
資料１

令和2年度

当初予算主要事業一覧





１．災害復旧・復興関連事業

,

事業名 事業費

河川監視カメラ整
備事業

17,873千円

防災ラジオ整備事
業

31,139千円

避難行動要支援者
システム整備事業

5,396千円

地域防災力向上事
業

1,949千円

データ放送システ
ム改修負担金

3,600千円

災害対策事業 3,942千円

水道施設浸水対策
事業

180,665千円

下水道施設浸水対
策事業

112,000千円

356,564千円

　
　令和２年度は復興計画「復旧期」の最終年度となることから、引き続き市民生活の再建、生活環境の
整備、経済活動の支援を最優先事項に位置付け、全力をあげて復旧施策を推進するとともに、国が進め
る国土強靭化の理念のもと、平成３０年７月豪雨災害から得られた教訓を踏まえて、大規模自然災害等
に備えた取り組みを進めていきます。

① 災害・防災対策事業

事業内容

市内4ヵ所に河川監視カメラを設置し、河川状況をケーブルテレビ
で放送、ホームページで画像を配信
（昨年度7ヵ所設置：48,056千円）

災害時における既存の伝達手段を補完するため、防災ラジオ戸別受
信機を購入
Ｒ２年度は、全地域に対して再度周知し貸与

避難行動要支援者の名簿及び避難行動計画策定のためのシステム整
備

「高梁市地域防災力向上委員会」において市の防災力向上の取り組
みについての検討や、災害時に自分の身を自分で守るための行動計
画である「マイタイムライン」作成支援講習会の開催など

J-ALERTの情報や市の緊急情報等を配信するための吉備ケーブル
テレビＬ字放送設備システム改修に対する負担金

大規模災害訓練に係る経費、水難救助用資機材の整備など

平成30年7月豪雨で浸水した市内５ヶ所の水源池及び浄水場の浸水
対策事業

大雨時の内水による浸水・冠水を防ぐための、高梁雨水ポンプ場４
号ポンプ及び落合雨水ポンプ場の整備事業

合　　　計
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事業名 事業費

2 定住促進対策事業 6,972千円

4
災害復興住宅建設
資金等利子補給事
業

913千円

3 中小企業等支援補
助金

3,000千円

10,885千円

③ 災害復旧事業

件数

現年公共土木
災害復旧事業

平成30年度災害で被災した地すべりの災害復
旧事業

8件 691,700千円

過年公共土木
災害復旧事業

平成30年度災害で被災した道路・河川の災害
復旧事業（国庫補助事業）

道路･･･14件
河川･･･30件 1,283,656千円

過年単独土木
災害復旧事業

平成30年度災害で被災した道路・河川の災害
復旧事業（単独事業）

289件 275,100千円

過年補助農林施設
災害復旧事業

平成30年度災害で被災した農地・農業用施設
の災害復旧事業（国庫補助事業）

農地･･･94件
施設･･･27件 355,645千円

過年単独農林施設
災害復旧事業

平成30年度災害で被災した農地・農業用施設
及び林業施設の災害復旧事業（単独事業）

農業施設･･･139件
林業施設･･･5件 243,882千円

2,849,983千円

② 被災者支援事業

事業内容

生活再建の支援として、住宅新築、住宅・住宅用地取得、リフォー
ム助成、空き家バンク登録物件の改修、家財処分費助成を継続して
行う

再建補助金（補助率1/3以内　上限300千円）、資金融資利子補給
を継続して行う

合　　　計

被災住宅の復旧に必要な資金の借入れに対する利子補給を継続して
行う

合　　　計

事業費事業名 事業内容
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④ その他

事業名 事業費

高梁市地域防災計
画策定事業

2,000千円

「平成30年7月
豪雨災害」記録誌
作成事業

3,019千円

高梁市災害廃棄物
処理計画策定業務

3,000千円

災害弔慰金 5,000千円

その他 3,100千円

1 16,119千円

生活道・私道の災害復旧費用に対する補助

災害時に発生する災害廃棄物等の処理に関して、平常時の体制整備
や発災時の対応方針を定めた災害廃棄物処理計画の策定

災害により死亡した方の遺族に対する災害弔慰金

合　　　計

事業内容

高梁市地域防災計画の改定

被害状況、災害対応、復旧状況などについて後世に残すため「平成
30年7月豪雨災害」記録誌の作成
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２、その他の主要事業

1,400千円

29,006千円

35,366千円

30,407千円

43,075千円

12,000千円

1,000千円

1,600千円

有害鳥獣被害防止対策事業

有害鳥獣駆除奨励、野猪等防護柵・捕獲柵設置補助、狩猟免許取得補助等
（拡充）野猿等大型捕獲檻に対する補助の拡充、小動物駆除奨励金の増額等

Ⅰ 地域産業･地域資源を活かした活力あるまち

　① 農林業の振興

　② 商工業の振興

　③ 観光の振興

起業等の新規開業支援に加え、既存事業者に対し、近年の人口減少や経営環境の変化、
後継者不足に対応するための経費の補助（事業承継、経営計画等の策定、雇用確保の支
援の追加）

銀河おもてなし事業

令和2年5～9月に運行予定の「WEST　EXPRESS銀河」の備中高梁駅への停車が決定したこ
とを受けて、高梁の認知度の向上、再訪動機に結びつけるため、高梁の魅力発信、おもてな
しを近隣自治体や関係団体と連携し実施するための委託

優良繁殖雌牛導入事業

森づくり事業

農地耕作条件改善事業

畜産農家における優良繁殖用雌牛の導入促進のための補助

森林経営管理制度による民有人工林の状況調査費用、災害の未然防止や森林資源の保全
及び活用を進めるための森林整備に対する補助

担い手、新規就農者用の農地確保のため、農地集積を行い、農業団地を整備（備中町湯野
地区）

新規就農総合対策事業

人・農地プランに位置づけられた50歳未満の独立・自営就農者に農業次世代人材投資資金
を交付。農業実務者研修の委託、就農者の農地・空家借入に対する補助

新製品開発等支援補助金

地域商業活性化支援事業

地域資源を活用した新たな製品の開発やパッケージ開発に対する補助

復

復

復

復

復

復

復
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1,125千円

11,000千円

1,000千円

200千円

5,100千円

1,000千円

43,900千円

10,000千円

14,706千円

　④ 雇用機会の拡充

若者定住促進住宅助成事業

・子育て世帯等の住宅新築・住宅（中古・建売）購入・住宅リフォームに対する補助
・市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補助

東京23区に在住または通勤する者で高梁市へ移住し就職もしくは起業する者に対する補助

地域おこし協力隊員の報償・活動費と隊員の起業支援補助
（新規隊員は2名程度採用予定）

備中松山城登城バス、観光タクシー運行事業

備中松山城登城バス運行委託、観光周遊タクシー運行の補助

空き家情報バンク活用促進助成事業

空き家情報バンク登録物件を対象とする補助
・家財処分等に対する補助（補助率 2/3　上限200千円）
・賃貸物件の改修に対する補助（補助率 1/3　上限500千円）
・賃貸物件の家賃に対する補助（月額10千円を1年間）

地域おこし協力隊運営事業

新観光ガイドブック作成事業

高梁市観光協会と連携し、「食」や「お土産物」、「体験メニュー」等を盛り込んだ、具体的に高
梁の楽しみ方を発信できる観光ガイドブックを作成する（「備中たかはし伝えたいし！」でもあ
る「東京ホテイソン」の起用を予定）

地域滞在型アドバイザー派遣事業

市内における観光関係組織の強化・人材育成、経済効果に繋がる観光戦略確立のために
民間企業からのアドバイザー派遣を受ける（総務省「地域おこし企業人」制度活用）

サイクルピクニック事業

　⑤ 定住環境の整備

わくわく地方生活実現事業

市内を自転車でゆっくり走り、新たな魅力や出会いの発見を目的としたサイクルイベントの開
催（春、秋の２回開催予定）

インバウンド推進事業

市内のインバウンド観光を促進するため、外国人を対象としたモニターツアーの実施

復

復

復

復

復

復
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2,530千円

4,500千円

1,000千円

1,323千円

103千円

29,982千円

3,000千円

7,700千円

171,556千円

　② 安全なまちづくり

第2次環境基本計画策定事業

　③ 環境に調和した社会基盤整備

第2次環境基本計画策定のための基礎調査等

Ⅱ 美しい自然環境と快適な生活基盤が調和した共生のまち

　① 環境にやさしいまちづくりの推進

安心・安全のまちづくり推進事業

地域安全活動の推進（特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金の創設）

ブロック塀等安全確保事業

新消防庁舎整備事業

新消防庁舎の整備に向けた準備・検討

老朽危険建物除却促進事業

老朽化した危険な空き家の除却工事費を補助（補助率 1/3　上限300千円）

消防施設整備事業

消防団員屋外訓練施設（水出し操法訓練用）の整備
消防車両の更新整備

避難路等における倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去に対する補助（補助率2/3　上限
150千円）

都市計画道路事業

一般廃棄物処理計画策定事業

一般廃棄物処理計画策定業務委託

都市計画道路南町近似線、下町薬師院線整備事業にかかる基本設計

岡山自動車道付加車線設置推進事業

岡山自動車道付加車線工事に伴う発生土の盛土場の整備

復
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149,046千円

300千円

332,531千円

23,490千円

43,000千円

91,326千円

7,000千円

23,655千円

796,030千円

　④ 公共交通体系の整備

過疎対策事業（５路線）、辺地対策事業（２路線）、単市道路改良工事等

社会資本総合整備事業

社会資本整備総合交付金として実施する道路事業の着手に向けた協議、調整

インフラ老朽化対策（長寿命化）事業

橋梁、法面の老朽化対策調査、設計、工事

市営住宅ストック改善事業

路線バス運行補助、生活福祉バス運行委託

市営住宅の改善にかかる設計、工事

高校生バス路線等通学支援事業

市内高校生のバス通学定期購入費の1/2を補助

交通体系再編事業

乗合タクシー運行委託、補助

⑤情報基盤の整備

ケーブルテレビネットワーク光化促進事業

災害時の確実かつ安定的な情報伝達の確保、情報化の進展に対応した住民サービスの向
上を図ることを目的とし、高梁西地区において、ケーブルテレビネットワークの光化の整備

分譲宅地造成事業

JR駅周辺で新たな分譲宅地造成のための設計、工事

地方バス路線維持支援事業

道路新設改良事業

復

復
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8,806千円

5,187千円

1,600千円

3,002千円

30,784千円

1,576千円

3,190千円

8,412千円

204千円

Ⅲ 心のつながりを大切に支えあい助けあう安心のまち

　① 安心して子どもを産み、育てられる環境整備

　② 健康に暮らせる生活の支援

出産間もない時期の産婦に対する健康診査の実施

各種ガン検診事業

集団検診、個別医療機関での検診の実施、検診無料券発行による受診の推進

介護人材確保対策事業

放課後児童健全育成事業

保育士確保対策事業

保育士確保のため資格取得の奨学金貸付、免許更新費の助成等

産婦健康診査事業

学童保育支援員確保のための処遇改善経費
子どもが安全・安心に過ごすことができ、子どもの主体的な活動が尊重される質の高い支援
を確保するための助言・指導等を行うため放課後児童クラブ巡回アドバイザーの設置

特定健康診査・特定保健指導実施事業

糖尿病性腎症重症化予防を目的とし医療機関と連携した保健指導、教室の実施
健康管理システムを活用した特定健診受診勧奨の実施

サイクルヘルスアップ事業

吉備国際大学と連携した健康スポーツ講座、筋力アップ講座の受講生に、より継続した運動
習慣を定着させるため自転車を活用した事業を実施（自転車によるまちづくり事業の一環）

介護福祉士養成修学支援事業

将来の介護人材確保、市内への就業を図るため、介護福祉士資格取得を目指す学生を支
援する事業所に対する補助を追加

居宅介護サービス計画を点検し、介護保険利用者に対する適切なサービス提供を支援する
ためのシステム整備

介護保険給付費適正化事業

介護保険事業所が連携して、介護職の普及啓発、働きやすい職場環境の整備など、人材確
保に取り組む事業への補助
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7,392千円

7,200千円

2,000千円

44,390千円

38,000千円

14,756千円

570千円

1,067千円

将来、医師として市内の医療機関において勤務しようとする者に対する奨学金貸付

地域医療推進に向けた体制整備事業

障害児者の活動の場の確保や介護者の一時的な休息を目的に、障害福祉サービスの事業
所等で障害児者を一時的に預かり、見守りや社会適応訓練等を実施

ＩＣＴ活用教育事業

ICT活用教育の一環として、ドローンを使ったプログラミング体験の実施

生活困窮者自立支援事業

　③ 地域医療体制の充実

　④ 生涯現役で活躍できる仕組みづくり

　⑤ みんなで支えあい助けあう地域福祉活動の推進

Ⅳ 地域文化と心豊かな人を育むまち

将来、看護師等として市内の医療機関等において勤務しようとする者に対する奨学金貸付

健やか高齢者生きがい支援事業

概ね65歳以上で要件を満たす高齢者等への生きがいデイ・ミニデイサービス事業の実施、
施設修繕等

障害者日中一時支援事業

生活困窮自立支援法に基づき、生活困窮にある者への支援

手話施策推進事業

市民の手話に対する理解を深め、社会的障壁のない共生社会の環境づくり（学校等や市民
を対象に講座を開催）

市内看護職等を対象に研修会の開催、人材確保に向けた普及啓発の実施

医学生奨学金貸付事業

看護師等養成奨学金貸付事業

　① 心身ともにたくましい子どもが育つ学校教育の推進
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9,729千円

245,489千円

10,680千円

6,023千円

9,500千円

40,777千円

16,600千円

10,000千円

32,484千円

7,443千円

文化財としての魅力をもつ旧吹屋小学校を核とした吹屋地区のコンセプトプラン作成

川上総合学習センター改修事業（川上地域局の移転）

吹屋地域活性化事業

学級編制弾力化事業

小学校34人以下学級の市独自の学級編制を実施するために市費で常勤講師を配置

クラスサポート事業

学級担任等の補助が必要な学級に支援員を配置

市内小学校施設・設備の改修工事（校舎、屋内運動場改修等）

奨学金貸付事業

高等学校又は大学等に在学する学生生徒で、経済的理由により修学困難な者に対する奨
学金

ＩＣＴ推進事業

特別支援教育推進事業

教員の事務負担軽減のため校務支援ソフトの導入により、よりきめ細かな教育を行えるよう
環境を整備

小学校施設改修事業

　② 生涯学習の振興

吹屋伝建家屋保存事業

伝建地区の家屋等の修理・修景整備

吉岡銅山関連遺跡調査事業

吉岡銅山跡の国史跡指定に向けた調査、研究

特別支援教育支援員の配置、特別支援教育コーディネーターの育成、巡回相談員の派遣

建設より27年経過した川上総合学習センターの改修に伴う設計委託
（同施設への川上地域局の移転を予定）

　③ 地域の伝統・文化の維持向上

復
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5,464千円

4,000千円

22,000千円

14,640千円

101,750千円

8,111千円

67,000千円

2,500千円

7,800千円

　④ スポーツの振興

　⑤ 学園文化交流都市づくりの推進

オリンピック聖火リレー実施事業

東京2020オリンピック聖火リレー及びセレモニーの実施

留学生奨学金事業

高梁運動公園整備事業
高梁運動公園の整備（駐車場整備）

Ⅴ 市民と行政の協働と連携で自立するまち

市民提案型まちづくり支援事業

市民活動団体等が自主的・主体的に企画実施する公共の利益につながる事業に補助金を
交付

地域振興助成事業

地域資源を活かした自主的・主体的なまちづくり活動事業を継続して推進していくための補
助金を交付

　① 市民が主役のまちづくりの推進

未来人材育成基金事業

企業版ふるさと納税を活用し、将来の地域の担い手となる学生の奨学金の返還支援をする
ための基金を積み立て、大学生などの市内居住を促進

吉備国際大学、高梁日新高等学校の留学生への奨学金支給

地域振興交付金事業

ヒルクライムチャレンジシリーズ開催事業

ヒルクライムチャレンジシリーズの開催補助

学園文化都市づくり事業

地域の特性と創造性を活かしたまちづくり事業に対して、まちづくり協議会に地域振興交付
金を交付

私立学校入学奨励金、順正学園広報費補助
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1,440千円

12,739千円

1,353千円

1,342千円

14,551千円

110,329千円

141,850千円

4,037千円

姉妹都市等交流事業

アメリカ合衆国トロイ市へ訪問団の派遣により両市の交流を深める

納付機会の拡大・利便性の向上のためコンビニ収納に対応するシステム整備等

ふるさと応援基金活用事業

ふるさと応援寄附金を基金として積み立て、まちづくり事業に活用する
また、寄附者へ市の特産品を送付し、市のPRや地域経済の活性化を図る

行政IT推進事業（チャットボット導入）

成羽複合施設整備事業

成羽地域の公共施設の機能を集約するとともに文化ホールを有する施設の整備

国際交流関係事業

フランス・アンペール高校への高校生派遣、アメリカ・トロイ市の中学生受入による教育交
流、国際交流員の配置等により国際交流事業を推進

コンビニ収納導入事業

　② 多様な交流活動の推進

　③ 市民にとって身近な行政の推進

　④効率的・効果的な行政経営の確立

行政IT推進事業

紙媒体のデータをAIにより読み取りデータ化するAI-OCRシステムや、職員がPCで行ってい
る入力や照合等の作業を、予め設定したシナリオに従って処理するRPAシステムの導入によ
る業務の効率化

住民票の取得、ゴミの捨て方などの問い合せに対して、AIがチャット形式で自動的に対応す
る技術の導入

多文化共生推進事業

留学生、外国人技能実習生が増加するなかで、多文化共生コーデネーター（仮称）を配置
し、受け入れ環境の整備、交流の場の創出等への支援を行う（岡山県「地域おこし協力隊活
用・定着促進事業」活用）
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