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基本目標１　育み、認め合い、元気に生きるまち【共生】

１－１　みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

子育て支援センター建設事業 ・・・１

拡充 不妊・不育治療費助成事業 ・・・２

１－２　子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】

新規 学校給食費公会計化事業 ・・・３

１－３　個人が尊重し合い、安心して平和に暮らすまち【人権政策】

女性活躍推進事業 ・・・４

１－４　地域で自立を支え合い、つながり合うまち【福祉政策】

新規 成年後見制度利用促進事業 ・・・５

地域福祉計画等策定事業 ・・・６

拡充 生活支援体制整備事業 ・・・７

１－５　健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

拡充 福祉医療事業 ・・・８

一次救急医療定点化整備事業 ・・・９

新規 市民病院での検診事業 ・・・１０

新規 がん患者アピアランスサポート事業 ・・・１１

新規 新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・・・１２

基本目標２　地域の魅力を共に創る、活力あるまち【共創】

２－１　住民が望む、暮らしに良好な住環境のまち【まちづくり政策】

新規 がけ地近接等危険住宅移転事業 ・・・１３

用途地域見直し事業 ・・・１４

空家等対策推進事業 ・・・１５

２－２　公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】

新規 高齢者移動支援事業 ・・・１６

新規 コミュニティバス路線再編事業 ・・・１７

山電高砂駅南周辺整備事業 ・・・１８

２－４　環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

環境基本計画策定事業 ・・・１９

新規 地球温暖化対策推進事業 ・・・２０

広域ごみ処理施設建設事業 ・・・２１

広域ごみ処理施設周辺道路整備事業 ・・・２２

広域ごみ処理施設周辺整備事業 ・・・２３

目次



２－５　犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

新規 交通安全対策事業 ・・・２４

新規 地域安全対策事業（見守りカメラ設置事業） ・・・２５

新規
土地改良施設運営管理事業
（ため池治水活用拡大促進事業） ・・・２６

河川改良事業（松村川排水機場整備工事） ・・・２７

新規
住宅・建築物安全ストック形成事業
（地震危険住宅除却工事費補助） ・・・２８

消防分団車庫詰所改築事業 ・・・２９

防災対策事業（ハザードマップ等作成） ・・・３０

新規 防災対策事業（高潮危険度予測協議会分担金） ・・・３１

基本目標３　楽しく、つながり合い、活躍するまち【共感】

３－２　まちを考え、行動する市民活動があるまち【市民活動政策】

集会施設整備費補助事業 ・・・３２

地域交流センター建設事業 ・・・３３

３－３　愛着と誇りを感じるまち【移住・定住、関係人口政策】

新規 ふるさと創生組織構築・推進事業 ・・・３４

３－４　豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

文化振興事業（文化芸術推進基本計画策定事業） ・・・３５

新規 東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバル事業 ・・・３６

史跡整備事業 ・・・３７

基本目標４　もっと行政が寄り添うまち【共治 共有】

４－１　市民が求める能力を持つ人材が育つまち【職員育成政策】

新規 政策アドバイザー設置事業 ・・・３８

４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

新規
公共施設等総合管理事業（公共施設マネジメント推進委
員会、公共施設等整備基金積立事業） ・・・３９

拡充 公共施設等総合管理事業（包括管理業務委託） ・・・４０

新庁舎建設事業 ・・・４１

伊保・曽根準幹線道路等整備事業 ・・・４２

連続立体交差推進事業 ・・・４３

新規 公園整備事業 ・・・４４

新規 水道料金シミュレーション業務委託 ・・・４５

明姫幹線南A地区他送配水管整備事業（実施設計）
明姫幹線南A地区汚水管整備事業（実施設計） ・・・４６

新規 米田水源地更新事業（基本設計） ・・・４７



４－３　情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち【情報政策】

議会映像配信事業 ・・・４８

新規 シティプロモーション事業 ・・・４９

新規 RPAソフトウェア導入事業 ・・・５０

防災対策事業（防災行政無線デジタル化整備） ・・・５１

４－４　人口減少に対応する公正な行財政運営をするまち【行財政運営政策】

市民満足度調査委託 ・・・５２



 



 

 

 

基本目標１ 

育み、認め合い、元気に生きるまち 

【共生】 



千円

　　　【担当課：健康こども部子育て支援室子育て支援課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
・市債 千円

千円・市の負担額

・委託料

・国庫支出金

目：3子育て支援センター建設費

１,３１３

１１８
６００
５９５

　子育て支援センター建設事業

　地域子育て支援拠点事業を推進し、就園前の子どもを持つ親子の子育て
に関する相談や遊び等を通じて子どもの健全育成を図るため、曽根地区の
教育センター跡地整備事業の一環として、新たな拠点となる子育て支援セ
ンターを開設します。

　子育て支援センターの実施設計を行います。

　１　所　在　地　　　高砂市曽根町２３０１番２７、２３０１番３５

　2　スケジュール　     令和２～３年度　　基本設計、実施設計
　　　　　　　　　　    令和４～５年度　　建設工事

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

当初予算額 1,313

予 算 科 目 款：③民生費　 項：（３）児童福祉費

１



千円

　　　【担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】 （予算総額　17,799千円）

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

項：（１）保健衛生費 目：１保健衛生総務費

・負担金補助及び交付金 ５,９９９

　不妊・不育治療費助成事業 当初予算額（拡充分）

第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－１　みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

　出産を希望する世帯を広く支援するため、国が特定不妊治療助成の所得
制限を撤廃する等対象者を拡大しました。当市においては、従来から特定
不妊治療に加え、一般不妊治療費助成及び不育治療費助成を実施していま
すが、特定不妊治療と同様に所得制限の撤廃等を実施し、高額な医療費が
かかる不妊・不育治療の経済的負担の軽減を図ります。

【助成対象】
　配偶者間の不妊・不育治療に要する費用（一部助成）
　[拡充分の対象]
　・所得制限の撤廃
　・助成回数：１子ごとに6回まで（40歳以上43歳未満は3回）
　
　-県補助R3.4月開始-
　　　兵庫県において不妊治療ペア検査（世帯所得400万未満、保険
　　非適用部分の検査費用）に対する補助制度が開始されます。
　　当市においては、助成上限内で既に保険適用・非適用及び夫婦それ
　　ぞれの受診日に関わらず、助成を実施しています。R3.4月以降は、
　　所得制限も撤廃されます。

5,999

予 算 科 目 款：④衛生費

・県支出金
・市の負担額 ５,９６９

３０

２



千円

　　　【担当課：教育部学校教育室学校給食課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　給食費を高砂市の会計に組み入れ、保護者からの給食費を徴収・管理しま
す。
令和3年度から令和4年度にかけて、給食費管理システムの導入を行いま
す。令和5年4月運用開始予定です。
（債務負担行為期間：令和3年度～令和9年度）

　学校給食費公会計化事業 債務負担行為額 28,235

款：⑪ 教育費 項：（2）小学校費 目：2 給食費

第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－２　子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】

　現在、学校給食会（私会計）で管理している給食費を公会計化することに
より、教員の業務負担の軽減を図ります。
　平成31 年１月25 日に中央教育審議会でまとめられた「新しい時代の教
育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き
方改革に関する総合的な方策について（答申）」では、学校給食費の徴収・
管理は学校・教師の本来的な業務ではなく地方公共団体が担うべきとあり、
学校給食費の公会計化が提言されています。

予 算 科 目
款：⑪ 教育費 項：（3）中学校費 目：2 給食費

・使用料及び賃借料 ２８,２３５

・市の負担額 ２８,２３５

３



千円

　【担当課： 福祉部人権福祉室人権推進課】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

　女性活躍推進事業 当初予算額 638

予 算 科 目 款：②総務費 項：（1）総務管理費 目： 20男女共同参画推進費

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－３　個人が尊重し合い、安心して平和に暮らすまち【人権政策】

・報償費 １３２

　女性の就業支援や地域の様々な分野における活躍の推進を図るための事
業を行います。

・地元企業合同就職面接＆相談会
　日程　令和３年７月（予定）
　場所　高砂市文化保健センター　中ホール
　内容　ハローワーク加古川と協働し地元企業等と就職希望者の面接会を
　　　行い、働きたい女性に就職の機会を創出します。

・たかさご女性活躍推進会議
　年３回開催し、高砂市の女性活躍推進に関する施策、事業への参画を図
ります。

・第３９回ひょうご女性未来会議 in たかさご
　日程　令和３年５月２２日（土）
　場所　高砂市文化保健センター　中ホール
　内容　兵庫県における男女共同参画と女性の活躍推進を図るため、
　　　　様々な分野で活躍する女性のための異業種交流会を高砂市で
　　　　開催します。

・旅費 ３

・市の負担額　 ６３８

・需用費 １２３

・使用料及び賃借料 ６０
・負担金補助及び交付金 ３１７

・役務費 ３

４



千円

　　　【担当課：福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　成年後見制度利用促進事業 当初予算額 1,042

予 算 科 目 款：③民生費 項：（１）社会福祉費 目：１社会福祉総務費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－４ 地域で自立を支え合い、つながり合うまち【福祉政策】

・高砂市における成年後見制度の利用の促進を図るため、専門家の助言支
援が得られる体制を構築するとともに、地域住民や関係機関によるネット
ワーク会議を設置します。

・権利擁護の課題について、高砂市内の弁護士・リーガルサポート会員司
法書士・社会福祉士等の専門職によるバックアップ支援を得られるよう、
「高砂市権利擁護支援人材バンク」を設置します。

・権利擁護支援を必要とする市民が、取り残されることなくそれぞれの状
態に応じた権利擁護支援を受けられるよう、地域住民や関係機関による権
利擁護支援の地域連携ネットワーク会議を設置し、地域住民や地域の支援
機関との情報共有を図ります。

・委託料 ９５６

・報償費 ８０
・需用費 ３

・使用料及び賃借料 ３

・県支出金　　 ７８１
・市の負担額 ２６１

５



千円

　　　【担当課：福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　地域福祉計画等策定事業 当初予算額 4,672

予 算 科 目 款：③民生費 項：（１）社会福祉費 目：１社会福祉総務費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－４ 地域で自立を支え合い、つながり合うまち【福祉政策】

・市町村地域福祉計画として、「第４期高砂市地域福祉計画」（令和５年
度～ 令和９年度）を策定するにあたり、市民や関係機関向けのアンケート
調査を実施します。

・高砂市における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本
的な計画「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」（令和４年度～ 令和９
年度）を策定します。（「第４期高砂市地域福祉計画」と合冊で策定）

・報償費 ２２８

・「第３期高砂市地域福祉計画」（平成３０年度
～令和４年度）の計画期間満了を控え、次期計画
を令和４年度にかけて策定するにあたって、アン
ケート調査を実施します。

・「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」を令
和３年度中に策定します。（令和４年度に「第４
期高砂市地域福祉計画」と合冊し一体的計画にし
ます。）

令和３年度　市民等アンケート調査、成年後見制度利用促進基本計画策定
令和４年度　地域福祉計画策定（債務負担行為３，０８０千円）

・委託料 ４,４００

・旅費 １３
・需用費 ２２

・市の負担額 １,１６８

・使用料及び賃借料 ９

・県支出金　　 ３,５０４

６



千円

　　　【担当課：福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円

・県支出金 １,８４８
・市の負担額 １,８４８
・保険料 ２,２０８

・国庫支出金　 ３,６９６

・委託料 ９,６００

第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－４　地域で自立を支え合い、つながり合うまち【福祉政策】

　高砂市社会福祉協議会に委託している高砂市介護予防・生活支援体制整
備事業において、市内8地区に第２層協議体の設置を進めています。（令和
3年1月４日現在、６地区で設置済み。）
　この第２層協議体の活動を促すため、２地区に対し1人の担当コーディ
ネーターを配置し、地域ごとの課題解決を図ります。

　生活支援体制整備事業にかかる第２層生活支援コーディネーターについ
て、令和3年度は、まず2人の第2層生活支援コーディネーターを配置し、
事業を推進していきます。

生活支援体制整備事業 当初予算額 9,600

予 算 科 目 介護保険事業特別会計

７



千円

　　　【担当課：市民部保険年金室国保年金課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・県支出金 ４４２
・市の負担額 ８,１４２

・委託料 ７,７００

・扶助費 ８６０
・役務費 ２４

　在宅医療としての訪問看護ステーションの利用が増加していること等を
踏まえ、訪問看護療養費の支給に係る部分を福祉医療費の助成対象とし、
併せてシステム改修を行います。

福祉医療事業 当初予算額 8,584

予 算 科 目 款：③民生費 項：（１）社会福祉費 目：６福祉医療費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－５ 健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、福祉の増進
を図ることを目的としています。

８



千円

　　　【担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ９,８１９

一次救急医療定点化整備事業 当初予算額 9,819

予 算 科 目 款：④衛生費　 項：（１）保健衛生費 目：１保健衛生総務費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　休日昼間の一次救急医療においては、医師の高齢化や慢性的な医師不足の
問題があり、これらの課題を解決するため、新たな休日・昼間診療の定点化
のための拠点整備を行います。高砂市、加古川市、稲美町、播磨町の２市２
町での広域での取り組みです。

・負担金補助及び交付金 ９,８１９

　旧加古川西市民病院跡地公共施設ゾーンのうち、加古川バイパス側整形地
に建設をすすめており、令和3年11月開設予定です。
　２市２町（高砂市・加古川市・稲美町・播磨町）の住民のための一次救急
医療体制を確保します。

平成３０年度　測量、基本設計、土質調査に係る費用を計上
平成３１年度　　実施設計
令和２～３年度　建設工事
令和３年１１月    開設予定

９



千円

　　　【担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ２０,１６３

・委託料 ２０,１６３

【実施検診】
　健診３０、結核・肺がん検診、大腸がん検診、胃がんリスク検診、
乳がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診

市民病院での検診事業 当初予算額 20,163

予 算 科 目 款：④衛生費　 項：（１）保健衛生費 目：２予防費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　保健センターにて、検診バスを利用し実施している集団検診を市民病院
に委託します。
現在、検診受診日の選択につきましては、限られた日程（7月～2月末のう
ち33回（半日換算））のうちから受診日を選択していただいていますが、
市民病院で実施することにより、月曜日から金曜日（通常営業日）の検診
実施が可能となり、受診者の選択肢がより広くなります。
また、検診バスによる結核・肺がん検診、乳がん検診も市民病院の施設内
で全て受診することが可能となり、よりスムーズな受診が可能となりま
す。
これらにより、市民の利便性が向上し、がん検診の受診率向上につなげた
いと考えています。

１０



千円

　　　【担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

所得制限なし

５万円

１万円

５万円

　医療用ウィッグ
（装着用ネット、医療用帽子含む）

　乳房補正具（乳房保護補正下着）

　乳房補正具（人工乳房）

対象補正具と助成内容 助成上限額

第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　近年、がん医療の進歩により生存率が改善し、また通院治療環境の整備
により仕事等を持ちながら通院されている患者が増加しています。こうし
た背景により、患者の治療に伴う外見変化に対する心理的負担が大きく
なっており、一方で患者の経済的負担も非常に大きいことから、がん治療
中・治療後も安心して学業・就業に専念できるよう、外見変貌を補完する
補正具の購入費用の一部を助成し、がん患者の療養生活の質の維持向上を
目的として助成するものです。

　がん患者アピアランスサポート事業 当初予算額 570

予 算 科 目 款：④衛生費 項：（１）保健衛生費 目：２予防費

・市の負担額 ４２８
１４２・県支出金

・負担金補助及び交付金 ５７０

１１



千円

　　　【担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

＊実施予定　 3月　　　医療従事者接種開始（県主体）、コールセンター開設　
　　　　　　 4月から　高齢者から順次、集団、個別接種実施

　　経費内訳

・需用費 千円
・役務費 千円
・委託料 千円

千円

　　財源内訳

千円

第5次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、
予防接種の実施体制の整備等を行うとともに、可能な限り速やかにワクチン
接種を実施します。

３４５,２９８

３６６
６,５０３

（１）実施主体：医療従事者は県、それ以外は市。
（２）費用負担：国　10/10（上限あり）
　※接種単価は全国統一単価　2,070円／回（ワクチン代を除く）
（３）接種場所：原則、住民票のある住所地内で接種。
　　長期入院、入所等やむを得ない事情による場合は、住所地以外での接種
も可。
　　　➡集合契約を締結（住所地以外の方の分は、国保連を通じて請求）
（４）接種会場：（個別接種）接種実施医療機関
　　　　　　　　（集団接種）市民病院、総合体育館
（５）接種順位：①医療従事者②高齢者③高齢者以外で基礎疾患を有する
者、高齢者施設等の従事者④それ以外
（６）ワクチンについて：３種類のワクチンあり　いずれも２回筋肉注射

新型コロナウイルスワクチン接種事業 当初予算額 367,157

予 算 科 目 款：④衛生費　 項：（1）保健衛生費 目：２予防費

・国庫支出金 ３６７,１５７

・使用料及び賃借料 １４,９９０

１２



 



 

 

 

基本目標２ 

地域の魅力を共に創る、活力あるまち 

【共創】 



千円

　　　【担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円

がけ地近接等危険住宅移転事業 当初予算額 74

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－１　住民が望む、暮らしに良好な住環境のまち【まちづくり政策】

　市内33ヶ所において、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）が平成31
年2月に兵庫県により指定されたことにより、当該区域において土砂の流出
に耐えられない既存不適格住宅が28棟存在しています。当該住宅の除却ま
たは除却移転を行う者に対し必要な経費を助成することにより、居住者が
安全な居住誘導区域へ移転することを促進します。

　土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅に居住する市民が市内の安全
な居住誘導区域に移転する際の、当該住宅の除却費、及び移転先の住居の
建築・購入の建設費及び利子補給を助成します。
なお、令和3年度4月～10月を事前相談受付期間とし、相談があった案件に
ついて令和4年度より助成を行います。

・需用費 ５６
・旅費 １８

・市の負担額　 ７４

１３



千円

　　　【担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円

　用途地域見直し事業 当初予算額 4,650

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－１　住民が望む、暮らしに良好な住環境のまち【まちづくり政策】

　用途地域とは、地域ごとに建築できる建築物の種類を定めたもので、都
市計画法によるまちづくりの中でも最も代表的な制度です。高砂市におい
ても、昭和48年に用途地域を決定して以来、概ね５年ごとに見直しを行っ
ており、令和4年度に第8回目の見直しを予定しています。
　用途地域の見直しは、主として土地利用の現況・動向を踏まえ、市街地
の連続性を考慮し広域的な観点による調整を図りながら、都市における合
理的で調和のとれた土地利用の実現を目指します。

　第8回目の定期見直しに向け、用途地域の見直しが必要な地区の抽出とそ
の検討を行います。

・需用費 ５０
・委託料 ４,６００

・市の負担額 ４,６５０

１４



千円

　　　【担当課：都市創造部都市住宅室建築住宅課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

補助率
1/2
2/3

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　空家等対策推進事業 当初予算額 5,400

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－１　住民が望む、暮らしに良好な住環境のまち【まちづくり政策】

　平成30年3月に策定した空家等対策計画に基づき、空家等に関する施策
を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興を図りま
す。
　計画に基づく空家等対策の施策の一つとして、空き家活用支援事業を実
施し、にぎわいの創出と地域の活性化を図り、良好な居住環境の整備改善
を目指します。

・需用費 ２００

　空き家活用支援事業
　市内の空き家に居住しようとする者、空き家を所有し、賃貸住宅として
活用しようとする者又は空き家を事業所として活用しようとする者に対
し、その居住又は活用の経費の一部を補助します 。

補助タイプ 補助額
住宅型〈一般タイプ〉・事業所型 上限 150万円

住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉 上限 200万円

・委託料 ２００

・県支出金 ３,５００

　　空き家活用支援事業　住宅型〈一般タイプ〉・事業所型　1,500千円×2件＝3,000千円

　　　　　　　　　　　　住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉2,000千円×1件＝2,000千円

・負担金補助及び交付金 ５,０００

・市の負担額 １,９００
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千円

　　　【担当課： 福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

高齢者移動支援事業 当初予算額 3,489

予 算 科 目 款：③民生費 項：（2）高齢者福祉費 目： ３高齢者援助費

・需用費
・役務費
・使用料及び賃借用 ２,５５０

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－２　公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】

　高齢者の日常生活に必要不可欠な買い物や通院の為の移動手段の確保を
図ります。
　単独では外出が困難でかつ経済的な援助が必要と思われる世帯の高齢者
に対して、外出及び社会活動への参加を促すためにタクシー料金を助成し
ます。

　６５歳以上で非課税世帯に属する要介護１以上の認定を受けている方を
対象に、タクシー利用料として使用できるタクシーチケットを交付しま
す。
　交付金額：年額１２，０００円（500円×24枚）
　※令和３年度については１０月開始のため、６，０００円分（500円×
12枚）となります。

７１９
２２０

・市の負担額 ３,４８９
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千円

　　　【担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額　 １２,１６０

・需用費 １,０１４
・委託料 １１,１４６

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－２　公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】

　市内におけるコミュニティバスを含む公共交通ネットワークを総合的に
捉え、持続可能な地域公共交通網の形成を図ります。公共交通の1つとして
運行しているコミュニティバス「じょうとんバス」について、路線再編を
行い、利便性の向上を図ります。

・コミュニティバス「じょうとんバス」路線再編に伴う改正費
　（ダイヤ改正、バス停・音声データ・看板設置費等）
・利便性向上のための携帯アプリ・１日乗車券発券機やPRチラシ作成費用

　コミュニティバス路線再編事業 当初予算額 12,160

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費

１７



千円

　　　【担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

山電高砂駅南周辺整備事業 当初予算額 369

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－２　公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】

　山陽電鉄高砂駅南地区は、市南部の玄関口であり、市内唯一の商業地域
にも関わらず老朽化が進む低層商店街や駐輪場等の用地が低未利用の状況
です。また、中心市街地への人の動線や狭小な駅前空間への通過車両の進
入など喫緊の課題があるため、駅前地区の土地利用の高度化と人及び車の
動線を整理し、市南部の玄関口としての機能と魅力あるまちづくりを創出
し、定住促進と地区の活性化を図ります。

・高砂駅南地区まちづくり協議会を運営します。
・地権者等に対する勉強会を開催します。
　市街地再開発事業の検討を進める区域の地権者等を対象とした勉強会を
開催します。

・旅費 ３６
・報償費 ２５０

・需用費 ６９
・使用料及び賃借料 １４

・市の負担額　 ３６９
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千円

　　　【担当課： 生活環境部環境経済室環境政策課 】

　
　　事業の目的、効果

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円　　
千円　　
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ４,７７６

・報酬 ２４３
・旅費 ５９

・委託料 ４,０７３
・使用料及び賃借料 ５

・役務費 ３７８
・需用費 １８

　現在の第2次高砂市環境基本計画の施策の取組状況を分析・課題点を抽出
し、下記項目について、施策内容を検討・見直しを実施します。
　①運用状況の課題分析
　②市民等意識調査
　③基本目標達成のための取組検討
　④第２次高砂市環境基本計画（改訂版）の作成

環境基本計画策定事業 当初予算額 4,776

予 算 科 目 款：④衛生費 項：（１）保健衛生費 目：４環境保全対策費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４　環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

「自然・まち・ひとが共生する高砂　～水と緑が将来に続く～」を基本理
念に、平成29年３月に策定した「第２次高砂市環境基本計画」は10年間の
運用期間としていますが、昨今の社会情勢や環境問題の変化に即した内容
に見直し、改訂版を作成し基本目標の達成を目指します。

１９



千円

　　　【担当課： 生活環境部環境経済室環境政策課 】

　
　　事業の目的、効果

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　高砂市内の自ら居住する住宅に、太陽光発電システムと接続する蓄電池
システムを設置する方に補助します。

・補助額　　蓄電池システム設置　一律　５万円
　　　　　　蓄電池+太陽光発電システム設置　一律１０万円
・高砂市内に市税の滞納がない方の申請に限ります。
・１住宅１回の補助です。
・予算の範囲内で先着順により受け付けます。

地球温暖化対策推進事業 当初予算額 2,500

予 算 科 目 款：④衛生費 項：（１）保健衛生費 目：４環境保全対策費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４　環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　平成２４年３月に「高砂市地球温暖化対策実行計画」を策定し、温室効
果ガスの排出量削減に取り組んでおり、温室効果ガスの排出抑制のため、
発電量を抑制する一助としての蓄電池の導入を推進していきます。
　再生可能エネルギーを利用した太陽光発電パネルを新たに設置し余剰電
力を蓄電池システムで蓄電する住宅及び、過去に太陽光発電パネルを設置
した住宅で新たに蓄電池システムを設置する住宅に補助を行い、温室効果
ガス排出量の削減を目指します。

・負担金補助及び交付金 ２,５００

・市の負担額 ２,５００

２０



千円

　　　【担当課：生活環境部広域ごみ処理施設建設推進室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円

　令和４年度の稼働に向け、可燃ごみ処理施設、不燃・粗大ごみ処理施設
及び付属施設の建設工事を実施します。

　広域ごみ処理施設建設事業 当初予算額 7,331,412

予 算 科 目

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　東播２市２町（高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町）によるごみ処理
広域化（可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ）のため、令和４年度の稼働に
向け、広域ごみ処理施設（東播臨海広域クリーンセンター）の建設、試運
転を行います。建設する施設は、旧高砂市美化センター以上に厳しい公害
防止基準を設けることにより周辺環境への配慮に努めるとともに、余熱を
利用した高効率発電の導入等によりエネルギーの効率化を図ります。さら
に、建設から稼働開始後の施設運営までを民間事業者に一体発注すること
で事業をより適切かつ効果的に進めます。

広域ごみ処理事業特別会計

・委託料
・工事請負費
・負担金補助及び交付金

７,２３２,０９２
４５,８５７

５３,４６３

・国庫支出金

・市債
・市の負担額

・諸収入
２,０３２,１５２
４,１４０,９５５

９８９,１００
１６９,２０５

２１



千円

　　　【担当課：生活環境部広域ごみ処理施設建設推進室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円・市の負担額

・県支出金
・諸収入
・市債

２０,０００
２４９,３５１

６２,７００
７,０４９

　東播２市２町（高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町）によるごみ処理
広域化（可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ）のため建設する広域ごみ処理
施設（東播臨海広域クリーンセンター）において、施設稼働後の沿道環境
保全のため、周辺道路について必要な整備を実施します。

　広域ごみ処理施設（東播臨海広域クリーンセンター）稼働後のごみ搬入
車両による交通量の増加が及ぼす沿道環境への対策として、国道２５０号
から広域ごみ処理施設（東播臨海広域クリーンセンター）に繋がる３路線
の舗装改修、臨港道路・曽根臨港線の歩道新設並びに市道松陽幹線松陽橋
高欄改修及び沿道植栽工事を実施します。

・工事請負費 ３３９,１００

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　広域ごみ処理施設周辺道路整備事業 当初予算額 339,100

予 算 科 目 広域ごみ処理事業特別会計

２２



千円

　　　【担当課：生活環境部広域ごみ処理施設建設推進室 】

　
　　事業の目的、効果

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

２５,５００

　東播２市２町（高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町）によるごみ処理
広域化（可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ）のため建設する広域ごみ処理
施設（東播臨海広域クリーンセンター）において、周辺環境の保全及び向
上のため、必要な整備を実施します。

・市の負担額

・工事請負費

・諸収入
・市債

・負担金補助及び交付金

２７,３６４

４１,６０３
１５１,６５０

１８８,９８９

・梅井地区の公園新設、高須地区の既設公園の補修整備及び梅井東交差点
の安全対策に係る工事を行います。
・周辺整備用地の将来の活用に向けた地質調査及び設計委託並びに土壌汚
染調査委託を行います。
・地元団体（自治会及び漁業協同組合）へのコミュニティ支援及び漁業振
興を目的とした補助金を交付します。

・委託料 ４８,６００

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　広域ごみ処理施設周辺整備事業 当初予算額 241,853

予 算 科 目 広域ごみ処理事業特別会計

２３



千円

　　　【担当課： 都市創造部土木建設室土木総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円

事業期間：令和３年度から令和５年度

　　　　　ソフト事業
　　　　　　啓発資料、啓発用のぼり旗
　　　　　　ソーラーパネル型LED信号機等(自転車での通勤者、観光客、
　　　　　　高齢者、児童及び生徒等対象安全教育用模擬信号機）

　　　　　ハード事業
　　　　　　サイクルツーリズム周知看板の設置
　　　　　　　（JR宝殿駅前、山陽電鉄高砂駅前）

　交通安全対策事業 当初予算額 2,480

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１１交通安全対策費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

【高砂ワクワク自転車プロジェクト】
自転車事故のない安全・安心な社会の実現をします。
自転車利用の普及を促進し、自転車を活用した市民の健康増進効果を図り
ます。
サイクリングイベント等を実施して、健康増進とサイクリングマップによ
り情報発信を行い、自転車を活用した地域の活性化を推進します。

・需用費 ９８０
・備品購入費 １,５００

・市の負担額 ２,４８０

２４



千円

　　　【担当課： 総務部危機管理室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ２７６

・需用費 ２６８
・使用料及び賃借料 ８

市民説明会の開催に係る経費
令和３年度　　　　市民へ市の考え方を説明（事業内容の説明）
令和４年度　　　　設置箇所の検討、事業実施計画の作成
令和５年～７年度　見守りカメラの設置、見守りサービスの導入

地域安全対策事業（見守りカメラ設置事業） 当初予算額 276

予 算 科 目 款：②総務費 項：（1）総務管理費 目：17自治振興費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　犯罪等の抑止力として市民の安全性が向上し、高齢者及び子どもたちが安心
して生活、通学ができるよう市内全域に「見守りカメラ」の設置を進めるとと
もに、「見守りサービス」を導入するための調査研究を行います。

【イメージ】

２５



千円

　　　【担当課：上下水道部技術管理室治水対策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

土地改良施設運営管理事業
（ため池治水活用拡大促進事業） 当初予算額 910

予 算 科 目 款：⑥農林水産業費 項：（１）農業費 目：４農地費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　本事業は浸水被害の軽減を図るために、市・県で推進する総合治水の取
組のうち「ためる」対策を１５箇所の既存ため池において行います。
　大雨時の雨水の流入に備え、期間（９月～１０月のうち少なくとも１箇
月以上）を定めて「ため池」の水位を常時下げておく管理者の取組に対
し、施設の操作・点検・清掃を円滑に実施するための費用を市と県が補助
する事業です。

ため池治水活用拡大促進事業補助金

・負担金補助及び交付金 ９１０

・県支出金 ４５５
・市の負担額 ４５５

ため池治水活用の取組イメージ

①新たに設置する放流施設や、②既存の施設を利用し、翌年の営農に支障のない範

囲で期間を定めて水位を下げ、雨水貯留(治水)容量を確保

２６



千円

　　　【担当課： 上下水道部技術管理室治水対策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・委託料
　　高潮対策事業工事監理委託（排水機場（機械・電気））
・工事請負費
　　○松村川防潮水門建設工事
　　○松村川排水機場建設工事（土木・建築）
          松村川排水機場建設工事（土木・建築）
　　○松村川排水機場建設工事（機械設備）
　　○松村川排水機場建設工事（電気設備）

　河川改良事業（松村川排水機場整備工事） 当初予算額 2,610,891

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：（３）河川費 目：３河川改良費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　準用河川松村川に排水機場及び防潮水門（高潮対策）を新設し、流域の
浸水被害解消、軽減を図り、市民の安心・安全を確保するため、本事業を
行います。
　さらに、松村川の護岸改修事業（洪水対策）と併せて事業を進めること
で、効果的に浸水被害の解消を図ります。

・委託料
・工事請負費

２２,８９１
２,５８８,０００

・市債
・市の負担額

２,６１０,８００
９１

完成イメージパース

２７



千円

　　　【担当課：都市創造部都市住宅室建築住宅課】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

1,000当初予算額住宅・建築物安全ストック形成事業
（地震危険住宅除却工事費補助）

・国庫支出金 ５００
・市の負担額 ５００

・負担金補助及び交付金 １,０００

・対象
　　昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅で、以下に該当するもの
　　耐震診断の結果、安全性が低いとされたもの
　　簡易耐震診断推進事業で、診断の結果、危険と診断されたもの
・補助対象経費
　　地震危険住宅の除却工事に要する費用
・補助率
　　補助対象経費の23％（補助限度額50万円）

予 算 科 目 款：⑨都市計画費　 項：（１）都市計画費 目：２建築指導費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５　犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　地震危険住宅の除却を促進し、住宅の耐震化の促進を図ること及び地震
による倒壊から市民の生命を守ることを目的とします。

２８



千円

　　　【 担当課：消防本部総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・国庫支出金 ２４７
・市債 ３００
・市の負担額 ４８

・役務費 ３１
・委託料 ５６４

　消防分団車庫詰所の実施設計を行います。

１　所　在　地　　　　　高砂市曽根町２３０１番２７、２３０１番３５

 2　スケジュール　　　　令和３年度　　　　基本設計、実施設計
　　　　　　　　　　       令和４～５年度　　建設工事

消防分団車庫詰所改築事業 当初予算額 595

予 算 科 目 款：⑩消防費　 項：（１）消防費 目：3消防施設費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　老朽化が著しい消防分団車庫・詰所を改築することで、地元消防団員の
士気を高め、地域防災力の向上に繋がるものと考えます。また、当該建物
は地域の防災拠点として市民交流広場に隣接するため、市民との連携強化
が図られます。

２９



千円

　　　【担当課： 総務部危機管理室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

ハザードマップ配布委託料（自治会）
＠24円×40,000部＝960,000円

防災対策事業（ハザードマップ等作成） 当初予算額 960

予 算 科 目 款：⑩消防費 項：(1)消防費 目：5災害対策費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、想定最大規模高潮による高
潮浸水想定区域、土砂災害特別警戒区域など、最新の情報を反映したハ
ザードマップ（冊子版）を作成し、全戸に配布することで、市民の防災意
識の高揚を図ります。

・委託料 ９６０

・市の負担額 ９６０

３０



千円

　　　【担当課： 総務部危機管理室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　システム構築及び運用に係る分担金

防災対策事業（高潮危険度予測協議会分担金） 当初予算額 192

予 算 科 目 款：⑩消防費 項：（１）消防費 目：5災害対策費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　台風襲来時の高潮に関する避難勧告等の適切な発令など、防災対応の向
上を目的として、高潮による最大潮位、最大波高、越波量等を予測するシ
ステムを高潮危険度予測協議会で構築し、運用します。

・負担金補助及び交付金 １９２

・市の負担額 １９２

３１



 

 

 

基本目標３ 

楽しく、つながり合い、活躍するまち 

【共感】 



千円

　　　【担当課：市民部市民窓口室地域振興課】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

集会施設整備費補助事業 当初予算額 14,458

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１７自治振興費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ３－２まちを考え、行動する市民活動があるまち【市民活動政策】

　コミュニティ活動の活性化や参画拡大を促進するため、集会施設を整備
しようとする自治会等（自治会、町内会その他地域住民で組織するもので
高砂市連合自治会に加入しているもの及びそれが連合したもの）に対し
て、その整備に要する費用を補助します。

１　補助対象事業
　⑴　集会施設を建設し、又は有償で取得しようとするもの
　　（土地取得費用は除く。）
　⑵　建物の主要構造部について行う大規模な修繕をするもの
　⑶　既設の集会施設の一部を増築し、改築し、又は修繕しようとする
　　　もの
　※当該年度内に完了し、かつ、補助対象経費が50万円以上であること
２　補助金額
　⑴　新築・取得・大規模修繕で補助対象経費の1/3を補助
　　　（補助限度額は別に定める。）
　⑵　増改築（耐震工事・バリアフリー工事含む。）・修繕で補助対象
　　　経費の1/2を補助（300万円を上限）

・負担金補助及び交付金 １４,４５８

・市の負担額 １４,４５８

３２



千円

　　　【担当課：市民部市民窓口室地域振興課】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

（仮称）曽根地区地域交流センターの実施設計を行います。

　１　所　在　地　　　　高砂市曽根町2301番27、2301番35

　２　敷 地 面 積　　　　  約4,800㎡

　３　スケジュール　　　令和２～３年度　　基本設計、実施設計
　　　　　　　　　　　　令和４～５年度　　建設工事

地域交流センター建設事業 当初予算額 10,186

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１８　地域交流センター建設費

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ３－２まちを考え、行動する市民活動があるまち【市民活動政策】

　地域コミュニティの醸成、地域づくり活動の促進や生涯学習との連携を
推進し、「協働のまち～たかさご～」の実現を目指し、地域住民の活動の
場を整備します。

・委託料 ９,２１６
・役務費 ９７０

・国庫支出金 ３,８６９
・市債 ４,２００
・市の負担額 ２,１１７

３３



千円

　　　【担当課：政策部シティプロモーション室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ３－３愛着と誇りを感じるまち【移住・定住、関係人口政策】

　地域の創生と活性化を目的とする各種団体の事務局を集約化した高砂市
観光交流ビューローの運営事業を支援することにより、民間が持つアイデ
アや官が持つ発信力など官民共同で本市の歴史・文化・自然・産業など
様々なものを発信・ＰＲし、より多くの方々に高砂市を知ってもらい、誘
客を促進し地域の活性化と移住定住につなげていく事業です。
　また、本年度より自転車観光推進事業を実施し、新たな観光ユーザーの
取りこみや点在する観光、歴史施設を結びルート化することにより滞在時
間の延伸を図り、経済効果の向上につなげていきます。

ふるさと創生組織構築・推進事業 当初予算額 10,000

予 算 科 目 款：⑦商工費 項：（１）商工費 目：４観光費

・負担金補助及び交付金 １０,０００

補助金の内容
・事務局運営費：観光交流ビューロー事務局に関する運営事業
・シティセールス事業：高砂市をＰＲする事業
・誘客促進事業：誘客を促進するために実施する事業への支援事業
・利便性向上事業：当市来訪者への利便性を向上させる事業
・結びのまち推進事業：ブライダル都市「結びのまち高砂」を推進する事
業
・ロケ支援事業：映画、ＴＶ、ＣＭなどのロケ誘致に関する事業
・物産品事業：市内物産品のＰＲ、ビューロー自らが企画制作した物産品
の販売事業
【新規事業】
・自転車観光推進事業：令和４年度から実施を予定している自転車を活用
したツーリズム事業の準備作業として、自転車での観光ルートの構築、サ
イクリングマップの作製、自転車観光のＰＲなどを実施します。

・市の負担額 １０,０００

３４



千円

　　　【担当課：健康こども部健康文化室文化スポーツ課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

　高砂市文化振興条例に基づき、「文化を大切にし、ふるさとを愛する人
が集うまち高砂」の実現を目指し策定した高砂市文化振興基本方針の計画
期間が令和４年に満了を迎えます。国・県の動向や社会情勢の変化を踏ま
えた高砂市が目指す文化芸術振興の方向性と講ずるべき施策を示す高砂市
文化芸術推進基本計画を策定します。

　令和５年度から令和１４年度までの１０年間を計画期間とする高砂市文
化芸術推進基本計画の策定に向け、市民アンケート調査を実施します。

【事業計画】
・令和３年度　アンケート調査の実施　　　　　　　　１，３００千円
・令和４年度　基本計画の策定

【事業内容】
　市民を対象としたアンケート調査を行います。社会情勢の変化による市
民の文化活動の実態やニーズ等の把握と、計画策定に必要な基礎資料を収
集します。

  文化振興事業（文化芸術推進基本計画策定事業） 当初予算額 1,300

予 算 科 目 款：② 総務費 項：（１） 総務管理費 目：２１文化スポーツ振興費

・委託料 １,３００

・市の負担額 １,３００

３５



千円

　　　【担当課：福祉部生活福祉室障がい福祉課】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 １３３

・使用料及び賃借料 ５２

・役務費 ７

・旅費 ９
・需用費 ３８

・委託料 ２７

　イベント名「東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバル」

　高砂市において開催するイベント実施のため、実行委員会を設置し、実
施計画の策定、東京２０２０パラリンピック聖火リレー兵庫県実行委員会
等との調整、イベントの運営を行います。

　東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバル事業 当初予算額 133

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：２１文化スポーツ振興費

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４ 豊かな生きがいとつながりを感じるまち 【文化・スポーツ政策】

　パラリンピック聖火は皆のものであり、あらゆる個人・団体・都市のサ
ポートメッセージ（スパーク）が集まって、聖火点灯イベントで炎を灯す
エネルギーとなるという発想に基づき、パラリンピックを応援する高砂市
民の熱意を集め、ひとつの聖火を生み出し展示するイベントを開催しま
す。
　オリンピック終了後のパラリンピックへの移行期間においてイベントを
開催し、来るパラリンピックへの関心や祝祭感を高めます。

３６



千円

　　　【担当課： 教育部教育推進室生涯学習課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

・平成２９年度に策定された、国史跡「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」整
備基本計画にもとづき、史跡の保存活用を図るため、史跡整備事業を実施
します。
・史跡の価値を確実に保存し顕在化するための整備や、史跡を理解し活用
を図るための整備を推進します。

・史跡整備計画にもとづき、所
有者が実施する石の宝殿関連遺
構等の史跡整備事業を行いま
す。

　史跡整備事業 当初予算額 4,112

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（５）社会教育費 目：２文化財保護費

・負担金補助及び交付金 ３,８９０

・報償費 １３０
・旅費 ７８
・需用費 １４

・市の負担額 ４,１１２

国史跡 石の宝殿及び竜山石採石遺跡 整備計画図

３７
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もっと行政が寄り添うまち 

【共治 共有】 



千円

　　　【担当課： 政策部経営企画室企画課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 １,３８４

・報酬 １,２９６
・旅費 ８８

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－１　市民が求める能力を持つ人材が育つまち【職員育成政策】

　高度で専門的な外部の知見を積極的に活用し市政に的確に反映させるた
め、政策アドバイザーを設置する。

【所掌事務】
(1) 市の政策立案に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
【身分】
特別職の非常勤職員
【任期】
委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日まで（再任を妨げない）
【報酬等】
日額　９，０００円（別途通勤手当相当分支給）

政策アドバイザー設置事業 当初予算額 1,384

予 算 科 目 款：②総務費 項：(1)総務管理費 目：6 企画費

３８



千円

　　　【担当課： 政策部公共施設マネジメント室 】

　　事業の目的、効果

　　内容

　

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち　【公共施設政策】

令和３年３月に策定する高砂市公共施設全体最適化計画に基づき、公共施
設マネジメントを着実に進めるために、公共施設マネジメント推進委員会
を設置します。また、公共施設の全体最適化を進めるために公共施設等整
備基金を積み立てます。
〇公共施設マネジメント推進委員会
（目的）市の公共施設マネジメントについて必要な事項を調査審議するた
め
　※指定管理者制度選定委員会及び運用委員会を廃止し、本委員会で審議
します。
〇公共施設等整備基金積立事業
（目的）老朽化した公共施設等の更新・整備に要する経費を確保するため

公共施設等総合管理事業
（公共施設マネジメント推進委員会、公共施設等整備基金積立事業）

当初予算額 346

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：6 企画費

〇公共施設マネジメント推進委員会
【所掌事項】
(1)公共施設等総合管理計画に基づく取組の推進及び進捗管理に関するこ
と。
(2)公共施設等総合管理計画の見直しに関すること。
(3)公共施設に係る公民連携事業に関すること。
(4)指定管理者制度に関すること。
(5)その他市長が必要と認める事項
【組織】
委員７人以内で組織(任期２年）
【委員】
(1)学識経験を有する者
(2)その他市長が必要と認める者

〇公共施設等整備基金積立事業
施設更新の増嵩に備えて、決算剰余金の２分の１の範囲内で積立てを予定

・報酬 ２８８
・旅費 ５７
・積立金 １

・市の負担額 ３４５
１・財産収入

３９



千円

　　　【担当課： 政策部公共施設マネジメント室 】 （令和３年度　R3.10～庁舎分のみ）

　　事業の目的、効果

　

　　内容
庁舎を核に、建替に合わせ、段階的に対象施設を拡大

　　経費内訳

千円

千円

　　財源内訳

千円

第１段階　２年間の債務負担
令和元年10月～令和３年９月　新分庁舎を含めた市役所庁舎等を対象

第２段階　５年６か月の債務負担
令和３年10月～令和４年３月　新本庁舎を含めた市役所庁舎等を対象
令和４年４月～令和９年３月
　　上記を含め、学校やこども園など４８施設５２９業務（予定）を対象

当初予算額 45,430

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：6 企画費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち　【公共施設政策】

　公共施設マネジメントを着実に進めるためには、施設の総量縮減ととも
に、維持管理経費を削減することが必要となります。
　これまで、施設、業務ごとに個々に委託していた維持管理業務につい
て、民間事業者に包括して維持管理業務を委託することで、民間事業者の
ノウハウを最大限に活用できるとともに、効果的、効率的な事務執行が可
能となります。
　また、点検結果や修繕情報等を一元管理することで、施設の総量縮減に
対応した適切な保全投資額の検討を行うことが可能となり、長期的に運用
することで施設の総量縮減に合わせた維持管理経費の削減にもつながりま
す。

公共施設等総合管理事業(R3.10～R9.3債務負担）

(包括管理業務委託）

・委託料 ４５,４３０

１,３５２,６５０　　　　　令和４年度から8年度　限度額　　

・市の負担額 ４５,４３０

準備段階

H31(2019).4～9

•従来どおり個別契約で実

施

第１段階

R1(2019).10～

R3(2021).9

•新分庁舎完成に併せ、現本
庁舎を合わせて包括委託

第２段階

R3(2021).10～

R9(2027).3

•新庁舎完成に併せ、新分庁
舎等を合わせて包括委託

•庁舎以外の公共施設につ
いて可能な限り包括委託

第3段階

R9(2027).4～

•第２段階からはずれた施設
について包括管理の導入
検討

包括管理導入スケジュール

４０



千円

　　　【担当課：政策部公共施設マネジメント室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容
・ 新庁舎建設工事

工期：平成３０年度

・ 新庁舎建設工事施工監理委託料
履行期間：平成３０年度

・ 新庁舎諸備品購入
・ 新庁舎引越業務　など

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円

(令和２年１２月１９日撮影）

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　平成３０年１０月に着手した新庁舎建設工事は、令和元年１０月の新分
庁舎完成に続き、令和３年１０月に新本庁舎が完成する予定です。新本庁
舎完成後、旧庁舎の解体等を経て、駐車場等の整備を令和４年１２月の全
面竣工に向け実施します。
　なお、新本庁舎の供用開始は令和３年１１月を予定しています。

～令和４年度

～令和４年度

　新庁舎建設事業 当初予算額 3,352,214

予 算 科 目 款：②総務費　 項：（１）総務管理費 目：２４庁舎建設費

・備品購入費 ２７０,６７２

・役務費
・委託料
・工事請負費 ２,９５７,０３２

８９,０６７
２９,５２７

・その他 ５,９１６

・市の負担額 ５２,９４０

・庁舎建設基金 ６１３,０７１
・諸収入 ３
・市債 ２,６８６,２００

４１



千円

　　　【担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　曽根地区都市再生整備計画で整備する施設の利用者の利便性・安
全対策を目的とした道路（伊保・曽根準幹線道路、曽根２４号線）
の整備を行います。

伊保・曽根準幹線道路等整備事業 当初予算額 99,982

予 算 科 目 款：⑧土木費　 項：（２）道路橋りょう費 目：３道路新設改良費

・旅費 ２２

・工事請負費 ９６,９００
・需用費 ６０

・補償補填及び賠償金 ３,０００

・国庫支出金 ４３,５８４
・市債 ５０,６００
・市の負担額 ５,７９８

アクセス道路整備

・工事請負費

歩道整備

W=2.5ｍ、L=290ｍ

舗装工、側溝工、縁石工など

・補償補塡及び賠償金

電柱移設 4本

４２



千円

　　　【担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円・市の負担額　 ３５,８０１

・旅費 ２２７

・県支出金 ７,６５３

・需用費 ４２
・委託料 ７,３５９
・負担金補助及び交付金 ３５,８２６

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

・連続立体交差事業とは、市街地における道路整備の一環として、道路を
跨線橋等により立体化することにかえ、道路と鉄道が交差している一定区
間を連続的に高架化することにより、多数の踏切の除去や踏切による交通
渋滞を一挙に解消する事業です。
・高砂市においては、山陽電鉄高砂踏切から伊保駅の区間を連続立体させ
ることにより踏切に起因する事故や交通渋滞の解消、鉄道により分断され
ている市街地の一体化、駅前周辺の市街地再生、鉄道施設の改良による利
便性の向上を目指します。

・兵庫県、高砂市、山陽電鉄で連携し、事業が与える都市への影響を適切
に把握、整理したうえで、事業の必要性を確立させます。
・鉄道、側道等の基本設計を進めるとともに、周辺市街地を含めた都市整
備の基本構想を作成し、その実現方策について検討を行います。

主な調査内容
　・関連事業計画の検討・駅周辺動線計画の検討・高架下利用計画の検討
　・計画案の作成（関連事業計画案・都市計画案の作成）

　連続立体交差推進事業 当初予算額 43,454

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費

４３



千円

　　　【担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・諸収入 ６,９００
・市債 １４,５００
・市の負担額 ４,９３７

・役務費 ３７
・工事請負費 ２６,３００

　天川東公園便所建替工事
　・工事請負費
　　　多目的トイレ
　　　　大１基
　　　男子トイレ
　　　　小１基、大１基
　　　女子トイレ
　　　　大１基

　・役務費
　　 建築申請手数料
　

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

公園整備事業 当初予算額 26,337

予 算 科 目 款：⑨都市計画費　 項：（１）都市計画費 目：５公園管理費

　天川東公園の便所の建て替え工事を実施します。これにより、トイレの水
洗化（現在は汲み取り）と、一般用（男子・女子トイレ）の他に多目的トイ
レも設置をすることで、より快適に公園を利用できるよう努めます。

４４



千円

　　　【担当課：上下水道部経営総務室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　水道料金の現状と課題の整理、基本条件の設定、料金算定期間の費用算
定、料金体系の検討、料金改定計画案を策定します。検討にあたっては条
件の変更により複数のケースを算出し、比較検討を行います。

水道料金シミュレーション業務委託 債務負担行為額 13,000

予 算 科 目

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　令和２年度末策定の水道事業経営戦略では、令和５年度に水道料金
改定を想定した収支シミュレーションを行っています。
　今後、水道料金改定における改定率、現状の用途別料金体系等について
検討を行うため、水道料金シミュレーションを行います。
　債務負担行為　令和３年度～令和４年度

水道事業会計

・委託料 １３,０００

・自主財源 １３,０００

４５



千円

千円

　　　【担当課：上下水道部技術管理室管きょ課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

下水道事業
千円
千円
千円・自主財源 ５０

水道事業会計、下水道事業会計

明姫幹線南Ａ地区汚水管整備事業(実施設計) 当初予算額 19,000

水道事業

・委託料（下水道事業）
・委託料（水道事業）

・企業債
・国庫支出金

１５,２００

１３,５００
２１,０００

予 算 科 目

４１,０００

６,５００

・企業債
・国庫支出金

・自主財源

１９,０００

３,７５０

明姫幹線南Ａ地区他送配水管整備事業(実施設計)

　明姫幹線南Ａ地区のまちづくり計画の実施に伴い、良好な住環境のまち
づくりのための水道配水管、下水道汚水管の整備の実施設計を実施しま
す。
　また、明姫幹線南A地区等に埋設されている水道送水管について、耐震性
を満たしてないことから、厚生労働省の新水道ビジョンに示す安全・強
靭・持続の観点から耐震管へ布設替えの実施設計を実施します。
　水道送水管布設替工事　　 令和４年度～令和９年度
　水道配水管整備工事　　　 令和５年度～令和７年度
　下水道汚水面整備工事　　 令和４年度～令和７年度

　水道配水管及び下水汚水管布設及び水道送水管布設替えのための資料収
集、現地調査、設計計画、各種計算、耐震設計、設計図作成、数量計算等
の詳細設計を行います。

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

当初予算額 41,000

４６



千円

　　　【担当課：上下水道部技術管理室施設課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　基本条件の確認、処理フローの検討、維持管理方法の検討、配置計画の
検討、施設計画の検討、水理検討、施工方法の検討を行い、施設の基本的
構造等の決定を行うとともに施設の詳細設計にあたり必要となる調査及び
留意事項を抽出します。

米田水源地更新事業（基本設計） 当初予算額 70,000

予 算 科 目

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　米田水源地の浄水施設について、老朽化が進み、また耐震性能を満たし
ていないことから、厚生労働省の新水道ビジョンに示す安全・強靭・持続
の観点に留意しつつ、水需要の見直しや既存施設の評価に基づく合理的な
水道施設の更新を実施するための基本設計を実施します。
　詳細設計　令和4年度～令和5年度
　建設工事　令和6年度～令和9年度

水道事業会計

・委託料 ７０,０００

・自主財源 ７０,０００

４７



千円

　　　【担当課： 議会事務局総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　議会映像配信事業 当初予算額 8,015

予 算 科 目 款：①議会費 項：（１）議会費 目：１議会費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－３情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち【情報政策】

　本会議及び委員会の映像配信に計画的に取り組みます。

　高砂市議会基本条例に掲げる広報機能の充実及び議会改革を推進しま
す。

令和3年度

本会議 インターネット（※）

委員会

※パソコン、タブレット端末及びスマートフォンで視聴できます。

（単位：千円）

インターネット（※）

委託料

ライブ映像配信

・市の負担額 ８,０１５

ライブ映像配信

8,015

・委託料 ８,０１５

４８



千円

　　　【担当課：政策部シティプロモーション室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

　シティプロモーション事業 当初予算額 521

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：６企画費

４－３　情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち　【情報政策】

　市の政策や地域の魅力を市内外へ効果的に発信し、愛着と誇りを感じる
まちづくりを推進するため、戦略的にシティプロモーションに取り組む指
針となるシティプロモーション戦略を策定します。また、戦略の実効性を
高めるため職員研修を実施し、発信者（広報マン）となる職員を育成しま
す。

第５次高砂市総合計画前期基本計画

　戦略策定検討会議等のファシリテーター及び職員研修の講師として専門
知識を有する民間人を活用します。

　

・報償費 ３００
・旅費 １９９
・需用費 ２２

・市の負担額 ５２１

４９



千円

　　　【担当課：政策部経営企画室ICT推進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円

　RPAソフトウェア導入事業 当初予算額 3,135

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：７情報管理費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－３　情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち　【情報政策】

　庁内の定型的な業務においては、業務の自動化、省力化、共有化を図る
ため、職員の判断を補助し支援するＩＣＴツール（ＲＰＡ・ＡＩ-ＯＣＲ）
を活用し、職員の業務時間を縮減するなど、行政事務の円滑化を促進しま
す。また、業務の棚卸しや業務フローの可視化を実行することで、業務改
善の推進や、より効果的なプロセスの見直し(ＢＰＲ)を実践します。

・委託料 ６０５
・使用料及び賃借料 ２,５３０

・市の負担額 ３,１３５

入力

繰り返し行う

（導入後）

ソフトウェアが業務を実行

検索 集計 登録

入力

繰り返し行う

（導入前）

人が業務を実行

検索 集計 登録

５０



千円

　　　【担当課： 総務部危機管理室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・市債 ３１３,９００
・市の負担額 ５１

・委託料 ２,４４２
・工事請負費 ３１１,５０９

 ①　親局設備の整備
　・　操作卓
　・　デジタル無線送受信装置
　・　自動プログラム送出装置
　・　地図表示装置
　・　Ｊ－ＡＬＥＲＴ自動起動装置
　・　防災情報連携装置
　・　直流電源装置
　・　無停電電源装置

 ②　遠隔制御・地区遠隔制御設備の整備
　・　操作卓
　・　遠隔制御装置、地区遠隔制御装置

 ③　屋外拡声子局設備の整備（６３局）
　・　屋外受信機装置
　・　高性能スピーカ
 （令和３年度　事業費　313,951千円　債務負担）

防災対策事業（防災行政無線デジタル化整備） 当初予算額 313,951

予 算 科 目 款：⑩消防費 項：(1)消防費 目：5災害対策費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－３情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち【情報政策】

　防災行政無線をデジタル通信方式へ更新するための整備工事を行い、情
報伝達能力の向上を図ります。

５１



千円

　　　【担当課： 政策部経営企画室企画課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ７４３

・委託料 ７４３

　市民満足度調査は、平成25年度から定期的に実施しています。

【委託内容】
　アンケート印刷、封入封緘、発送、入力作業

※アンケート作成及び分析は市が行います。
※アンケート対象者は、市内在住の18歳以上の方で、1000人程度を予定
しています。

　市民満足度調査委託 当初予算額 743

予 算 科 目 款：②総務費 項：(1)総務管理費 目：6 企画費
第5次高砂市総合計画前期基本計画 ４－４　人口減少に対応する公正な行財政運営をするまち　【行財政運営政策】

　市民のニーズや市民満足度を把握し、高砂市総合計画に掲げるKPI・指標
の現状値を把握するとともに、今後のまちづくりの基礎資料とするため、
定期的にアンケート調査を実施し、施策への活用や反映、また、事務事業
の改善につなげます。

５２



 



 
高砂市マスコットキャラクター 

「ぼっくりん」 


