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１．令和３年度予算編成方針と予算案の概要 

（1）令和 3 年度予算編成方針 

令和 3 年度予算編成にあたっては、 

① 新型コロナウイルス感染症に対し、感染防止対策、新しい生活様式への対応、アフターコロ

ナを見据えた経済対策などの課題に対し必要な対策を講じること 

② 計画の 2 年目となる「第 7 次まちづくりプラン」の具現化と各施策の目的や基本方針の実現

を目指し、令和 2 年度より取り入れられた外部評価を含む施策評価結果及び事務事業を適正

に評価・検証した上で、経営資源を最大限有効活用するための諸施策を、計画期間の 9 年後

を見捉えた長期的視点から直近の課題解決を念頭に諸施策を立案し、事業費を見積もること 

③ 町長公約の実現と充実を目指した予算編成を行っています。 

 

（2）令和 3 年度予算案の概要 

令和 3 年度一般会計予算案の総額は 70 億 5,000 万円、対前年比 6 億 7,700 万円の増額です。

主な増額要因は、新型コロナウイルス感染症対策に 1 億 5,569 万円、新吉田統合保育園施設整

備に 4 億 6,143 万円、その周辺道路整備に 1 億 5,257 万円などです。 

歳入の約 5 分の 1 を占める町税は、新型コロナウイルス感染症の影響により 9,935 万円減の

131,775 万円となっています。事業実施には、国や県の財源を積極的に活用したほか、ふるさ

と元気づくり基金から公立保育園の民営化事業はじめ各種事業に 3 億円を繰り入れています。 

令和 3 年度予算案では、新型コロナウイルス感染症から町民生活を守るためのワクチン接種

や各種感染防止対策に加え、地域経済の回復に向けた地場産業支援など、それぞれの状況に配

慮した事業展開を図っています。また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、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。中学

校における「地域応援隊活動」の創設や、小学校における「地域探究活動」に対する補助など

子どもの主体的な学びを実現し、若者 Labo．や熱中小学校などを軸に、地域における学びや活

動をさらに推進します。 

子育て分野では、約 2 年にわたり検討を進めてきた公立保育園の統合及び民営化について、

私立吉田河原保育園が町立吉田保育園と統合し、地域の多様な保育ニーズに応えるため新たな

幼保連携型認定こども園を開園するために必要な整備を実施します。 

福祉分野では、様々な相談を、相談者に寄り添い、ワンストップ受付けを実現するための、

総合的な支援体制を構築します。また、特別養護老人ホームあさぎりの郷の譲渡に向けた施設

修繕を実施します。 

持続可能な環境の実現を目指し、ゼロカーボンへの取り組みを推進します。環境基本計画を

改訂するほか、新たに地球温暖化防止実行計画を策定します。また役場庁舎の照明を LED 化し

ます。その他、庁舎 Wi-Fi 環境を充実し、各種委員会にタブレット端末を導入することでペーパ

レスを推進し、環境負荷への軽減を図ります。 

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」では、当該

地への広域連合による高森消防署の移転に伴う施設基本設計に合わせ、拠点施設の基本設計を

行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。 
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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 一般会計繰出金（各会計に繰入）等 

Ｒ03年度 Ｒ02 年度 増減額 前年比 Ｒ03 年度 Ｒ02 年度 増減額 

一般会計 7,050,000 6,363,000 687,000  10.8 （813,239） （764,922） （48,317） 

特別会計 3,699,552 3,988,774 ▲289,222 ▲7.3 525,992 513,161 12,831 

 国⺠健康
保険事業 

1,320,189 1,314,134 6,055 0.5 75,341 76,073 ▲732 

 後期高齢
者医療 

171,782 175,874 ▲4,092 ▲2.3  34,710 38,943 ▲4,233 

 

介護保険 1,419,630 1,398,209 21,421 1.5 204,859 198,684 6,175 

地域開発
事業 

516,889 828,379 ▲311,490 ▲37.6 59,604 40,000 19,604 

 農業集落
排水事業 

271,062 272,178 ▲1,116 ▲0.4 151,478 159,461 ▲7,983 

公共下水道
事業 

1,000,374 911,310 89,064 9.8 284,107 249,121 34,986 

水道事業 342,804 393,957 ▲51,153 ▲13.0 3,140 2,640 500 

 
 
 
 
  



３．令和３年度の重点事業

【凡例】

 

（1）新型コロナウイルス感染症対策

① ワクチン接種

 新型コロナウイルスのワクチン接種事業

 高森町は北部

負担し、自己負担はありません。

② 地場産業支援

 中小事業者

 コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。
  

 ヒト・モノ交流促進事業

 人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります
  

 地域内移動活性化事業

 飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

③感染防止対策

 抗原検査等

 業務上新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

の一部を助成します。
  

 子どものインフルエンザ等感染防止

 インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

め、小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。
  

 中学校トイレの自動水洗化

 中学校トイレの手洗いを自動水洗化します。
  

 地域集会施設等整備支援事業

 コロナ対策としての換気や熱中症予防等のため、地域集会施設
  

 一般廃棄物収集処理事業

 地区資源ごみ収集時の感染防止対策として、また

④非対面型サービス・業務の推進

 自動証明書発行機（行政キオスク端末）

 対面による感染リスク軽減のため、また、マイナンバーの活用を促進するため

できる自動証明証発行機端末を設置します。
  

 水道申請のオンライン化を試行

 水道のオンライン申請を試行します。
  

 農業委員会・教育委員会へのタブレット端末導入

 リモート会議など
  

 庁舎 Wi

 行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため

ｺﾛﾅ コロナ対策

令和３年度の重点事業

【凡例】 

、

）新型コロナウイルス感染症対策

ワクチン接種 

新型コロナウイルスのワクチン接種事業

高森町は北部 5 町村で連携してワクチン接種体制を構築します。

負担し、自己負担はありません。

地場産業支援 

中小事業者の事業継続

コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。

ヒト・モノ交流促進事業

人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります

地域内移動活性化事業

飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

感染防止対策 

抗原検査等の補助

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

の一部を助成します。

子どものインフルエンザ等感染防止

インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。

中学校トイレの自動水洗化

中学校トイレの手洗いを自動水洗化します。

地域集会施設等整備支援事業

コロナ対策としての換気や熱中症予防等のため、地域集会施設

一般廃棄物収集処理事業

地区資源ごみ収集時の感染防止対策として、また

非対面型サービス・業務の推進

自動証明書発行機（行政キオスク端末）

対面による感染リスク軽減のため、また、マイナンバーの活用を促進するため

できる自動証明証発行機端末を設置します。

水道申請のオンライン化を試行

水道のオンライン申請を試行します。

農業委員会・教育委員会へのタブレット端末導入

リモート会議などを可能と

Wi-Fi 環境整備、デジタル案内看板の導入

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため

コロナ対策 新

令和３年度の重点事業

、

）新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルスのワクチン接種事業

町村で連携してワクチン接種体制を構築します。

負担し、自己負担はありません。 

事業継続を支援

コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。

ヒト・モノ交流促進事業 

人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります

地域内移動活性化事業 

飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

補助 

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

の一部を助成します。 

子どものインフルエンザ等感染防止

インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。

中学校トイレの自動水洗化 

中学校トイレの手洗いを自動水洗化します。

地域集会施設等整備支援事業

コロナ対策としての換気や熱中症予防等のため、地域集会施設

一般廃棄物収集処理事業 

地区資源ごみ収集時の感染防止対策として、また

非対面型サービス・業務の推進

自動証明書発行機（行政キオスク端末）

対面による感染リスク軽減のため、また、マイナンバーの活用を促進するため

できる自動証明証発行機端末を設置します。

水道申請のオンライン化を試行

水道のオンライン申請を試行します。

農業委員会・教育委員会へのタブレット端末導入

を可能とし、またペーパレスへの取組みとして、タブレット端末を導入します。

環境整備、デジタル案内看板の導入

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため

新 新規 拡

令和３年度の重点事業 

、

）新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルスのワクチン接種事業 

町村で連携してワクチン接種体制を構築します。

 

支援 

コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。

人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります

飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

子どものインフルエンザ等感染防止対策支援

インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。

中学校トイレの手洗いを自動水洗化します。 

地域集会施設等整備支援事業 

コロナ対策としての換気や熱中症予防等のため、地域集会施設

地区資源ごみ収集時の感染防止対策として、また

非対面型サービス・業務の推進 

自動証明書発行機（行政キオスク端末）の

対面による感染リスク軽減のため、また、マイナンバーの活用を促進するため

できる自動証明証発行機端末を設置します。 

水道申請のオンライン化を試行 

水道のオンライン申請を試行します。 

農業委員会・教育委員会へのタブレット端末導入

、またペーパレスへの取組みとして、タブレット端末を導入します。

環境整備、デジタル案内看板の導入

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため

拡 拡充 公約
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、

 

町村で連携してワクチン接種体制を構築します。

コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。

人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります

飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

対策支援事業 

インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。

 

コロナ対策としての換気や熱中症予防等のため、地域集会施設

地区資源ごみ収集時の感染防止対策として、また、ごみ・し尿処理業者へマスクや消毒液を配布します。

の導入 

対面による感染リスク軽減のため、また、マイナンバーの活用を促進するため

 

農業委員会・教育委員会へのタブレット端末導入 

、またペーパレスへの取組みとして、タブレット端末を導入します。

環境整備、デジタル案内看板の導入 

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため

公約 町⻑公約
、

町村で連携してワクチン接種体制を構築します。町民の皆さ

コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。

人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります

飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。

コロナ対策としての換気や熱中症予防等のため、地域集会施設 3 カ所への空調設備設置補助を実施します。

ごみ・し尿処理業者へマスクや消毒液を配布します。

対面による感染リスク軽減のため、また、マイナンバーの活用を促進するため

、またペーパレスへの取組みとして、タブレット端末を導入します。

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するために、必要な機能を

ＤＸﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ

79,544 千円

民の皆さまのワクチン接種費用

30,000 千円

コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。

12,500 千円

人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります

3,600 千円

飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

5,240 千円

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

4,522 千円

インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。

3,600 千円

1,623 千円

カ所への空調設備設置補助を実施します。

1,023 千円

ごみ・し尿処理業者へマスクや消毒液を配布します。

4,730 千円

対面による感染リスク軽減のため、また、マイナンバーの活用を促進するため、役場受付に住民票の写しを交付

396 千円

2,300 千円

、またペーパレスへの取組みとして、タブレット端末を導入します。

1,768 千円

必要な機能を役場庁舎

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ
、

千円 

のワクチン接種費用の全額

千円 

コロナ禍においても、その先に向けた新たな取り組みに挑戦する中小事業者を支援します。 

千円 

人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります

千円 

飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。

千円 

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

千円 

インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。

千円 

千円 

カ所への空調設備設置補助を実施します。

千円 

ごみ・し尿処理業者へマスクや消毒液を配布します。

千円 

役場受付に住民票の写しを交付

千円 

千円 

、またペーパレスへの取組みとして、タブレット端末を導入します。 

千円 

役場庁舎に整備します。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ CO2 ｶｰﾎﾞﾝｾﾞﾛ

新

新

ｺﾛﾅ

 

 
全額を国が

 

 
人の移動が抑制されることで利用が滞る観光農園や産物の流通を刺激し、特産品を通じた交流拡大を図ります。 

 
飲食後のタクシー利用を割引くことで安心して飲食店を利用いただき、タクシー事業者への支援に繋げます。 

 
新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い方、感染予防の必要性が高い方などが行う抗原検査の費用

 
インフルエンザの他、さまざまな感染症対策として効果のある新しい生活様式継続のための負担を軽減するた

小中学生にマスクを配布します。また、未就学児でワクチン接種をした方に商品券を交付します。 

 

 
カ所への空調設備設置補助を実施します。 

 
ごみ・し尿処理業者へマスクや消毒液を配布します。 

 
役場受付に住民票の写しを交付

 

 
 

 
整備します。 

ｶｰﾎﾞﾝｾﾞﾛ

新 ｺﾛﾅ

新 ｺﾛﾅ

新 ｺﾛﾅ

新 ｺﾛﾅ

ｺﾛﾅ

ｺﾛﾅ

新 ｺﾛﾅ

ｺﾛﾅ

ｺﾛﾅ

ｺﾛﾅＤＸ

ｺﾛﾅＤＸ

ＤＸCO2

ｺﾛﾅＤＸ



（2）主体的な学びの実現

 ギガスクールサポーター導入

 ＩＣＴ教育を推進するため、
  

 小中学校における総合的な学習の推進

 地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を
  

 小中学校要・凖要保護児童就学援助事業

 町独自にオンライン学習通信費を支援します。
  

 コミュニティスクールの充実

 ボランティア登録を増やし、学校を取
  

 身近な情報拠点としての図書館活用

 web ライブラリーの充実、郷土資料のデジタル化を推進します。

 

（3）子育てしやすい環境の実現

 新統合吉田保育園（認定こども園）施設整備補助

 ※関連工事

 社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

こども園を開園するために必要な整備

 

（4）魅力発信と地域づくりの実現

 わかもの活躍推進事業

 若者とふるさとをつなぐため、コロナ対応をきっかけに発足した若者
  

 タウン

 町の情報発信

 

（5）福祉の

 総合的な相談支援体制構築

 現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。
  

 あさぎりの郷管理運営事業

 令和 4 年度

 

（6）経済的自立の実現

 企業立地等促進事業

 リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

設します。
  

 ＵＩターンと地元就職促進事業

 移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

を実施します。

 

主体的な学びの実現

ギガスクールサポーター導入

ＩＣＴ教育を推進するため、

小中学校における総合的な学習の推進

地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を

学校要・凖要保護児童就学援助事業

町独自にオンライン学習通信費を支援します。

コミュニティスクールの充実

ボランティア登録を増やし、学校を取

身近な情報拠点としての図書館活用

ライブラリーの充実、郷土資料のデジタル化を推進します。

子育てしやすい環境の実現

新統合吉田保育園（認定こども園）施設整備補助

関連工事 町道

社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

こども園を開園するために必要な整備

魅力発信と地域づくりの実現

わかもの活躍推進事業

とふるさとをつなぐため、コロナ対応をきっかけに発足した若者

タウン・プロモーション

情報発信を強化するとともに、

福祉の推進 

総合的な相談支援体制構築

現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。

あさぎりの郷管理運営事業

年度の施設譲渡に向け

経済的自立の実現

企業立地等促進事業

リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

設します。 

ＵＩターンと地元就職促進事業

移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

を実施します。 

 

主体的な学びの実現 

ギガスクールサポーター導入 

ＩＣＴ教育を推進するため、ＩＣＴ

小中学校における総合的な学習の推進

地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を

学校要・凖要保護児童就学援助事業

町独自にオンライン学習通信費を支援します。

コミュニティスクールの充実 

ボランティア登録を増やし、学校を取

身近な情報拠点としての図書館活用

ライブラリーの充実、郷土資料のデジタル化を推進します。

子育てしやすい環境の実現

新統合吉田保育園（認定こども園）施設整備補助

町道Ⅰ－1～230

社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

こども園を開園するために必要な整備

魅力発信と地域づくりの実現

わかもの活躍推進事業 

とふるさとをつなぐため、コロナ対応をきっかけに発足した若者

・プロモーション事業 

するとともに、

 

総合的な相談支援体制構築 

現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。

あさぎりの郷管理運営事業（施設修繕費用補助）

施設譲渡に向け、指定管理者が行う施設改修工事費用を補助します。

経済的自立の実現 

企業立地等促進事業 

リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

ＵＩターンと地元就職促進事業

移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

  

ＩＣＴ教育指導員・

小中学校における総合的な学習の推進 

地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を

学校要・凖要保護児童就学援助事業

町独自にオンライン学習通信費を支援します。 

ボランティア登録を増やし、学校を取り巻く人材

身近な情報拠点としての図書館活用 

ライブラリーの充実、郷土資料のデジタル化を推進します。

子育てしやすい環境の実現 

新統合吉田保育園（認定こども園）施設整備補助

230 号線拡幅改良事業

社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

こども園を開園するために必要な整備事業費を補助します。

魅力発信と地域づくりの実現 

とふるさとをつなぐため、コロナ対応をきっかけに発足した若者

するとともに、オンラインツアー

 

現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。

（施設修繕費用補助）

指定管理者が行う施設改修工事費用を補助します。

リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

ＵＩターンと地元就職促進事業 

移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

 

- 5 - 

教育指導員・ＧＩＧＡスクールサポーターを配置します。

 

地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を

学校要・凖要保護児童就学援助事業 

町独自にオンライン学習通信費を支援します。 

人材ネットワークを拡充させます。

ライブラリーの充実、郷土資料のデジタル化を推進します。

新統合吉田保育園（認定こども園）施設整備補助 

号線拡幅改良事業 

社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

事業費を補助します。

とふるさとをつなぐため、コロナ対応をきっかけに発足した若者

オンラインツアーなどを

現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。

（施設修繕費用補助） 

指定管理者が行う施設改修工事費用を補助します。

リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

スクールサポーターを配置します。

地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を

ネットワークを拡充させます。

ライブラリーの充実、郷土資料のデジタル化を推進します。 

 

社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

補助します。 

とふるさとをつなぐため、コロナ対応をきっかけに発足した若者 Labo.

を実施します。

現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。

指定管理者が行う施設改修工事費用を補助します。

リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

4,745 千円

スクールサポーターを配置します。

2,485 千円

地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を

1,495 千円

532 千円

ネットワークを拡充させます。 

2,112 千円

461,432 千円

152,583 千円

社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

1,969 千円

Labo.を発展させます。

6,725 千円

 

3,605 千円

現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。

43,664 千円

指定管理者が行う施設改修工事費用を補助します。 

6,000 千円

リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

12,301 千円

移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

千円 

スクールサポーターを配置します。 

千円 

地域を知る機会として、小学校での「地域探究活動」、中学校での「地域応援隊活動」を推進します。

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

千円 

を発展させます。 

千円 

千円 

現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。

千円 

千円 

リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

千円 

移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

 

 
します。 

 

 

 

 

 
社会福祉法人白百合福祉会が運営する吉田河原保育園が、高森町立吉田保育園と統合し、新たな幼保連携型認定

 

 

 
現在の相談体制を拡充し、町民の皆さまが抱える様々なお悩みをお聞きし、解決に向けて寄り添います。 

 

 
リモートワークやワーケーションなど多様な働き方に応え、サテライトオフィス開設などに対する支援制度を新

 
移住者向け情報発信パンフレット作成、町内企業紹介パンフレット作成、中学校保護者向け進学・就活セミナー

ＤＸ
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公約

新 公約

新

公約

公約

新

新
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（7）持続可能な環境の実現、カーボンゼロへの取組み

 環境基本計画改訂・地球温暖化防止実行計画策定

 2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、町民の皆
  

 役場庁舎のＬＥＤ化

 カーボンゼロ

 

（8）安全・安心の実現

 消防団運営事業

 地域防災力の中核を担う消防団員の処遇改善のため、団員年額報酬
  

 防災・減災事業

 避難所における個別テント
  

 地区防災計画

 防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。
  

 天竜川かわまちづくり事業

 拠点施設の基本設計を行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。

 

（9）住民サービスの向上

 ケーブルテレビ

 高森町ケーブルテレビ加入者の他に、新たに飯田

の番組視聴と音声告知の受信ができるようになります。
  

 わかりやすい広報

 広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。
  

 API システム

 町民の皆様が簡単にリアルタイムで
  

 役場業務の電子決裁システム導入

 行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子

テムを導入します。

 

 

）持続可能な環境の実現、カーボンゼロへの取組み

環境基本計画改訂・地球温暖化防止実行計画策定

年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、町民の皆

役場庁舎のＬＥＤ化

カーボンゼロとランニングコスト低減のため

安全・安心の実現

消防団運営事業（団員等報酬・分団運営費）

地域防災力の中核を担う消防団員の処遇改善のため、団員年額報酬

防災・減災事業 

避難所における個別テント

地区防災計画のリニューアル

防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。

天竜川かわまちづくり事業

拠点施設の基本設計を行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。

）住民サービスの向上

ケーブルテレビ自主放送

高森町ケーブルテレビ加入者の他に、新たに飯田

の番組視聴と音声告知の受信ができるようになります。

わかりやすい広報・情報発信に改善

広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。

システム導入（

町民の皆様が簡単にリアルタイムで

役場業務の電子決裁システム導入

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子

テムを導入します。 

 

）持続可能な環境の実現、カーボンゼロへの取組み

環境基本計画改訂・地球温暖化防止実行計画策定

年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、町民の皆

役場庁舎のＬＥＤ化（年額リース料）

とランニングコスト低減のため

安全・安心の実現 

（団員等報酬・分団運営費）

地域防災力の中核を担う消防団員の処遇改善のため、団員年額報酬

避難所における個別テント 70 基など防災備品を充実

リニューアルを支援

防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。

天竜川かわまちづくり事業 

拠点施設の基本設計を行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。

）住民サービスの向上 

自主放送番組制作

高森町ケーブルテレビ加入者の他に、新たに飯田

の番組視聴と音声告知の受信ができるようになります。

・情報発信に改善

広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。

（既存のアプリ

町民の皆様が簡単にリアルタイムで

役場業務の電子決裁システム導入

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子

 

  

）持続可能な環境の実現、カーボンゼロへの取組み

環境基本計画改訂・地球温暖化防止実行計画策定

年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、町民の皆

（年額リース料） 

とランニングコスト低減のため、役場庁舎の蛍光管を

（団員等報酬・分団運営費）

地域防災力の中核を担う消防団員の処遇改善のため、団員年額報酬

など防災備品を充実

を支援 

防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。

拠点施設の基本設計を行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。

番組制作事業（使用料）

高森町ケーブルテレビ加入者の他に、新たに飯田

の番組視聴と音声告知の受信ができるようになります。

・情報発信に改善（委託料）

広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。

アプリで簡単に町と通信

町民の皆様が簡単にリアルタイムで好みの情報を入手できるように

役場業務の電子決裁システム導入 

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子
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）持続可能な環境の実現、カーボンゼロへの取組み

環境基本計画改訂・地球温暖化防止実行計画策定 

年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、町民の皆さまのご意見をお聞きしながら計画づくり

、役場庁舎の蛍光管を

（団員等報酬・分団運営費） 

地域防災力の中核を担う消防団員の処遇改善のため、団員年額報酬

など防災備品を充実します。

防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。

拠点施設の基本設計を行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。

（使用料） 

高森町ケーブルテレビ加入者の他に、新たに飯田 CATV、ドコモ光、ソフトバンク光の加入者もオプションで町

の番組視聴と音声告知の受信ができるようになります。 

料） 

広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。

で簡単に町と通信） 

情報を入手できるように

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子

）持続可能な環境の実現、カーボンゼロへの取組み 

のご意見をお聞きしながら計画づくり

、役場庁舎の蛍光管を LED にします。

地域防災力の中核を担う消防団員の処遇改善のため、団員年額報酬を増額しつつ

します。 

防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。

拠点施設の基本設計を行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。

、ドコモ光、ソフトバンク光の加入者もオプションで町

広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。

情報を入手できるようになり、双方向

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子

15,018 千円

のご意見をお聞きしながら計画づくり

1,400 千円

にします。 

10,178 千円

を増額しつつ分団運営費

1,082 千円

1,393 千円

防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。

14,536 千円

拠点施設の基本設計を行うほか、国と協力し、敷地整備と河川改修等を継続します。 

528 千円

、ドコモ光、ソフトバンク光の加入者もオプションで町

3,740 千円

広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。

1,298 千円

、双方向の通信

3,432 千円

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子

千円 

のご意見をお聞きしながら計画づくりを進めます

千円 

千円 

分団運営費も確保します。

千円 

千円 

防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。

千円 

 

千円 

、ドコモ光、ソフトバンク光の加入者もオプションで町

千円 

広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。

千円 

通信機能も利用できます

千円 

行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子

新

 
進めます。 

 

 
します。 

 

 
防災アドバイザーを委託すると共に、防災士の資格取得支援により、地区での共助よる防災力を高めます。 

 

 
、ドコモ光、ソフトバンク光の加入者もオプションで町

 
広報誌「あったかもり」制作の一部を民間委託するとともに、ホームページをリニューアルします。 

 

も利用できます。 

 
行政効率の向上とテレワーク等の働き方改革を推進するため、またペーパレス化を推進するため、電子決裁シス

CO2

CO2

ｺﾛﾅ

公約

公約ＤＸ

新 ＤＸ
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４．各種提言と予算措置 

（1）議会からの提言 

令和 3 年度予算編成にあたり、高森町議会より令和 2 年 12 月 2 日付けで「次年度予算編成に

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

提言 1；消防団員の確保と消防団活動の充実について 

団員報酬や活動手当について、団員のやりがいと

意欲向上に資するように、次の項目について提言

します。 

1）団員個々の活動実態に応じた手当を支給する

こと。 

2）分団の活動財源の確保の充実を図ること。 

予
算
措
置

・
対
応 

● 消防団運営事業 
7,062 千円（報酬） 

3,116 千円（負担金） 

1）団員の処遇改善のため、年額報酬を増額しました。 

2）分団運営費も実人数に応じ、従前と同水準を確保。 

 

提言 2；災害情報の伝達手段の充実 

豪雨災害等が増加傾向にある中で、全世帯に確実

な伝達手段を受けるために、次の項目について提

言します。 

1）「個別宅内受信機」の整備を検討すること。 

予
算
措
置

・
対
応 

● 防災用無線通信施設維持管理事業 ― 

1）補助財源が無く整備費用も大きいので、当面は見合わせ

ます。同受信機は有効な選択肢の一つとして、今後は財

源の調達も含め、伝えたい情報が確実に届く手段を検討

します 

 

提言 3；ICT 指導員の確保について 

ICT 機器等のハード環境整備が進む中、ICT を活用

した教育の推進は不可欠である。ICT を活用した

教育では、子ども達の主体的な深い学びの促進、

授業改善による授業時間の有効活用などの教育

効果が期待される。そのために、ICT 機器の取扱

い、活用など一体的に指導をしていく体制を整備

することが必要となるため、次の項目について提

言します。 

1）ICT 指導員を確保すること。 

予
算
措
置

・
対
応 

● ICT 教育推進事業 
171 千円（報酬） 

2,575 千円（業務委託料） 

1）授業改善を目的とした ICT 活用の指導を行う ICT 指導員

を確保します。また機器操作や授業準備、使用中のトラ

ブルに対応するため、GIGA スクールサポーターを配置

します。 

 

提言 4 環境に配慮したまちづくり推進について 

国は「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会

を目指す」と表明しました。町でも現在の環境政

策に加え、更に環境に配慮したまちづくりを推進

する必要があると考え、次の項目について提言し

ます。 

1）山の寺キャンプ場、不動滝トイレのバイオト

イレ化 

2）雨水タンクの設置推進と補助の新設 

3）循環型エネルギー利用の推進 

予
算
措
置

・
対
応 

● 再生可能エネルギー利用推進事業 

● 一般廃棄物収集処理事業 

2,400 千円（補助金） 

300 千円（工事請負費） 

1）環境に配慮したトイレを研究し、改修を検討します。 

2）リサイクルステーションへ試験的に設置します。その効

果を検証しつつ、町民の皆様のニーズを含め研究します。 

3）バイオマスエネルギーの利用を引き続き促進しつつ、地

産地消の取り組みを推進します。 

 

提言 5；更なる新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナウイルス感染症対策では、町はスピー

ド感をもって取り組み、町民を支援しました。同

感染症は、未だ収束が見えず、長期化が予想され

ます。そこで、今年度対応された中での教訓を生

かし、次の項目について提言します。 

1）インターネットを利用した農産物の販路拡大

の研修、観光農業支援、農家の労務支援など 

2）商工業支援策の研究 

 ア 効果的な商品券の販売 

 イ ウィズコロナ適応促進事業の拡大 

予
算
措
置

・
対
応 

● ヒト・モノ交流促進事業 

● 中小事業者事業継続支援 

12,500 千円（委託料等） 

30,000 千円（補助金） 

1）県域を越えてのバス観光の減少に備え、域内観光や個人

客獲得を目指し、インターネットによる予約受付導入や

ふるさと納税利用促進など、販路拡大を支援します。 

2）飲食店やタクシー利用を促す「お帰りクーポン」を発行

します。また中小事業者向け「事業継続補助金」を新設

し、ウィズコロナに向け、新たな取組みへの挑戦を支援

します。 
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（2）区長会提言 

高森町区長会より令和 2 年 6 月 17 日付けで「高森町への提言」がなされました。その要旨と予

算措置及び対応は以下のとおりです。 

提言 1；道路維持並びに用排水路改良工事に関わる地元負担金について 

公衆用道路は自治会加入の住民のみが使用する

ものではなく、利用頻度に違いはあるものの全て

の住民が使用するものです。現状は自治会加入し

ている住民のみがその維持を行い、工事の際には

費用の一部を負担していますが、本来は公衆用道

路の安全管理や利便性の向上は道路管理者が行う

ものです。実際には特定の個人の要望により自己

負担をしてでもやる工事などもありますが、そう

いったものを除いた、複数の町民が恩恵を受ける

道路維持工事については、町としてできる範囲の

事業を取りまとめ、その費用も一部の人が負担す

るのでは無く町の公共事業として計画的に施工し

ていただきたいと思います。 

 また、用水路には、水利権があり水利組合員で

ないと利用はできません。しかし、宅地化が進ん

だことで、住宅の雨水排水が多く流入するように

なり、水利権の有無かかわらず多くの住民が用水

路の恩恵を受けている状況で、このような状況は

さらに進んでいくと思います。町では、昨年度負

担率の軽減をおこないましたが、今後も用水路を

適正に維持していくため地元負担率のさらなる軽

減をお願いします。 

予
算
措
置

・
対
応 

● 土地改良地元施工経費補助事業 12,569 千円（補助金） 

4 月 1 日より排水路負担を 15％負担に変更します。 

※詳細は「7．行財政経営の見える化（予算査定の一部公開）

1 町道・用排水路等の地元の負担金」の記録をご確認くだ

さい。 

 

提言 2；消防団員の待遇改善と各区の消防協力金の改善について 

地元から分団へ支出している地区の負担金は、

主に各区が集める消防協力金を原資としており、

多くの地区で消防団入団年齢の方で実際に入団し

てない方から徴収しています。 

 現在、分団の運営やその支援は高森町全体で統

一されておらず、主に各区及び各分団で行ってい

るため負担金や待遇などの考え方がまちまちで

す。協力金の金額や徴収基準も区によって異なり、

養子縁組等で町外へ出られた者からも基準年齢が

来るまで徴収している地区もあります。 

 町では団員の減少を課題と捉えていると思いま

すが、人口減少が進み入団年齢のものが減少して

いく中で、それぞれの地区が現行の方法を継続し

ていくことは難しく、負担の公平の面からも矛盾

があると思います。また、現在の協力金は出不足

金の要素が強く、徴収することで団員のいる世帯

といない世帯との軋轢を生じさせ、後々の団員確

保を難しくすることにもつながってくるとも言え

ます。そこで、協力金の考え方、廃止も含めた今

後の在り方については、区長会とともに検討し町

としての方針を示すようお願いしたい。仮に協力

金を廃止した場合は、分団運営に支障が生じない

よう、また、団員確保や待遇改善のためにも、町

からの分団に対する運営費拡充など支援の見直し

を要望します。 

予
算
措
置

・
対
応 

● 消防団運営事業 
7,062 千円（報酬） 

3,116 千円（負担金） 

令和 3 年度については、まず以下の消防団員の処遇改善を

させていただきました。 

 

1）団員の処遇改善のため、年額報酬を増額しました。 

2）分団運営費を増額しました。 

 

消防協力金の改善につきましては、消防団の実態把握及び

区長会との検討を進め、令和 3 年度中には結論を得たいと

考えます。 
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５．令和３年度 一般会計予算案のあらまし 

（1）歳入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 
R3 年度 構成比 R2 年度 増減額 前年比 

1 町税 1,317,750 17.7 1,417,100 ▲99,350 ▲7.0  

 個人町民税 519,500 ― 558,200 ▲38,700 ▲6.9 コロナの影響に伴う事業者所得の減 

 法人町民税 53,050 ― 68,050 ▲15,000 ▲22.0 収益の減収に伴う法人税割の減 

 固定資産税 618,000 ― 652,000 ▲34,000 ▲5.2 評価替えに伴う減 

 軽自動車税 54,200 ― 53,850 350 0.6  

 町たばこ税 63,000 ― 67,000 ▲4,000 ▲6.0 売上本数の減少に伴う減 

 入湯税 10,000 ― 18,000 ▲8,000 ▲44.4 温泉施設の開館状況に伴う減 

2 地方譲与税 72,402 1.0 74,902 ▲2,500 ▲3.3 

令和 2 年度決算見込みの他、国・県

の財政推計による 

3 利子割交付金 1,000 0.0 1,000 0 0.0 

4 配当割交付金 3,800 0.1 4,000 ▲200 ▲5.0 

5 株式譲渡所得割交付金 2,600 0.0 2,700 ▲200 ▲7.1 

6 法人事業税交付金 6,500 0.1 7,000 ▲500 ▲7.1 

7 地方消費税交付金 293,000 4.2 290,000 3,000 1.0 

7 ゴルフ場利用税交付金 8,500 0.1 10,000 ▲1,500 ▲15.0 

9 自動車税環境性能割交付金 5,500 0.1 6,000 ▲500 ▲7.3 

10 地方特例交付金 27,000 0.4 6,000 21,000 350.0 

11 地方交付税 2,160,000 30.6 2,070,000 90,000 4.3 

 普通交付税 2,030,000 ― 1,940,000 90,000 4.6 

 特別交付税 130,000 ― 130,000 0 0.0 

〔一般財源計〕 3,898,052 55.3 3,777,702 9,250 0.2 
 

12 交通安全対策特別交付金 1,100 0.0 1,200 ▲100 ▲7.3   

13 分担金及び負担金 148,885 2.1 130,701 17,174 13.9 土地改良事業分担金 27,912 

14 使用料及び手数料 101,662 1.4 111,462 ▲9,700 ▲7.7 CATV 放送使用料 ▲6,777 

15 国庫支出金 

993,667 14.1 566,995 426,672 75.3 

保育所等整備交付金 144,351 

認定こども園整備交付金 50,000 

新型コロナウイルスワクチン接種事

業負担金 61,027 

地方創生臨時交付金 76,147 

社会資本整備交付金 64,293 

16 県支出金 349,891 5.0 335,604 14,277 4.3 
衆議院議員選挙費委託金 11,913 

参議院議員選挙費委託金 10,109 

17 財産収入 13,212 0.2 15,069 ▲1,757 ▲12.3 各種基金預金利子 ▲1,073 

17 寄付金 330,100 4.7 300,100 30,000 10.0 ふるさと元気づくり寄付金 30,000 

19 繰入金 
391,764 5.6 131,366 260,397 197.2 

ふるさと元気づくり基金 230,000 

地域福祉基金 41,764 

財政調整基金 ▲10,000 

20 繰越金 333,350 4.7 235,173 97,167 41.7 
 

21 諸収入 108,217 1.5 174,417 ▲66,201 ▲37.0 土木費雑入 ▲67,745 

22 町債 

380,100 5.4 472,100 ▲92,000 ▲19.5 

緊急防災・減災事業債 ▲163,300 

地域活性化事業債 ▲42,700 

公共事業等債 35,700 

臨時財政対策債 77,000 

計 7,050,000 100.0 6,363,000 677,000 10.7 
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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 
R3 年度 構成比 R2 年度 増減額 前年比 

1 議会費 72,528 1.0 73,754 ▲1,226 ▲1.7   

2 総務費 1,172,255 16.6 1,051,773 120,472 11.5 

ふるさと元気づくり寄附事業 15,407 

ふるさと元気づくり基金 13,954 

住民記録管理事務 12,174 

ヒト・モノ交流促進事業 12,500 

中小事業者事業継続支援 30,000 

衆議院議員選挙事業 11,913 

参議院議員補欠選挙事業 10,109 

町議会議員選挙事業 15,016 

3 民生費 2,345,976 33.3 1,729,070 516,796 27.3 

新吉田統合保育園施設整備事業 461,432 

あさぎりの郷管理運営事業 43,757 

障がい者自立支援給付事業 19,705 

町外保育所への保育委託事業 9,432 

4 衛生費 894,964 12.7 760,995 133,969 17.6 

新型コロナワクチン接種事業 79,544 

地球温暖化防止実行計画推進事業 7,370 

公共下水道事業会計繰出金 34,976 

5 労働費 3,856 0.1 3,799 57 1.5   

6 農林水産業費 250,693 3.6 273,660 ▲32,967 ▲11.6 

土地改良施設管理事業 ▲9,200 

農地耕作条件改善事業 ▲9,045 

林道維持管理事業 ▲7,942 

7 商工費 202,126 2.9 173,443 17,673 10.2 
地域開発事業特別会計繰出金 19,604 

まちづくり振興公社運営支援事業 ▲5,679 

7 土木費 681,080 9.7 569,242 111,737 19.6 

町道Ⅰ－1～230 号線拡幅改良事業 152,573 

橋梁整備事業 54,999 

町道Ⅰ－3 号線歩道設置事業 47,901 

町道維持管理事業 17,923 

町道 7290 号線拡幅改良事業 ▲126,451 

9 消防費 243,058 3.4 403,139 ▲160,071 ▲39.7 
R2 防災用無線通信施設維持管理事業完了に伴い

157,000 の皆減 

10 教育費 575,087 7.2 616,719 ▲41,632 ▲6.7 歴史民俗資料館「時の駅」改修整備事業 ▲47,520 

12 公債費 549,377 7.7 527,034 21,343 4.0 
町債償還元金 23,161 

町債償還利子 ▲1,747 

14 予備費 59,000 0.7 59,352 ▲352 ▲0.6   

計 7,050,000 100.0 6,363,000 677,000 10.7   
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６．地方債残高と基金残高の推移 

（1）起債残高の見込み                               （単位：千円） 

区分 H27 決算 H29 決算 H30 決算 R1 決算 R2 見込 R3 当初 

一般会計 6,279,127 6,072,453 5,909,646 5,763,332 5,945,214 5,707,597 

特別会計※ 6,329,529 5,914,764 5,630,361 5,409,202 5,399,376 5,221,725 

 
 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋ放送事業 50,951 － － －  － 

 
 農業集落排水事業 2,674,752 2,526,049 1,696,064 1,554,324 1,317,267 1,176,265 

 
 地域開発事業 － － － － 370,000 411,000 

公共下水道事業会計 3,553,726 3,377,715 3,934,297 3,754,777 3,701,119 3,614,560 

水道事業会計 29,775 24,530 17,959 17,024 15,047 13,031 

合 計 12,648,541 12,021,747 11,558,966 11,289,558 11,359,648 11,032,454 

対前年度増減 ▲ 108,970 ▲ 626,794 ▲ 462,781 ▲269,408 70,090 ▲327,194 

 

（2）基金残高の見込み                       （単位：千円） 

区分 H27 決算 H29 決算 H30 決算 R1 決算 R2 見込 R3 当初 

一般会計 1,165,747 1,453,305 1,604,360 1,707,119 2,011,942 1,779,527 

 財政調整基金 597,702 630,774 566,224 614,697 796,419 747,011 

 
減債基金 10,999 11,035 11,071 11,106 11,137 11,159 

 
地域福祉基金 67,300 69,060 70,727 72,665 74,504 32,740 

 
公共施設整備基金 396,907 477,214 539,777 601,475 653,159 654,465 

 
ふるさと元気づくり基金 60,574 246,907 377,937 373,076 437,773 300,010 

 
発電設備管理基金 427 571 714 741 969 1,097 

 
CATV 放送減債基金 14,149 ― ― ― ― ― 

 CATV 放送施設基金 16,679 16,743 26,797 31,772 36,971 42,046 

 
森林環境基金 ― ― ― 1,366 ― ― 

特別会計 175,495 306,073 377,070 275,922 319,057 270,793 

 
国保財政調整基金 37,057 107,174 177,540 179,097 179,599 150,037 

 
介護保険支払準備基金 36,077 96,205 96,522 96,724 97,095 97,406 

 地域開発基金 ― ― ― ― 42,364 23,449 

 
下水道基金 101,350 101,674 102,017 ― ― ― 

合 計 1,341,343 1,759,378 1,981,440 1,983,041 2,331,000 2,060,421 

対前年度増減 130,129 418,035 222,062 1,601 347,959 ▲270,579 
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７．ふるさと元気づくり基金の充当事業 

令和 3 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 3 億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 

子育て 新吉田統合保育園施設整備事業 260,000 千円 

子育て ＩＣＴ教育推進事業 11,000 千円 

子育て キャリア教育推進事業 1,000 千円 

子育て 産前産後ケア事業 9,000 千円 

福祉 タクシーを利用した外出支援事業 7,000 千円 

福祉 結婚相談活動支援事業 1,000 千円 

環境保全 環境基本計画推進事業 2,000 千円 

環境保全 地球温暖化防止実行計画推進事業 2,000 千円 

環境保全 私有林整備支援事業 1,000 千円 

タウン・プロモーション タウン・プロモーション事業 5,000 千円 

合 計 300,000 千円 
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８．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公開しています。令和 3 年度の予

算編成においても、町で毎年実施している約 400 の事務事業の中で、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

レビでの生中継や YouTube 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組みを進めます。 

 

（2）予算公開査定の概要（実施日：2 月 10 日） 

事業名 担当課要求 町長査定コメント 

1、町道・用排水

路等の地元の

負担金 

土地改良事業における地元への負担金（用水

路 70％、排水路 70％等）について、地元か

らの要望等を踏まえ、今後の事業のあり方に

ついて提案。 

負担割合を変更すると、同額予算内では実施でき

る事業が 10 件程度減少するが、その点を地区の皆

様にご理解いただいた上で割合を変更する。排水

路負担は 15％とし、4 月 1 日から新しい負担割合

とする。用水路の 3 割負担は変更しない。 

2、ＩＣＴ教育の

推進 

一人一台タブレット導入や校内ネットワー

クの高速化、マイクロステップの導入など、

着々と整備されつつある小中学校のＩＣＴ

環境について、教育現場からのご意見や保護

者からの不安等をお聞きしながら、その目指

す姿と R3 年度の取り組みについて提案。来

年度予算ではソフトを拡充するため、ICT 教

育指導員やギガサポーターを配置したい。 

予算は要求どおりとする。公費を入れて支援員を

雇うが、学校にも成果を出していただく必要があ

る。支援員の活用により、技術的センスの向上に

つなげてほしい。また、教職員全員で意識を共有

し、クラスによってＩＣＴに対する温度差が出な

いようにされたい。方向性は、校長先生にコーデ

ィネートしていただき、子どもに不利益が出ない

ようにされたい。ＩＣＴ化で教科教育の効率化を

図り、人間力の向上に力を入れて欲しい。そのた

めに支援員を有効活用されたい。 

3、子どものイン

フルエンザ予

防接種費用補

助 

インフルエンザ予防接種を受けた子どもの

保護者に対し、接種料金を助成することで経

済的負担を軽減し、インフルエンザの発症又

は重症化を防止するとともにまん延予防を

図るためにスタートした本事業について、実

績や課題から、今後の事業のあり方について

提案する。接種に対する助成に代え、マスク

配布という形で感染症予防としたい。 

新型コロナが収束したとしてもインフルエンザが

流行した際は、制度の見直しが再度必要となる。

統計を取り、インフルとコロナの両方の補助も併

せて検討する。保護者の収入に応じた制度設計に

するかどうかは検討が必要だが、子どもに対して

は平等であるべき。未就学児に対しては 1,000 円

のインフルエンザワクチンの補助を行い、小中学

生に対してはマスクの配布を行うこととする。 

4、カーボンゼロ

への取組み 

環境基本計画の改訂や地球温暖化防止実行

計画の策定、再生可能エネルギーの利用促進

など、「カーボンゼロ」を目指した取り組み

について提案。 

環境基本計画改定…250 万円 

地球温暖化防止実行計画の策定…1,300 万円 

予算は要求どおりとする。環境水道課で KPI の設

定を副町長中心に進め、職員にもカーボンゼロに

対する意識改革を行いたい。公共施設の LED 化な

どは費用面でも検討が必要。財政面も含め総務課

とも連携しながら検討する。県からも各自治体へ

取組みを求められている。3 月にカーボンゼロ宣

言を表明する。 

5、コロナ禍にお

ける地域経済

対策 

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う

地域経済対策として実施してきた各種事業

の効果を検証し、今後求められる地場産業支

援のあり方と具体的な取り組みを提案。 

食事券は飲食機会の拡大につながったと見られる

が、商品券は平常の消費行動に振替えられるに留

まり、新たな経済効果創出を確認できなかった。

普段より余分に買い物をするという意識付けがで

きない以上、同様の制度は行わない。現在検討し

ているのは産業課提案の 4 事業（商工、土産、観

光、旅客）。各事業分野に携わっている皆さまから

ご意見をいただきながら、取組みの方針を検討し

たい。支援する際は偏りが出ないよう検討しなが

ら進める。現在、お弁当を売っているスペースを

販売スペース等として使ってもらうことも検討す

る。今回頂いた意見を踏まえ、もう少しお時間を

いただきながら制度設計を進める。 
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高森町役場総務課 
0265-35-9402 

soumu@town.nagano-takamori.lg.jp 
 

 
0302ver. 


