全体に対し、町全体の農業が盛り上がるよう

な取り組みを検討して参ります。 

③森の家においては PR 及び利用促進を進め、活用方法

を検討していきます。 
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５．地方債残高と基金残高の推移 

（１）起債残高の見込み 

区分 H27 決算 H28 決算 H29 決算 H30 決算 R01 見込 R02 当初 

一般会計 6,012,392 6,289,127 6,082,453 5,909,646 5,884,631 5,917,605 

特別会計※ 6,710,087 6,329,529 5,914,764 5,522,187 5,190,705 5,542,660 

 
 

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋ放送

事業 
100,852 50,951 － － － － 

 
 

農 業 集 落 排 水

事業 
2,835,867 2,684,752 2,526,049 2,359,542 1,747,963 1,318,267 

 
 

地域開発事業 － － － － － 380,000 

公共下水道事業会計 3,773,368 3,553,826 3,388,715 3,162,645 3,442,742 3,844,393 

水道事業会計 35,032 24,530 24,530 18,959 17,024 15,048 

合 計 12,757,511 12,643,186 12,021,747 11,450,792 11,092,360 11,475,313 

対前年度増減 ▲596,158 ▲ 114,325 ▲ 621,439 ▲ 570,955 ▲ 358,432 382,953 

 

（２）基金残高の見込み 

区分 H27 決算 H28 決算 H29 決算 H30 決算 Ｒ01 見込 Ｒ02 当初 

一般会計 1,064,292 1,165,848 1,453,305 1,604,360 1,698,955 1,726,944 

  財政調整基金 566,593 598,802 630,774 566,224 614,698 556,541 

  減債基金 10,956 10,999 11,035 11,071 11,106 11,139 

  地域福祉基金 65,575 67,300 69,060 70,827 72,665 74,504 

  公共施設整備基金 325,638 396,908 478,214 539,788 601,475 603,279 

  ふるさと元気づくり基金 60,339 60,574 246,908 388,938 366,289 443,528 

  発電設備管理基金 266 427 571 714 841 975 

  ケーブルテレビ 

放送減債基金 
26,047 14,149 ― ― ― ― 

 ケーブルテレビ 

放送施設基金 
8,878 16,689 16,743 26,798 31,882 36,978 

  森林環境基金 ― ― ― ― 1,366 2,902 

特別会計 146,922 175,495 306,073 377,080 363,258 319,275 

  国民健康保険財政調整基金 27,949 38,058 108,184 178,540 164,098 179,031 

  介護保険支払準備基金 16,024 36,087 96,205 96,522 96,824 96,813 

 地域開発基金 ― ― ― ― ― 43,430 

  下水道基金 102,949 101,350 101,684 102,018 102,337 ―※ 

合 計 1,211,214 1,341,343 1,759,378 1,981,440 2,062,213 2,046,219 

対前年度増減 93,476 130,129 418,035 222,062 80,773 ▲15,994 

（千円） 

（千円） 

※公営企業会計へ移行 

※経年比較のため公共下水道事業会計を含めて積算 
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６．行財政経営の見える化（予算査定の一部公開） 

（１）予算査定の一部公開（町長公約） 

 町の予算がどのように決まるのか、町民の皆さまに町の行財政経営に関する理解を深めてい

ただくことを目的として、平成 30 年度から町長査定の一部を町民の皆さまに公開しています。

令和２年度の予算編成においても、町で毎年実施している約 500 の事業の中で、来年度からの

新規事業や既に実施していて振返りが必要な事業、町民の皆さまの関心が高いと思われる事業

について、町ケーブルテレビでの中継や動画配信を通じて、査定の内容を公開しました。今後

も町民の皆さまに高森町の予算についてご理解いただく取り組みを進めていきます。 

 

（２）予算公開査定の概要（実施日：2 月７日） 

事業名 担当課要求 町長査定コメント 

1 コミュニティ組織

育成支援事業 

持続可能なコミュニティ組織を育成するた

め、また町民が支える公共活動団体を支援す

るために町民税の１％を活用する「１％シス

テム」について、現在の「みんなで協働型」

「まちと共創型」に、対象組織に自治組織を

加えた「地区主体型」ほか、収益につなげる

取り組み「みんなで経営型」も対象としたい。

またそれぞれ支援金の上限を上乗せしたい。 

現在の仕組みは複雑で、町民の皆さまにとって

使いづらい制度。もっと簡単な手続きとされた

い。地域の皆さまには単発の取り組みでなく、

中長期にわたるつながり感をもって、楽しいこ

とに取り組んでいただきたい。「みんなで経営

型」については、若手の皆様の商売が地域課題

につながればよい。きちんと審査をしつつ、頑

張って取り組んでいただきたい。いずれもわか

りやすい制度設計をきちんと行うこと。 

 

2 UI ターンと地元就

職促進事業（住宅

取得等助成金） 

定住促進のため、これまで町では住宅を新築

された方を対象に固定資産税の課税免除を

実施してきたが、高森町に家を建てる動機づ

けになりにくいなどの課題がある。住まいに

対する支援の訴求力を高めるため、課税免除

に代わり 40 万円を上限に「住宅新築等補助

金制度」を新設したい。また「自治会加入」

を補助条件としたい。 

現行の減免制度はわかりづらいという問題点

があり、交付の方法等しっかりとニーズを把握

し、わかりやすい制度設計を行ったうえで実施

されたい。自治会加入者が途中脱退するケース

も踏まえて検討すること。また活気アップ商品

券で交付する場合は、対象店舗の拡大が必要。

町内事業者の皆さまには、この新制度を使って

ＰＲしていただきたい。 

 

3 議会運営事業（自

主研修費補助金） 

議員及び議会の質の向上や視野・関心の拡

大、議員間のネットワークの形成を目的に、

議会議員の自主研修費補助金（30,000 円

×14 人＝420,000 円/年）を交付されたい。 

 

議員の皆様が勉強されてきたことが提案され

ることは、まちづくりにとってとてもよい効果

が期待されると考える。要求どおり計上する。 

4 公共下水道建設改

良事業 

天竜川の西側に位置する「公共下水道処理

場」について、浸水洪水被害想定等を検証し、

施設の特性や費用面から等から、今後どこま

で備えるべきかなど、その防災対策のあり方

を検討するための業務委託を発注したい。 
 

経費節減の面から考えると、次期改修時に少し

ずつ対策をする等の視点が必要。調査経費は計

上するが、調査結果を反映し、直ちに浸水対策

の工事を行うということではない。機器の更新

等に経費を回すことも必要であり、全体の中で

考えていく。町民の皆さまに公表できる資料づ

くりを行うこと。 
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事業名 担当課要求 町長査定コメント 

5 高森町コミュニテ

ィスクール運営事

業 

地域全体で子どもの学びや成長を応援する

ために実施してきた「コミュニティスクー

ル」について、より学校や地域が一体となっ

て地域の子どもの成長を支える仕組みのあ

り方を提案。 

この事業は、子どもの実力が発揮され、やりた

いことをやれる大人に成長することが目的。さ

らに事業を通じて郷土愛が培われることで、こ

の地域に帰ってきてほしい。ボランティアの位

置づけについて、学習のお手伝いではなく、地

域外の教員が多い中、教員とボランティアが一

緒になって、地域のことを課題にした学びの場

とされたい。ボランティアの経費を支出できる

方法について検討が必要。みらい懇談会を通じ

て、地域のことを勉強していただいたが、彼ら

の提案を一つでも実現してあげたい。町職員は

町のことをよく知っており、先生と職員の交

流、子どもと職員の交流について、ぜひ利用し

てほしい。 

 

6 高森中学校「小原

ヶ丘塾」実施事業 

中学生を対象に、学習の場の提供や基礎学力

の向上を目的に実施している「小原ヶ丘塾」

について、これまでの実績や課題を基に、平

日と夏季休業それぞれの今後の事業のあり

方について提案。 

親のニーズからは継続が必要だが、施策の対象

と意図を明らかにし、評価を重ねていく中で、

10 年後に目指すべき子どもの姿を明確にする

ことが必要。教育の目標設定は難しい部分もあ

るが、学力を高めるだけではなく、町の魅力を

出せる取組みも求められる。目標を明確にした

うえで、きちんと評価すること。 

 

7 カヌー大会開催支

援事業 

高森町と長野県カヌー協会、たかもりカヌー

クラブ主催の「天竜川カヌー大会」について、

昨年の大会中に発生した事故を受け、事故原

因や課題、対策から今後の大会のあり方につ

いて提案。令和 2 年度の方針としては、出来

るだけ安全対策を加えた上で 、従前どおり

のコース設定で開催したい。 

大会運営が万全であると言えない限り、大会を

開催することは厳しい。危険個所を除いてゴー

ル地点を設定することが必要であり、これまで

と同じコースでの大会実施は許可できない。コ

ースの面白さよりも安全にゴールできること

を最優先とすべき。安全な大会とするためには

「人員の確保がまず必要。具体的な対策案を提

示していただいたうえで、実施の可否について

判断をする。コースを含め５月を目途に検討を

行い、運営体制を含めて公表する。 

 

8 福祉事業全般にお

け る 今 後 の 方 向

性、訪問型・通所

型サービス事業、

タクシーを利用し

た外出支援事業 

本格的な高齢化の時代を迎え、町の福祉政策

の目指す方向性について、提案。また併せて、

訪問型・通所型サービス事業（Ｂ補助金）や

タクシーを利用した外出支援事業における

現行制度の課題を基に「補助範囲の拡大」「利

用時間の延長」「曜日制限の撤廃」「利用対象

者の拡大」を提案。 

訪問型・通所型サービス事業（Ｂ補助金）につ

いては、実際に運用していただいている皆さま

のお話を聞く中で「無償」での実施は厳しく、

継続性はないと考える。かといって単純に単価

を上げるだけではなく、実態をよく調査し、継

続していくうえで必要なことについて、担当者

としっかり話し合われたい。 

寿タクシーについては、病院への通院につい

て、時間の制限をなくすこととする。また障が

い者の方の利用も新たに対象とする。 
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高森町役場総務課 

0265-35-9402 

soumu@town.nagano-takamori.lg.jp 
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