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は じ め に

～着実な復興と上質な生活都市の更なる進展～

平成２８年熊本地震から約４年が経過し、国内外から多くのご支援をいただいてきた

中で、これまでに災害公営住宅の整備が完了するなど、仮設住宅等にお住まいであった

方のうち９割を超える方々が恒久的な住まいへと移行されました。

また、公共施設・インフラの災害復旧に加え、新市民病院の開院、熊本城の特別公開、

さらには熊本城ホールの開業など、震災復興計画に基づく事業を着実に進めてきました。

来たる令和２年度は、震災からの復旧・復興に引き続き最優先で取り組むとともに、

SDGｓ未来都市としてその理念を踏まえ、社会情勢の変化や新たな時代潮流に対応した

施策を展開し、「上質な生活都市」の実現に向けて再始動する年です。

震災関連では、１日も早い被災者の生活・住まい再建に継続して取り組み、仮設住宅

等の退去者を対象に健康状態等の実態調査を新たに実施するなど支援を強化するととも

に、災害に強いまちづくりを進めるため、防災拠点施設の耐震化や統合型ハザードマッ

プの全戸配布などに取り組みます。

また、復興と同時に進めていく「上質な生活都市」の実現に向けた取組として、

・健康寿命の延伸に向けた健康ポイント事業の本格運用

・小中学校の教育ＩＣＴ環境の整備や、生徒や保護者から選ばれる市立高校の改革

・わかりやすく利用しやすい交通体系に向けたバス事業者の共同経営の検討の支援

等に積極的に取り組んでいくほか、「まちなか再生プロジェクト」の推進、地域力の維

持・向上や地域福祉の充実に向けた取組、経済分野では創業支援、人材確保、成長産業

の支援に加え、地域の特性をいかした農業振興に取り組むとともに、観光客誘致に向け

た観光マーケティング戦略を策定いたします。

さらには、「第４回アジア・太平洋水サミット」を開催し、地下水保全の取組を国内

外に発信するとともに、2022年春の「全国都市緑化くまもとフェア」の開催に向けた

整備や機運醸成に取り組みます。

令和２年度当初予算は、「着実な復興と上質な生活都市への更なる進展」を目指すべ

く、各種施策の実施に必要な予算を確保した上で、国の経済対策を含む令和元年度２月

補正予算と一体的に編成しました。



令和２年度当初予算（案）の概要

・当初予算の規模

・一般会計 歳入予算の内訳

・一般会計 歳出予算（目的別）の内訳

・一般会計 歳出予算（性質別）の内訳

１．「着実な復興と上質な生活都市の更なる進展」

（１）熊本地震からの復旧復興

（参考）震災復興計画の取組

（２）まちづくりの重点的取組

２．市役所改革の推進

３．合併３町における新市基本計画の着実な推進

〔関連資料〕

・国補正予算に対応した令和元年度２月補正予算計上事業

・令和２年度当初予算における熊本地震関連事業

・合併３町における新市基本計画事業

・主な新規・拡充事業と廃止・見直し事業

・消費税率引上げと本市の社会保障に関する取組

（参考）各局の取組
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令和元年7月、熊本市は「SDGs未来都市」に、また、本市の取組

「熊本地震の経験と教訓をいかした地域（防災）力の向上事業」が

「自治体SDGｓモデル事業」に選定されました。

これを契機として、本市における環境面・経済面・社会

面における様々な地域課題の統合的な解決はもとより、

国際社会の一員としてのグローバルな視点を持ちながら、

あらゆる施策においてSDGｓの理念を踏まえ、取り

組んでいきます。



令和２年度当初予算（案）の概要

当初予算（案）の規模

区 分 令和２年度 令和元年度 増減額 伸率

一般会計 365,100 370,200 ▲5,100 ▲1.4％

特別会計 204,908 211,373 ▲6,465 ▲3.1％

企業会計 81,190 84,740 ▲3,550 ▲4.2％

合 計 651,198 666,313 ▲15,115 ▲2.3％

■ 一般会計は 3,651億円で、前年度と比べ51億円の減（対前年度比 1.4％の減）

（国補正予算に対応し、令和元年度２月補正予算（案）に計上した３８億円を含めると3,689億円）

■熊本地震関連経費は127億円を計上

■ 特別・企業会計を合わせた総額は6,512億円（対前年度比151億円、2.3％の減）

（単位：百万円）

※四捨五入の関係で、足し上げた数値の合計や差引きの数値が一致しない場合があります。

予算の推移

対前年比＋６１億円
（熊本地震関連経費除く）
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一般会計 歳入予算の内訳

・市税は、税率改正に伴い法人市民税が減収となるものの、緩やかな景気の拡大

を背景に個人市民税の増収が見込まれることなどから、前年度から15億円増

の1,178億円

・市債は、3年連続の減少。熊本城ホール整備事業の完了や、学校施設など公共

施設の地震からの復旧事業の進捗に伴い、前年度から86億円減の453億円

歳入予算の推移

※四捨五入の関係で、足し上げた数値の合計や差引きの数値が一致しない場合があります。
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一般会計 歳出予算（目的別）の内訳

・民生費は、歳出全体の約４割を占め、前年度から36億円増の1,396億円

・教育費は、給食費の公会計化の開始や、ＩＣＴ教育の環境整備等により、

36億円増の673億円

・土木費は、生活道路の予防保全型管理への転換による補修経費の増や、市営

住宅の長寿命化計画の推進等により、37億円増の450億円

・災害復旧費は、宅地復旧関連事業や熊本城災害復旧事業等、86億円を計上

※四捨五入の関係で、足し上げた数値の合計や差引きの数値が一致しない場合があります。

歳出（目的別）の推移
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一般会計 歳出予算（性質別）の内訳

・人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、全体の約６割を占め、前年度から

41億円増の2,187億円。

・特に扶助費は、障害者自立支援給付費や、幼児教育の無償化等に伴う施設型・

地域型保育給付費等の増加により、27億円増の1,023億円

・補助費等は、国際スポーツ大会の終了等により、49億円減の239億円

歳出（性質別）の推移

※四捨五入の関係で、足し上げた数値の合計や差引きの数値が一致しない場合があります。
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１．着実な復興と上質な生活都市の更なる進展

第７次総合計画（中間見直し）の構成

熊本地震からの復旧復興を成し遂げ、そしてその先の将来に向け、さらに大き

く飛躍していくため、まちづくりの主役である市民と行政が、それぞれの果たすべ

き責任や役割を分担し、互いに補完し、連携しながら地域に根ざした課題を解決する

ことで、新しい魅力と活力に満ちた「上質な生活都市」の実現に取り組みます。

安全で心豊かに暮らせる地域づくりの推進

生涯を通して健やかで、いきいきと暮らせ
る保健福祉の充実

豊かな人間性と未来へ飛躍できる力を育む
教育の振興

誇るべき良好な自然環境の保全と、地球環
境問題への積極的な対応

経済の発展と熊本の魅力の創造・発信

互いに認め支え合い、だれもが平等に参画
できる社会の実現

安全で利便性が高い都市基盤の充実

豊かな自然環境をいかした活力ある農水産
業の振興

まちづくりの重点的取組 327事業 36,198百万円

安心して暮らせる
まちづくり

ずっと住みたい
まちづくり

分野別施策

訪れてみたい
まちづくり

めざすまちの姿を実現するための目標を市民と行政で共有し、優先的に取り組みます。

熊本地震からの復旧復興 129事業 22,274百万円

市民力・地域力・行政力を結集し、熊本地震からの復旧復興に最優先に取り組みます。

被災者の生活再建に
向けたトータルケア

熊本地震の記録と
記憶の伝承

防災・減災の
まちづくり

※国補正予算に対応し、令和元年度2月補正（案）に
計上（総額3,841百万円）した事業費を含みます。

（※上記「熊本地震からの復旧復興」と重複する事業を含みます。）
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被災者の生活再建に向けたトータルケア

被災者の生活・住まい再建を最優先に、生活困窮者など再建に課題を抱えた世帯に対

する支援や被災宅地の復旧を進めていくとともに、再建後においても、切れ目のない健

康支援や孤立化を防止するためのコミュニティ形成支援、心のケアに取り組みます。

○仮設住宅入居者等くらし再建支援経費 40,630千円
仮設住宅等入居者に加え、退去者の見守りや健康相談など、きめ細かな支援を行います。

○住まい再建助成経費 491,000千円
被災者一人ひとりの住宅再建方法に応じ、以下の経済的な支援を行います。

・恒久住宅転居経費助成

・公営住宅入居初期経費助成

・民間賃貸住宅入居初期経費助成

・住宅再建利子補給事業

・高齢者住宅再建利子補給事業

○宅地耐震化推進事業 3,141,000千円
新たに近見地区の４区画の液状化対策に着手します。

宅地復旧支援事業 （被災宅地の復旧に対する助成） 1,077,000千円

○被災マンション支援経費 355,000千円
早期の住まい再建に向け、建替えに加えて解体に対する新たな支援策を実施します。

仮設住宅退去者生活・健康調査経費 6,700千円
仮設住宅等を退去後の生活状況・健康状態の調査を行い、保健師による

訪問や各種相談窓口への案内など、一人ひとりに必要な支援に繋げます。

各区復興支援自治推進経費 50,000千円
恒久住宅移行後の新たなコミュニティ形成の支援や、健康や子育ての不安に

対する地域での見守り等、各区が地域に寄り添い、柔軟に支援を行います。

生活困窮者自立支援事業 110,300千円
生活自立支援センターを中央区に加え、仮設住宅等からの退去者が多い

東区・南区に新設し、生活困窮者に対する支援を強化します。

スクールカウンセラー配置事業 48,600千円

（熊本地震の影響による心のケアが必要な児童生徒に対するカウンセリング）

被災者見守り対策強化経費 30,700千円

（仮設住宅等に入居する独居高齢者世帯等に対する、緊急通報システムの設置）

被災合併処理浄化槽設置支援経費 9,600千円

（震災に伴う下水道事業計画区域内の合併処理浄化槽の取替等に対する助成）

※ は新規事業、下線太字部分は前年度からの拡充内容

は、市復興基金活用事業、 は、県復興基金活用事業

県基金

市基金 県基金

県基金市基金

市基金

新

新

新

新

県基金

県基金市基金

市基金

市基金

（１）熊本地震からの復旧復興

153,000千円

32,000千円

30,000千円

240,000千円

36,000千円

宅地液状化防止事業

県基金市基金
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防災・減災のまちづくり

熊本地震の教訓を生かし、ハード・ソフト両面から市民・地域・行政の災害対応力の

更なる向上に取り組み、災害に強いまちづくりを推進します。

熊本地震関連政策研究大会開催経費 2,000千円
「熊本地震からの復旧・復興」をテーマとした全国自治体政策研究交流会議を開催します。

熊本城災害復旧経費 3,087,500千円
・復旧過程の段階的公開と活用

・復興のシンボル「天守閣」の早期復旧

・石垣・建造物等の文化財的価値保全と計画的復旧

震災復興発信強化経費 （復興映像やパネル製作等） 6,500千円

新体験型防災学習推進事業 （VRを活用した風水害体験等ｼﾐｭﾚｰﾀ整備） 16,000千円

熊本地震の記録と記憶の伝承

熊本地震の記憶の風化を防ぎ、次世代へ経験と教訓を伝承するとともに、防災・減

災に関する知見を広く国内外に発信します。

○防災拠点施設の耐震化 117,500千円 （※植木病院分は一般会計繰出金を計上）

防災拠点施設に必要な耐震性能を満たすため、耐震化に向けた調査、計画策定等を行います。

（南区役所、北区役所、総合体育館 青年会館、西消防署、植木病院の5施設）

自立分散型のエネルギーシステムの構築 14,492千円

（南区役所、上下水道局庁舎への蓄電池設置、城山公園の自営線の運用 外）

河川等緊急浚渫推進事業 （河川氾濫等の浸水被害防止対策） 40,000千円

町並み復旧保存支援経費 （被災した町屋の復旧保存を支援） 68,000千円

地域コミュニティ施設等再建支援経費 （被災したｺﾐｭﾆﾃｨ施設の復旧を支援） 70,000千円

○地域防災力強化促進事業 45,000千円
新たに作成する統合型ハザードマップを市内全戸に配布し、周知を図ります。

○水前寺・立田山断層調査経費 30,000千円
断層の調査を行い、地域防災計画へ反映する等、市民への周知を図ります。

災害対策本部機能強化事業 （河川監視システムの更新・追加整備） 64,000千円

マンション適正管理支援事業 （管理規約整備や耐震化への取組を支援） 42,800千円

建築物耐震化促進事業 （戸建木造住宅の耐震診断・改修を支援） 159,500千円

○福祉施設等防災機能強化支援事業 53,400千円
災害時の拠点となる福祉避難所の非常用自家発電設備整備等の機能強化を支援します。

○本庁舎のあり方調査検討経費 75,000千円
重要な防災拠点である本庁舎の今後の整備について必要な調査、検討を行います。

指定避難所等機能強化事業 （避難所への分散備蓄倉庫を追加整備） 17,600千円

地域コミュニティセンター避難所機能事業 （多目的トイレ等整備） 36,500千円

市基金

県基金

県基金

県基金市基金

新

新

新

新

市基金

531,355千円外

2,133,020千円外

359,748千円外

市基金

市基金

新

新

新たに確認された活断層
（水前寺断層）

新たに確認された活断層
（立田山断層）

熊本城

●

新

新

新

新

市基金

県基金
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・被災者への仮設住宅等の提供（※令和2年1月末）

11,988戸 619戸 94.8％

・被災宅地の復旧 ・被災マンションへの支援（全壊・大規模半壊）

96.8％ （240地区/248地区）

66.2％ （完了2,084件/申請見込3,150件）

（事業完了）

・被災家屋の公費解体 13,241件 （2018.10）

・被災家屋の応急修理 22,731件 （2019.3）

・災害公営住宅整備 8団地 326戸 （2019.11）

震災前 震災後

・校区防災連絡会の設立数 0校区 87校区

・ 0件 90件

・災害時応援協定締結数 75件 106件

・貯水機能付給水管の数 0基 42基

・災害用ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚの設置基数 20基 140基

・基幹管路の耐震化割合 74.3％ 77.9％
（水道管）

災害時における井戸水の
提供に関する協定締結数

道路・橋梁 （2019.2） 河川等（2019.2） 公園 （2019.3） 上水道 （2019.3） 庁舎等 （2019.3） 100％完了

熊本市民病院 2019年10月、新病院診療開始

熊本城復旧 2019年10月、特別公開第１弾開始

下水道 施設 100％完了 管渠 96.6％ （2019年度中完了見込）

学校施設 99.2％ （2019年度中完了見込） 農水産業関連施設 98.9％

文化施設等 50.0％ （2019年度中に全ての復旧工事の契約締結予定）

※（ ）内は完了時点

最大入居戸数
（2017.5月）

恒久住宅へ
の移行率入居戸数

（2020.1月末）

（市発注分は完了）

公共事業による
復旧工事着手率

復興基金による
復旧支援

（参考）震災復興計画の取組（令和元年12月末現在）

本市では、熊本地震からの早期の復旧・復興を目指し、平成28年10月に、「熊本市震災

復興計画（平成28年度～令和元年度）」を策定、取り組むべき主要な施策や具体的取組を

掲げ、総力をあげて取り組んできました。

① 被災者の生活・住まい再建

② インフラ、公共施設等の復旧状況（完了率）

39団地中 34団地が対応完了、残り５団地のうち、

建替工事中2団地、再建方法検討中3団地

③ 市民・地域・行政の災害対応力強化

震災対処実働訓練

宅地の擁壁復旧

９

新病院外観

貯水機能付給水管

災害用マンホールトイレ

災害公営住宅

日産自動車グループ
との連携協定

熊本城 特別公開第１弾



安心して暮らせるまちづくり

（２）まちづくりの重点的取組

① 誰もが安心して子育てできる環境を整えます

89,400千円

5,700千円

12,200千円

2,500千円

800千円

97,300千円

959,700千円

1,500千円

203,800千円

11,000千円

5,000千円

4,750千円

30,582千円

34,263千円

地域ニーズに対応した区・局連携事業 160,990千円

「まちづくりセンター（地域担当職員）」が市民との対話の中で把握した地域の

ニーズや課題に対し、各区と各部局が連携し事業化します。

区のまちづくり推進経費 100,000千円
区の特性を活かしたまちづくりを推進するとともに、地域活動の担い手不足

対策など地域力の維持・向上に向けた取組を進めます。

健康ポイント事業 42,000千円
スマートフォンアプリを活用し、市民の健康づくり活動にポイントを

付与するインセンティブ制度を、本格導入します。

地域猫適正管理推進事業 （地域と飼い主のいない猫の共生を目指すモデル事業を実施）

地域コミュニティセンター運営経費 （各施設の運営状況に応じた指定管理料に見直し）

地域コミュニティセンター建設経費 （大江校区の地域コミュニティセンターの新規整備）

校区社協行動計画策定支援経費 （住民主体の課題解決に向けた行動計画の策定を支援）

校区社会福祉協議会活動支援経費 （校区社協による地域課題を解決する活動を支援）

防犯団体助成 （校区防犯協会へ防犯ベストを配布し、全市域の防犯活動を強化）

資源物持ち去り対策経費 （持ち去り禁止袋・テープの配布による啓発強化）

教育の情報化推進経費 966,600千円
全小中学校へのタブレット端末の配備を完了し、

政令指定都市トップクラスの教育ＩＣＴ環境を実現します。

高校改革関連経費 11,400千円
市立高校及び総合ビジネス専門学校の改革に向けた基本計画を策定します。

また、公立高校では全国初となる市立高校へのWeb出願システムを導入します。

要保護児童対策事業 26,400千円
各区保健子ども課に「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、

要保護児童への支援体制を強化します。

多子世帯副食費助成事業 （多子世帯が負担する保育園等の副食費を助成）

産後ケア事業 （助産師等による産後の母子への心身のケアや育児のサポートを開始）

児童発達支援センター等機能強化事業 （機能強化員の配置増による巡回指導等の強化）

いのちを守る教育推進経費 （命の尊さを学ぶ講演会を全中学校・市立高校で実施）

学校外教育推進経費 （学校外教育の多様な担い手と行政、市民との連携・協力の推進）

スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー配置事業 （配置時間の拡大）

児童育成クラブ管理運営経費 （全クラブに主任支援員を配置）

② 「おたがいさま」で支え合う地域コミュニティを形成します

新

新

新

新

新

新

新

新

必由館高校でのワークショップ
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バス交通運行効率化関係経費 15,000千円
バス事業者の共同経営の実施に向けた検討等への支援や、

まちなかの回遊性を高める新規路線の検討を行います。

市電路線延伸調査関係経費 5,000千円
パーク＆ライドやサイクル＆ライドの実現性について、沿線周辺の

住民等のニーズを踏まえた調査・検討等を行います。

シェアサイクル導入支援経費 1,500千円
民間事業者と共同して実証実験を実施します。

新モビリティサービス検討経費 7,000千円
AIを活用したデマンドタクシーの社会実験を実施します。

中心市街地における建替え促進支援経費 7,000千円
中心市街地における老朽建築物の建替えを支援します。

ウォーカブル都市推進経費 25,000千円
まちなかの回遊性向上に向けた歩行環境の検討を行います。

地域拠点の拠点性維持・拡充施策検討経費 16,000千円
立地適正化計画に基づく１５地域拠点の都市機能の維持・確保に向け、地域の特性、課題、

ポテンシャル等に対応した整備・支援スキームの方向性等を検討します。

都市デザイン推進経費 26,000千円
市内全域を対象とした公共サインのガイドラインの策定や、

中心市街地における駐車場配置適正化区域の検討を行います。

熊本駅白川口（東口）駅前広場整備事業

1,963,000千円

２０２１年春の完成を目指し、整備工事を行います。

幹線道路網の整備による交通渋滞対策

10,575,000千円
熊本西環状道路（池上工区、池上インター線）や、国道３号植木

バイパスの建設費への負担等、交通アクセスの充実に取り組みます。

ずっと住みたいまちづくり

空家等対策事業 （新たに空家バンクを開設）

地方バス路線維持費助成 （路線バス運行経費への助成）

地域生活交通確保経費 （公共交通空白・不便地域のｺﾐｭﾆﾃｨ路線等運行経費への助成）

① 誰もが移動しやすく暮らしやすい都市をつくります

25,600千円

474,000千円

19,800千円

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

熊本西環状道路（池上工区）イメージ図

熊本駅白川口駅前広場 イメージ図

共同経営への移行を確認（1月27日）
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ずっと住みたいまちづくり （続き）

ビジネス支援あり方検討経費 20,000千円
本市の目指すべき創業支援策等のあり方を検討します。

スタートアップ企業による行政課題解決事業 6,100千円
スタートアップ企業との協働で、本市の行政課題解決に取り組みます。

ベンチャーピッチ事業 3,000千円
スタートアップ企業等の資金調達や事業マッチングを促進するイベントを開催します。

成長産業コラボレーション促進経費 2,500千円
クリエーターやものづくり企業がビジネスパートナーを発掘するための

プレゼンテーション会等を開催します。

介護ロボット研究開発支援経費 （開発費への助成を開始） 3,000千円

地方創生移住支援事業 50,000千円

移住促進雇用対策事業 22,000千円
WebサイトやSNSを活用したプロモーションを強化し、東京での移住相談会の

開催や、サポートデスクの体制強化等、充実した移住支援を展開します。

みらい創造青少年キャリア育成支援事業 3,000千円

若者人材地元定着促進助成金 4,000千円
小中高校生を対象に地域企業・産業を学ぶ機会の提供や、大学生を

対象に地元企業を知る機会を提供し、若者の地元定着を目指します。

夢と活力ある農業推進事業 45,000千円

なす・すいか等の高品質・省力・低コスト・労働負荷軽減化等

に取り組み、「日本一の園芸産地」を目指します。

民間コワーキングスペース連携事業 （立地検討企業のｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ利用支援） 1,000千円

② 雇用機会を創出し、熊本に住み、働ける環境を整備します

新

新

新

新
新

新

新

新

新

新

新

新 連携中枢都市移住支援事業 （共通パンフレット等による移住プロモーションの実施）

中古住宅流通促進事業 （県外からの移住者の中古住宅購入を支援）

5,700千円

10,000千円

新

新

新

新新

新

企業立地促進事業 （企業誘致活動、誘致企業への支援）

環黄海経済・技術交流促進経費 （中国・韓国・九州の産学官関係者が一堂に集う会議の開催）

外国人材雇用推進事業 （外国人雇用企業への日本語教師の派遣、マッチング会の開催）

965,000千円

5,100千円

2,700千円

スマート農業加速化事業 （ICTやAI、ﾛﾎﾞｯﾄ技術の活用を支援）

農業次世代人材投資事業 （就農直後の経営確立への支援）

担い手育成総合支援事業 （新規就農者、農業後継者等への支援）

農業生産振興事業 （組合等が実施する施設整備等への支援）

新

新

しごと学びWebライブ

介護ロボットの開発

7,000千円

131,032千円

6,400千円

1,006,872千円

１２

ベンチャーピッチの様子
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訪れてみたいまちづくり

アジア・太平洋水サミット開催経費 195,000千円
10月、本市の地下水保全の取組や熊本地震からの復興を、全世界に向け発信します。

世界かんがい施設遺産サミット開催事業 5,000千円

全国都市緑化フェア開催推進経費 1,399,300千円
2022年春の開催に向けた準備や、会場の改修・整備、機運醸成へ

市民緑化運動に取り組みます。

食の販路拡大・プロモーション事業 32,000千円
国内外に向けた熊本産品の販路拡大・開拓を進めます。

SDGs未来都市推進経費 （ SDGs理念の普及啓発ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催等）

マイクロプラスチック調査等経費 （江津湖のﾏｲｸﾛﾌﾟﾗｽﾁｯｸの現状把握等）

森林経営管理推進事業 （森林環境譲与税を活用した民有林管理の適正化）

TGC熊本関連経費 12,330千円

誘致戦略事業 78,100千円
熊本市MICE誘致戦略に基づき、積極的なMICE誘致・

受入体制の整備に取り組みます。

観光マーケティング戦略策定経費 25,000千円
多様化する観光客の様々なデータを調査・分析し、データに基づく観光戦略を策定します。

国際観光重点地域推進経費 50,000千円
熊本城、水前寺成趣園周辺エリアの外国人観光客の受入環境の整備に重点的に取り組みます。

くまもと地域文化創生事業 6,000千円
「郷土文化財制度」を創設し、歴史的なストーリーを構築・発信します。

シンボルプロムナード等整備事業 （2021年の完成に向けた整備工事）

復興映画祭・音楽祭開催経費 （4月に開催予定。新たに音楽祭の開催を支援）

歴史まちづくり事業 （歴史的風致形成建造物の修景・耐震化等に対する助成を開始）

田原坂・ソルフェリーノ広報経費 （赤十字発祥の契機という共通点をＰＲ）

動植物園再編整備経費 （正面ｹﾞｰﾄのﾘﾆｭｰｱﾙやﾄｲﾚの洋式化等）

① 伝統文化とエンターテインメントが共鳴するにぎわいを生み出します

1,555,700千円

15,000千円

15,000千円

1,500千円

418,740千円

5,000千円

2,000千円

20,100千円

国内外に向けた復興プロモーション経費 101,200千円
東京オリンピック・パラリンピックを契機として、国内外から訪れる観光客をターゲットに、

積極的なシティプロモーションを展開します。

シティプロモーション経費 （首都圏ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱによるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）

熊本誘客プロジェクト経費 （熊本城特別公開ｴﾘｱ拡大のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）

欧米豪市場誘客対策経費 10,000千円 スポーツコンベンション事業

新

新

51,000千円

30,000千円

10,200千円

新

新

新

新

新

新

新

新

熊本城ホール

新

新
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② 人と自然が共生する恵み豊かで持続可能なまち熊本を発信します



２．市役所改革の推進

熊本地震からの復旧・復興に最優先で取り組む中、時代の潮流・社会環境の

変化等を踏まえ、持続可能な市政運営を推進し、「市民満足度・職員満足度の

高い市役所」を実現するため、市役所改革の取組を実施します。

160,990千円

「まちづくりセンター（地域担当職員）」が市民との対話の中で把握した地域のニーズや課題に対し、

各区と各部局が連携し、新たに事業化します。

（主な事業）

・ まちづくりセンター駐車場の整備 ・ コミュニティセンターの多目的トイレの整備

・ 消防団の機械倉庫の建替え ・ 備蓄倉庫の移転 等

① 地域ニーズに対応した区・局連携事業

※その他、道路の維持補修や公園の除草・剪定等、地域からの道路や公園関連の要望に
対しても、道路事業及び公園事業の中で適切に対応

① 窓口改革関連経費 14,360千円

(中央区において、2020年9月から運用開始予定）

③ キャッシュレス決済導入経費 15,400千円

各区区民課、総合出張所、動植物園、市役所駐車場、博物館等における手数料・使用料の収納に
ついてキャッシュレス決済を導入します。 （2020年10月から、順次導入予定）

② マイナンバー制度推進事業 788,610千円

市民が住民異動届をタブレットで入力し、住基システムへ自動反映するシステムを稼働します。

各区役所における特設窓口の設置や企業等出張申請対応によるマイナンバーカードの交付や、

マイナンバーカードを活用したポイント制度を利用するためのマイキーID設定の支援を実施します。

（効果）
・住民異動届出書の記入漏れ等リスクの軽減 （市民サービスの向上）

・職員の入力・審査業務に伴う時間外勤務の削減 （2020年度は、▲2,190h/年）

・マイナンバーカード交付率の向上
（18.9％ (2019年11月実績) → 54.9％ (2021年3月目標)）

区役所の機能強化

② まちづくり推進経費 100,000千円

区の特性を活かしたまちづくりを推進します。

③ 各区復興支援自治推進経費 50,000千円

（災害公営住宅における交流支援、コミュニティ形成支援、防災・減災、賑わい創出、健康・子育て支援）

各区の地域ニーズや現状・特性を踏まえた復興支援事業を実施します。

１．市民起点による質の高いサービスの提供『仕事改革』

市民サービスのデジタル化の推進

（効果）

新

新
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③ EBPM推進経費

① 資産総量の適正化等
・ 城南まちづくりセンターと城南老人福祉センターの合築

・学校のプールの効率的な運用に向けた検討

② 施設の長寿命化の推進

・住宅 2,429,800千円 ・学校 1,025,500千円 ・その他市有施設 1,815,962千円

③ 施設運営に要する総コストの削減

○エネルギー利用の効率化

・学校及び消防施設照明灯のLED化 2,043,000千円（債務負担行為）

城南合築施設の外観イメージ

○事後保全から予防保全への転換を目指し、取組の実施を前倒し

○東部環境工場の長寿命化 ○中長期的な財政負担の軽減及び平準化

・東部環境工場長寿命化総合計画等策定 14,400千円 ・公共施設長寿命化等基金 52.5億円
(2019年度末残高見込)

① RPA・AI等の利活用に向けた取組 20,500千円

業務プロセス改善に向け、確定申告書データの作成及び取り込み等についてRPA・AIを

活用したトライアル事業を実施します。

② 要介護認定業務に係るAI-OCRの導入 19,200千円（介護保険会計）

要介護認定申請書のシステム入力作業について、 AI-OCRの導入により自動入力することで、

業務量を削減します。

14,000千円

客観的な証拠に基づく政策立案に向け、庁内システムと保有データの整理、人材育成を行います。

職員研修経費 22,323千円

令和元年11月に策定した「熊本市職員成長・育成方針」に基づき、職員自らが学ぶ風土の

醸成を促進するとともに、成長を支援する取組や研修等を推進します。

① 連携事業推進のための外部人材の活用 21,000千円

専門的ノウハウや先進事例、人脈を有する外部人材を活用し、「事務処理の広域化」等を強力に進めます。

② 地球温暖化対策実行計画の策定 6,780千円

熊本連携中枢都市圏を構成している全18市町村で「地球温暖化対策実行計画」を共同策定し、2050年

までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指します。

③ 連携中枢都市圏への移住支援 5,700千円

連携して移住プロモーションを行うことにより、一体的な広報による相乗効果及び経費の効率化を図ります。

２．働きがい、働きやすさに繋げるための『働き方改革』

3．組織風土・文化を変革するための『人づくり改革』

新たなツールを活用した業務効率化

キャリア形成の強化

４．社会経済情勢の変化に対応していくための『リソースの最適化』

公共施設等の総合的かつ計画的な管理

818,000千円

500千円

広域的取組の推進

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新
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合併３町における新市基本計画の着実な推進

昨年度、計画期間の延長を行った、合併３町における新市基本計画に基づき、

各地域の都市基盤の整備を着実に進めます。

富合地域（1,149 百万円※）

（主な事業）

・富合地域の道路整備 159,672千円
老朽化した道路の維持・補修等を行います。

・農業基盤整備の推進 159,679千円
農業用用排水施設等の整備を進め、農業生産力を強化します。

・水道・下水道の整備 702,985千円
水道、下水道施設を新たに整備します。

城南地域（2,935 百万円※）

（主な事業）

・城南地域の道路整備 419,147千円
老朽化した道路の維持・補修等を行います。

・消防施設の整備 36,770千円
防火水槽設置等を行います。

・農業基盤整備の推進 124,815千円
農業用用排水施設等の整備を進め、農業生産力を強化します。

・水道・下水道の整備 1,013,067千円
水道、下水道施設を新たに整備します。

植木地域（1,888 百万円※）

（主な事業）

・植木駅周辺の整備 101,900千円
植木駅のロータリーの整備を行います。

・植木地域の道路整備 470,750千円
老朽化した道路の維持・補修等を行います。

・農業基盤整備の推進 290,928千円
農業用用排水施設等の整備を進め、農業生産力を強化します。

・下水道の整備 366,000千円
下水道施設を新たに整備します。

＜城南スマートインターチェンジ＞

（計画事業の進捗状況）H20～R2（見込）

157億円（執行額）／ 158億円（計画額）

35事業（完了事業）／ 49事業（計画事業）

＜富合地域の田園風景＞

（計画事業の進捗状況）H21～R2（見込）

238億円（執行額）／ 211億円（計画額）

59事業（完了事業）／ 70事業（計画事業）

（計画事業の進捗状況）H21～R2（見込）

292億円（執行額）／ 290億円（計画額）

35事業（完了事業）／ 58事業（計画事業）

＜植木中央公園運動施設＞
R1.8月 供用開始

１６
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関 連 資 料

・国補正予算に対応した令和元年度２月補正予算（案）計上事業

・令和２年度当初予算（案）における熊本地震関連事業

・合併３町における新市基本計画事業

・主な新規・拡充事業と廃止・見直し事業

・消費税率引上げと本市の社会保障に関する取組
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［関連資料］ 国補正予算に対応した令和元年度２月補正予算（案）計上事業

国の令和元年度補正予算に対応し、防災・減災、国土強靭化対策や、国民の安全・安心の

確保に向けた事業等を事業を展開します。

１６事業 ３，８４１百万円

１９

（千円）

　災害からの復旧・復興と安全・安心の確保 （９事業） 3,402,658

　防災・減災、国土強靭化の強力な推進（７事業） 1,513,758

 健康福祉局 介護保険課 高齢者福祉施設等防災機能強化支援事業
高齢者福祉施設等における非常用自家発電設備等の整
備に対する助成

42,000

 健康福祉局 障がい保健福祉課 障がい福祉施設等防災機能強化支援事業
障がい福祉施設等における非常用自家発電設備の整備
に対する助成

11,400

 農水局 農業政策課 県営事業負担金
県営農業農村整備事業に対する負担金
　（農業用排水機場の改修、農地の区画整理 外）

203,498

 都市建設局 土木管理課 地籍調査事業 地籍調査委託に係る経費 70,860

道路整備課
熊本駅周辺整備事務所

国県道・市道整備関連経費
災害に備えた交通機能の強化経費
　（熊本西環状道路の橋梁下部工工事 外） 868,000

熊本駅周辺整備事務所 熊本駅白川口（東口）駅前広場等整備事業 駅前広場（東口）の上屋設置工事に係る経費 248,000

河川課 広域河川改修事業 健軍川護岸工事に係る経費 外 70,000

　国民の安全・安心の確保（２事業） 1,888,900

 都市建設局 道路整備課 国県道・市道整備関連経費
防災上重要な路線の老朽化対策及び通学路等の生活区
間安全対策経費 外

735,700

 教育委員会 施設課 学校施設整備事業 体育館増築、校舎外壁改修及び空調整備に係る経費　外 1,153,200

　経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援 （１事業） 34,200

　農林水産業の成長産業化と輸出力強化の加速（１事業） 34,200

 農水局 農業政策課 担い手確保・経営強化支援事業
認定農業者等の生産に必要な機械・施設の導入に対する
助成

34,200

　未来への投資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた経済活力の維持・向上 （６事業） 403,800

　Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0時代を担う人材投資、子育てしやすい生活環境の整備 （３事業） 344,500

 経済観光局 観光政策課 動植物園再編整備経費
トイレの洋式化や動物資料館の空調設備改修工事経費
外

196,000

 都市建設局 公園課 全国都市緑化フェア開催推進経費
「全国都市緑化くまもとフェア」に向けた会場改修に係る経
費

86,000

 教育委員会 教職員課 教育の情報化推進経費 市立高校及び特別支援学校のWi-Fi環境整備に係る経費 62,500

　外国人観光客6,000万人時代を見据えた基盤整備（１事業） 10,000

 経済観光局 熊本城総合事務所 熊本城施設整備経費 放水銃等の防災設備改修に係る経費 10,000

　生産性向上を支えるインフラの整備（２事業） 49,300

 健康福祉局 障がい保健福祉課 障がい福祉施設等介護ロボット等導入支援事業
障がい福祉施設等における介護業務負担軽減のためのロ
ボット等の導入費用に対する助成 2,100

 都市建設局 道路整備課 国県道・市道整備関連経費
1次産業等の成長力強化を支援する物流ネットワークの強
化（道路拡幅） 47,200

3,840,658一　般　会　計　合　計 （ １６事業 ）

局 課 事　業　名 内　　　　　容 予　算　額



［関連資料］ 令和２年度当初予算（案）における熊本地震関連事業

平成２８年熊本地震関連経費（熊本地震に伴い新たに発生した経費）の

内訳は、以下のとおりです。

７４事業 １２，６８２百万円

２０

（千円）

　１　被災者の生活再建に向けたトータルケア （２９事業） 5,535,608

　ア　切れ目のない健康・生活再建支援（２３事業） 1,282,644

 政策局  復興総室 1 仮設住宅入居者等くらし再建支援経費 40,630

 政策局  復興総室 2 ● 恒久住宅転居経費助成 153,000

 政策局  復興総室 3 ● 民間賃貸住宅入居初期経費助成 30,000

 政策局  復興総室 4 ● 住宅再建利子補給事業 240,000

 政策局  復興総室 5 ● 高齢者住宅再建利子補給事業 36,000

 政策局  復興総室 6 ● 復興ボランティア連携推進経費 3,000

 政策局  復興総室 7 ● 被災者生活再建支援システム関係経費 11,400

 政策局  復興総室 8 ● 平成28年熊本地震にかかるアンケート調査経費 2,000

 政策局  復興総室 9 災害弔慰金等支給経費 300

 政策局  復興総室 10 義援金配分委員会関係経費 100

 政策局  広報課 11 ● 広報紙・ホームページ関係経費 4,864

 総務局  総務課 12 行政不服審査会設置・運営事業 730

 各区役所  総務企画課 13 ● 各区復興支援自治推進経費 50,000

 健康福祉局  健康福祉政策課 14 ● ★ 仮設住宅退去者生活・健康調査経費 6,700

 健康福祉局  健康福祉政策課 15 ● ● 被災者見守り対策強化経費 30,700

 健康福祉局  健康福祉政策課 16 災害援護資金貸付事業 5,800

 環境局  浄化対策課 17 ● 被災合併処理浄化槽設置支援経費 9,600

 都市建設局  住宅政策課 18 ● 公営住宅入居初期経費助成 32,000

 都市建設局  震災住宅支援課 19 ● ● 被災マンション支援経費 355,000

 都市建設局  震災住宅支援課 20 ● 被災者住宅支援事業 251,000

 都市建設局  震災住宅支援課 21 ● 応急仮設住宅管理経費 14,900

 教育委員会  学務課 22 小・就学援助経費 2,385

 教育委員会  学務課 23 中・就学援助経費 2,535

　イ　宅地復旧及び耐震化支援（４事業） 4,230,000

 政策局  危機管理防災総室 24 土砂災害危険住宅移転促進事業 9,000

 都市建設局  震災宅地対策課 25 ● 土砂災害特別警戒区域内の被災者住宅再建支援事業 3,000

 都市建設局  震災宅地対策課 26 ● ● 宅地耐震化推進事業 3,141,000

 都市建設局  震災宅地対策課 27 ● 宅地復旧支援事業 1,077,000

　ウ　心のケア（２事業） 22,964

 健康福祉局  障がい保健福祉課 28 地域自殺対策緊急強化事業 9,658

 教育委員会  総合支援課 29 スクールカウンセラー配置事業 13,306

　２　防災・減災のまちづくり　（２５事業） 2,284,878

　ア　災害に強い都市基盤の形成（１６事業） 1,932,478

 総務局  情報政策課 30 ICTを活用したまちづくり推進事業 1,946

 市民局  地域活動推進課 31 ● 地域コミュニティ施設等再建支援経費 70,000

 健康福祉局  生活衛生課 32 ● 共同墓地復旧支援経費 48,000

No.
復興基金 新

規
事業名 事　業　費

県 市
局　　名 課　　名



（千円）

　２　防災・減災のまちづくり　（２４事業）　　続き 2,284,878

　ア　災害に強い都市基盤の形成（１６事業）　　続き 1,932,478

 環境局  浄化対策課 33 秋津浄化センター解体経費 548,000

 農水局  農業政策課 34 団体営農地等災害復旧事業（過年災） 200

 経済観光局  観光政策課 35 動植物園施設整備経費 832

 経済観光局  文化振興課 36 文化財等災害復旧経費 180,600

 都市建設局  都市整備景観課 37 ● 町並み復旧保存支援経費 68,000

 都市建設局  道路整備課 38 ● 私道整備経費 15,000

 都市建設局  道路整備課 39 道路災害復旧経費 700,000

 消防局  管理課 40 常備消防施設等災害復旧経費 117,700

 教育委員会  教育政策課 41 ● 学校敷地内記念碑等整理経費 6,000

 教育委員会  教育政策課 42 ● 私立博物館等復旧経費 200

 教育委員会  施設課 43 小学校施設災害復旧経費 42,500

 教育委員会  施設課 44 中学校施設災害復旧経費 126,000

 教育委員会  施設課 45 高等学校施設災害復旧経費 7,500

　イ　市民・地域・行政の災害対応力の強化（５事業） 301,800

 政策局  広報課 46 ＳＮＳを活用した災害等情報発信経費 3,300

 危機管理防災総室 47 ● ★ 水前寺・立田山断層調査経費 30,000

 政策局  危機管理防災総室 48 ● 地域防災力強化促進事業 45,000

 危機管理防災総室 49 災害対策本部機能強化事業 64,000

 都市建設局  住宅政策課 50 ● 建築物耐震化促進事業 159,500

　ウ　避難環境の強化（３事業） 50,600

 政策局  危機管理防災総室 51 ● ● 指定避難所等機能強化事業 12,600

52 ★ 支援物資保管場所移転事業 1,500

 市民局  地域活動推進課 53 地域コミュニティセンター避難所機能強化事業 36,500

　３　熊本地震の記録と記憶の継承（１０事業） 3,732,497

　ア　防災教育の推進（１事業） 16,000

 消防局  管理課 54 ● 新体験型防災学習推進事業 16,000

　イ　震災に関する記録の保存と活用（２事業） 8,252

 政策局  復興総室 55 ● 熊本地震関連文書等保存・検索システム関係経費 3,952

 総務局  管財課 56 震災関連資料等保管経費 4,300

　ウ　国内外への発信（７事業） 3,708,245

 政策局  政策企画課 57 ● シティプロモーション経費 10,000

 経済観光局  復興総室 58 ● 震災復興発信強化経費 6,500

 経済観光局  観光政策課 59 熊本誘客プロジェクト経費 30,000

 経済観光局  文化振興課 60 復興映画祭・音楽祭開催経費 15,000

 経済観光局  熊本城総合事務所 61 熊本城災害復旧経費 3,087,500

 経済観光局 62 「復興城主」関連経費 557,245

63 ● ★ 熊本地震関連政策研究大会開催経費 2,000

　４　その他経費　（１１事業） 1,128,625

 政策局  復興総室 外 64 ● 復興基金関係経費等（5事業） 15,665

 総務局 他  労務厚生課 外 65 人件費（時間外手当等、病院局異動分、任期付職員分） 399,415

 総務局  人事課 外 66 中長期派遣職員経費 32,900

 財政局  財政課 67 公債費 569,305

 健康福祉局 外  健康福祉政策課 外 68 他会計への繰出金（病院事業会計等3事業） 111,340

12,681,608合            計　　（ ７４　事　業 ）

局　　名 課　　名 No.
復興基金 新

規
事業名 事　業　費

県 市

 都市政策研究所
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［関連資料］ 合併３町における新市基本計画事業（関連事業含む）

① 富合地域 　

項　　目 予算額（千円） 内　　　容

 道路整備 159,672  富合宇土南北線改良事業、道路維持補修事業等

 義務教育施設整備 97,853  富合小学校校舎・プール改築事業等

 農林事業 159,679  土地改良事業、湛水防除事業等

 消防 10,090  消防団車両整備

 福祉施設整備 1,300  障がい者、高齢者住宅整備助成

 県営事業負担金 17,800  木原川改修事業

 水道事業 315,985  水道施設整備等

 下水道事業 387,000  下水道施設整備等

合　　計 1,149,379 　

② 城南地域

項　　目 予算額（千円） 内　　　容

 道路整備 419,147  舞原中央線道路改良事業、道路維持補修事業等

 義務教育施設整備 485,830  隈庄小学校校舎増改築事業等

 農林事業 124,815  土地改良事業、湛水防除適正化事業等

 消防 36,770  消防団車両整備、防火水槽設置事業

 福祉施設整備 1,700  障がい者、高齢者住宅整備助成

 水道事業 630,281  水道施設整備等

 下水道事業 382,786  下水道施設整備等

 その他 853,406  城南総合出張所整備事業等

合　　計 2,934,735

③ 植木地域

項　　目 予算額（千円） 内　　　容

 住宅整備 131,000  菱形団地建替え事業

 道路整備 470,750  市尾山本橋線改良事業、道路維持補修事業等

 義務教育施設整備 267,400  吉松小校舎大規模改修事業等

 農林事業 290,928  土地改良事業等

 福祉施設整備 1,900  障がい者、高齢者住宅整備助成

 区画整理事業 143,936  植木中央土地区画整理事業

 下水道事業 366,000  下水道施設整備等

 その他 216,073  植木駅前ロータリー及び駐輪場整備事業等

合　　計 1,887,987

２２



［関連資料］ 主な新規・拡充事業（熊本地震関連事業（Ｐ.20～21）を除く）

令和２年度において新たに取り組む主な事業は、以下のとおりです。

【主な新規事業】
（千円）

予算額

政策局 政策企画課 1 キャッシュレス決済導入経費 15,000

2 熊本連携中枢都市圏構想推進経費 21,000

3 ＥＢＰＭ推進経費 14,000

財政局 財政課 4 公共施設等総合管理計画改定経費 7,100

税制課 5 市税情報システム改修経費 21,674

健康福祉局 健康福祉政策課 6 校区社協行動計画策定支援経費 5,000

7 植木火葬場建替事業 12,700

障がい保健福祉課 8 精神障がい者退院後支援事業 400

9 措置入院・移送体制強化事業 22,350

10 障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定経費 2,000

11 東京2020パラリンピック採火式経費 1,000

生活衛生課 12 衛生教育動画作成経費 1,000

13 地域猫適正管理推進事業 1,500

感染症対策課 14 ロタ予防接種経費 145,000

健康づくり推進課 15 循環器疾患悪化防止対策モデル事業 7,500

子ども政策課 16 産後ケア事業 5,700

環境局 環境政策課 17 市庁舎等照明灯ＬＥＤ化整備経費
 （債務負担行為　令和2～11年度　限度額　2,043,000）

(2,043,000)

廃棄物計画課 18 東部環境工場延命化整備経費 14,400

19 マイクロプラスチック調査等経費 2,000

20 食品ロス対策推進経費 6,400

21 一般廃棄物処理基本計画策定経費 3,400

経済観光局 経済政策課 22 みらい創造青少年キャリア育成支援事業 3,000

23 若者人材地元定着推進助成金 4,000

24 連携中枢都市移住支援事業 5,700

局　　名 課　　名 項　　目
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【主な新規事業】 （続き）
（千円）

予算額

経済観光局 商業金融課 25 ビジネス支援あり方検討経費 20,000

（続き）
26 ベンチャーピッチ事業 3,000

27 スタートアップ企業による行政課題解決事業 6,100

28 民間コワーキングスペース連携事業 1,000

産業振興課 29 介護ロボット研究開発支援経費 3,000

30 成長産業コラボレーション促進経費 2,500

31 環黄海経済・技術交流促進経費 5,100

観光政策課 32 観光マーケティング戦略策定経費 25,000

33 国際観光重点地域推進経費 50,000

文化振興課 34 くまもと地域文化創生事業 6,000

35 田原坂・ソルフェリーノ広報経費 1,500

スポーツ振興課 36 スポーツ動向調査研究経費 3,000

農水局 農業政策課 37 世界かんがい施設遺産サミット開催事業 5,000

都市建設局 都市政策課 38 都市計画ＧＩＳデータ整備経費 8,000

交通政策課 39 新モビリティサービス検討経費 7,000

40 シェアサイクル導入支援経費 1,500

都市整備景観課 41 ウォーカブル都市推進経費 25,000

42 地域拠点の拠点性維持・拡充施策検討経費 16,000

43 中心市街地における建替え促進支援経費 7,000

住宅政策課 44 中古住宅流通促進事業 10,000

建築保全課 45 公共建築物特定詳細調査経費 8,000

河川課 46 河川等緊急浚渫推進事業 40,000

消防局 管理課 47 救命処置資機材整備経費 40,000

48 九州地区国際消防救助隊合同訓練経費 1,700

青少年教育課 49 学校外教育推進経費 800

50 金峰山少年自然の家関連経費 16,900

健康教育課 51 学校プール再編検討経費 500

52 紙パック処分経費 8,500

局　　名 課　　名 項　　目

教育委員会
事務局
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２５

【主な拡充事業】
（千円）

R2年度 R1年度
対前年
増加額

政策局 政策企画課 1 シティプロモーション経費
 　　（熊本地震関連経費10,000を除く）

41,000 23,772 17,228

国際課 2 外国人受入環境整備事業
 　　（令和元年度6月補正予算計上事業）

17,000 0 17,000

総務局 　情報政策課 3 電子自治体推進経費 56,500 31,300 25,200

　管財課 4 公用車管理関係経費 13,000 1,950 11,050

市民局 　地域政策課 5 マイナンバー制度推進事業 788,610 220,203 568,407

地域活動推進課 6 地域コミュニティセンター管理運営経費 203,800 178,300 25,500

生活安全課 7 防犯団体助成 30,582 26,517 4,065

健康福祉局 保護管理援護課 8 生活困窮者自立支援事業 110,300 69,000 41,300

障がい保健福祉課 9 児童発達支援センター等機能強化事業 12,200 4,900 7,300

10 成年後見制度法人後見支援事業 23,000 14,130 8,870

健康づくり推進課 11 フッ化物洗口事業 11,500 7,100 4,400

12 受動喫煙防止対策事業
 　　（令和元年度6月補正予算計上事業）

10,500 0 10,500

子ども政策課 13 要保護児童対策事業 26,400 13,200 13,200

14 子育て世代包括支援センター管理運営経費 48,776 32,122 16,654

子ども支援課 15 子ども医療費助成事務委託事業 26,400 18,300 8,100

環境局 環境政策課 16 エネルギー政策推進経費 187,374 173,000 14,374

水保全課 17 アジア・太平洋水サミット開催経費 195,000 8,000 187,000

廃棄物計画課 18 資源物持ち去り対策経費 34,263 27,388 6,875

19 資源物再資源化推進経費 1,356,000 1,301,200 54,800

経済観光局 観光政策課 20 熊本城シャトルバス運行経費 23,490 15,828 7,662

農水局 農業政策課 21 鳥獣被害対策事業 11,700 9,310 2,390

22 森づくり推進事業 17,200 10,800 6,400

23 人・農地問題解決推進事業 5,100 200 4,900

都市建設局 交通政策課 24 バス交通運行効率化関係経費 15,000 5,000 10,000

住宅政策課 25 市営住宅長寿命化関連経費 2,429,800 970,612 1,459,188

空家対策課 26 空家等対策事業 25,600 15,000 10,600

道路整備課 27 道路維持補修経費 4,397,300 3,360,024 1,037,276

河川課 28 河川整備事業 1,093,700 745,900 347,800

公園課 29 公園維持管理経費 209,700 130,700 79,000

教育政策課 30 高校改革関連経費 11,400 2,900 8,500

施設課 31 学校施設長寿命化関連経費 1,025,500 76,810 948,690

青少年教育課 32 児童育成クラブ管理運営経費 959,700 773,800 185,900

教職員課 33 教育の情報化推進経費 966,600 671,100 295,500

健康教育課 34 学校給食費等管理経費 3,325,600 82,900 3,242,700

35 いのちを守る教育推進経費 2,500 660 1,840

人事委員会 36 熊本市職員採用試験等広報経費 2,200 1,000 1,200

局　　名 課　　名 項　　目

教育委員会
事務局



［関連資料］ 主な廃止・見直し事業

令和２年度における事務事業の廃止・見直しの主な項目は、以下のとおりです。

【主な見直し事業】

 　（見直し内容）

　 　 ａ　事業内容の見直し（単価や数量、手法等）による削減
　 　 ｂ　一部事業の廃止や先送りなどの見直しによる削減
　 　 ｃ　他の既存事業等の活用や統合、民間活用等の見直しによる削減

見直し
内容

R2年度 R1年度
対前年
削減額

政策局 広報課 1 各種媒体を使った広報経費 ａ 62,700 66,800 ▲ 4,100

市民局 男女共同参画課 2 女性の活躍推進事業 ｃ 1,640 2,000 ▲ 360

健康福祉局 健康福祉政策課 3 災害時要援護者支援経費 ａ 20,000 21,700 ▲ 1,700

高齢福祉課 4 養護老人ホーム等管理運営経費 ａ 22,582 95,920 ▲ 73,338

保護管理援護課 5 生活保護適正実施推進経費 ｃ 12,107 15,423 ▲ 3,316

環境局 水保全課 6 くまもと水ブランド情報発信経費 ｂ 1,800 3,000 ▲ 1,200

7 地下水位観測経費 ａ 4,071 4,900 ▲ 829

浄化対策課 8 小型合併処理浄化槽設置費助成 ｂ 116,237 159,893 ▲ 43,656

経済観光局 経済政策課 9 人手不足・多様な働き方支援就職面談会事業 ａ 1,900 2,500 ▲ 600

商業金融課 10 創業者チャレンジ支援・育成事業 ａ 1,000 3,950 ▲ 2,950

産業振興課 11 医療・介護・健康サービス産業支援経費 ａ 3,610 4,410 ▲ 800

12 企業誘致戦略事業 ａ 2,200 2,900 ▲ 700

13 立地企業支援事業 ａ 1,350 1,800 ▲ 450

観光政策課 14 観光戦略経費 ａ 98,700 109,169 ▲ 10,469

15 上海事務所管理運営経費 ａ 23,100 26,200 ▲ 3,100

農水局 農業政策課 16 食の販路拡大・プロモーション事業 ａ 32,000 43,800 ▲ 11,800

17 農業構造改善施設管理経費 ｃ 1,386 3,615 ▲ 2,229

局　　名 課　　名 項　　　目

（千円）

２６

【主な廃止事業】

　 （廃止理由）

　　　ａ　より効果の高い事業への転換により廃止・休止

　　　ｂ　社会情勢や市民ニーズの変化等により廃止

　　　ｃ　他の既存事業との統合等により廃止

廃止理由 削減額

環境局 環境政策課 1 「COOL CHOICE CITY くまもと」啓発推進事業
　　（新設する「連携による環境啓発事業」に転換）

ａ ▲ 10,000

経済観光局 商業金融課 2 事業承継支援事業 ｃ ▲ 2,200

産業振興課 3 クリエイティブ産業振興経費
　　（新設する「成長産業コラボレーション促進経費」に転換）

ａ ▲ 2,425

文化振興課 4 熊本遺産魅力発信事業
　　（新設する「田原坂・ソルフェリーノ広報経費」に転換）

ａ ▲ 2,000

農水局 農業政策課 5 農業共済加入促進事業 ｂ ▲ 500

（千円）

局　　名 課　　名 項　　　目



［関連資料］ 消費税率引上げと本市の社会保障に関する取組

 【社会保障施策に要する経費】 （単位：億円）

  ● 上記のうち 「社会保障の充実」に対応する主な事業

（単位：千円）

　 【本市独自の主な社会保障施策】

 　健康ポイント事業

 　　　（市民の自主的な健康づくり活動を支援するための健康ポイント付与に係る経費）

 　がん検診経費

 　　　（各種がん検診の業務委託に係る経費）

 　多子世帯副食費助成事業

 　　　（多子世帯が負担する保育園・幼稚園等の副食費に対する独自助成）

Ⅰ.社会福祉関係 1,104.9 701.0 7.9 17.2 378.8

項目 事業費
特定財源

一般財源
国（県）支出金 市債 その他

　介護・高齢者福祉経費 20.7 4.0 0.3 1.1 15.3

　障がい福祉関係経費 246.3 165.6 0.2 0.2 80.3

　生活援護関係経費 267.3 189.1 0.0 2.4 75.8

　子ども・子育て関係経費 555.5 341.0 7.3 13.2 194.0

Ⅱ.社会保険関係 290.5 61.1 0.0 0.0 229.4

　総合福祉関係経費 15.1 1.3 0.1 0.3 13.4

　介護保険事業 102.2 8.1 0.0 0.0 94.1

　国民健康保険事業 87.3 38.6 0.0 0.0 48.7

Ⅲ.保健衛生関係 87.4 11.0 0.1 0.7 75.6

　後期高齢者医療事業 101.0 14.4 0.0 0.0 86.6

　医療対策・疾病予防関係経費 41.4 7.6 0.0 0.1 33.7

　健康づくり推進経費 17.5 0.2 0.1 0.4 16.8

　児童衛生関係経費 13.8 3.2 0.0 0.2 10.4

　病院事業 14.7 0.0 0.0 0.0 14.7

合計 1,482.8 773.1 8.0 17.9 683.8

(89,400)

事業費　 （一般財源）

415,000

89,400

42,000 (42,000)

(415,000)

消費税率引上げ（5→10％）に伴う本市歳入の増 (地方消費税交付金の増収見込) ＋８３．２億円

（ うち消費税率 ２％引上げ（8→10％）に伴う歳入の増 ＋３０．３億円）

事　業　内　容 事業費 一般財源

・幼児教育・保育の無償化 ＜人づくり革命分＞
・子ども・子育て支援新制度の実施

30,028 8,613

 医療・介護サービスの
 提供体制改革

・介護人材の処遇改善 ＜人づくり革命分＞
・在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実

973 275

 国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充 5,359 1,340

 介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化 1,063 266

 医療・介護保険制度の
 改革

医
療
・
介
護

（単位：百万円）

事　　項

 子ども・子育て支援

２７





令和２年度 当初予算（案）のポイント（各局の取組）

※次頁以降に記載の「○」は、令和２年度に新たに取り組む事業を含む

※国補正予算に対応し、令和元年度２月補正予算（案）に計上した事業を含む

２９



当初予算のポイント（政策局）

熊本地震の被災者生活再建を最優先として、引き続き各世帯に寄り添った支

援に努め、再建後のコミュニティ支援等にも力を入れて取り組みます。また、

「誰もが憧れる上質な生活都市くまもと」の実現を目指し、復旧・復興の先を

見据えた新たなまちづくりを推進します。

熊本地震からの着実な復旧・復興と第７次総合計画の推進による
「上質な生活都市くまもと」の実現

第7次総合計画等推進経費 2,400千円
中間見直しを行った第７次総合計画の推進に向けて、

行政への市民参画及び市民へ周知を行います。

仮設住宅入居者等くらし再建支援経費 40,630千円
仮設住宅等入居者及び退去者の見守りや生活・健康相談など、

一人ひとりの状況に応じた日常生活支援等を行います。

被災者への見守り訪問の様子

シティプロモーション経費 51,000千円
熊本地震からの復興状況等を発信する積極的なシティプロモーション

を行い、本市の認知度を上げることで首都圏をはじめ県内外からの誘客
を行います。

外国人受入環境整備事業 17,000千円
外国人総合相談プラザの運営を行うとともに、行政情報の多言

語化や、地域日本語教育の総合的な体制づくりを行います。

住宅再建に係る各種助成経費 459,000千円
住まいの再建を促進するため、被災者の再建方針に応じて、

引き続き次のような経済的支援を行います。

・恒久住宅転居経費助成 153,000千円

・民間賃貸住宅入居初期経費助成 30,000千円

・住宅再建利子補給事業 240,000千円

・高齢者住宅再建利子補給事業 36,000千円 生活・住まい再建に向けた各種相談会の状況

やさしい日本語講座の様子
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○熊本連携中枢都市圏構想推進経費 21,000千円
近隣市町村と広域連携を行うことにより事務処理の広域化・

効率化を図り、熊本連携中枢都市圏の活力ある社会経済を
維持していきます。

人口減少社会や少子高齢化など２０４０年問題を見据えた取組の
加速化と連携中枢都市圏構想の推進

○EBPM推進経費 1４,000千円
庁内におけるデータ利活用の環境整備などを行い、政策の

立案・評価・検証を行うことで、政策の有効性・戦略性を
高めていきます。

本庁舎のあり方調査検討経費 75,000千円
災害時の重要な防災拠点でもある本庁舎について、今後のあり方に関する

検討を深めるために必要な調査を行います。

○水前寺・立田山断層調査経費 30,000千円
熊本地震の際に新たに確認された水前寺断層について、その規模や周期等の大枠を確認するとともに、

立田山断層の未確認部分の存在を確認して地域防災計画へ反映するなど減災に努めます。

安全で安心して暮らせる強靭なまちづくり

地域防災力強化促進事業 45,000千円
統合型ハザードマップを全戸配布することにより、市民の防災意識を向上させるとともに、地域防災

力の強化につなげていきます。

災害対策本部機能強化事業 64,000千円
CCTV監視システムを更新することにより河川監視の精度を高めて、市民に的確な防災情報を発信

して減災に努めます。

熊本市

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

高森町
西原村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

宇城市

宇土市

阿蘇市

南阿蘇村

美里町

玉
東
町

白川（熊本市中央区代継橋付近）
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Ｖ

当初予算のポイント（総務局）

第７次総合計画に掲げる「効率的で質の高い市政運営の実現」に向け、市民

に信頼される職員の育成や開かれた市政運営と行政サービスの向上等を図りま

す。

人材育成と職員のメンタルヘルス

庁内ネットワーク整備経費 1,595,000千円
庁内ネットワークの安定運用を行うとともに、ＩＣＴ利活用による

テレワークなど、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方がしや
すい環境を整えます。

情報化の推進と利活用

職員研修経費 22,323千円
「熊本市職員成長・育成方針」に基づいた、職員の意識向上や次代を
担う職員の育成に取組みます。

メンタルヘルス対策事業 15,500千円
職員のストレスチェックや心身に関する健康相談を実施します。

生産性の高い市役所の実現

○RPA・AI等の利活用に向けた取組 20,500千円
デジタル先端技術を活用した行政サービスの質の向上と

効果的・効率的な行政運営の推進を図ります。

職員研修での福祉疑似体験

モバイル端末を活用したペーパーレス会議

市役所改革推進経費 26,000千円
職員の改革意識の醸成に取り組むとともに、職員が能力を最大限

に発揮できる働き方改革を進め、市民サービスの更なる向上を図り
ます。

若手職員を対象とした改革リーダー
（キーマン）育成研修の様子
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公会計財務諸表作成経費 3,294千円
地方公会計財務諸表等の作成及びシステムの稼動維持経費

ふるさと応援寄附金推進事業 50,000千円
「ふるさと応援寄附金」の返礼品の募集、配送等に係る業務

委託等経費

当初予算のポイント（財政局）

○公共施設等総合管理計画改定経費 7,100千円
公共施設等総合管理計画改定に係る経費

○市税情報システム改修経費 21,674千円
コンビニで交付可能な証明書の拡充に向けたシステム改修経費等

初期未納対策事務経費 60,037千円
市税の初期未納者に対する電話による納付案内業務の民間企業への

委託及び市税のコンビニ収納に係る経費等

市税の電子化事業 29,049千円
地方税の申告手続きや納税を電子的に行うeLTAXの運用に

係る経費

限られた財源と人員を有効に活用し、効果的かつ効率的な行政運営の実現に
努めます。

持続可能な財政運営

公有財産の適正な管理及び公共施設等の最適化

適正かつ公平な課税と徴収の推進

公共施設マネジメント推進経費 25,313千円
公共施設マネジメント支援システムの構築及び熊本市公民連携

プラットフォームの運営に係る経費

熊本市公民連携プラットフォーム

公共施設等総合管理計画基本方針
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町内自治振興の育成・校区自治協議会の支援
290,100千円

町内自治会活動の運営支援、防犯灯の維持管理・ＬＥＤ取替え
費用の一部を助成します。校区自治協議会の運営支援を行います。

当初予算のポイント（市民局・区役所）

イメージ

地域主義の理念のもと、自主自立のまちづくりの推進、市民生活の安全安心

の推進、開かれた市政運営と行政サービスの質の向上などにより、安全で心豊

かに暮らせる地域づくりの実現を目指します。

自主自立のまちづくりの推進

市民生活の安全安心の推進

客引き行為等の対策 21,200千円
客引き行為等の禁止地区において巡回指導を行うことにより、

客引き行為等の撲滅を目指します。

消費者センターの運営 23,321千円
消費生活の安定及び向上をめざし、商品・サービス等のトラブルに

関する相談及び問い合わせに適切に対応します。

防犯団体への活動支援 30,582千円
校区防犯協会や警察署単位の地区防犯協会等、地域で活動

する団体や、その他関連団体の防犯活動を支援し、地域の
安全安心を推進します。

各区の復興支援自治推進経費 50,000千円
災害公営住宅入居者への支援や地域の被災者の健康・

子育てに関する対応、地域防災力の強化に取り組みます。

城南まちづくりセンター複合施設整備事業
818,000千円

熊本地震にて被災した城南まちづくりセンター及び
城南老人福祉センターを合築した複合施設を整備します。

各区のまちづくり推進経費 100,000千円
各区のまちづくりビジョンに基づき、地域の特性を活かした

事業を実施することで、地域力の維持・向上を目指します。
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生活保護受給者に対して、適切かつ必要な支援を行うための取組みや、生活の安定及び自
立に向けた就労支援事業を行うことにより、きめ細かな支援を行うことにより制度の適正
な運用に努めます。

男女共同参画および人権尊重の社会づくりの推進

ＬＧＢＴ等の啓発 557千円
ＬＧＢＴを含む性的マイノリティに対する差別や偏見、無理解を

解消するため、市民向けセミナーの実施等積極的に啓発を行います。

女性の活躍推進 1,640千円
女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの充実を啓発するため、
セミナー等を開催します。

マイナンバー制度の推進 788,610千円
社会保障・税番号（マイナンバー）制度の浸透、マイナンバー

カードの交付、コンビニエンスストアにおける各種証明書の発行、
マイナンバーカードを活用したポイント制度を利用するための

ＩＤ設定の支援を行います。

開かれた市政運営と行政サービスの質の向上

熊本市人権啓発マスコット「ラブミン」
広げよう 愛（ラブ）をみんなに

市民満足度の高い区役所の推進 87,098千円
届出ナビシステムとRPA（※人間が手作業で行う作業を機械が代行

するシステム）の導入開始や各種申請書の記載補助を行う「書き方ガ
イド」の配置等、待ち時間短縮とサービスの充実を図ります。

人権教育・啓発の推進 14,633千円
人権の花運動やスポーツ団体と連携した事業等を通じて、市民

の人権意識を高めるための教育や啓発活動を行い、あらゆる差別

や偏見をなくし、人権尊重の社会づくりの実現に努めます。

マイナンバーＰＲキャラクター
「マイナちゃん」

分かりやすい住居表示の整備 10,500千円
町の区域と名称を整備し、住居や事業所の所在地（住所）を

分かりやすく整理することにより、市民生活の利便増進を図ります。
※令和2年度は中央区世安町・十禅寺町地域を実施。

中央区区民課：書き方案内コーナーの様子

LGBTフレンドリーであることを
示す虹のリボン
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当初予算のポイント（健康福祉局）

乳幼児から高齢者まで、市民一人ひとりが住み慣れた地域で、生涯にわたり

安心していきいきと暮らしていくことができるまちづくりを目指します。

生涯を通じた健康づくりの推進

安全・安心のための保健衛生の向上と医療体制の充実

健康ポイント事業 42,000千円
スマートフォン用のアプリを運用し、市民が自主的に

楽しみながら継続的に行う健康づくり活動を支援します。

○仮設住宅退去者の孤立防止や健康支援 6,700千円
仮設住宅退去者の生活状況や健康状態等の把握のための

アンケート調査を行い、保健師等による支援等につなげます。

がん検診の推進 433,200千円
70歳以上の自己負担金の無料化や受診勧奨等に引き続き取り組み、

がん検診の受診率向上を図ります。

受動喫煙防止対策事業 10,500千円
受動喫煙の防止のための周知・啓発及び通報対応に取り組みます。

○循環器疾患悪化防止対策モデル事業 7,500千円
循環器疾患悪化防止のための運動療法によるモデル事業を実施します。

初期救急医療体制の整備 207,162千円
休日、夜間及び年末年始期間における救急患者の診療体制を確保します。

○予防接種等の推進 2,314,400千円
定期予防接種や抗体検査、ウイルス検査等を行います。

○地域猫適正管理の推進 1,500千円
町内自治会等が行う地域猫活動に対し、モデル事業として、

不妊去勢手術費用の助成と技術的な助言を行います。

○植木火葬場建替事業 12,700千円
老朽化に伴う植木火葬場の建替に向けて、生活環境の調査等を実施します。

アプリの
無料ダウンロードは
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生活保護受給者に対して、適切かつ必要な支援を行うための取組みや、生活の安定及び自
立に向けた就労支援事業を行うことにより、きめ細かな支援を行うことにより制度の適正
な運用に努めます。

高齢者、障がいのある人などが豊かに暮らせる環境づくり

地域包括ケアシステムの深化・推進 828,600千円
地域包括支援センターによる各種相談対応を行うとともに、地域における

生活支援サービスの創出や自立支援型ケアマネジメントの取組等を推進
します。

高齢者や障がい者の移動支援 819,500千円
おでかけICカード等の利用により高齢者・障がい者の移動を支援します。

○校区社会福祉協議会への支援 9,750千円
住民主体の地域課題解決に向けた「校区社協行動計画」の策定支援等に取り組みます。

社会保障制度の適正な運営

生活困窮者への相談支援体制の整備 110,300千円
生活困窮者が困窮状態から早期に脱却できるよう、自立就労支援等の

体制を構築し、個々の状態に寄り添った、支援を行います。
中央区に加え、新たに東区と南区に相談支援窓口を設置します。

生活保護受給者への就労支援等の実施 39,300千円
それぞれの実情に応じたきめ細かな就労支援や保証人がいないことで

住宅賃貸借契約ができない方への住居確保支援を行います。

国民健康保険会計の健全化 694,911千円
医療費適正化に向けた取組や収納率向上対策等を行い、単年度収支の均衡に努めます。

安心して子どもを産み育てられる環境づくり

障がい者サポーター
シンボルマーク

発達障がい者への支援の強化 6,500千円
発達障害者地域支援マネージャーが企業等を巡回訪問し、障がい特性に

応じた支援方法の助言等を行うことで、地域の支援体制を強化します。

発達障がい児への支援の強化 12,200千円
児童発達支援センターへ機能強化員を配置し、障害児通所事業所を巡回

訪問し、支援方法の助言等を行うことで、事業所の支援体制を強化します。

介護予防のシンボルマーク

保育サービス及び幼児教育の充実 28,760,784千円
教育・保育を受ける子育て世帯への支援及び保育士確保等を行い、

子どもたちの教育・保育環境の整備に取り組みます。

○産後の母子に対する支援 5,700千円
産後の心身の不調や育児に不安を抱える母子に対し、助産師等による

支援を行います。

少子化対策事業の強化 200,370千円
少子化対策として、特定不妊治療に加え、一般不妊治療の助成に取り組みます。

要保護児童等への支援の強化 26,400千円
「子ども家庭総合支援拠点」を各区保健子ども課に設置し、相談体制を強化することで、
地域の全ての子ども・家庭に対し、切れ目のない相談支援を行います。
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当初予算のポイント（環境局）

市民が将来にわたって良好な環境を享受できるよう、地下水など魅力ある多

様な自然環境の保全や、再生可能エネルギーの活用により地球環境問題へ積極

的に対応し、ごみの適正処理などを通じて良好な生活環境を維持・形成すると

ともに、「地域循環共生圏」の創造による持続可能な社会の実現を目指します。

良好な地球環境や生活環境の保全

恵まれた水資源の保全

エネルギー政策推進経費 187,374千円
市民の太陽光発電設備の設置、電気自動車等の購入への

補助金交付や、民間活力による市施設への蓄電池等の設置
により省エネルギーを推進します。

転作田での水張り

SDGs未来都市推進経費 5,000千円
SDGs達成に向けた機運醸成のための普及啓発を

推進します。

太陽光発電システム

東部堆肥センター管理運営経費 141,000千円
硝酸性窒素による地下水汚染を改善するために、発生源のひとつである

家畜排せつ物の適正処理及び堆肥化を行うための施設を運用します。

白川中流域かん養推進経費 56,750千円
地下水を育む重要な地域である白川中流域において、転作田を活用し、

水田湛水事業を実施します。

アジア・太平洋水サミット開催経費
195,000千円

熊本地域の住民・事業者・行政による連携・協働の広域的な
地下水保全の取組を世界にアピールするとともに、この取組を
未来へ継承するきっかけとするため、第4回アジア・太平洋水
サミットを熊本市で開催します。
また、この機会に熊本地震からの復旧・復興を世界に発信
します。

○市庁舎等照明灯LED化整備経費（2,043,000千円）
学校及び消防施設照明灯のLED化に係る灯具等の交換や維持管理を行います。
（債務負担行為 令和2～11年度 限度額2,043,000千円）
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良好な水環境に向けた汚水処理施設の整備

小型合併処理浄化槽設置費助成 116,237千円
合併処理浄化槽の設置費や単独処理浄化槽の撤去費を助成します。

持続可能な資源循環型社会の構築

生物多様性の保全と持続可能な利用

全国都市緑化フェア開催推進経費 75,300千円
全国都市緑化フェアの開催を見据え、市民の緑化意識の高揚

を目的とした一人一緑化運動を推進し、会場となる立田山の
整備等を行います。

自然環境保全経費 16,700千円
環境保護地区の保全や江津湖地域の生態系保全等に努めると

ともに、被害の発生が懸念されるアライグマなどの外来生物
対策を行います。

被災合併処理浄化槽設置支援経費 9,600千円
合併処理浄化槽の新設・取替を行う被災者を支援します。

浄化槽

水前寺・江津湖

ごみ減量・リサイクル啓発推進経費 22,100千円
家庭ごみ・資源収集カレンダーの配布や３Rの推進など、ごみ減量

リサイクルに関する様々な啓発を実施します。

資源物再資源化推進経費 1,356,000千円
空きびん、空き缶、ペットボトルなどの資源物等を収集して、

リサイクルを推進します。

資源物持ち去り対策経費 34,263千円
資源物等の持ち去り行為を防止するため、紙及び資源物の

収集日において、市内一円のごみステーションの監視パト
ロール等を実施します。

持ち去り禁止看板

○マイクロプラスチック調査等経費 2,000千円
プラスチックごみ問題の解決に向け、江津湖のマイクロプラス

チックの発生要因に関する調査や対策の検討、市民への意識啓発を
行います。
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当初予算のポイント（経済観光局）

地域経済の更なる活性化に向け、重点課題である創業支援、人材確保・育成

等の一層の強化を図り、復興需要が落ち着いた先の地域経済を支える新たな需

要の創出に向けた取組を推進します。

国内外に向けて、熊本城の特別公開や熊本城ホールの本格稼働などを核とし

た積極的な観光客・MICE誘致を行うとともに、スポーツコンベンションと合

わせた戦略的なPRを行い、交流人口の増加を図ります。

人材の確保と育成の強化

大学1～3年生向けに企業等が行う地元定着に資する取組への助成や小中高生を対象と
した地域企業や地域産業を学ぶキャリア育成支援のほか、介護職員実務者研修の実施や、
職業訓練受講料の助成など人材確保・育成に関する取組を支援します。

移住促進による雇用対策 90,600千円
人材不足解消に向けて、移住者への支援のほか、連携中枢

都市圏で移住促進プロモーションを行い、東京圏等からの
人材還流を促進させるための取組を充実させます。

○人材の確保・育成に向けた取組 44,401千円

熊本市職業訓練センターでの実習

創業支援の強化と成長産業の振興

○創業・起業への支援等 51,575千円
民間活力等を積極的に活用し、創業者の増加・経営安定に向けた

支援やベンチャー企業の成長・発展に向けた支援を行うとともに、
事業承継支援も含めたビジネス支援機能の強化に取り組みます。

○成長産業の振興等 113,748千円
医療・介護・健康サービス産業等の成長産業分野における新製品開発

支援の強化や販路拡大等の支援のほか、ビジネスパートナーを発掘する
機会の創出等により、経営基盤の強化を図ります。

街角景気等の的確な把握とデータ分析の強化

熊本駅周辺の再開発など、更なる人の流れの変化等が見込まれるため、景気の動向を情報収集
することで、データに基づく施策の展開に結びつけ、持続的な地域経済の活性化に繋げます。

街角景気等の情報収集とデータ分析関連経費 9,800千円

介護ロボット研究会
（くまもと医工連携推進ネットワーク）

熊本市公式移住情報サイト

創業支援セミナー
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観光客・ＭＩＣＥ誘致体制の強化

熊本城ホールメインホール

○市民スポーツの振興と機会の充実 24,640千円
熊本ヴォルターズやロアッソ熊本との連携や、スポーツイベント等の実施により、市民スポーツの

振興を図ります。

スポーツ施設の整備・機能充実 267,437千円
安全で快適に利用できるスポーツ活動の拠点施設として、多様化する

市民ニーズへの対応や利便性の向上を図ります。

スポーツの振興と活用

スポーツコンベンション事業 10,200千円
ドイツ水泳ナショナルチームの東京オリンピック直前合宿等による市民

スポーツの推進と交流の促進・にぎわいの創出に取り組みます。

文化の振興と文化財の適正な保存・整備・活用

観光資源の魅力の創造と向上

動植物園再編整備経費 418,740千円
正面ゲートのリニューアルやトイレの洋式化など、来園者に

優しく魅力ある空間を創出します。

熊本城の天守閣復旧工事

熊本城復旧及び特別公開に向けた取組と情報発信 3,659,745千円
2020年4月29日の特別公開第2弾・2021年春の特別公開第3弾に向けた取組や

プロモーション活動及び天守閣・長塀などの建造物や石垣の復旧を行います。

熊本城特別公開第2弾で公開する特別見学通路熊本市動植物園 正面ゲートの改修

MICE誘致活動等の展開 96,100千円
戦略的なMICE誘致活動や受入体制の整備に取り組むとともに、

2019年12月にグランドオープンした熊本城ホールを広く発信します。

○観光マーケティング戦略策定経費 25,000千円

データに基づく観光施策の基本的な指針としての「熊本市観光マーケティ
ング戦略」を策定します。

○国際観光重点地域の推進 65,000千円
本市の代表的な観光地である熊本城、水前寺成趣園及びその周辺エリアに

おける外国人観光客の受入環境を整備します。
水前寺成趣園

ドイツ水泳ナショナルチーム合宿

○くまもと文化創生事業 6,000千円
「郷土文化財制度」の創設・運用及び歴史的なストーリー構築を行い、地域に残る
多くの文化財について、地元住民や観光客への認知度向上や理解促進を図ります。

復興映画祭・音楽祭開催経費 15,000千円 叢桂園

文化財等の復旧と文化資源の魅力向上 202,388千円
被災した市内指定・登録文化財等の復旧に取り組むとともに、地域の文化資源や文化活動をいかした

取組を推進し、本市の文化芸術を戦略的にPRします。

くまもと復興映画祭・くまもと復興国際音楽祭の開催を支援し、市民に元気・活力を与え、中心市街
地のにぎわい創出や交流人口の増加に繋げるとともに、熊本の文化・ブランド力を向上を図ります。
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当初予算のポイント（農水局）

熊本市第7次総合計画の見直しを踏まえて、本市の豊かな自然環境や農水産

業の高い潜在力を引き出し、競争力が高く持続可能な経営基盤を確立するとと

もに、農水産物の品質向上とブランド化を進め、国内外へ新たな販路を積極的

に開拓しつつ、経営の安定化に向けた支援に取り組みます。

競争力の高い農水産業の振興

園芸農業などの地域の特性をいかした農業の推進 1,093,888千円
農水産業の潜在力を引き出し、競争力の高い農水産業を振興するため、園芸農業

などの地域の特色をいかした農水産業を推進することに加え、ICTやAI技術等を
活用したスマート農業を推進しながら日本一の園芸産地を目指します。

稼げる畜産・水産業の推進 21,231千円
収益性が高い畜産業及び効率的な養殖漁業・資源管理を推進し、競争力の強化を目指します。

持続可能な農水産業のための経営基盤の確立

経営体の強化 202,272千円
担い手を育成・確保するとともに、農地の集積等による経営の安定化を通じて

持続可能な農業の実現を目指します。

生産基盤の整備・保全 2,847,259千円
農地・土地改良関連施設及び漁場・漁港施設の整備・保全を推進し、国土強靭化

の視点も踏まえた持続可能な農水産業のための経営基盤の確立を図ります。

農と食の魅力創造
42,672千円

農水産業の新たな価値を生み出す農と食の魅力創造に向けて、民間企業との連携強化
やトッププロモーションの実施など、生産された良質な農水産物や加工品の効果的な
プロモーションによりブランド化・高付加価値化、販路開拓・拡大を推進します。

野生動物に起因する被害の防止・軽減

11,700千円
生活圏への野生動物の侵入を防止し、出没時の緊急対応体制の整備や地域住民の
意識啓発等を推進するとともに、糞害や騒音の生活被害対策に取り組みます。

健全な森づくりの推進

62,100千円
「森林経営計画」などにより小規模森林の集約化（施業効率化）を図り、持続的な
森林管理を推進するとともに、市の所有・管理する森林の整備や保全に取り組みます。
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当初予算のポイント（都市建設局）

熊本地震からの復旧・復興に向け、生活再建や災害に強い都市基盤づくりに

最優先で取り組みます。あわせて、人口減少、少子・高齢化を見据えた多核連

携都市の実現や、海外の先進事例調査による成果等を踏まえた魅力と活力のあ

る中心市街地の創造、さらには、国土強靭化の取組や空家等への対策など、安

心・安全で良質な居住環境の形成に努めます。

熊本地震からの復旧・復興の推進

被災マンションへの支援 355,000千円
被災したマンションの建替え等に対して助成を行います。

被災宅地の復旧助成 1,077,000千円
宅地内の擁壁や陥没した地盤の復旧等に対して助成を行います。

被災者が一日も早く安心で自立的な生活を送ることができるよう、生活再建や災害に強い都市
基盤づくりに最優先で取り組むとともに、城下町の町並み再生を図ります。

宅地耐震化の推進 3,141,000千円
液状化防止対策工事や宅地の擁壁復旧工事を行います。

町並み復旧に対する支援 68,000千円
被災した町屋の復旧保存に対して助成を行います。

多核連携都市の実現

市民の暮らしやすさを維持するため、都市機能誘導区域における都市機能及び居住誘導区域に
おける人口密度の維持・確保や、防災力の向上を推進するとともに、都市交通の最適化に向け、
公共交通と自動車交通のベストミックスの構築を進め、多核連携都市の実現を目指します。

○地域拠点の拠点性の維持・拡充 16,000千円
各地域拠点における課題整理と施策検討等を行います。

○新モビリティサービスの検討 7,000千円
ＡＩデマンドタクシーの社会実験を行います。

バス交通の運行効率化支援 15,000千円
バス事業者が行う共同経営の実施に向けた取組への支援等を行います。

道路の維持補修等への対応 4,397,300千円
道路の補修や除草、パトロール等の維持管理を行います。

熊本西環状道路の整備 4,762,700千円
県道砂原四方寄線及び池上インター線の整備を行います。

国直轄道路の整備推進 1,495,000千円
国道3号植木バイパス・熊本北バイパスの整備や国道57号等の交通安

全施設整備の費用を負担し、渋滞の緩和や交通安全の向上を行います。

宅地の擁壁復旧工事後

液状化防止対策工事の様子

熊本西環状道路（池上工区）イメージ図
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魅力と活力のある中心市街地の創造

熊本西環状線 下硯川高架橋

安全・安心で良質な居住環境の形成

○老朽建築物の建替促進 7,000千円
中心市街地における老朽建築物の建替促進と低未利用地の

有効活用に向けた財政支援を行います。

花畑地区のオープンスペースや熊本駅白川口駅前広場の整備を着実に進めるとともに、桜町地区
再開発事業を契機としたまちづくりの機運を的確にとらえ、海外の先進事例調査による成果等を
踏まえつつ、魅力と活力のある中心市街地の創造に取り組みます。

○ウォーカブル都市の推進 25,000千円
まちなかにおける歩行環境の改善に向けた検討を行います。

熊本駅白川口駅前広場の整備 1,963,000千円
熊本駅白川口駅前広場の令和2年度（2020年度）中の完成に

向け、駅前広場上屋の設置工事等を行います。

駐車場の適正配置に向けた検討 9,000千円
駐車場の適正配置に向けた検討を行います。

熊本駅白川口駅前広場イメージ図

防災・減災、国土強靭化の取組を加速化するとともに、空家対策の推進や全国都市緑化フェアの
開催を見据えた市民の憩いの場となる公園・緑地の充実、さらには、計画的な河川整備や浸水対
策を推進します。

空家等への対策 25,600千円
危険家屋の除却費助成や空家の所有者の調査等を行います。

国土強靭化のための緊急対策 2,004,600千円
国土強靭化の取組を加速化するため、「重要インフラ緊急点検」を

踏まえた、道路や河川等の整備を行います。

○中古住宅の流通促進 10,000千円
県外からの移住者に対し、中古住宅の購入費用の一部を助成します。

市営住宅の長寿命化 2,429,800千円
安全で快適な居住環境を維持するため、外壁改修等の修繕を行います。

広域河川の改修 375,300千円
水害防止と環境保全を目的とした広域河川の河道等の改修を行います。

公園の維持補修等への対応 209,700千円
公園の除草や樹木の剪定・伐採、危険防止のためのフェンスや舗装
の新設等を行います。

全国都市緑化フェアの開催準備 1,324,000千円
全国都市緑化くまもとフェアの開催に向けた準備を行います。

老朽危険家屋

老朽建築物建替後のイメージ図

～R3（2021年）年度末開催を目指して～

河川改修工事後
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当初予算のポイント（消防局）

あらゆる災害から生命財産を保護することを目標とし、火災予防対策の推進

や消防体制の充実強化、地域の災害対応力の強化を図ります。

市民への広報・啓発

消防車両の整備
300,600千円

ポンプ車、救急車など９台の消防車両を更新し、
消防力を強化します。

車両イメージ

増築した消防局庁舎

防災消防ヘリコプター「ひばり」

新体験型防災学習の推進
16,000千円

熊本地震を風化させないため、新たにＶＲ機材を導入し、
防災学習の充実を図り、市民の防災力向上及び防災リーダー
の育成を目指します。

消防機能の充実

VR機材を体験する様子

被災した消防施設等の復旧
117,700千円

熊本地震において被災した消防施設等の復旧を目指します。

防災消防ヘリコプターによる支援
13,965千円

防災消防ヘリコプターの機動力を活用し、消防力の向上を
目指します。

消防本部施設の機能強化
155,900千円

新消防指令管制システムの円滑な運用を行うとともに、
増築庁舎２階に整備した多目的スペースは、災害対策本部
の代替施設等として活用を図ります。
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救急救助体制の充実

職員の各種研修
19,500千円

救急救命士の資格取得をはじめ、消防・救急活動に必要な
免許・資格等を取得します。

消防団の体制強化

災害対応力の充実強化
51,300千円

消防団の車両や資機材等を災害発生時の際、有効に
機能させるため計画的に整備を行います。

消防団の活躍

救助訓練の様子

地域防災活動拠点施設の充実強化
41,000千円

防災資機材の備蓄場所や地元消防団の活動拠点である
消防団機械倉庫の整備を行います。

熊本地震の際、支援物資の仕分けを行う
機能別消防団員

自動心臓マッサージ器イメージ

消防団の円滑な運営と機能別団員制度の充実強化
29,100千円

大規模災害時における地域に密着した消防団の円滑な運営及び
災害対応力と併せ、市民の避難を支援する大学生等で構成された
機能別団員制度の充実強化を図ります。

○救命率向上に対する救急業務の強化
40,000千円

自動心臓マッサージ器を全ての救急車へ配備し、安全で
質の高い救急医療を実施します。
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当初予算のポイント（教育委員会事務局）

人権尊重の理念のもと、学校・家庭・地域社会における様々な教育活動を通

して、社会全体で子どもたちの「社会を生き抜く力」を育成するとともに、多

様な教育機能の整備・充実を図ります。

豊かな心を育む教育の推進

確かな学力を育む教育の推進

健やかな体を育む教育の推進

道徳教育総合支援事業 2,600千円
道徳教育推進協議会の開催やモデル校の設置等を行います。

水俣に学ぶ肥後っ子教室経費 18,000千円
小学校５年生を対象として、水俣市で環境学習を実施します。

いのちを守る教育推進経費 2,500千円
中学校及び市立高校で命の尊さを学ぶ教育を行います。

○学校プール再編検討経費 500千円
プールの効率的な運用に向けた検討のため、先進地視察を行います。

教育の情報化推進経費 966,600千円
小中学校及び市立高校等において、ＩＣＴ環境の整備やＩＣＴを

活用した教育の推進を図ります。

外国語教育推進経費 309,000千円
外国語指導助手（ＡＬＴ）を雇用するとともに、英検ＩＢＡの

受検を支援します。

高校改革関連経費 11,400千円
市立高校及び総合ビジネス専門学校の改革に向けて基本計画を

策定するほか、市立高校にWEB出願システムを導入します。

教員が子どもと向き合う時間の拡充

学校給食費等管理経費 3,325,600千円
給食費の公会計化に伴い、給食用食材を調達するとともに、学校給食費・徴収金

に関するシステムを運用します。

部活動指導員配置経費 4,900千円
専門的な知識・技能を有する地域人材を、部活動指導員として学校に配置します。
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教育相談体制の充実

図書館・博物館の機能充実

いじめ・不登校対策経費 22,800千円
ＳＮＳを活用した悩み相談等事業を行うとともに、心のサポート相談員

を配置するなど、いじめや不登校対策に取り組みます。

スクールソーシャルワーカー配置事業 48,700千円
スクールソーシャルワーカーを雇用し、児童生徒に関わる課題や家庭環

境等の改善を図ります。

スクールカウンセラー配置事業 48,600千円
スクールカウンセラーを雇用し、震災に伴う児童生徒の心のケア等、

専門的なカウンセリングを行います。

特別支援学級教室改修経費 40,400千円
特別支援学級の設置にあたり、教室の改修を行います。

○スクールバス運行経費（あおば支援学校分） 24,200千円
あおば支援学校の開校に伴い、児童生徒の通学に必要なスクールバスを

運行します。

特別支援教育の推進

最適な学習環境の整備

学校施設長寿命化関連経費 1,025,500千円
学校施設長寿命化計画に基づき施設や設備を改修し、計画的な維持・管理を行います。

図書館管理運営経費 246,200千円
図書管理システムの運用や図書資料の購入、図書館司書の雇用等を行います。

特別展等開催経費 30,700千円
熊本博物館で、様々な特別展や企画展等を開催します。

青少年の健全育成

児童育成クラブ管理運営経費 959,700千円
児童が放課後等を安全安心に過ごせるよう、児童育成クラブの

運営や民間児童育成クラブへの助成を行います。

○学校外教育推進経費 800千円
学校外教育の多様な担い手と行政、市民との連携・協力に向けた

フォーラムを開催します。

○金峰山少年自然の家関連経費 16,900千円
金峰山少年自然の家の再建に向けた基本計画の策定や既存施設の

解体設計等を行います。
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